
　７月24日（水）、三原駅噴水広場をスタートに「第10回浮城・
歩ラリ～はしご酒」を開催しました。今回は、52店舗・604
名が参加し、駅前周辺は大いに賑わいました。
　主催の浮城・歩ラリ～はしご酒実行委員会（半田圭三実行委
員長）は、飲食組合三原支部が主体となった組織で構成されて
おり、本所サービス部会から、弓場秀俊部会長や崎本副部会
長、平野専務が実行委員として参画し運営支援を行いました。
　参加者はラリーカードで指定された３店舗をまわり、各店
が趣向を凝らした美味しい料理やお酒はもちろん、新しいお
店との出会いや参加者同士のコミュニケーションもしっかり
楽しまれていました。
　イベント終了後も、抽選会で当選した参加店共通飲食券を
持って４次会に向かったグループも多く、活気あふれる夜と
なりました。

　三原市中心
市街地活性化
協議会（会長：
三好康莊本所
会 頭 ）は、 ７
月 ３ 日（ 水 ）、
本所において

総会を開催しました。（出席者34名、うち委任状11名）
　開会に際し三好会長は「西日本豪雨災害から１年を迎
えようとしていますが、基本計画に掲げている『コミュ
ニティFM整備事業』も、災害時の一斉情報伝達手段とい
う本来の使命の重要性が、改めて注目されることになり
ました。また、計画期間も残り２年を切り、１期計画の
総括と今後の方針について今年度から協議を進めていき
たいと思います。」と挨拶を述べました。
　総会では、平成30年度事業報告並びに収支決算につい
ての審議を行い、原案通り承認可決されました。
　続いて、令和３年３月末をもって満了を迎える第１期
基本計画の総括と、計画期間終了後の中心市街地活性化
の取り組みの協議における判断指標とするべく、市民ア
ンケート調査を今年度実施することとなりました。アン
ケートでは、中心市街地のイメージなどを質問し、来年
３月頃に結果を公表する予定です。

アクセスしてください　　　　　　　　　　三原商工会議所　URL　http://www.mhr-cci.or.jp　　E-mail　info@mhr-cci.or.jp

【2面】働き方改革セミナー
【5面】第44回三原やっさ祭り
【8面】「商工業者法定台帳」のご返信をお願いします

【3面】女性部会第１回定例会
【6面】三原市の景気観測調査６月期

【4面】第44回三原やっさ祭り
【7面】㈱レニアス経済産業省表彰受賞

今 月 の 内 容

三原商工会議所報

第627号
令和元年8月1日発行

　本所 三好会頭は、７月９日（火）・11日（木）、福井尾道
商工会議所会頭、三原市・尾道市の市長・議長とともに、
中国地方整備局、福山河川国道事務所を訪ね「一般国道
２号 木原道路建設に関する提案書」を手渡し、緊急かつ
不可欠なこの道路の早期完成について強く要望を行いまし
た。
　昨年の豪雨災害発生時、木原管内の国道２号では、土
砂災害等の発生により通行止めとなり、物流等に大きな影
響がありました。
　この道路は、尾道・三原バイパスを結ぶ3.8kmの道路で
すが、災害時の代替路、地域産業の活性化・観光振興・
緊急医療対応等、大きなストック効果をもたらす重要な道
路として開通への期待が大きい道路です。本所では、継
続して早期完成の要望等の活動を行っていきます。

三原市・尾道市による要望活動三原市中心市街地活性化協議会　総会開催
基本計画満了に向け市民アンケート調査 木原道路早期完成へ向けた取り組み

みんなで乾杯！第10回浮城・歩ラリ～はしご酒みんなで乾杯！第10回浮城・歩ラリ～はしご酒
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　本所では、「老
舗に学ぶ！龍角散
の経営革新」と題
し、㈱龍角散 代表
取締役社長 藤井隆
太氏を招き、経営
安定セミナーを開
催しました。
　㈱龍角散は、1797年に創業し、1928年７月に法人設立。現在は、
海外（中国・台湾・香港など）へ輸出し、販路を拡大しています。また、
積極的に設備投資を行い、製造工程の自動化を進めて、作業の効率
化を図っています。
　藤井氏は音楽大学を卒業されており、会社をオーケストラに例え
て、「代表者は指揮者、演奏者は従業員です。指揮者の後ろにはお
客さんがいます。企業でもお客さんがいます。従業員を指揮する際
にお客さんのことも考えて指揮をとる必要があります。」と独自の
考えを交えながら「経営哲学」や「数々の改革」への思いをお話い
ただきました。

働き方改革企業経営者勉強会

待ったなし！今求められる経営戦略
認定企業から実践例を学ぶ
働き方改革企業経営者勉強会

　三原商工会議所議員懇話会（赤石靖久幹事
長）・広島県働き方改革推進・働く女性応援課
の主催により、７月17日（水）「働き方改革企業
経営者勉強会」を開催しました。（参加者39名）
　広島県商工会議所連合会等では、「働き方改
革実践企業認定制度」の普及促進を図っていま
す。これは、労働人口が減少する中、企業の
持続的な成長・発展につなげていくため、生
産性の向上を図り、意欲ある多様な人材が活
躍できる職場環境を実現する事を目指してい
るものです。
　前年度までに、この認定制度で認定された
県内事業者は累計166社となり、市内でも累計
６社が認定されています。
　この度の勉強会では、㈱ワーキングエージェ
ントの藤原輝氏を講師に「実践事例から学ぶ
経営戦略」と題した説明を行い、広島県の事
業モデル企業の平和建設㈱の岡田社長、東洋
電装㈱の桑原社長より働き方改革の取り組み
事例について紹介。その後、改革を成功に導
く実践ポイントについて、藤原氏より説明を
いただきました。
　参加者からは、「わかりやすい説明だった。
課題も多くあるが働き方改革の取り組みを進
めて、従業員が働きやすい環境をつくってい
きたい」との声がありました。

広島県働き方改革実践企業認定制度
第６回受付：10/15（火）～11/8（金）必着

中国経済産業局長表彰を受賞
本所常議員　大目木 康行 氏

　本所常議員 大目木康行氏（富士金属工
業㈱ 代表取締役）が、中国経済産業局長
表彰を受賞されました。
　大目木氏は、平成４年から本所監事、
平成７年には、議員、平成16年からは、
常議員に就任されています。また、議員
就任当初より、部会・委員会活動に積極

的に参画されています。部会においては、現在生産工業部
会長の職にあり、委員会においては、長きにわたり工業委
員長を務められ、事業活動の推進役として、的確な判断で
円滑な組織運営が行われるよう尽力されています。
　この度の受賞、誠におめでとうございます。

経営安定セミナー

Ｊデスクみはら　就職ガイダンス

老舗企業に学ぶ！龍角散の経営革新

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
　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、７月24日（水）、三原市中央公民館にて、
三原地域合同求人説明会を開催いたしました。（参加企業
39社、求職者50名）
　この説明会は、三原地域への就職の促進、市内事業所
の人材確保を図ることを目的として開催しています。
　対象者は、来春・再来春卒業予定の大学生並びに一般
求職者ですが、昨年から三原市内や近隣の高等学校へも
広報し、高校生の取り込みにも力を入れています。
　一昨年より、個別面談を開始する前に、参加企業より
PRができる「PRタイム」を設けて、事業の内容や採用ス

ケジュールなどの説明を実
施しており、求職者からは、

「全事業所の説明を聞いた
後に質問内容をまとめて、
個別面談に望むことができ
た」との声がありました。
　また今年３月での説明会に続き、今回も求職者が、様々
なブースにて話ができるように「ブースツアー」を実施
しました。企業側が参加者に気軽にブースに来てもらえ
る雰囲気づくりに取り組まれ、高校生も約10名の参加が
ありました。
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　私は、幼い頃に補聴器専門
店を起業した父とそれを支え
る母を見て育ちました。お客
様の聞こえの悩みに寄り添い、

補聴器を活用し、より良い人生を送っていただけ
るよう、日々知識、技術を磨く両親の姿を見て、
私も自然と同じ道に進んでいました。起業当時は
決して順風満帆ではありませんでしたが、おかげ
さまで一昨年尾道本社が30年、東広島店が10年
を迎え、それぞれが地域で愛される店舗として成
長することができました。その中で社長と以前か
ら話しをしていた、地元三原にも開業したいとい
う夢は日に日に大きくなり、昨年４月に三原補聴
器センターを開業しました。　
　今までも少なからず経営に携わっていたと思っ
ていたのですが、いざ店舗の責任者として日々仕
事をする事は、私自身勉強不足だと感じる事もあ
りました。今までのように補聴器業界内だけで活
動しているだけでは経営者として成長出来ないの
ではないかと思いました。
　そんな時に現副会長の吉永さんに声をかけてい
ただき、青年部会に出会いました。経営者力向上
委員会に参加させていただき、活発な意見交換、
多角的な考え方を目の当たりにしました。地元三
原で活躍しておられる先輩方のようになりたいと
思い入会を決意しました。
　毎回、さまざまなテーマで開催される委員会は
私にとって多くの学びを得る事が出来ます。今年
度は実践アウトプット委員会の副委員長をさせて
いただく事となりました。自分自身と向き合い、
学んだ事をしっかりアウトプットし、経営者とし
て成長する事を目標に活動していきたいと思って
おります。

経営者として成長することを
目標にYEG活動に励みます。

　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、
ぜひ一度ご参加ください。詳しくは、本所青
年部会HPをご覧ください。
■URL　https://www.mhr-cci.or.jp/yeg/

㈲中国補聴器
　平岡 三奈 さん

女性部会 第１回定例会開催
レディース・トーク＆ハーバリウム作り体験会を実施

会員事業所のITに関するお悩みにお答えします！

第7回  個別 I T相談会
三原商工会議所会員の皆様から、ネットを利用したお店の宣伝
方法や、HPの効率的な運用方法などの質問を受け付けました。

　近年、スマートフォンの普及により、気軽にインターネット
が利用できる時代となり、ITの活用はビジネスに必要不可欠な
ものとなってきました。
　本所情報化委員会（後藤和之委員長）では７月２日（火）に、PC
やスマートフォン、HPの運用など、ITに関するお悩みに対して、
専門家が相談に応じる、第７回個別IT相談会を開催しました。
(参加事業所４社）
　アピオ 代表の天羽一敏氏を講師に招き、会員事業所の方々が
抱えているスマートフォンを上手く活用したお店宣伝方法や、
HPの運用方法のご相談にお答えしました。
　参加者からは、「ネット販売開始に向けた準備に役立てるこ
とができた。」「HPの利用・
展開方法を広く知ることが
できた。」といったご感想を
いただきました。
　次回は、11月頃開催予定
です。

　本所女性部会（出田順
子会長）では、６月25日

（火）本所において、中国
電力主催「レディース・
トーク」と女性部会主催

「ハーバリウム作り体験
会」を開催いたしました。（一般含め参加者18名）
　「レディース・トーク」では、中国電力から身近なエネルギー
についてわかりやすくご説明いただき、「エネルギーってなく
ならないの？」「電気ってどうやって作られるの？」といった
日常の小さな疑問についてお答えいただきました。
　次に、部会員の事業を多くの方に知っていただくことを目的
として本部会副会長の宮脇氏を講師に、「ハーバリウム作り体
験会」を行いました。参
加者は、色とりどりの植
物や様々な形の瓶から自
分の好みに合わせて、思
い思いの作品を作りを楽
しみました。

第7回  個別 I T相談会
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　第44回三原やっさ祭りでは、多くの市民の皆様に参加し楽しんでいただくことで、三原のまちをより一層元気にし
ていくと共に、今後も三原の観光資源として多くの方々にご来場いただくために準備をしています。
　昨年度、三原では西日本豪雨災害による大きな被害を受け、やっさ祭りは延期となりましたが、三原市民の熱い復
興への思いのおかげで11月に開催することができました。今年のキャンペーンテーマ「どんな時にもやっさがある　
これが三原の夏じゃけえ」のもとに、三原のまちを熱い夏にしていきたいと思います。
　そして観客の皆様、祭りに来られたすべての皆様、踊り手の皆様も一緒になって第44回三原やっさ祭りを盛り上げ、
会場全体が笑顔になっていただきたいと思いますので、大いに楽しんでください。

今年も三原に熱い夏がやって来る!!
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8/9（金）・10（土） 踊りコース 8/9（金） 子どもやっさコース

協賛行事一覧

■期間中、三原駅前周辺は、たいへん混
雑が予想されます。お車でのお越しは
なるべくご遠慮ください。

　またできる限り公共交通機関をご利用
くださいますようお願いします。

■規制によって車の出入りが出来なくな
る駐車場がございますので、ご注意く
ださい。

■踊りコース付近の駐輪は、ご遠慮くだ
さい。

■暑い盛りの時期です。熱中症にならない
ように、くれぐれも各自ご注意ください。

日にち 協賛行事

8/9
（金） 第53回やっさ祭り写真コンテスト

8/10
（土）

第30回会長杯尾三バスケットボール大会
第53回やっさ祭り写真コンテスト

8/11
（日）

第30回会長杯バスケットボール大会
やっさ祭り協賛第30回上野杯近県ソフトテニス大会
ゆかたで弓道大会
第53回やっさ祭り写真コンテスト

その他
8/3（土）　三原やっさカップジュニアソフトボール大会
8/4（日）　第36回やっさ協賛ビーチボールバレー大会
　　　　  三原やっさ祭りカラオケ大会

安全で楽しい思い出の残る
やっさ祭りへ

三原やっさ祭りホームページ
https://yassa.net/金 土 日8月8月99 1010 1111 第44回第44回

※ 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：８月22日（木）13：00〜17：00
場　　所：三原商工会議所  1F会議室
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子どもやっさ表彰式

土曜正調やっさ表彰式

踊り模範演舞
メインステージ前

メインステージタイムスケジュール

≪創作やっさ≫
≪正調やっさ≫

【子どもやっさ踊り】

【やっさ踊り】

【やっさ踊り】
《正調・創作やっさ》
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11日（日）
花火会場
（糸崎港）

浮城広場

ゲートオープン

実行委員長・市長挨拶
やっさ踊り
〈保存会〉

≪花火≫

＜閉会式＞
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9日（金）
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10日（土）

創作やっさ表彰式
金曜正調やっさ表彰式

恋⇔愛～ラブ～
アコギ・ボーカルユニット
園田寿美子歌謡ショー
（NAK三原支部）（15分）

三原和太鼓教室
～空組～(25分）

スタジオ来夢
ストリートダンス

スタジオワンセルフ ダンススクール
ストリートダンス

ロシアンジプシーダンス

西田幼稚園
子ども祝太鼓
K.D.S DANCE SCHOOL
HIP-HOPストリートダンス
JUMP PERFORMANCE COMPANY

ダンス
祭りのまち三原！応援隊
『メンバー』お笑いライブ

＆やっさだるマン福顔コンテスト
グランプリ受賞者紹介

≪湯河原やっさ踊り≫
友好親善都市湯河原町

YASSA DANCE
BATTLE2019

審査員：ＨＡＪＩＭＥ
　　　　実行委員長

11：00

≪三原やっさ太鼓≫

オープニングセレモニー
開幕宣言・ミス交代式
キャンペーンテーマ表彰
三原ふるさと大使紹介

第３回三原やっさ節唄
全国大会入賞者披露

交通規制解除22：00 交通規制解除23：00 交通規制解除21：45

交通規制

交通規制

浮城広場

三原やっさ祭りホームページ
https://yassa.net/金 土 日8月8月99 1010 1111 第44回第44回

2019やっさ花火フェスタ
■日時
  8月11日（日） 20：00〜20：45
■打上数

約6,000発　尺玉20発
■打上場所

糸崎港岸壁より350m離れた海上で
台船による打ち上げ

■観覧会場
糸崎港1号・2号岸壁

■会場までのアクセス
　JR糸崎駅から徒歩約10分
■臨時駐車場（15：00～23：00）
　糸崎小学校、三原第一中学校
■臨時列車の運行について
〔上り方面〕糸崎発（21：28）→福山着（21：58）
〔下り方面〕糸崎発（21：19）→三原着（21：23）
　　　　　糸崎発（21：39）→三原着（21：43）

■海上からの観覧について
航泊禁止区域内
では、一般船舶
の航行及び停泊
は禁止です。定
期船運航の妨げ
になりますので、
航泊禁止区域周
辺での一般船舶
などによる海上か
らの観覧は、ご
遠慮ください。

■交通規制

本部

糸崎駅
JR山陽本線

2

花火打上場所

車両進入規制区域
規制時間 17：00～21：45

立
入
禁
止 立入禁止

※諸般の事情により変更する場合があります。

※内容・時間帯等は、諸般の事情により変更する場合があります。
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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。

㈱まちづくり三原からのお知らせ 第７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

　まちを変える・愛するリノベーション実践塾を開催
します。リノベーションによる起業プランを検討した
い方、是非参加しませんか？
　㈱まちづくり三原では、三原市の中心市街地エリア
で、まちの強みや魅力を活かしながら、エリア内の空
き家、空き店舗等の物件を活用し、リノベーションに
よる店舗・施設づくり（起業）をめざす「リノベーショ
ン実践塾」を開催します。
　塾では、中小企業診断士の指導・助言のもと、各チー
ムでエリア内の魅力ある物件を活用し、リノベーショ
ンにより店舗経営するなどの具体的な起業プランを作
成します。また併せて、建築家や金融機関等の専門家
による相談会を開催し、実際に開業をめざしていくも

のです。
　まちを変えたい！空き家、空き店舗等のリノベーショ
ンを行い魅力あるお店を計画、起業に興味のある方は、
是非ご参加ください。
■日時：2019年９月１日から３月１日まで（全８回開催）
■場所：三原市役所
■講師：㈱価値組プロジェクト
　　　　代表取締役　秋井　正宏 氏（中小企業診断士）
■受講対象者

⑴対象物件を活用し、リノベーションによる起業プ
ランを検討したい人

⑵起業やリノベーションに必要なノウハウを習得し
たい人

■受講料金：5,000円/人（税込）
■募集人員：30名

※塾の物件検討は、１チーム５名程度のチームを組
みます。

■主　催：三原市/㈱まちづくり三原
■申込み：㈱まちづくり三原HPをご覧ください。

リノベーション実践塾開催と
塾生募集のご案内
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H30.6月 9月 12月 H31.3月 R1.6月

総　　合
製 造 業
非製造業

　三原商工会議所管内の事業所130社を対象に調査
実施した結果の概要を紹介します。
　当調査は四半期に一度、実施しています。

※詳しくは、ホームページに掲載しています。
　URL　https://www.mhr-cci.or.jp/cyou_sa/keikan/1906/

【景況の総括】
■総合：全業種の６月の景況をみると、(全業種) 

DI ( ｢良い｣ － ｢悪い｣ )は▲9.6となり、前期3
月調査結果の▲3.7から5.9ポイント下向きまし
た。
■製造業：製造業全体の6月期のDI値は▲20.0とな

り、前期3月期調査結果の▲6.4から▲13.6ポイ
ント下向きました。
■非製造業：非製造業全体の6月期のDI値は▲1.7
となり、前期3月期調査結果の▲1.6から0.1ポイン
ト下向きました。

『DI（ディフュージョン･インデックス）方式』
DIは、各調査項目について判断の状況を示す。
ゼロを基準として、プラスの数値は景気の上向き傾向（「良い」）をあ
らわし、マイナスの数値は景気の下向き傾向（「悪い」）をあらわす。
DI＝（「良い」の回答割合）－（「悪い」の回答割合）

三原市の景気観測調査 令和元年6月期

景況DI H30.6月 9月 12月 H31.3月 R1.6月
総　　合 ▲15.4 ▲17.3 ▲5.5 ▲3.7 ▲9.6
製 造 業 ▲13.7 ▲22.2 ▲6.4 ▲6.4 ▲20.0
非製造業 ▲16.7 ▲13.8 ▲4.8 ▲1.6 ▲1.7

深刻な人手不足や原材料費の上昇の影響により景況は押し下げの状況になっています。
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経済産業省「はばたく中小企業・小規模事業者300社」に㈱レニアスが選定
独自の技術を活かし、新たな需要を創出・展開

◦この度は、おめでとうございます。
受賞された喜びをお聞かせください。
　弊社の最大の強みは世界のどこの
メーカーも創出できない製品・価値
を市場に提供できるという点です。
長く国内市場を軸に事業展開を行っ
て参りましたが、これまで長年培っ
た独自技術のさらなる革新、世界で
も例のない生産設備の導入を進め、

同時に国内だけでなく海外の需要創出に取り組み、今日
では世界中のお客様と取引をさせていただくようになり、
この点をご評価いただいたものと考えております。これ
も弊社事業に長年ご協力、ご指導いただいております全
ての関係先皆様のお力添えあってのことと、心から感謝
しております。
◦新たな需要の創出と顧客獲得に向けた具体的な取り組
みを教えてください。
　現在、米国イリノイ州に現地法人を設立し、海外で新

たな需要の掘り起こしを
行っています。
　海外シェアを広げるた
めに今後はヨーロッパや
アジア圏にも展開し、売
上比率を15％から30％ま
で上げることを中期的な
目標として掲げています。また、国内においてもマーケッ
トの拡大にさらに取り組み、様々な付加価値をPC樹脂製
ガラスの中に織り込んでいきたいと考えています。
◦今後の新たな取り組みはありますか？
　一番取り組みたいこととして、従業員が心からこの会
社に勤めてよかったと思える環境作りを進めたいと考え
ています。それには待遇面や労働環境面の整備は当然で
すが、個々が『仕事』を通じ生き甲斐を感じ、それぞれ
が主体的に行動できる企業を作り上げる事だと考えてい
ます。ホームページにも記載しています、『ぶっちぎり経
営』を通じ必ず実現したいと考えています。

取締役社長　
赤尾　太郎 氏

福山港輸出・輸入コンテナ支援制度のご案内
輸出・輸入コンテナ補助制度 コンテナ物流トライアル事業

対 象 期 間 平成31年４月１日〜令和２年３月31日

支 援 額
荷主に対して

１TEUあたり5,000円
〔東南アジア発着貨物は5,000円追加〕

フォワーダーに対して
１TEUあたり2,500円 トライアル輸送にかかる経費

上 限 額 500万円 100万円 100万円

支援の条件 新規利用又は県外港からの利用転換により，福山港
で輸出入されたコンテナ貨物が10ＴＥＵ以上の場合

①福山港を利用した新たな物流ルートであること
②国際海上コンテナ貨物であること
③福山港を利用することで物流面の改善効果・機

能向上が見込まれること

お 問 合 せ
広島県東部港湾振興協会（事務局：広島県港湾振興課）
TEL：082-513-4033　FAX：082-223-2463
申請書のダウンロードはこちらから　http://www.hiroshima-minato.jp/

アクサ生命保険株式会社
○○支社　○○営業所　
〒000-0000　○○○○○○0-00-0　 
TEL 00-0000-0000 

広島支社　三原営業所
〒723-0052 三原市皆実4-8-1 三原商工会議所ビル
TEL 0848-62-6993

　「はばたく中小企業・小規模事業者300社」に㈱レニアスが選定されたとのことで、赤尾社長にお話を伺って
きました。この表彰制度は、ITサービス導入や経営資源の有効活用等による生産性向上、積極的な海外展開や
インバウンド需要の取り込み、多様な人材活用や円滑な事業承継など、様々な分野で活躍している中小企業・
小規模事業者を選定し、経済産業省が表彰するもので、同社は「需要獲得」部門を受賞されました。

福山港を利用して新
たに輸出又は輸入さ
れる事業者の皆様を
支援します！
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あなた（貴事業所）は、商工業者にあてはまりますか？

法人ですか？個人経営ですか？

資本金額が
300万円以上ですか？

常時使用する従業員の数が20人
（商業・サービス業は5人）以上ですか？

特定商工業者に
該当します。

特定商工業者に
該当しません。

4月1日現在で、三原市内（本郷・久井・大和を除く）に 
事業所を6ヶ月以上継続して有していますか？

はい

はい

法人

はい はい

いいえ

いいえ

いいえ

個人いいえ

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】
　今月は、三原やっさ祭りが開
催されます。２日間のやっさ踊
りや最終日の花火など見どころ
が盛りだくさんのお祭りです。
　私も皆様の笑顔をしっかり写真に収
めたいと思いますので、３日間存分に
お楽しみください！ 砂谷

『商工業者法定台帳』のご返信をお願いします
特定商工業者は商工会議所法で定められた国の制度です・・・・・・・・・・・・・・・

「法定台帳」について

　「法定台帳」とは、特定商工業者の方が自己の事業内容
を商工会議所に登録する台帳のことで、いわば、商工業
者の戸籍台帳にあたるものです。

「特定商業者」について

　「特定商工業者」とは、毎年４月１日現在において、商
工会議所の地区内に６ヶ月以上事業所を所有している一
定規模以上の商工業者のことをいいます。商工会議所は、
その「特定商工業者」を把握するよう商工会議所法で定
められています。
　具体的には、①資本金または出資額が300万円以上、②
常時使用する従業員数が20人（商業またはサービス業につ
いては５人）以上のいずれかに該当する事業所のことです。

「特定商工業者負担金」について

　「特定商工業者」は、会員・非会員を問わず、毎年「法
定台帳」を提出することが義務付けられています。そし
て、この「法定台帳」の管理・作成にかかる費用として

「負担金」（年額1,000円）を納入してい
ただいております。

※負担金は会費と一緒にご納入をお
願いしていますが、本所の会費と
は異なるものです。

　７月下旬、特定商工業者の皆様に商工業者法定台帳をご送付しています。正確な地域の商工業の実態把握を 
行うためにも、法定台帳のご返信をお願いします。

あなた（貴事業所）は特定商工者ですか？

消費税の軽減税率制度開始とレジ補助金期限である

レジや受発注システムを導入・改修する方への国の補助制度があります。 

2019年10月が迫ってきました！！

補助金の詳細は以下のURLをご覧ください。
http://kzt-hojo.jp/ 

ＱＲコードは
こちら！

お問合せはこちら　0120-398-111（通話料無料）


