
今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受けている事業者の皆さまへ、ご利用いただける各種施策や制度・補助金などを
ご紹介します！また、以下の施策・制度のほかにも様々な施策・制度メニューがございます！
詳細については産業支援員までご相談・お問い合わせください。管轄の商工会議所・商工会の経営指導員と連携して対応致します。

感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業
者の方に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、
事業全般に広く利用いただける給付金を支給します。

持続化給付金
小規模事業者の方が自ら立案・策定した「経営計画」
に沿って、販路開拓のための取組みに対して、その
費用を一部補助します。

小規模事業者持続化補助金

新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少
した小規模事業者の方の資金繰りを支援するため、
通常のマル経とは別枠で1,000万円を限度とする融
資制度です。

新型コロナウイルス対策マル経
新型コロナウイルス感染症の影響により業況が悪
化した事業者の方に向けた無担保の特別貸付制度
です。要件を満たせば特別利子補給制度を利用す
ることで 3年間実質無利子とすることもできます。

新型コロナウイルス感染症特別貸付

相談申込書 お申込FAX番号▶0848━25━2450
所 在 地

事業所名

担当者名
フ リ ガ ナ

フ リ ガ ナ

業　　種

役　　職

電話番号

ご相談希望日　　　　月　　　日　　　　

●ご相談・お問い合わせは

午前  ・  午後 産業支援員　・　人財支援員　　へのご相談
　　　※◯で囲んでください。※◯で囲んでください。

※ご相談内容について差し支えのない範囲でご記入ください。

〒

尾道商工会議所内

尾道市産業支援事業推進協議会

TEL（0848）22━2165  FAX（0848）25━2450
（産業支援員：金子/人財支援員：豊田）

〒722 ━0035  尾道市土堂二丁目10━3（尾道商工会議所内）
 E-mail　occi@onomichi-cci.or.jp
   URL    http://onomichi-cci.or.jp/management/industrial-support/

尾道市産業支援事業推進協議会 検 索

尾道市産業支援事業推進協議会とは

下の相談申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸまたはご郵送ください。受付後、折り返し担当者よりご連絡し、
相談日の調整をさせていただきます。また、お電話でもご予約承っておりますので、お気軽にご連絡ください。
※ご記入いただいた情報は、当相談事業に利用します。なお、必要に応じて、当相談事業の連携協力支援機関に開示する場合があります。

各種施策情報をご紹介！

産業支援員・人財支援員への相談をご希望の方へ

あなたの会社の経営課題解決をサポートします！

産業支援員・人財支援員に
ご相談ください

尾道市・尾道商工会議所・因島商工会議所・尾道しまなみ商工会が連携し、企業
経営全般に亘りワンストップでの尾道地域の支援体制を確立させ、尾道市内事
業所の継続的発展や雇用確保に繋げることを目的として設立しました。
尾道市内の中小企業の経営者・個人事業主の方・創業希望の方が、「経営に関す
る悩み・疑問を気軽に相談し、経営支援や情報提供を受けることができる総合
窓口」です。産業支援員・人財支援員が皆様の事業所を訪問いたしますので、お
気軽にご相談ください。

尾道市産業支援事業推進協議会

事業承継って
どうしたらいいの？

人手が足りない！
新たな人材を
確保したい

資金繰りを
改善したい

補助金や助成金の
情報を知りたい

尾道市産業支援事業推進協議会
　　　　　　　（構成団体：尾道市・尾道商工会議所・因島商工会議所・尾道しまなみ商工会）



産業支援員にご相談ください！

経営全般のことなら

人財支援員にご相談ください！

人材については

例えば・・・
●補助金、助成金について内容を知りたい、活用したい
●融資制度について知りたい、申込したい
●国や県・市の支援制度を知りたい、活用したい

例えば・・・
●資金繰りを改善したい　　●業務効率化や生産性向上を考えたい
●新たな分野に進出したい　●経営革新を申請したい
●新商品を開発したい　　　●新たな販路を開拓したい
●事業承継を考えたい　　　　　　

例えば・・・
●求人情報や業界情報のヒアリング
●労務・雇用・人材育成に関する制度や施策の情報提供
　　（働き方改革関連制度・求人手続・雇用関連助成金など）
●尾道市ふる里就職促進協議会をはじめとする諸事業の情報提供・活用提案
　　（企業合同説明会・人材育成セミナー・企業と学校との情報交換交流会など）

例えば・・・
●就職指導担当教員等との情報交換
　　（学生の就職活動の傾向・希望職種・希望勤務地など）
●尾道市内の事業所情報・求人情報等を提供
　　（求職学生に尾道の企業を今以上に知っていただき、尾道の事業所への就職を促進）
●尾道市ふる里就職促進協議会をはじめとする諸事業の情報提供・活用提案
　　（企業合同説明会・人材育成セミナー・企業と学校との情報交換交流会など）

産業支援員が情報提供します！

産業支援員がお話を伺い、商工会議所・
商工会の経営指導員や専門支援機関と
連携して、解決をサポートします！

経営に役立つ情報が知りたい

経営課題を解決したい　

・尾道公共職業安定所　　　　　　　　　・広島銀行尾道支店　　　　　　　　・因島金融懇談会
・日本政策金融公庫尾道支店　　　　　　・中国銀行尾道支店・尾道駅前支店　・広島県事業引継ぎ支援センター
・(独法)中小企業基盤整備機構中国本部　・しまなみ信用金庫尾道支店　　　　・広島県事業承継ネットワーク事務局
・(公財)ひろしま産業振興機構　　　　　・広島県信用保証協会　　　　　　　・尾道地域中小企業支援センター
　(よろず支援拠点)

連携協力支援機関

市内事業者
創業希望者 産業支援員 連携対応

商工会議所・商工会の
経営指導員

連携協力支援機関

経営に関する相談

●各種施策・制度の情報提供
●経営課題解決への連携支援事業イメージ

事業イメージ

慢性的な人手不足が深刻ななか、尾道市内及び近隣の学生をはじめとする求職者の方に、尾道市内事業所への就職支援活
動を強化することを目的に、令和２年４月に「人財支援センター」を設置し、人財支援員を配置しました。
人財支援員は、産業支援員と連携し求人希望企業の訪問・学校への訪問を行い、双方の情報交換・情報提供により、円滑な人
材確保に繋がるよう活動を行います。

事業所との
情報交換・情報提供　

学校との
情報交換・情報提供　

尾道市内事業所への就職促進に向けた活動を行い、
市内事業所の人材確保・人材育成をサポートします！

人財支援員
連携対応

情報交換、相互交流

情報交換、相互連携

市内事業所の PR

連携対応

連携協力支援機関
ハローワーク尾道

尾道市ふる里就職
促進協議会産業支援員

市内事業所

尾道市内及び近隣地域
高校・大学・専門学校

令和２年４月新設 !!

雇用・人材育成に
関する制度や施策
の情報提供

●求人情報・業界情報のヒアリング
●人材確保・育成に関する相談
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