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　日本商工会議所が平成31年
１月末に発表した商工会議所
LOBO（早期景気観測）調査結果
によると、本年１月のわが国
の全産業合計の業況DIはマイ
ナス16.0で、前年の同月と同数
値という結果になっています。
　景況は総じて緩やかな回復
基調と言われながらも、この
一年間実質的には足踏み状態

が続き、横這いにて推移しています。
　特に中小企業においては、人手不足の影響の深刻化や、
原材料費の上昇・高止まりが足かせになっていることに
加えて、コスト増加分の価格への転嫁遅れ、世界経済の
動向不安、消費増税の影響など先行きの不透明感を懸念
する声が多く聞かれます。
　慢性的な人手不足の経営環境の中、働き方改革関連法
である「時間外労働の上限規制」「年次有給休暇の取得義
務化」などに対応済み、あるいは対応のめどが付いてい
る企業の割合は半数にも満たない厳しい現況となってい
ます。
　本所としては、管内事業所の対応の促進に向けた講習
会や、生産性の向上に向けた補助金や融資制度利用促進
のための相談を通年で継続的に実施するとともに、行政
や関係機関と緊密な連携を図りながら支援策の周知徹底、
活用促進に向けて積極的な情報提供・相談指導・各種事

業の実施に努めて参ります。
　さらに、平成30年７月豪雨災害において被災した事業
者に対する特別相談及び支援の継続と併せ、本年10月に
実施されるわが国初めての消費税軽減税率の導入に対応
するため、本年度前半は、複数税率に対応する事業者へ
の説明会、相談会など、混乱を未然に防ぐための細かい
支援を丁寧に実施して参ります。
　また、三原市中心市街地活性化基本計画は、認定され
た５年の事業実施期間の４年目に入ります。認定された
60の事業は概ね順調に進捗しているため、三原市中心市
街地活性化協議会、㈱まちづくり三原のより一層の機能
強化を図り、さらなる事業推進を図って参ります。
　平成31年度におきましては、事業計画に基づいて、会
員企業・地域経済の振興と発展、豊かな地域社会づくり
に向けて先導的役割を果たしていく所存です。

平成31年度 事 業 計 画 基 本 方 針

　三原商工会議所（以下「本所」）は、３月25日（月）、三原国際ホテルに
おいて第５回通常議員総会を開催しました。（出席者72名、うち委任状
15名）
　議事では、平成31年度事業計画並びに収支予算について慎重な審議が
行われ、原案通り承認可決されました。また、報告事項では、３月８日
の常議員会で承認された、本所議員改選に伴う議員選挙選任対策特別委
員会の設置並びに委員の委嘱や、三原市中心市街地活性化協議会の事業
計画・収支予算等について報告が行われました。なお、平成31年度の本
所の事業計画の核となる基本方針と収支予算は次の通りです。

平成31年度 収支予算（306,252,000円）

第５回議員総会  平成31年度事業計画並びに収支予算承認

管内事業所の生産性向上に向けた補助金等の支援推進
『消費税軽減税率』導入に対する継続的支援に取り組む

挨拶を述べる三好会頭
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（仮称）備後地域商工会議所
「新事業表彰事業」創設 !

最優秀賞は「チームかねしょう」の
ムッシュれんこんの
クロック風ホットサンド

来春卒業予定の大学生や一般求職者を対象に『合同企業説明会』を開催

　福山・尾道・三原・府中・竹原・因島・
井原・笠岡の８つの商工会議所で構成する
備後地域商工会議所会頭会議を、２月27日
（水）本所が幹事により三原市内で開催しま
した。
　当日は、道の駅みはら神明の里に、圏域
商工会議所の正副会頭・専務理事37名が集
まり、道の駅の社長を務める伊達副会頭よ
り施設の運営状況を紹介。続いて、三菱重
工機械システム㈱を訪問し、全世界にシェ
アを持つ製函機の製造工程を視察しました。
　その後、会場を移動。会議開会にあたり
三好会頭が歓迎の挨拶を述べました。
　会議では、本会議の代表である福山商工
会議所の林会頭が議長となり、各地のトピッ
クスが発表された後、独創的かつ市場性の
高い新事業や技術開発に取
組む中小企業等を表彰する
「新事業表彰事業」について
提案され、満場一致で承認
され平成31年度より取組ん
でいくことになりました。
会議後には懇親会を催し相
互の交流を深めました。

備後地域商工会議所会頭会議 本所幹事で開催
三原の食材を使ったこっぺぱんサンドメニュー

レシピコンテスト

　本所・臨空商
工会で構成する
臨空広域経済交
流協議会（会長：
三好会頭）と㈱道
の駅みはら（社
長：伊達副会頭）
では、第４弾と
なるレシピコン
テストを開催し
ました。
　このたびのテ�
ーマは「三原の
食材を使ったこっぺぱんサンドメニュー」。
　昨年11月より募集したところ、246点のメ
ニューの応募があり、一次審査を通過した６
点について２月25日（月）に二次審査を開催。
大西副市長や下瀬フジグラン三原店長他12名
が審査員となり、慎重な審査の結果、最優秀
賞には「チームかねしょう」のレシピ「ムッシュ
れんこんのクロック風ホットサンド」が選ば
れました。最優秀作品は、３月24日より、毎
週日曜日に道の駅みはら神明の里で350円（単
品）で販売されています。

　Ｊデスクみはら（三原市・ハローワーク三原・三原臨空
商工会・本所）では３月16日(土)、三原市市民ギャラリー
にて、三原地域合同求人説明会を開催しました。（参加企
業30社、求職者50名）
　この説明会は、来春卒業予定の大学生や一般求職者を
対象に、三原地域への就職促進や市内事業所の人材確保
を図ることを目的としています。
　今回は、一般・大学生の他に高校生の参加を促すため
事前に学校への呼びかけを行うことで、多くの方に参加
をいただくことができました。
　当日は、個別相談の前に、参加企業が自社のＰＲがで
きる「ＰＲタイム」を設けた他、個別面談での対応が難
しい高校生を対象にした「ブースツアー」を新たに企画
しました。ＰＲタイムは、「質問事項を事前にまとめる時
間ができた」と参加者から好評価でしたが、「ブースツ
アー」は、ＰＲタイムと時間帯が重複したこともあり、

参加者数が
伸びなかっ
たため、今
後の課題も
見つかりま
した。
　参加され�
た企業側も、�
自社ブース
にいろいろ
な工夫を施され、面談担当に管理職や人事担当者だけで
はなく若手社員も一緒に参加され、気軽にブースへ来て
もらえるような雰囲気づくりに取組まれていました。
　本会では、７月にも同様のガイダンスを企画していま
すので、求人を募集される予定のある事業所の方は是非
ご参加ください。

Ｊデスクみはら　就職ガイダンス　３月16日（土）　参加企業30社　求職者50名が参加

説明会風景

製函機「EVOL」の製造工程を視察

歓迎の挨拶を
述べる三好会頭

三好会頭より表彰状贈呈

伊達副会頭より
道の駅の運営を紹介
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　商工会議所の議員は、会員の代表として商工会議所の運営に直接参
画し、各種事業の推進役となって地域の商工業繁栄のために貢献して
います。議員の任期は３年で、次の
任期は平成31年11月１日から平成
34年10月31日までです。
　議員は選ばれる方法により１～３
号議員があり、６日１日の選挙選任
に関する公告の後、順次規定に基
づいて選任されることになります。

商工会議所会員のうちから、会員・特定商工業者が投票
によって選挙する議員
会員事業所を業種別に分類した「部会」が、部会員のう
ちから選任する議員
会頭が常議員会の同意を得て、会員のうちから選任する
議員

　１号議員選挙で選挙権を有するのは、次の条件を満たした本所の会
員と特定商工業者です。

平成30年度の年会費を、平成31年３月31日までに納入し
ていること。平成31年４月１日以降入会の場合は、平成
31年度会費を６月30日までに納入していること。
平成30年度の特定商工業者負担金を、平成31年３月31日
までに納入していること。

　平成30年度補正予算「ものづくり補助金」の公募が２月18日より開始
されました。当補助金は、生産性向上に資する革新的なサービス開発・
試作品開発生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援するものです。
■公募期間
　二次締切：2019年５月８日（水）｛当日消印有効｝
■公募要領
　詳細は以下のURLをご覧ください。
　https://www.chuokai.or.jp/hotinfo/mh_koubo20190218new.html
■問合わせ　�広島県中小企業団体中央会（082-228-0926）�

本所経営指導課（0848-62-6155）

　本所議員の任期が、今年10月31日で満了となり、本年度は議員改選
の年となります。このため、８月から10月にかけて新議員の選出が行
われます。そこで、本所議員について改めてご説明します。

三原商工会議所議員改選のお知らせ

　青年部会の会議は、どなたでも自由に
参加できます。青年部会の活動に興味が
ある方は、ぜひ一度ご参加してみてくだ
さい。詳しくは、本所青年部会HPをご覧
ください。
■URL　http://www.mhr-cci.or.jp/yeg/

　３月18日に三原シティホテルで、まちづく
り委員会担当による３月例会を開催しました。
　この度の例会では、これまで10回開催して
きた三原まちゼミに、全て参加してきた皆勤
店を『三原まちゼミマイスター』として表彰、
また、三原まちゼミ発起人である吉永周平氏
より、立ち上げの経緯やその時の苦労話など
をトークショー形式でご紹介いただきました。
　そして、メインイベントとして『まちゼミ
文化祭』を開催しました。このイベントは、
昨年７月に開催するはずのもので、当日台風
が直撃し中止となりましたが、今回この例会
の場を利用しての開催となりました。「男性の
ための顔のリフトアップ講座」「失敗しない前
髪の切り方講座」など４つの講座がステージ
やブースで行われ、参加者が受講したい講座
を２講座受講しました。
　まだまちゼミに参加されたことがない事業
所に、まちゼミに興味を持っていただいたり、
他店の講座を見て自店の講座のレベルアップ
に繋げていただくためのよい機会になったの
ではないかと思います。
　三原まちゼミは次回８月開催予定です。ご参
加いただいた皆様、ありがとうございました。

３月例会（まちづくり委員会担当）
　昨年、台風で中止となった三原まちゼミ
文化祭を開催しました。

新入会員をご紹介ください
　ご紹介いただきました事業所の方が会員に加入された場合、１件
につき、1,000円の商品券をご紹介者に進呈します。
●入会資格
　三原商工会議所地区内（旧本郷町・久井町・大和町を除く三原
市内）に、営業所・事務所・工場または事業所を有する商工業者
の方が会員としてご入会できます。
　なお、入会資格を有しない方であっても、「特別会員」として
ご加入いただけます。
●会費口数　年会費　個　　　人　4,000円（１口）以上
　　　　　　　　　　法人・団体　8,000円（２口）以上
　※会費は税務上、必要経費として損益処理が認められています。

当日のまちゼミ文化祭の様子

� まちづくり委員会　委員長��住田慶二郎
商工会議所議員について

議員選挙権について

１号議員

２号議員

３号議員

会　　員

特定商工業者

生産性向上のためのサービス開発等にお使いいただけます！
ものづくり補助金の公募が開始されています！
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※�事前予約制ですので、電話等で本所�経営指導課まで
お問合せください。

　産業財産権制度（特許・実用新案・意匠・商標）に
詳しい相談担当者が、個別でご相談に応じます！！

毎月第4木曜日に開催

秘密厳守

日　　時：４月25日（木）13：00〜17：00
場　　所：三原商工会議所		1F会議室

　日本政策金融公庫は、３月１日付で、全国152支店に、
「平成31年４月27日から５月６日までの10連休に係る資
金繰り対策特別相談窓口」を設置しました。
　また、中小企業・小規模事業者や農林漁業者等の皆さま
からのご相談に対応するため、４月30日（火）から５月２
日（木）の３日間、「休日電話相談」を実施します。
　例年にない長期の10連休に伴い、資金繰り対策の必要
が生じる可能性のある中小企業・小規模事業者や農林漁
業者等の皆さまからのご融資やご返済に関する相談に、
政策金融機関として迅速かつきめ細かな対応を行ってま
いります。
＜休日電話相談の概要＞
実 施 日 ４月30日（火）、５月１日（水）、５月２日（木）

受付時間 9:00～17:00

電話番号

個人企業・小規模事業者・
中小企業の方 農林漁業者等の方

0120-112476（国民生活事業）
0120-327790（中小企業事業）

0120-926478
（農林水産事業）

＜主な融資制度＞
１．�中小企業・小規模事業者向け

国民生活事業 中小企業事業（※）

適用できる制度 経営環境変化対応資金

融資限度額 ４千８百万円 ７億２千万円

融資期間（うち据置期間）設備資金15年以内（３年以内）運転資金８年以内（３年以内）
※長期資金のみが対象となります。
２．�農林漁業者向け

農林水産事業

適用できる制度 農林漁業セーフティネット資金

融資限度額 （一般）600万円
特認（※）年間経営費等の3/12以内

融資期間（うち据置期間）10年以内（３年以内）
※�簿記記帳を行っている方に限り、経営規模等から融資限度
額の引き上げが必要と認められる場合に適用されます。

＜お問い合わせ先＞�日本政策金融公庫�尾道支店�
0848-22-6111（担当：西田）

広島県事業引継ぎ支援センター
三原定期相談会のお知らせ
事業の引継ぎに不安のある方に朗報です!

専門家がアドバイスをします!

　事業を譲りたい・譲り受けたい・事業の後継者がい
ない等、引継ぎに不安がある将来の事業や事業承継�
（M＆Ａ・第三者承継など）についてご相談ください。事
業引継ぎに関する専門家が相談に応じます。

期　　日：４月17日（水）　
　　　　　※毎月第３水曜日に定期開催
開催時間：13：30〜16：30（予約制）
場　　所：三原商工会議所

相談をご希望の方はお電話等でご予約をお願いします。

◦広島県事業引継ぎ支援センター		TEL082-555-9993
◦三原商工会議所	経営指導課　　	TEL0848-62-6155
※広島県事業引継ぎセンターは、広島商工会議所が中国経
済産業局から委託を受けて実施している事業です。

　製造業の盛んな三原市。機械や食品といった幅
広い「ものづくり」が市内では日々行われており、
日本中や世界各地に供給されています。
　三原商工会議所では、工場見学を受け入れてい
ただける事業所を募集しています。
　受け入れ可能な事業所はご連絡ください。
　詳細はHPをご覧ください。
http://www.mhr-cci.or.jp�
/sangyokanko/
担当：生産工業部会
　　　太田まで

三原商工会議所では、
工場見学受け入れ可能な
事業所を募集しています!

相談無料  秘密厳守

日本政策金融公庫
10連休中の資金繰りのための特別相談窓口を設置！

相 コ談 ー所 ナ ー

三原市本町3丁目15−7
TEL64−8383

ヤッサヤッサ
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本文の閲覧を希望される会
員の方はお申し出ください。
紙媒体を送付させていただ
きます。

1966年生まれ。1989年東京大学
法学部卒業。1993年東京大学大
学院法学政治学研究科修士課程
修了。2016年ハーバード大学経
営大学院AMP（上級マネジメン
トプログラム）修了。日本興業
銀行調査部などを経て、2007年
大和総研入社。2014年同社・常
務執行役員チーフエコノミスト。
2015年より現職。財務省、総務
省、内閣官房、内閣府、参議院
などの公職を歴任。2011年より
株式会社財界研究所「財界賞・
経営者賞」選考委員会　選考委
員。テレビ東京「ワールドビジ
ネスサテライト」レギュラーコ
メンテーターとしても活躍中。

熊谷　亮丸／くまがい・みつまる

株式会社	大和総研
常務執行役員	調査本部副本部長	チーフエコノミスト
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三原地域連携推進協議会だより（構成団体：市・本所・県立広島大学等）
URL:http://www.mhr-cci.org/renkei/ お問合せ	☎62−6155		担当／實廣

地域の保健・医療・福祉の向上のため脳に関する最新の話題をご紹介！
第16回脳をみるシンポジウム in 三原 「感性による脳力アップ！」 を開催

　３月２日（土）三原リージョンプラザにおいて「第16回脳を
みるシンポジウムin三原」を開催しました。（参加者241名）
　このシンポジウムは三原市・三原市医師会・県立広島大学
および本所の４団体で実行委員会を組織し、近年、関心の高
い「脳」機能の最新情報や「脳」をとりまく課題について専
門家はもちろん、地域社会で共有し、健康づくりに役立てて
いただくことを目的としています。
　今回は、「感性による脳力アップ！」をテーマに、４名の
シンポジストをお招きし、参加者の皆様に楽しく学んでいた
だきましたのでその概要をご紹介します。

＜シンポジウム詳細＞
１．「こころを動かす作業の効果」
　　　　　県立広島大学保健福祉学部		作業療法学科
　　　　　准教授　古山		千佳子	氏
　�　豊富な臨床経験をもとに、事例を通して、作業には人の
こころを動かし、人を変化させたり、元気にしたり、成長
させたりする効果があることについてご講演。
２．「“よい音”を聴いて脳力アップ！～ハイレゾ音の効用～」
　　　　　広島都市学園大学		特任教授　二矢田		勝行	氏
　�　脳や自律神経、血流などにも良い効果があるハイレゾ音
の人体へ与える影響について、研究結果を交え講演。
３．「感性を豊かにする笑いヨガ」
　　　　　ラフタークラブ笑おう会
　　　　　ラフターヨガティーチャー　田渕		佳恵	氏
　�　田渕先生の魔法の言葉で、隣の方同士、また会場が一体
となり健康的な笑いが溢れました。
４．「老病織り交ぜて伴に生きる～脳は感覚�the�first～」
　　　　　鎌ヶ谷総合病院		千葉神経難病医療センター・
　　　　　難病脳内科センター長　湯浅		龍彦	氏
　�　難病患者の方を多く見てこられた湯浅先生には、脳とい
う膨大な制御機構の働きについて、専門的かつ最新の情報
を偉人達の心の本質を踏まえ、格調高い内容のご講演。

◆毎週水曜日「産学技術交流相談室」開設　産学官連携コーディネーター　大塚　　彰
◆月1回程度（不定期）開設　（株）まちづくり三原　統括マネージャー　滝口　隆久

㈱まちづくり三原からのお知らせ 第５回
　㈱まちづくり三原では、民間企業のノウハウを生かした中心市
街地のマネジメントや施設整備など、公共性の高い事業を通じて、
にぎわいと魅力ある「まちなか」の創造を目ざします。 統括マネージャー　滝口　隆久�氏

まちの魅力を発見し、活かした
　 特徴あるまちづくりを考える。

　中心市街地の活性化、空き家、空き店舗の活用を考
えるうえで、まちの魅力や強みに気付き発見すること
が大切です。魅力や強みを活かしたまちや通り、空き
店舗の活用ができるように、今号は城町の魅力と強み
について街歩きをして発見したことを記載します。
１�．駅から港へ通じるマリンロードは、植栽や舗装、
道路の作りで通りの特徴が出ており強みとなってい
ます。
①�一方通行で停車場もあり車
の速度が遅く、歩道を人が
安心して通行できる人に優
しいくつろげる通りです。
②�ケヤキ並木やヨーロッパに
ある円形の広場をイメージ
した中央の交差点のイン
ターロッキング舗装などが、ヨーロッパ的道路のイ
メージを感じます。
２�．駅から舟入櫓、城町公園につながるグリーンロー
ドは人が訪れ集うポテンシャルが有ります。
①�グリーンの街灯や、穏やかな時が流れる通りのイメー
ジはノスタルジーを感じる魅力が有ります。

②�以前、純喫茶があり、多く
の人が集い語った喫茶店通
りというバックグラウンド
が魅力的です。
３�．舟入櫓や、城町公園は水
や水際を活かした水際生活
都市のポテンシャルが有り
ます。
①�舟入櫓と水路は、浮き城の面影を残し城町公園と一
体に魅力を増すことができます。
②�三原港から続く西野川沿いの公園エリアは、瀬戸内海
の景色を感じ、水と接して心安らぐ魅力が有ります。
４�．駅と港が近接したエリアは強みであり魅力が有り
ます。
①�駅、ペアシティ、港で連携し瀬戸内の旅を求めて来
訪するインバウンドや観光客にさらなる魅力を提供
できます。
　このように城町には、様々な魅力や強みがあります。
これらを活かして、通り・空き店舗が魅力を増すこと
を目指してエリアリノベーションを考えていきたいと
思います。

グリーンロードと街灯

マリンロードと　　
インターロッキング
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　本所では、本年も商工会議所管内(旧三原地域)の店舗
で、魅力的なサービス、商品、品揃え、接客などが優
れており、何回もそのお店に行きたい、お店の人がとっ
ても親切で困ったときに頼りになった等、素敵な商品
があふれ、満足度いっぱいの三原のいいお店を募集す
る予定です。
　入賞店舗は「三原のいいお店」として表彰し、各種
広報等を利用して模範店として広くＰＲしていきます。
　５月以降に、新聞折込みや本紙等にて、募集をする
よう予定しておりますので、皆様おすすめのいいお店
を是非ご推薦ください！

　入選店を他薦で推薦いただいた方には、商品券10,000
円分を抽選で３名様にプレゼントします。
　皆様のご応募お待ちいたしております。
●第１回入賞店
　�鳥徳本店、㈲ゑびす家、お好み焼き・お食事処つぼみ、
ひょこめ、cafe�&�dining�CiAO!、おばんざい�うさぎ
●第２回入賞店
　�よしながふとん店、有限会社�三万石本舗、
　手打ちうどん�おかめ、華翔、cafe3g、酒菜処�佃や
　URL：http://www.mhr-cci.or.jp/cci/katsudou/omise_taishou/

東京商工会議所企画  平成31年度検定試験情報

■募集人数　　２名
■応募資格
●三原市内に居住または勤務・在学されている方
●満18歳以上の方（高校生不可）
●お勤めの方は会社に了承を得てください
●１年間観光アシスタントとして三原を全国にPRし
ていただける方
※応募申込書等に真実と相違がする申込がある場合
は、決定を取り消すことがあります。

■申込み手続き
　所定の申込用紙に必要事項を
記入してください。または、三
原やっさ祭りのホームページ内
にあるオーダーフォームに必要
事項を記入し、６ヶ月以内に撮
影した写真を添付して三原やっ
さ祭り実行委員会までお申込み
ください。受付期間は、４月
19日（金）までです。※詳しく
は、HP（ http://yassa.net/）をご
覧ください。

■審査方法および日時・場所
●	第１次審査　書類選考（一次審査の合格者には合格
証書並びに２次審査のご案内をいたします。）
●	第２次審査　面接審査�※非公開

　　開催日時：５月11日（土）
　　場　　所：本所
■賞　品
　海外旅行、その他表
彰品、夏冬制服を支給
　※２名の推薦者には
推薦者賞をプレゼント
　※第２次審査参加者
全員に記念品を差し上
げます。

　広島県を代表する祭りとして定着してきた「三原やっさ祭り」は、今年で第44
回を迎え、たくさんの行事が予定されています。この三原やっさ祭りを通して、
私たちの街「三原」を全国にアピールしてみませんか！自薦他薦は問いません。
奮ってご応募ください。

第44回三原やっ
さ祭り 2019三原ミスやっさ募集

あなたの笑顔で三原を広めよう！
たくさんの素敵な出会いが人生の
財産になります！

第43回三原やっさ祭り当日 広島県知事への表敬訪問

三原のいいお店を推薦して10,000円の商品券を当てよう！

今年度で３回目の開催となります！
推薦募集は５月以降に開始する予定です。

【�福祉住環境コーディネーター検定試験�】
　高齢者や障がい者に住みやすい住環境を提案するアドバイザー。
　医療・福祉・建築について総合的な知識を身につけます。
試験日：７月７日(日)� 申込期間：４月23日(火)～５月24日(金)
　　　　　受験料：２級��6,480円　３級��4,320円
　　　　11月24日(日)� 申込期間：９月10日(火)～10月11日(金)
　　　　　受験料：２級��6,600円　３級��4,400円（消費税10％）
三原市内（※）三原商工会議所で施行するのは２･３級のみです。

（※）試験会場は、東京商工会議所から受験票の
発送をもってお知らせしますので、事前のお問合
せはご容赦ください。なお、東京商工会議所検定
試験につきましては、本所での申込受付は行って
おりません。
■東京商工会議所検定試験情報
(http://www.kentei.org/)、または、検定試験セン
ター(TEL：03-3989-0777)からお申込みください。
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小規模事業者
の資金調達を
支援します！！

商品・材料仕入資金、買掛金決済、支払手形決済資金に、また機械設備・
車輌の購入・店舗改装資金など、金額の大小にかかわらずご遠慮なく
ご相談ください。� ※利率は平成31年４月１日現在
資金用途 返済期間 融資限度額 金　　利

運転資金 ７年以内
（据置１年以内） 2,000万円

※�1,500万円を超える場合は、
一定の要件があります。

1.21％
※�0.5％の利子補給で実質
年利率0.71％（3年間）設備資金 10年以内

（据置２年以内）
●担保・保証人は必要ありません。また手数料も一切不要です。
●固定金利なので、借入期間中に金利が変動することはありません。
●秘密厳守となっておりますので、他人に知られることはありません。
●現在、この融資をご利用中の方でも重複利用、借り換えができます。

悩むより、まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせ　本所�経営指導課　TEL62−6155

無担保・無保証人・低金利

マル経 融資制度

0.5％の利子補給が
受けられます

ご意見をお寄せください

発行所／三原商工会議所　　編　集／情報化委員会
　　　　〒723−8555　三原市皆実4丁目８−１
　　　　TEL	62−6155㈹　FAX	62−5900
印刷所／三好印刷株式会社　

　事業活動や取組み等につきまし
て、皆様のご意見・ご要望をお寄
せください。
【編集後記】
　今月より広報担当者
になりました。会員の
皆様に、商工会議所活
動を知っていただくた
め、丁寧で分かりやす
い情報発信に努めたい
と思います。� 砂谷

　2019年10月の消費税軽減税率制度の実施に向けて、複数税率に対応するレジの導入、受発
注システムの改修等を補助金により支援する制度があります。
　軽減税率対象補助金（レジ補助金）とは、食品を扱っているなど、複数税率に対応が必要と
なる事業者のレジ導入やシステム改修などの費用の一部を補助するものです。本所でも申請
の相談をお受けしていますので、お気軽にお問合わせください。
Ａ．レジの導入の場合
　2019年９月30日までに補助対象機器を導入し、2019年12月16日までに補助金の交付申請が
必要です。

Ｂ．受発注システム改修の場合
　対象の指定事業者への発注は、事業者を通して2019年６月28日までに申請の手続きを行い、
2019年12月16日までに完了報告が必要です。

【中小企業庁ＨＰ】https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2018/181225keigen.htm
【お問い合わせ先】本所経営指導課　TEL：0848-62-6155

消費税の軽減税率制度開始とレジ補助金期限である2019年10月が迫ってきました！！

消費増税迫る！軽減税率対応のレジの導入はお済ですか？！

　料理と相性の良いお
酒を組み合わせること
で、双方の味わいや香
りを楽しむ「ペアリン
グ」。幸せの三原ぐる
めでは、トレンドにな
りつつある日本酒を用
いたペアリングに取り
組みます。居酒屋･和
食店･洋食店の３店舗
による三原のタコを使
用したコース料理と料
理人おすすめの地酒･
醉心を是非お楽しみく
ださい！

　詳しくはコチラから


