
　任期満了に伴う本所議員の改選により、先月お知らせした３号議員（定数11名）、２号議員（定数26名）に続き、10月２
日（水）に１号議員（定数38名）が選出されました。
　これにより議員選挙選任にかかる業務は無事終了し、令和元年11月１日（金）に新議員75名が就任しました。
　なお、11月１日（金）には臨時議員総会を開催し、役員等が選任される予定になっています。

１号議員は、会員と特定商工業者が、会員の中から選出する議員です。（定数38名）
この度の選挙では、立候補者が定数38名と同数であったため投票は行われず、次の方が選出され
ました。

１号議員

池田興業㈱三原支店	 支店長	 福村　正浩

㈲上田製版印刷所	 代表取締役	 上田　隆政

㈱ウツミ	 代表取締役	 内海　勝議

大東印刷㈱	 代表取締役	 大東　弘典

㈱勝村商店	 代表取締役	 勝村　善博

㈱ガルバ興業三原工場	 代表取締役	 菊川　美仁

呉信用金庫三原支店	 支店長	 西内　俊二

広愛産業㈱	 取締役	 林　　茂生

㈱三信ライフサービス	 代表取締役	 岡田　文男

サンスイ設備工業㈱	 代表取締役	 河井　一朗

㈱タケウチ建設	 常務取締役	 山田三弥子

玉浦薬品㈱	 代表取締役	 玉浦　　巖

㈱中国トラベル三原支店	 執行役員･支店長	 隅本　秀明

㈱鶴田電設コンサルタント	 代表取締役	 鶴田　幸彦

帝人㈱樹脂事業本部三原生産部	 部長	 高木　　誠

テクノス三原㈱	 代表取締役	 向田　尊俊

㈱鳥徳	 代表取締役	 小林　巧治

日本通運㈱三原支店	 支店長	 木山　俊和

日本海洋コンクリート㈱	 監査役	 神田　光生

㈲灰谷鉄工所	 取締役	 灰谷　隆広

㈱原アルミ建材	 代表取締役	 原　　邦高

檜山泰三税理士事務所	 所長	 檜山　泰三

広島ガス三原販売㈱	 代表取締役	 松山　充利

広島県信用組合三原支店	 支店長	 横藤田秀樹

広島中央アスコン㈱	 代表取締役	 越後谷孝司

ファインメタル工業㈱	 代表取締役	 田中　亮介

福山工業㈱	 代表取締役	 小池　雄大

㈱藤井	 代表取締役	 藤井　寛也

富士技術開発㈱	 代表取締役	 西岡　　宏

三和㈱	 代表取締役	 須﨑　裕之

㈱三原シティホテル	 代表取締役	 高松　　勉

㈲村上鉄工所	 代表取締役	 村上　睦宏

㈱もみじ銀行三原支店	 支店長	 田坂耕太郎

㈱森剛	 代表取締役	 川口　和弘

保道建設㈱	 代表取締役	 保道　茂樹

㈱有斐園	 取締役会長	 福島　偉人

㈲ライフパートナー	 代表取締役	 中平　信康

㈱渡部瓦三原販売所	 代表取締役	 渡部　勝也

	 ※50音順・敬称略

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

【2面】観光・交通委員会講演会
【5面】時代を読み解くツボ
【8面】第３回「三原のいいお店大賞」

【3面】女性部会第２回定例会
【6面】三原市の景気観測調査

【4面】相談所コーナー
【7面】瀬戸内みはら美味しいMARKEEE(t)開催

今 月 の 内 容

三原商工会議所報
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　本所観光・交通委員会（水兼勇人委員長）では、９月24
日（火）に国土交通省都市局公園緑地・景観課長　古澤達
也氏を講師に招き「都市の個性を活かす－景観からの取
組み－」と題し、講演会を開催しました。（参加者90名）
　講演では、まず、景観についての基本的な考え方として、

「規範風景」について解説を受けました。「規範風景」とは、
大衆の支持を受け歴史的試練に耐えて残ったもので、住
民にとって住みやすく愛着や誇りの持てる空間として認
識され、７割８割の国民が「良し」とする風景を指すも
のです。「規範風景」は国によって違い、日本の場合は西
欧流の建造物による街並みとは違い、町の外にある山並
み・海・河川・湖などの自然と一体となる風景のすばら
しさを指し、国外の人が求めて訪れるものであるという
ことです。
　現在の観光に関する状況として、訪日外国人観光客は
３大都市圏より地方への観光客が増えており、「風景」や

「景観」に価値が置かれるとともに、観光面からも景観形
成の重要度が増してきていると説明をいただきました。

　また政府は、2030年に外国人観光客を6,000万人とする
ことを目標としています。これは日本人の半分が国内旅
行をすることと同じ、非常に大きな経済効果をもたらす
ことを意味しています。そのために景観を整えるべく、
いろいろな施策、観光対策、まちづくりを行う必要性を
述べられました。
　観光客が来ることにより生じる経済効果は大切ですが、
住んでいる空間を大事にしている結果、見るべき価値の
ある風景となること、住んでいる空間を大切にする、そ
の結果を海外のお客様に喜んでいただくことこそ、本来
の観光戦略と話され、今後のまちづくり、地域振興・活
性化に向けてとても参考となる講演会でした。

　本所生産工業部会（大目
木康行部会長）では、三原
市内のものづくりの現場を
知ることで、製品の購買意
欲の上昇、企業への親近感
を増し、三原市内の経済の

活性化や三原への愛着感の醸成に繋げるため、「ものづく
り見学ツアー」を10月16日（水）に開催し、一般公募によ
り抽選された35名が参加しました。
　今回のツアーでは、山陽乳業㈱、今治造船㈱広島工場、
㈱醉心山根本店にご協力をいただき、一日のスケジュー
ルで巡りました。山陽乳業㈱では、学校やスーパーで普
段から親しみのある牛乳とヨーグルトの製造現場を見学
するとともに、西日本豪雨災害から復興に向けての会社
の取り組み等も伺いました。今治造船㈱広島工場では、
広い敷地内をバスで回り、船の部品の組み立て現場や実

際に出来上がった船の見送りに
も立ち会うことができました。
㈱醉心山根本店では、皇室や日
本画の巨匠横山大観との繋がり
など、古くから沢山の方々に愛
されてきた商品と会社の歴史に
ついて教えていただきました。

　参加者からは、「普段見ることが出来ない所が沢山あっ
たので嬉しかった。」「三原にいても知らないことが多く、
この町を誇りに思った。」「商
品を作る過程の衛生管理を
知ることが出来て良かっ
た。今度商品を購入したい。」
など感想をいただき、三原
の企業を知る大変好評な見
学ツアーとなりました。

観 光・交 通 委 員 会 主 催

生 産 工 業 部 会 主 催

― “景観からの取組み”から見えてくる本来の観光とは ―

三原のものづくり現場を知るツアーを開催！
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　本所女性部会（出田順子
会長）では、部会員の事業
を多くの方に知っていただ
くことを目的に、９月25日

（水）本所３階において「ヨ
ガ体験会」を開催しました。
　講師には、本部会員でも
あり、港町にあるトータルケアスタジオ「Studio Re（スタジオ
アールイー）」代表の松本久美子氏をお招きしました。YOGA認
定インストラクター等の資格を持つ松本氏は、心と身体にアプ
ローチしながら“真の健康作り”のサポートをしています。
　当日は、松本氏が参加者一人ひとりの体調に配慮しながら、
イスに座ったり、専用マットに横になったりして、初心者でも
無理なく気軽に楽しめるヨガを体験しました。呼吸を整えつつ、
最後には目を瞑った状態でマットに横になることでクールダウ
ンし、心身ともにリラックスをすることが出来ました。参加者
からは、「身体がスッキリしたので、また次回開催してほしい」
という感想もあり、好評の体験会となりました。
　女性部会では11月26日（火）に第三回定例会として、「ギャラ
リーエンジェル」の宮脇氏（本部会副会長）を講師に招き、年末
年始に向けて「リース＆和洋しめ縄作り体験会」を開催する予
定ですので、是非ご参加ください。
★会員からの一言（会長　出田順子さん）
　ヨガは私自身、初めての体験でした。静かに音楽を聴き
ながらの呼吸法、そして自分自身の体幹の決め方etc…無理
をしないで自分に合ったヨガを少しばかり習得出来たよう
に思います。身体も気持ちもスッキリ充実感を感じ、改め
て健康のあり方を学ばせていただきました。

　９月27日（金）、ポポロにて「実践アウトプット
委員会」の例会を開催しました。
　今回のテーマは「写真で伝えるあなたの仕事」。
多くの人がスマホを持ち歩いている現在では、撮
影した写真をSNSやHPに簡単にアップできるよう
になりましたが、同時に、写真の良し悪しによっ
て経営者や事業所の印象が左右されることにもつ
ながります。
　今回の例会では、写真活用について様々な事例を
学んだ後、チームに分かれて各１名モデルを決め、
人柄や事業内容を魅力的に伝える写真を撮影し、コ
ンペ形式で優秀作品を決める、というワークショッ
プを行いました。
　アングルや表情・背景・小道具など、意見を出
し合い、方針を決めたらその場で撮影に臨みます。
撮影場所は夜のポポロという制限の中で、各チー
ムとも工夫を凝らして事業者の魅力や信頼感が伝
わる力作を発表しました。
　制限時間の中での作品作りだったため、和やか
な中にも緊張感を持って密度の高いコミュニケー
ションができ、「楽しく、熱く、ためになる」例会
となりました。また、今回は６名のオブザーバー
の方に参加頂き、多くの方がモデルや発表者とし
て積極的に活躍してくださいました。
　今後も様々な企画を実施してまいりますので、ぜ
ひお気軽にご参加ください。

写真を活用し自社の魅力を伝える
アピオ　天羽 一敏 さん

９月例会報告

　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/

女性部会 第２回定例会開催
『ヨガ体験会』 を実施

第12回三原まちゼミ参加店募集！
（開催期間2020年２月中）

スマートフォンからもＱＲコードでアクセス！
http://mhr-cci.or.jp/yeg/machizemi/

チームで作品を作る様子

まちゼミ　三原
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「一日公庫」開催のご案内相 談 所 コ ー ナ ー
　「一日公庫」とは？
　お客様が日本政策金融公庫の担当者に、直接その場で
融資をうけられるかどうかを相談できるというサービス
です。是非お気軽にご相談ください。

　日時：11月19日（火）
　　　　午前10時～午後３時
　場所：三原商工会議所

◆こんな方は是非お越し下さい◆
・ 借入を検討しているが、融資制度など難しいことはわ

からないという方
・ 借入のためにどんな資料を準備したらよいか分らない

という方
・ いくら借りられるのか、いつ借りられるのか等をすぐ

に知りたいという方
・ これから創業しようと思っているが、何から準備した

らいいのか知りたい方

　　　　　　　　　　　　　　　（普通貸付）
■ご融資金額　4,800万円以内
■金　　　利　基準利率　年2.16％（令和元年10月１日現在）
■ご返済期間　運転資金７年以内、設備資金10年以内

■そ の 他　�お使いみち、ご返済期間、担保の有無など
によって異なる金利が適用されます。

■個人の方　�直近２期分の確定申告書・決算書の控え、
借入金明細書、預金通帳、税金領収書（所
得税等）

■法人の方　�法人の登記簿謄本（新規のご相談の場合）
　　　　　　�直近２期分の決算書（確定申告書・勘定科

目明細表を含みます）
　　　　　　�決算後６カ月以上経過している場合、最

近の試算表、税金領収書（法人税等）

　現在、日本政策金融公庫をご利用いただいている場
合でも、重複してのご利用が可能です。
　一日公庫のお申し込み、ご相談は完全予約制です。ご
希望の方は、11月12日（火）までに三原商工会議所また
は、日本政策金融公庫の窓口へご連絡ください。

■お問合せ
　三原商工会議所� TEL�:0848-62-6155
　　　　　　　　　� FAX�:0848-62-5900
　㈱日本政策金融公庫尾道支店� TEL�:0848-22-6111
　担当：鹿垣(シガキ)� FAX�:0848-22-7004

　三原商工会議所では、各種経営相談に経営指導員が毎日応じています。また下記の日程では、それぞれ専門家による
相談も行っております。秘密厳守、相談無料となっておりますので、お気軽にご利用ください。

相談内容 日　時 相談対応者 備　考

金融・税務・創業・経営に関す
る相談

毎日（土・日・祝除く）
8:30～17:00 本所経営指導員

働き方改革・労務 毎月第２火曜日
13:00～16:00

広島働き方改革推進支援
センター

※ 厚生労働省広島労働局委託
事業

事業承継・M&A 毎月第３水曜日
13:30～16:30 広島県事業引継ぎ支援センター ※中国経済産業局委託事業

知的財産
（特許･実用新案･意匠･商標）

毎月第４木曜日
13:00～17:00 （一社）広島県発明協会 ※広島県知財総合支援窓口

三原商工会議所　定期経営相談会のご案内

◆主な融資制度の概要◆

◆ご用意いただく書類◆

各月の定期相談日（予定）
相談内容 11月 12月 1月 2月 3月

働き方改革・労務 12㈫ 10㈫ 14㈫ 10㈫

事業承継・M&A 20㈬ 18㈬ 15㈬ 19㈬ 18㈬
知的財産

（特許･実用新案･意匠･商標）28㈭ 26㈭ 23㈭ 27㈭ 26㈭

ご相談・ご予約は
　本所　経営指導課　0848-62-6155まで
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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。

情報通信業界における経営管理、事業戦略・技術戦略立案および中
央官庁の制度設計支援に従事。近著に『５Ｇビジネス』（日本経済新
聞出版社）。

亀井　卓也／かめい・たくや

株式会社	野村総合研究所
ＩＣＴメディア・サービス産業コンサルティング部
テレコム・メディアグループマネージャー
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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:https://www.mhr-cci.org/renkei/ お問合せ	☎62−6155		担当／實廣

コーディネータ
が行く！  vol.12  

みはらタコ工房では、リハビリ用具を作製しています。

　自助具作製ボランティア・グループ「みはらタコ工房」
の代表をさせていただいている関係から、今回は、タコ
工房の近況を紹介させていただきます。
　最近、タコ工房では、脳性麻痺に代表される重度の肢
体障害児の在宅での練習用具を作製しています。特に、
起立が出来ないお子さんのための起立保持用具、通称「プ
ロンボード」を治療担当の理学療法士から依頼されていま
す。市販されている「プロンボード」は非常に高価であり、
なおかつ、公的な支給を受けることも困難な実情がある
からです。現在までに木製で３台作製し、実際に使用し
ていただいています。「プロンボード」に起立というより
もすがりついていたうちの一人が、自力での立位保持が
短時間ではあるが可
能になったと報告を
受けています。
　さらに、自ら座位
から起立へ立ち上が
ることができ、保護
者が大喜びしてくだ
さった事例も聞いて
います。また、最新
機器では、お子さん
の成長に合わせて高

さを変更できる機能を付与しています。
　タコ工房では、自助具を必要とする
方々から直接お話を伺って、その方が希
望する用具を提案していく方法をとっています。提案に
至るまでは、タコ工房の会員諸氏のアイデアの中からベ
ストな方法を選択します。その後、概略図を描き本格的
な設計書（3D設計）を作成します。タコ工房の作製料金は

「材料費」のみとしています。加工や組み立ての技術料は
含みません。最近は大きなものに挑戦していますが、日
常生活に直結したアイデア商品の開発にも意を注いでい
ます。
　産学官コーディネーターの立場からも、これらの商品
が企業と連携し、商品化の道筋がつかないか模索してい
ます。ご興味のある方は、産学技術交流相談室へご相談
ください。

■産学技術交流相談室
　毎月水曜日10：00～17：00 三原商工会議所（要予約）
■みはらタコ工房
　例会：毎月第３日曜日10：00～12：00
　サンシープラザ４F創作室
　ボランティア会員募集中！皆様の技術をお貸し下さい。

産学官連携コーディネーター　大塚 彰

　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/1909/

【景況の総括】
■総合

　全業種の９月の景況をみると、(全業種)DI( ｢
良い｣ － ｢悪い｣ )は▲4.8となり、前期６月調
査結果の▲9.6から4.8ポイント上向きました。
■製造業

　製造業全体の９月期のDI値は±０となり、前
期６月期調査結果の▲20.0から20.0ポイント上
向きました。
■非製造業

　非製造業全体の９月期のDI値は▲8.9となり、
前期６月期調査結果の▲1.7から7.2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９月期

景況ＤＩ Ｈ30.９月 12月 Ｈ31.３月 Ｒ１.６月 ９月
総　　合 ▲17.3 ▲05.5 ▲03.7 ▲09.6 ▲04.8
製 造 業 ▲22.2 ▲06.4 ▲06.4 ▲20.0 ▲00.0
非製造業 ▲13.8 ▲04.8 ▲01.6 ▲01.7 ▲08.9

消費税引き上げ前の駆け込み需要の影響もあり業況ＤＩは改善するも慎重な見方が続きます。

◆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� ㈱まちづくり三原　統括マネージャー　滝口　隆久

起立保持用具「プロンボード」
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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

　平成27年９月から女性活躍推進法
が施行され、企業においても女性活
躍の重要性を理解し、取り組みの加
速が重要となっています。
　この度のセミナーでは㈱体育社が
挑んだ「商慣行の脱却」、そして「長
時間労働の削減、従業員の定着促進
等」を達成したお話をいただく予定
です。
　このセミナーを機会に、先進的な企業の取り組み事例
を会社経営に、是非ご活用ください。

■日　時：令和元年11月29日（金）13：30～14：45
■会　場：三原市市民福祉会館　５階大会議室
■演　題：『「働き方改革」が進まないワケ』
■講　師：㈱体育社　管理統括部部長　村上　祐一 氏
■定　員：80名
■対象者：事業者など
■参加申込締切：令和元年11月26日（火）
■主　催：三原市（人権推進課）
■後　援：三原商工会議所・三原臨空商工会
■問合わせ・申込先：三原市人権推進課
　TEL 0848-67－6044　FAX 0848-64-4103

　㈱まちづくり三原主催による瀬戸内みはら美味しい
MARKEEE(t)が、昨年に続いて10月６日（日）に三原駅前
噴水広場・マリンロードで開催され、約3,500人の人出で
賑わいました。当日は、市内の飲食店・小売店等27店が
工夫を凝らし、「地域の素材」で「地域のオリジナル」の
食材・産物・モノを創り出し、お客様にPRされていました。
　次回は、11月24日（日）に開催します。瀬戸内の「美味
しいもの」「いいもの」を集めて、皆様をお待ちしており
ます！
　　　　　�日時：11月24日（日）10：00～15：00
　�　　　　場所：三原駅前噴水広場・マリンロード

　11月２日（土）・３日（日）は、「第16回三原浮城まつり」
開催のため、三原駅北口周辺道路・マリンロードにおい
て交通規制が実施されます。
　周辺の皆様には、交通規制によりご不便をおかけしま
すが、ご協力のほどよろしくお願いします。

※道路状況により規制時間が変動する場合があります。

女性活躍推進経営者セミナーの開催のお知らせ

＼三原の美味しいものが大集合／ 第16回三原浮城まつり
瀬戸内みはら美味しいMARKEEE(t)開催 交通規制のご案内

村上　祐一�氏

文

JR三原駅

三原
城跡

次回の
開催概要
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　平成29年度からはじまり、今年３回目を迎える「三原のい
いお店大賞」。この事業を中心となって推進してきた販売商
業部会沖藤部会長に、この３年間の取り組みについてお話を
伺ってみました。

　今年も、市民の皆様からのたくさんの
応募をもとに、審査を行い入賞店を選定
しました。三原商工会議所販売商業部会
では、生産工業部会、サービス部会、商業・
まちづくり委員会との連携により、地域
商業の活性化と消費者へのサービス向上
を目的に、三原商工会議所管内で営む小
売店・飲食店・サービス店の中から、個

性的で魅力ある店づくりを意欲的に行い、市民から親しまれ、
地域商業の発展に寄与している優良店舗を表彰する「三原の
いいお店大賞」を企画しました。この事業は部会の有志のメ
ンバーによる意見交換の場で生まれたもので、部会で一環し
た事業を進めようと「いいお店大賞」「お店のディスプレイ
セミナー」を一体的に開催し三原にいいお店を増やしたい、
そんな思いがスタートのきっかけです。

　平成29年度の三原城築城450年を機会にスタートし試行錯
誤を重ねてきました。現在では、「小売業・サービス・建設・
運輸」、「飲食」の２つの部門で、「魅力的なサービス」、「商
品や品揃え」、「何回も行きたくなるお店」、「観光客にも訪れ
て欲しい」そんなお店を市民の皆様から推薦していただいて
います。第３回目を迎える今回は、５～６月までの募集期間
で193件（67件）の推薦があり、各部会・委員会から選任され
た委員が実訪等も行い慎重な審査により入賞店に選定させて
いただきました。
　今回も市民の皆様からたくさんのお店を推薦いただいたお
かげで、皆様にご満足いただける素敵なお店を入賞店に決定
することができたと思います。推薦いただきましたお店は、
どこもいいお店ばかりで、審査に本当に苦労しました。結果
は、12月に表彰式を行い発表させていただきますのでどうぞ
お楽しみにしてください。入賞店はチラシやメディアを通じ
て広く紹介するよう予定しています。
　我々としては、この事業を継続することで三原にいいお店
が育っていくことにつながってもらえればと考えていますの
で、引き続き皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。

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】
　今回７面で紹介した、瀬戸内みはら
美味しいMARKEEE(t)に行ってきまし
た！
　瀬戸内の食材をふんだんに使用した
メニューは、どれも絶品でついつい食
べ過ぎてしまいますね。
　11月にも開催されますので、皆様
もぜひ足を運んでみてはいかがです
か！？ 砂谷

■健診期間
　令和２年２月３日（月）～２月28日（金）
　月曜・火曜・木曜・金曜（祝日を除く）
■健診時間
　開始　8:30　／　終了　12:00
　（軽い昼食をご用意しております。）
■健診会場
　三原市医師会病院
■受診料
　会員（家族・従業員を含む）　１名17,319円（税込）
　うきしろ共済制度加入者　　１名12,519円（税込）
　（加入後１年以上の方に限ります。）

■申込締切
　令和元年11月29日（金）
■申込方法
　 別送の申込書に必要事項をご記入の上、受診料を添え

て本所事務局へご持参ください。
■受診日
　 三原市医師会病院より関係書類同封のうえ送付いたし

ます。
■検査結果
　三原市医師会病院より事業所宛てに送付いたします。
■お問合せ
　本所　総務管理課（0848-62-6155）

　今年度も、会員事業所の健康管理として、生活習慣病予防健康診断を実施します。この機会に是非受診ください。

令和元年度生活習慣病予防健康診断のご案内

是非ご利用いただきたい素敵なお店を選定！『第３回三原のいいお店大賞』
販売商業部会長　沖藤　詳造

三原のいいお店を認定し、いいお店の輪を広げたい

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。 ※利率は令和元年11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


