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新型コロナウイルス感染症等に係る事業者支援等の状況について 
 

 

１ 要旨 
新型コロナウイルス感染症の感染拡大や原油価格・物価高騰に伴い実施した事業者支援の進捗状

況及び今後の取組について報告する。 

 
２ 主な事業の進捗状況 

（事業継続と雇用維持・人材確保に向けた短期的取組） 

（１） 離転職者等就業支援事業・人材確保緊急支援事業 

① 事業概要 

ア コーディネート機能の強化と人手不足企業に対する人材確保支援 

  新型コロナウイルス感染症等の影響を受けている離転職者等を支援するため，「働きたい人

全力応援ステーション」において，民間のノウハウを活用して，求職者の適性及びニーズに対

応した求人開拓や，個別キャリアコンサルティングによる就業相談，マッチングから定着まで

を伴走型により支援 

  また，長引く新型コロナウイルス感染症の影響から立ち直りつつある観光・宿泊・飲食業界

など，急激な需要回復に伴い人手不足に陥っている企業の人材確保を支援するため，「働きたい

人全力応援ステーション」において，人材募集に対する支援や求人マッチングに向けた求職者

の掘り起こしなどを緊急的に実施 

   イ 子育て世代女性の就業支援 

     新型コロナウイルス感染症の影響を受けて離職した女性や再就職を希望する子育て世代の

女性等を支援するため，「わーくわくママサポートコーナー」において，Web専用窓口の設置や

就職活動中の託児料支援などにより就職を支援 

 

② 進捗状況 

ア コーディネート機能の強化と人手不足企業に対する人材確保支援 

  利便性向上を図るため，令和４年６月から開所時間を拡充（19：00 まで開所する日を設定） 

拠点箇所 広島 福山 

拠点名称 働きたい人全力応援ステーション 

ひろしま 

働きたい人全力応援ステーション 

ふくやま 

所 在 地 広島市中区基町12－８宝ビル７階 

(ひろしましごと館と同じフロア) 

福山市西町２丁目10−１ 

福山商工会議所ビル５階 

開所時間 月曜～金曜，第２・第４土曜 

10:00～18:00（火・木は19：00まで） 

月曜～金曜，第３土曜 

10:00～18:00（火は19：00まで） 

相談方法 対面，電話，メール，Web，出張相談会 

委 託 先 株式会社アソウ・ヒューマニーセンター広島支店 
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実  績 ・求職登録件数：1,509人（令和３年度登録593人，令和４年度登録916人） 

・就職決定件数：677人（令和３年度決定250人，令和４年度決定427人） 

・人材確保のための出張相談会実施回数： ５回（令和４年12月以降） 

（令和５年１月31日時点） 

イ 子育て世代女性の就業支援 

 ・「わーくわくママサポートコーナー」相談者数：577人，就職者数：351人 

（令和５年１月 31日時点） 

 

③ 今後の対応 

ア コーディネート機能の強化と人手不足企業に対する人材確保支援 

    特に求職活動が長期化するなど厳しい状況にある中高年層の離転職者への支援に重点を置

き，求人開拓や個々の状況に応じたきめ細かいキャリアコンサルティングを実施する。 

    また，３月末まで，商業施設や市町役場等において合計 20 回以上の出張相談会を開催する

など，人手不足企業とマッチングに向けて潜在的な求職者の掘り起こしを行っていく。 

 

  イ 子育て世代女性の就業支援 

    子育て支援施設等へのリーフレット配架や WEB広告等を活用した「わーくわくママサポート

コーナー」の周知により利用促進を図り，就職希望者の早期就職を支援 

 

（２） 外国人材受入企業等緊急支援事業 

① 事業概要   

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い，水際対策として国から要請されている入国後の待

機に係る費用負担など，外国人材の受入れに当たって生じる追加的費用を負担している中小企業等

を支援 

補助対象事業者 令和３年 11月８日以降に入国した外国人材を受入れた県内中小企業等 

補助対象期間 令和３年 11月８日～令和５年２月 28日 

補助対象経費 
雇用予定の外国人材が入国後に待機する期間中の宿泊費及び待機期間短縮のた

めの検査費 

補助対象となる

外国人材 

高度専門職，経営・管理，法律・会計業務，医療，研究，技術・人文知識・国際

業務，介護，技能，特定技能，技能実習，特定活動のうち一部 

補助率・額 
補助率：１/２，補助上限額：４万５千円/人（１泊当たりの宿泊費上限額３千円，

検査費上限額１万円） 
 

② 進捗状況 

  申請件数： 168件，問い合わせ件数： 179件（令和５年１月 31日時点） 

 

③ 今後の対応 

  補助対象期間中に外国人材を受け入れた企業等の申請漏れがないよう，引き続き，経済団体等と

連携した補助制度の周知を実施し，補助金の活用促進を図る。 
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（３） 商店街組織の運営支援事業 

① 事業概要 

新型コロナウイルス感染症の影響の長期化によって会費収入が減少し，運営費用の確保に苦慮し

ている県内の法人格を有する商店街組織に対し，防犯カメラ，街路灯，アーケード等の商店街施設

の維持・修繕・管理費用の一部を支援する。 

補助対象者 県内の法人格を有する商店街組織（商店街振興組合，事業協同組合） 

公募期間 令和４年５月 13日～令和４年 11月 30日 

補助対象経費 

アーケード，共同店舗，地域交流施設，街路灯，防犯カメラ，路面舗装，駐車場，

イベント広場，その他商店街等の機能を維持向上させるための施設又は設備に

係る維持・修繕・管理に要する費用（消費税を除く） 

補助金交付額 コロナ禍前の各商店街組織の年間支出規模に応じて算出した額（10～70万円） 

   

② 進捗状況 

   33件の申請があり，その全てに対して，交付決定及び実績確定を行った。 

   交付決定額（実績確定額）：10,400千円 

 

③ 今後の対応 

   公募期間が満了し，交付決定手続が全て完了したので，交付団体から使途明細の報告を提出させ

る等，補助事業を適正に執行する。 

 

（４） 小規模事業者の地域特産品等販路開拓支援事業 

① 事業概要 

  地域の特産品等を販売する「ひろしま夢ぷらざ」のアンテナショップとしての機能を強化し， 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた県内の小規模事業者等の販路開拓を支援する。 

補助対象事業者 広島県商工会連合会（ひろしま夢ぷらざの管理運営者） 

補助対象期間 令和４年４月１日～令和５年２月 28日 

補助対象経費 市場調査，専門家派遣による店舗運営・人材育成の強化，店舗改装に要する経費 

補助率 補助率：10/10以内 

     

② 進捗状況 

  【店舗改装】 

  ・令和４年８月下旬  店舗改装工事 

・令和４年９月７日  リニューアルオープン 

  【商品開発】 

   ・商品開発支援件数 ５件 

 

③ 今後の対応 

   専門家活用による店舗運営・人材育成等の機能強化を図るとともに，県内の小規模事業者等の販

路開拓支援を行う。 
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（５） 観光誘客促進事業 

① 事業概要 

厳しい経営環境にある宿泊事業者や旅行業者を幅広く支援するため，国補助金（地域観光事業支 

援）を活用し，県内の宿泊・旅行割引による観光需要喚起策「全国旅行支援（やっぱ広島じゃ割）」 

を実施。 

※国の制度に基づき，令和４年 10 月 11 日から令和４年 12 月 27 日まで実施した後，令和５年１

月 10日に再開した， 

 

   ○制度概要 

 

 

 

 

② 進捗状況 

○令和４年 10月 11日～令和４年 12月 27日実施分（２月 10日時点） 

区 分 金額・件数等 

宿泊プラン 
配分済額 約 1,851百万円 

延べ利用人数（見込） 約 220,000人 

旅行プラン 
配分済額 約 6,087百万円 

延べ利用人数（見込） 約 530,000人 

地域クーポン 利用可能店舗数 約 5,300店舗 

 

○令和５年１月 10日～令和５年３月 31日実施分（２月 10日時点） 

区 分 金額・件数等 

宿泊プラン 
再開後の配分額 約 563百万円 

延べ予約・販売人数 約 86,000人 

旅行プラン 
再開後の配分額 約 1,680百万円 

延べ予約・販売人数 約 355,000人 

地域クーポン 利用可能店舗数 約 4,400店舗 

 

③ 今後の対応 

引き続き，事業者に対し，執行状況に応じて予算の範囲内で追加配分を行い，効果的な支援を

行っていく。 

  

項  目 令和４年 12月に終了した事業の内容 再開後の事業の内容 

事 業 期 間 
令和４年 10月 11日（火）～ 

令和４年 12月 27日（火） 

令和５年１月 10日（火）～ 

令和５年３月 31日（金） 

誘 客 対 象 全国 

割 引 上 限 

宿泊・旅行代金の 40％ 

・交通付旅行商品  上限８千円/人泊 

・上記以外  上限５千円/人 

宿泊・旅行代金の 20％ 

・交通付旅行商品 上限５千円/人泊 

・上記以外  上限３千円/人 

地域クーポン 平日：３千円/人，休日：１千円/人 
平日：２千円/人，休日：１千円/人 

※原則として電子クーポン 

利 用 条 件 居住地の確認やワクチン３回接種済証や PCR検査等の陰性確認 
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（アフターコロナ時代を見据えた中長期的取組） 

（６） プッシュ型による新事業展開等支援事業 

① 事業概要 

○ アフターコロナを見据えた新たなビジネスモデルや業態転換に取り組む中小企業が，戦略策定

や組織改革等を実施するためのプッシュ型支援を行う。 

・ 支援候補企業の調査 

売上や取引先数等の企業データに基づき，より波及効果の高い支援候補企業を抽出し，個別

ヒアリング等を実施して支援企業 50社を選定 

・ 民間コンサルタントによる伴走型支援の実施 

支援企業自らが経営課題を明確化し，戦略策定等，課題解決に向けた取組ができるよう，企

業に寄り添ったコンサルティングを実施 

・ プッシュ型支援の好事例を県内に波及 

新事業展開等の重要性を事例集やセミナー等を通じて県内に発信 

 

② 進捗状況 

  ○ 民間調査会社の企業データ（売上や取引先数等）及び電話アンケート調査結果に基づいて，新

事業展開や業態転換により成長を目指す支援候補企業を選定：110社（４月～７月） 

○ 県及び民間コンサルタントによる支援候補企業への個別ヒアリングを実施し，支援企業を選

定：50社 

  ○ 支援企業のニーズに応じたコンサルティング支援を実施（８月～） 

   【支援テーマ内訳】 

    ・ 新規事業戦略策定…14件 

  ・ 成長戦略（全社戦略）策定…11件 

  ・ デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）戦略策定…10件 

  ・ 人事・組織戦略策定…８件 

  ・ 事業承継戦略策定…２件 

  ・ マーケティング戦略策定…２件 

  ・ Ｍ＆Ａ戦略策定…１件 

  ・ 営業戦略策定…１件 

  ・ 財務戦略策定…１件 

  ○ 企業成長に向けた経営戦略構築セミナーを開催（２月 16 日） 

 

③ 今後の対応 

○ 支援企業へのコンサルティング支援状況の進捗管理を行うとともに，支援の効果検証，支援事

例集の作成及びセミナーの開催により，本事業の好事例を県内中小企業に発信する。 
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（７） ひろしまサンドボックス実装支援事業 

① 事業概要 

最新のデジタル技術を活用する実証実験「ひろしまサンドボックス」において，これまで開発さ

れた商品・サービス（108 件）を，新型コロナウイルス感染症の拡大で顕在化した課題の解決や，

持続可能な暮らしや地域社会の実現のために，県内への実装を推進する。   

区  分 内     容 

対 象 者 
ひろしまサンドボックスで開発・実証した商品・サービスの実装を希望する 

県内中小企業・団体等 

募集時期 令和４年４月 19日～令和４年５月 31日 

採択件数 商品・サービス：20件（実装する県内中小企業等：41者） 

補助率等 

補 助 率：10/10 

補助限度額：上限 10,000千円 

※令和４年度事業分のみ対象 

令和５～６年度については，自己負担にて事業継続すること 

〔デジタル田園都市国家構想推進交付金を一部活用〕 
  

② 進捗状況 

   ＨＰ，ＳＮＳ等による周知や事業開発者による個別営業を行い，コンソーシアムの組成や事業

計画を策定。５月末にて募集終了し，書面，面談による審査を実施。７月 29日付けで交付決定。 

    

③ 今後の対応 

   令和４年８月実装開始 

   令和５年３月実績報告（予定） 
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（８） 新たな挑戦応援事業 

① 事業概要 

  新型コロナウイルス感染症の影響の長期化及び大雨災害により，経営上の影響を受けながらも，

アフターコロナに向け社会の変化に対応する中小企業の新事業展開等の取組を後押しするため，設

備導入の支援を行う。 

区  分 内     容 

補  助 

対 象 者 

新型コロナウイルス感染症の影響の長期化により，経営上の影響を受けていること，か

つ，令和３年７月または８月に発生した大雨災害により被災した事業者 

主な要件 

・新型コロナウイルス感染症の影響を受け，売上高が 20％以上減少していること 

・大雨による災害の損失額等が，保険適用による補填を除き，5,000千円以上であること 

・新たな設備投資等により，新事業展開等に取り組もうとすること。 

対象経費 
新事業展開等に必要な設備投資等に要する経費 

（機械・装置等の購入，製作等に要する経費） 

公募期間 令和４年１月 24日～令和４年３月 11日 

補助率等 
補 助 率：３／４以内 

補助限度額：上限 20,000千円（下限 3,000千円） 

 

② 進捗状況 

交付決定件数：３件（事業実施中：１件，完了：２件） 

交付決定額計：28,617千円 

 

③ 今後の対応 

今後は，実施中の補助事業の適切な進捗管理を通して，事業者の新事業展開への取り組みを後

押しする。 
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（９） アフターコロナ対応経営革新推進補助事業 

① 事業概要 

  アフターコロナを見据え，新事業展開などの経営革新に取り組む意欲的な事業者を支援すること

で，経営基盤の強化を図り，地域経済の活性化を図る。 

区  分 内     容 

補  助 

対 象 者 

令和４年３月から令和４年 11月の間に，新たに広島県の経営革新計画の承認（変更承

認を除く）を受けている者 

対象事業 

・広島県から承認を受けた経営革新計画に記載している新事業展開（デジタル化を含

む）や，人材育成，販路開拓などに取り組む事業 

・機械装置等及び車両の導入は｢広島県内｣において実施する事業 

・国，広島県又はその他の地方公共団体等の補助金交付を受けていない事業 

対象経費 機械装置等購入費，車両購入費，広報費，展示会等出展費，専門家謝金，専門家旅費 

受付期間 

第１回 令和４年４月 20日～令和４年５月 31日 

第２回 令和４年６月１日～令和４年８月 31日 

第３回 令和４年９月１日～令和４年 10月 31日 

補助率等 
補 助 率：２／３以内 

補助限度額：上限 1,000千円 

  

② 進捗状況 

   交付決定件数  34件 

第１回：５ 件 

第２回：17件 

第３回：12件 

交付決定額計：30,612千円 

 

③ 今後の対応 

本事業を活用することにより，経営革新計画の作成から補助金の活用までを見据えた伴走型支援 

を行うことで，補助対象者の経営革新を支援するとともに優良事例の横展開や商工団体等へのノウ

ハウの蓄積等を促進し，他の事業者への効果的な支援につなげていく。 
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（10） 企業立地促進対策事業＜新型コロナウイルス感染症対策特別枠＞ 

① 事業概要 

・ファクトリーＤＸ加速化助成事業については，製造業を中心として，新規投資を躊躇する企業

の投資決定を期間限定で後押しする助成制度を創設し，ＡＩ，ＩｏＴ，ロボット化など生産性

向上に係る投資を促進する。 

・ひろしまオフィスプランニング実証事業については，コロナ禍を契機として，これまでの働き

方が見直され地方移転に関心を持つ企業や人が増えている中，デジタル系を中心とした企業の

広島県への本格的な進出を促すため，シェアオフィス等の運営事業者との官民連携による誘致

の実証事業を行う。 

 

② 進捗状況 

・ファクトリーＤＸ加速化助成事業 

交付決定数：25社，交付決定総額 908,801千円 

支払済数・額：６社，64,844千円（令和５年１月 31日時点） 

・ひろしまオフィスプランニング実証事業 

県内のシェアオフィス事業者等９社（10か所）を選定 

 利用社数：28社，支払い額：（一部見込）15,078千円（令和５年１月 31日時点）     

 

③ 今後の対応 

・ファクトリーＤＸ加速化助成事業については，随時交付決定企業の事業の実績報告に向けた

確認を行い，令和４年度中に助成金を支払う。 

・ひろしまオフィスプランニング実証事業についても，実績報告に向けた確認を行うととも

に，シェアオフィス事業者にヒアリングを行うなど，検証を行う。 
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（11） 省エネ・ＣＯ２削減対策支援事業 

① 事業概要 

国の補助金と連携して，コスト削減につながる省エネ機器等への更新を行う中小事業者への上乗

せ補助を実施する。 

補助対象者 

県内に工場・事業所を有する中小事業者（個人事業主含む） 

※以下の経済産業省補助金の交付決定を受けた事業者 

・令和３年度補正「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」 

・令和４年度当初「先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金」のうち，区分

(C)指定設備導入事業 

対象事業費 
高効率空調設備，冷凍冷蔵設備，ＬＥＤ照明機器等 

（国補助金の補助対象経費と同一とする。） 

申請受付期間 令和４年９月 30日～令和５年１月 31日 

補 助 率 国補助金額の１／２ 

補 助 額 上限額：3,500千円 

 

② 進捗状況（令和５年２月３日時点） 

問い合わせ件数：54件 

申請件数：34件 

交付決定件数：34件（交付決定額計：69,310千円） 

 

③ 今後の対応 

事業実施主体と連携の上，補助金が速やかに支給されるよう努める。 

 

（12） トラック事業者への省エネ・ＣＯ２削減緊急対策支援事業 

① 事業概要 

原油価格や物価高騰の影響を受ける県内運輸事業者を引き続き支援するため，ＣＯ２削減による

環境負荷軽減につながる環境対応車（電気トラック，天然ガストラック，ハイブリッドトラック，

電気自動車用充電設備等）の導入や燃費向上による輸送コストの負担軽減につながるエコタイヤ等

（エコタイヤ，再生タイヤ）の導入に係る経費の一部を補助する。 

 

② 進捗状況 

追加支援について，令和５年１月 16日から申請受付を開始し，エコタイヤ等については，予算額

の上限に達したため，申請受付を終了した。 

環境対応車の申請受付期間：令和５年１月 16日～令和６年１月 12日 

（令和５年１月 31日時点） 

区  分 金額・台数 備  考 

エコタイヤ等 
審査済額 118,313,000円  

台  数 1,577台 大型 912台，中型 437台，小型 228台 

 

③ 今後の対応 

事業実施主体である（公社）広島県トラック協会が事業を円滑に推進できるよう支援する。 
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（13） 貸切バス・観光旅客船事業者への持続可能な観光推進支援事業 

① 事業概要 

  新型コロナの感染拡大に加え，燃料費高騰等により，大変厳しい経営状況となっている県内の貸

切バスや観光旅客船事業者に対し，今後の持続可能な観光の実現に資する投資に係る経費の一部を

支援する。 

区   分 内       容 

補助対象者 県内貸切バス及び観光旅客船事業者 

補助対象経費 

今後の持続可能な観光の実現に資する投資 

・環境（省エネ）対策 

・デジタル化対策 

・バリアフリー対策 

・インバウンド対策 

・感染防止対策    

補助率等 
・補助率：補助対象経費の２/３ 

・15,000千円/事業者 

公募期間 
・貸切バス：令和４年９月５日（月）～ 10月 31日（月） 
・観光旅客船：令和４年９月 26日（月）～ 11月 30日（水） 

事業実施主体 公益社団法人広島県バス協会，広島県旅客船協会 
 

② 進捗状況（1月 31日時点） 

60事業者に対し，364,843千円の補助金交付決定を行った。 

 

【採択事例】 

 ・低公害車両の導入 

 ・エコタイヤへの履き替え 

 ・デジタル式運行記録システムの導入 

 ・車椅子乗降タラップ改修 

 ・省エネエアコンの設置 

 ・多言語用翻訳機の購入 等 

 

③ 今後の対応 

引き続き，事業実施主体である広島県バス協会及び広島県旅客船協会と連携し，速やかに補助金

の確定・交付を行う。 
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（14） 県産酒類を活用した観光復活支援事業 

① 事業概要 

広島の酒類の認知度向上を図るとともに新型コロナウイルス感染症や物価高騰の影響を受けて

いる県産酒類の販売を促進するため，県産酒類の購入に活用できるクーポン券を発行する事業者に

対し，必要な事業費を補助する。 

 

② 進捗状況（１月 31日時点） 

県内の宿泊施設に，29 万枚のクーポン券（「飲んでみんさい！広島の酒クーポン」）を送付し，

宿泊客に配付した。 

 

③ 今後の対応 

１月末の配付終了に伴い，実施状況等を整理し，検証する。 

 
（15） 経営革新再チャレンジ応援補助事業 

① 事業概要 

  新型コロナウイルス感染症やウクライナ情勢の緊迫化等による原油価格・物価高騰等を受け業況

が厳しい中，県から経営革新計画の変更の承認を受けて，新事業展開などに取り組む意欲的な事業

者を支援することで，経営基盤の強化を図り，地域経済の活性化を図る。 

区  分 内     容 

補  助 

対 象 者 

経営革新計画の承認を受け，経営革新に取り組んでいる事業者の中で，令和４年７月

29日から令和４年 10月 31日までに，経営革新計画の変更を申請し，承認を受けてい

る者 

対象事業 

・広島県から変更承認を受けた経営革新計画に記載している新事業展開（デジタル化

を含む）や，人材育成，販路開拓などに取り組む事業 

・機械装置等及び車両の導入は｢広島県内｣において実施する事業 

・国，広島県又はその他の地方公共団体等の補助金交付を受けていない事業 

対象経費 機械装置等購入費，車両購入費，広報費，展示会等出展費，専門家謝金，専門家旅費 

受付期間 令和４年７月 29日～令和４年 11月 30日 

補助率等 
補 助 率：２／３以内 

補助限度額：上限 1,000千円 

 

② 進捗状況 

   交付決定件数：33件 

交付決定額計：28,397千円 

 

③ 今後の対応 

本事業を活用することにより，経営革新計画の進捗管理や補助金の活用を通じて伴走型支援を行

うことで，補助対象者の経営革新を支援するとともに優良事例の横展開や商工団体等へのノウハウ

の蓄積等を促進し，他の事業者への効果的な支援につなげていく。 
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（16） 企業立地促進対策事業＜原油価格・物価高騰対策＞ 

① 事業概要 

電気・ガスなどのエネルギーや原材料の高騰に対応するため県内企業の創エネ，省エネ，ＤＸ等

による生産性向上のための設備投資に係る費用への助成制度を創設することにより，県内企業の製

品の付加価値創出や事業活動の持続につなげ，県内経済の成長を図る。 

区  分 
内     容 

創エネ 省エネ・ＤＸ等による生産性向上 

対象事業 

・県内企業の再生可能エネルギーを使

った発電設備投資(売電目的のもの

を除く。） 

・省エネや生産性向上が認められる設備投

資 

対象経費 設備投資費 

補助率等 

・補助率：設備投資額の 50％ 

（創エネ設備に付随する設備は 15%

（中山間地域は 20％）） 

・補助限度額：上限２億円 

・補助率：設備投資額の 15％  

 （中山間地域は 20％） 

・補助限度額：上限２億円 

 

② 進捗状況 

・交付決定数：63社 

・交付決定総額：1,990,566千円（令和５年１月 31日時点） 
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（17） ＢＣＰ対策拡充支援事業（緊急時レジリエンス環境整備事業） 

① 事業概要 

電力ひっ迫に係る県内企業の節電及び計画停電への対応など自然災害以外を含む脅威に備えた

ＢＣＰ策定支援を実施する。 

啓発セミナー 

電力ひっ迫に係る県内企業の節電及び計画停電への対応や，原材料価格・エネ

ルギー価格高騰等，自然災害以外の脅威による影響に対応できるよう，ＢＣＰ

策定の必要性についての啓発セミナーを開催。 

ワークショップ 脅威による影響の分析や，対応手順の検討に向けた，ワークショップを開催。 

 

② 進捗状況 

11月から事業を実施しており，支援機関等を通じての周知活動や業界団体への訪問に取り組んで

おり，一部の組合に対しては出張型のセミナー・講座の実施を予定している。 

（申込状況） 

   啓発セミナー：11社  検討講座：31社   

  （出張型セミナー・講座実施予定） 

   ４組合 

 

③ 今後の対応 

  引き続き，影響が大きいと想定される業界団体等への情報提供と参加依頼を行うとともに，要望

のある団体には講師派遣を実施するなど，参加者の増加に向けて取り組む。 

 

（18） 広島サミットに向けた地域の魅力発信事業 

① 事業概要 

新型コロナの影響により外国人観光客が大幅に落ち込む中，今後の誘客促進につなげるため，国

内外から大きな注目を集める広島サミットに向け，国内外に対して本県の魅力を発信する。 

 

② 進捗状況・今後の対応（２月３日時点） 

外務省や海外プレス向けの素材(写真・動画)作成については，２つの世界遺産だけではなく，本

県の豊かな自然，産業，食など，多彩な魅力を紹介できるよう県内各地で撮影を実施し，現在編集

作業を行っている。なお，動画は各種サミット関連イベント等にも活用を予定している。 

また，海外の観光関係メディア等に対する視察ツアー（令和５年３月下旬に実施予定）などに向

けて，広島サミット県民会議をはじめ，せとうちＤＭＯや市町等と調整を行っている。 

さらに，首都圏等のテレビ，雑誌，ウェブなどのメディアを通じた情報発信を図るため，庁内の

関係各局や広島サミット県民会議と連携し，メディアとのタイアップやプレスツアーなどの実施に

向け調整を行っているところである。 
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（19） 広島サミットに向けた県産品の魅力発信事業 

① 事業概要 

広島サミットに向けて，県産品の魅力を県内外へ発信することにより，認知度の向上につなげ

ていくことを目的に，広島ブランドショップ TAUの外販機能を活用して，県産品の PR展示及び即

売会を実施する。 

 

② 進捗状況 

前回サミット開催地である三重県会場(11/16～)を皮切りに，11月から国内の 31都市において実

施しているところ。 

No 時期 都市 会場名 備考 

1 11/16～11/23 三重県四日市市 四日市近鉄 前回サミット開催地 

2 11/22～11/28 埼玉県所沢市 西武所沢 ― 

3 12/2～12/8 新潟県新潟市 新潟駅ビル cocolo 関係閣僚会議開催地（財務・中央銀行

総裁） 

4 1/4～1/16 京都府京都市 JR京都伊勢丹 政令指定都市 

5 1/5～1/17 栃木県宇都宮市 東武宇都宮 関係閣僚会議開催県（男女共同参画・

女性活躍） 

6 1/23～1/29 高知県高知市 サニーアクシスいの店 ― 

7 2/16～2/21 宮城県仙台市 藤崎百貨店 関係閣僚会議開催地（科学技術） 

8 2/20～2/26 群馬県高崎市 高崎オーパ 関係閣僚会議開催県（デジタル・技術） 

9 2/22～2/27 愛知県名古屋市 松坂屋名古屋店 政令指定都市 

10 3/1～3/7 神奈川県相模原市 相模大野ステーション

スクエア 

政令指定都市 

11 3/1～3/7 沖縄県那覇市 デパートリウボウ ― 

12 3/17～3/23 茨城県水戸市 水戸エクセル 関係閣僚会議開催地（内務・安全） 

13 3/22～3/28 兵庫県神戸市 須磨大丸 政令指定都市 

14 3/23～3/27 岡山県岡山市 天満屋 関係閣僚会議開催県（労働・雇用） 

15 3/24～4/3 大阪府大阪市 阪急梅田駅 政令指定都市 

16 3/29～4/4 埼玉県さいたま市 大宮高島屋 政令指定都市 

17 4/5～4/11 石川県金沢市 金沢エムザ 関係閣僚会議開催県（教育） 

18 4/5～4/10 宮崎県宮崎市 宮崎山形屋 関係閣僚会議開催地（農業） 

19 4/12～4/18 神奈川県川崎市 川崎アゼリア 政令指定都市 

20 4/12～4/18 福岡県北九州市 小倉井筒屋 政令指定都市 

21 4/19～4/25 静岡県浜松市 遠鉄百貨店 政令指定都市 

22 4/19～4/25 熊本県熊本市 鶴屋百貨店 政令指定都市 

23 4月最終週 

予定 

広島県広島市 ジ・アウトレット広島 サミット開催地 

24 4/27～5/3 長野県長野市 長野東急 関係閣僚会議開催県（外務） 

25 5/10～5/16 福岡県福岡市 博多大丸 政令指定都市 
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26 5/10～5/16 和歌山県和歌山市 和歌山近鉄 ― 

27 5/16～5/22 神奈川県横浜市 横浜高島屋 政令指定都市 

28 5/16～5/22 千葉県千葉市 千葉そごう 政令指定都市 

29 5/26～6/4 北海道札幌市 札幌エスタ 政令指定都市 

30 6/14～6/19 佐賀県佐賀市 佐賀玉屋 ― 

31 7/12～7/18 山口県山口市 井筒屋 ― 
 

③ 今後の対応 

   ２月以降，安芸，備後，備北等の地域別の催事台を設けるほか，各市町のポスターを掲出す 

るなど，市町の PRに積極的に取り組む。 
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（20） 広島サミットに向けたインバウンド観光誘客環境整備事業 

① 事業概要 

新型コロナ感染拡大に加え，原油価格・物価高騰の影響を受けている観光関連事業者が，広島サ

ミットの開催やその後のインバウンド需要の急増等を見据え，持続可能な観光の実現を図るために

行う前向きな受入環境整備を支援する。 

区   分 内       容 

補助対象者 
県内観光関連事業者 

 （宿泊施設，地域特産品販売店，美術館等の観光施設，観光協会等） 

補助対象経費 

・デジタル化対策（Wi-Fi環境整備等） 

・ユニバーサル化対策（トイレ洋式化，多言語標示等） 

・省エネ対策（EV車両導入・EVポート設置，客室の空調・照明自動制御シス 

テムの導入等） など 

補助率等 

(ⅰ)広島サミットに向けた地域の魅力発信やサミット関係者の利用促進を図     

ろうとする観光施設の受入環境整備 

  補助率：４/５以内 

  補助上限額：10,000千円 

(ⅱ)広島サミット後のインバウンド回復を見据えた観光施設の受入環境整備   

補助率：２/３以内 

  補助上限額：10,000千円 

事業実施主体 一般社団法人広島県観光連盟 
 

② 進捗状況（２月 10日時点） 

・ (ⅰ)広島サミット開催に向けた地域の魅力発信やサミット関係者の利用促進を図ろうとする 

観光施設の受入環境整備に対する支援（補助率４/５以内，補助上限額 10,000千円）は，10  

月３日から公募を開始し， 33件（210,872千円）の補助金交付申請があり，うち，29件 

（179,175千円）を交付決定している。 

・ (ⅱ)広島サミット後のインバウンド回復を見据えた観光施設の受入環境整備に対する支援（補 

助率２/３以内，補助上限額 10,000千円）は，12月 19日から公募を開始し，３件（10,570千 

円）の補助金交付申請があり，うち，２件(4,904千円)を交付決定している。 

 

【採択事例】 

 ・観光施設や宿泊施設での LED照明化，空調の整備 

 ・宿泊施設でのトイレの洋式化，Wi-Fi整備 

 ・宿泊施設における太陽光発電設備設置と送迎用 EV車両の導入 等 

 

③ 今後の対応 

引き続き，事業の周知や観光関連事業者等からの問い合わせ対応を行うとともに，交付申請受付 

後は，迅速に交付決定等を行う。 
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（21）外国人材受入モデル企業促進事業 

① 事業概要 

   外国人が地域とつながりを深めながら，孤立することなく安心して生活し働くことができる環境

の形成を図るため，特定技能外国人の円滑な受入や職場定着に必要な環境整備に取り組み，かつ特

定技能２号輩出を目指す県内の中小企業に対して，予算の範囲内で補助金を交付する。 

 

② 進捗状況 

補助事業者等の公募に向けて準備中 

 

③ 今後の対応 

公募日程確定後，速やかに公表予定。 

 

（22） 円安を契機とした企業の海外展開挑戦支援事業 

① 事業概要 

エネルギー価格・物価高騰の影響等がある中で，県内企業の体質強化に向け，円安を契機として，

新たに海外への販路拡大に挑戦する県内企業を支援する。 

 

② 進捗状況 

令和４年 10月 28日に閣議決定された国の新たな総合経済対策に盛り込まれた「中小企業等の輸

出拡大」に呼応して，関係する機関と具体的な支援策について調整を行っている。 

 

③ 今後の対応 

令和４年 12月 16日に国が発表した「新規輸出１万者支援プログラム」と歩調を合わせ，県内企

業が行う海外販路拡大に対する支援策について，年度内に開始するよう，必要な準備を行う。 

 

「新規輸出１万者支援プログラム」について 

令和４年 10月 28日に閣議決定された国の新たな総合経済対策に盛り込まれ，国の補正予算

成立を経て 12月 16日から開始された，中小企業者に対する輸出支援プログラム。 

経済産業省・中小企業庁・ジェトロ及び中小機構が一体となり，全国の商工会・商工会議所

等とも協力しながら，①新たに輸出に挑戦する事業者の掘り起こし，②専門家による事前の輸

出相談，③輸出用の商品開発や売込みにかかる費用への補助，④輸出商社とのマッチングや EC

サイト出展への支援，などを一気通貫で実施。 
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【参考】商工労働局関連事業 

 

商工労働局における新型コロナ関連事業（令和４年度） 

（単位：千円） 

予算 

区分 
事業名 番号 予算額 

当初 

離転職者等就業支援事業 （１） 193,351 

外国人材受入企業等緊急支援事業 （２） 97,558 

商店街組織の運営支援事業 （３） 25,100 

小規模事業者の地域特産品等販路開拓支援事業 （４） 42,725 

プッシュ型による新事業展開等支援事業 （６） 280,042 

ものづくり価値創出支援事業  287,700 

ひろしまサンドボックス実装支援事業 （７） 200,000 

６月 

省エネ・ＣＯ２削減対策支援事業 （11） 230,000 

トラック事業者への省エネ・ＣＯ２削減緊急対策支援事業 （12） 768,000 

貸切バス・観光旅客船事業者への持続可能な観光推進支援事業 （13） 441,000 

県産酒類を活用した観光復活支援事業 （14） 660,000 

経営革新再チャレンジ応援補助事業 （15） 108,000 

頑張る中小事業者月次支援金  1,100,000 

９月 

企業立地促進対策事業＜原油価格・物価高騰対策＞ （16） 2,000,000 

飲食事業者チャレンジ応援事業  340,000 

原油価格・物価高騰等中小企業支援緊急対策事業  600,000 

ＢＣＰ対策拡充支援事業（緊急時レジリエンス環境整備事業） （17） 16,000 

広島サミットに向けた地域の魅力発信事業 （18） 156,600 

広島サミットに向けた県産品の魅力発信事業 （19） 60,000 

広島サミットに向けたインバウンド観光誘客環境整備事業 （20） 550,000 

11月 

専決 
観光誘客促進事業 （５） 509,497 

12月 

トラック事業者への省エネ・ＣＯ２削減緊急対策支援事業※ （12） 292,000 

飲食事業者チャレンジ応援事業※  230,000 

ものづくり価値創出支援事業※  369,038 

人材確保緊急支援事業 （１） 28,500 

外国人材受入モデル企業促進事業 （21） 20,000 

円安を契機とした企業の海外展開挑戦支援事業 （22） 200,000 

観光誘客促進事業※ （５） 2,843,108 

１月 

専決 
観光誘客促進事業※ （５） 398,078 

合計 13,046,297 

※年度内に再度補正した事業  



20 

 

商工労働局における新型コロナ関連事業（令和３年度） 

（単位：千円） 

予算 

区分 
事業名 番号 予算額 

当初 
【終了】新型コロナ対策離職者等就業支援事業  224,417 

【終了】ものづくり価値創出支援事業  347,700 

６月 

臨時 

頑張る中小事業者月次支援金  2,380,000 

【終了】宿泊事業者に対する感染防止対策等支援事業  1,770,070 

６月 

外国人材受入企業等緊急支援事業 （２） 95,163 

【終了】金融支援制度活用促進事業  5,000 

【終了】小売業ＥＣイノベーション実装支援事業  200,000 

観光誘客促進事業 （５） 4,228,878 

頑張る中小事業者月次支援金※  360,000 

７月 

専決 
頑張る中小事業者月次支援金※  3,104,000 

９月 

専決 
頑張る中小事業者月次支援金※  339,600 

９月 
【終了】カーボンニュートラルへ向けたものづくり産業支援事業  112,000 

企業立地促進対策事業＜新型コロナウイルス感染症対策特別枠＞ （10） 1,030,000 

12月 新たな挑戦応援事業 （８） 110,000 

１月 

専決 

頑張る中小事業者月次支援金※  2,300,000 

頑張る中小事業者月次支援金※  1,000,000 

２月 

専決 
頑張る中小事業者月次支援金※  1,260,000 

２月 
観光誘客促進事業※ （５） 12,849,136 

アフターコロナ対応経営革新推進補助事業 （９） 33,000 

合計 31,748,964 

※年度内に再度補正した事業 

 

 


