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【５面】時代を読み解くツボ
【８面】第10回ひろしまりんくうリレーマラソン

【３面】令和元年度東部港湾振興協会要望活動
【６面】三原地域連携推進協議会だより

【４面】相談所コーナー
【７面】男女共同参画社会づくり表彰式
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　はじめに、昨年、
任期満了に伴う議
員改選によって、
11月１日に開催し
た臨時議員総会に
おいて、森光会頭
が新任、深山副会
頭・渡辺副会頭が
再任、後藤副会頭・
赤利副会頭が新任

されたことが紹介されました。
　次に、森光会頭より、年頭にあたり、「急速に進む少子高齢化や人
手不足が深刻化など、厳しい経済環境や社会情勢ではございますが、
三原市の産業振興と発展、組織の基盤であります会員事業所へ向けて、
様々な情報提供、事業発展のチャンスとなるべく、架け橋となってい
きたいと考えております。また、社会の潮流が
大きく変動するこの時代にあって、三原商工会
議所は、会員にとって開かれた風通しの良い組
織でなくてはなりません。行政との一体化、各
種経済団体、中小企業支援機関との協議連携を
強めるとともに、三原経済の夢と希望を実現す
る旗振り役を目指したいと考えております。地
域を元気にする商工会議所、会員に頼りにされ
る商工会議所を目指して運営を進めてまいりま
す。」と挨拶を述べました。
　続いて、来賓を代表し、佐藤公治衆議院議員、小島敏文衆議院議員、
天満祥典三原市長等より祝辞をいただきました。
　赤利副会頭の発声による乾杯の後、参加者各々は新年の挨拶を交わ

し、和やかな雰囲気で新年
を祝いました。
　終わりに、渡辺副会頭の
発声により一丁締めが行わ
れ、盛会のうちに閉会しま
した。

　本所議員懇話会（須﨑裕之幹事長）では、議
員改選により、新体制となった議員を対象に、
日本商工会議所情報化推進部部長　小松靖直
氏を講師に招き、「商工会議所の直面する課
題と議員の果たすべき役割」と題し議員研修
会を開催しました。（参加者59名）
　商工会議所は、1878（明治11）年、江戸時
代に欧米列強と締結した「貿易に関する不平
等条約」の撤廃等を目的に設立され、日本の
産業振興のために活動をしています。1928

（昭和３）年には、「商工会議所法」が施行さ
れ、名実ともに経済界の指導的役割が可能と
なり、戦後における日本経済の復興に尽力し
てきました。こうした活動行うきっかけにな
るには、新紙幣の肖像画になることが決まっ
ている渋沢栄一氏の尽力が大きく影響してい
ます。
　地域唯一の地域総合団体として、地域にお
ける商工業の総合的な発展を図り、社会一般
の福祉の増進に資することを目的に、政策提
言・経営支援・地域振興等の活動に取り組ん
でおり、全国に125万人の会員を有しますが、
その内の３%（4.3万人）が議員として、地域
のリーダーとなって重要な役割を果たしてい
ます。
　講師の小松部長からは、少子・高齢化の影
響による事業者数の減少やIT・IoTによるイ
ノベーション等、目まぐるしく変化する経営
環境中で、地域経済を支えるために、議員の
皆様には強いリーダシップを果たしてくださ
いと説明されました。

新年の挨拶を述べる
森光会頭

　三原商工会議所（以下「本所」）では、１月９日（木）、三原国際
ホテルにおいて令和２年新年互礼会を開催し、業界関係者など
246人にご出席いただき、新年の互礼を交わしました。

三原経済の夢と希望を実現する
旗振り役を目指す

令和２年「新年互礼会」開催 商工会議所の直面する課題と
議員の果たすべき役割
議員研修会を開催
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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、11月26日（火）本所において

「リース＆和洋しめ縄作り体験
会」を開催しました。

　講師は、本部会副会長でもあり、生花販売やフラワーアレンジメン
ト教室をされている「ギャラリーエンジェル」代表の宮脇香代氏が務
められました。
　当日は、参加者それぞれが希望したクリスマスリースやお正月用の
しめ縄を、用意された材料をもとに制作をしました。宮脇氏に教わっ
たり、参加者同士でも話し合ったりして、和気あいあいとした雰囲気
のなか作品作りを楽しみました。既製品にはないデザインや温かみを
感じられる作品ができ、この季節ならではの体験会となりました。

　本所建設部会（赤利俊彦部会長）で
は、2024年より適用される働き方改
革について、理解を深め、事前に準
備していただくことを目的に「建設
業向け 働き方改革講習会」を12月13
日（金）に開催しました。（参加者21名）
　講習会は２部構成で行い、第１部は、広島働き方推進センターより 
社会保険労務士　城戸尚登氏を招き、働き方改革関連法の概要につい
て、建設業に特化した内容で説明をしていただきました。

　第２部では、広島県内の働き方改革認定企
業、㈱上垣組　代表取締役専務　杉本昇氏に
より、補助金の活用、ICT活用、職場間での
コミュニケーションの取り方など企業での実
践的な取組みについてお話いただきました。

　参加者からは、業界にとって一番の課題となる有給休暇の取得、時
間外労働の上限規制についての対処法など聞くことができ参考になり
ました。まずは、社内の問題を整理することから始めたいなどといっ
た声をいただき、参加者からも好評な講習会となりました。

運輸車輛部会視察研修会 建 設 部 会 講 習 会

女性部会　第３回定例会

双葉運輸㈱を視察 「働き方改革のポイント」を学ぶ

「リース＆和洋しめ縄作り体験会」を実施

★会員からの一言（講師／副会長 宮脇香代さん）
　会員増強と親睦を兼ねた講座のため、一般の教室に比べて短時間でした
が、皆さん手際よく作品づくりに取り組まれていて、さすが女性部会だと
感じました。出来上がりもよく、年の瀬前のひとときを楽しんでくださっ
たようで大成功だと思います。

　本所運輸車輛部会（田中綜一部会長）では、
会員事業所の自社経営の参考にするととも
に、部会員相互の親睦を図るため11月29日

（金）、双葉運輸㈱西風新都物流センターと双
葉運輸㈱が運営されているふたばすくすく保
育園こころを視察しました。（参加者11名）
　双葉運輸㈱は、西日本地区を軸に日本全国
の幹線輸送を確立し、物流センターの計画及
び設計、庫内請負業務など、一貫した物流ソ
リューションを提案されている企業です。
　西風新都物流センターでは、会社概要に
ついてご説明いただき、施設内を見学しま
した。施設内は、大規模にもかかわらず、
それぞれのお客様のご要望に合わせ稼働さ
れており、「お客様のニーズを先取りし、余
裕を持ってご要望に応える。」双葉運輸㈱の
企業スピリットが実践されていました。
　参加者からは、「倉庫内の5Sが良くでき
ており、安全、品質、環境の意識の高さを
感じました。」「貸倉庫の運営を自社で行わ
れているとお聞きし、業務内容の質の高さ
と相互信頼の深さを感じました。」等のお声
をいただきました。
　また、ふたばすくすく保育園こころでは、
国の補助金制度を使い、福利厚生と地域貢
献を目的に開園された保育園を見学。従業
員や地域の皆様への熱い想いをお聞きしま
した。参加者からは、「福利厚生としても素
晴らしい方針だと思います。今後の雇用に
は必須な教材です。」等のお声をいただき、
大変有意義な視察研修会となりました。
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広島県東部港湾整備に関する要望活動
湯﨑県知事と中本県議会議長に要望書を提出

　12月23日（月）、森光会頭をはじめ、尾道・福山の会頭、
三原・尾道・福山の市長が湯﨑県知事と中本県議会議長
を訪ね、要望書を提出しました。この要望書は、福山港
及び尾道糸崎港の発展を求めたものです。要望内容は、
以下の通りです。

１．地域産業の競争力強化
⑴国際バルク戦略港湾政策をはじめとした福山港の機能

強化
⑵福山港国際コンテナターミナルの利用促進施策の促進
⑶尾道糸崎港機織地区の整備及び施設利用料の軽減
⑷尾道糸崎港貝野地区の整備促進

２．交流、賑わい機能の強化
⑴「みなとオアシス　潮待ちの港　鞆の浦」の活用
⑵尾道糸崎港（尾道地区）西御所県営上屋周辺の整備
⑶尾道糸崎港松浜地区(第２工区)埋立事業の早期整備
⑷瀬戸田サンセットビーチの老朽化対策

３．安全、安心対策の充実・強化
⑴海岸保全施設の整備
⑵尾道糸崎港糸崎岸壁の大水深化及び耐震強化岸壁の整備

４．クルーズ振興施策の推進
⑴福山港
⑵尾道糸崎港

５．県東部海域の放置艇対策に伴う係留施設整備

　上記の５項目について要望を行いました。
　本所は、これか
らも関係各機関
と連携を取り、尾
道糸崎港をはじ
め周辺地域の港
の発展に寄与し
ていく方針です。

経 営 セ ミ ナ ー を 開 催
展示会出展は販路拡大へのきっかけづくりに！

　本所では、12月11日（水）「失敗しない！展示会出展販
路拡大成功術！」と題して、講師にビジネス心理コンサ
ルタント　岸正龍氏を招き、経営セミナーを開催しまし
た。（参加者11名）
　セミナーでは、展示会出展におけるコンセプトやキャッ
チコピーの作り方など、わかりやすく説明いただきまし
た。展示会への出展は、出展することが一番の目的ではな

く、販路拡大のきっかけづくりが一番の目的です。一般消
費者が来場する展示会の場合は、来場すると会場内の写真
を撮り、展示会の様子をツイッターやインスタグラムで、
外へ発信してくれます。広報ツールでは、口コミ効果が高
いとされているので、コミュニケーションの取り方、雑談
から共通の話題を見つけることがポイントとなります。
　来場者は、商品・サービスやお店に対して感じている
のは「なんとなく」という感覚で、「なんとなく好き」な
お店には足を運びます。展示会を通して、商品を知って
もらう、店舗へ来店してもらうことにつなげることもポ
イントのひとつになります。
　参加者からは、講師自身が実際に展示会への出展経験
があり、失敗から改善された成功事例などを交えながら
お話され、視点がおもしろく刺激となった。次回、展示
会出展に活かしてみたいとの声が聞かれました。
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補助金の申請を検討されている事業主の皆さまへ

相 談 所 コ ー ナ ー

　昨今のデジタル化やネット化の急速な進
展等に伴い、2020年３月31日をもって、商
工会議所におけるGS1事業者コードに関す
るすべての業務を終了させていただくこと
となりました。長らくご利用いただいた事
業者様には申し訳ございませんが、何卒ご
了承いただきますようお願い申し上げます。
　2020年４月以降、商工会議所での申請受付・
問合せ対応は行えませんので、下記のとおり
ご対応いただくようお願いいたします。

■2020年４月１日以降の手続きについて
＜更新手続き＞
　更新時期を迎えた事業者様には、従来ど
おり（一財）流通システム開発センターから
更新申請書が郵送されます。更新申請を行
う場合は、インターネット（URL：https://
www.dsri.jp/）から申請を行うか、更新申請
書を (一財)流通システム開発センターへ直
接送付してください。

＜新規登録手続き＞
　（一財）流通システム開発センターに直接
申請を行ってください。申請方法は（一財）
流通システム開発センターのホームページ
でご確認ください。商工会議所では申請書
類は配布いたしません。申請書類をご入用
の場合は、（一財）流通システム開発センター
へ直接ご連絡ください。

【問合わせ先】
(一財)流通システム開発センター　
GS1事業者コード担当
所在地(※)：〒107-0052 東京都港区赤坂7-3-37
　　　　　 プラース･カナダ３階
ホームページ：https://www.dsri.jp/
TEL：03-5414-8511　FAX：03-5414-8503

※(一財)流通システム開発センターは、2020年２月下
旬に移転予定（移転先：東京都港区南青山1-1-1 新青
山ビル東館９階）です。
移転日など最新の情報は流通システム開発センター
のホームページでご確認ください。なお、TEL・
FAX番号は移転後も変更ありません。

　2020年より、国の補助金申請を行う場合は、電子申請のみが受け付
けられることになりました。（※郵送による申請は受け付けません）

＜経済産業省の補助金に関する申請方法＞
①2020年より、ものづくり補助金の申請に当たっては、経済産業省が

開発したシステム「Jグランツ」から申請する必要があります。
②この「Jグランツ」を利用するためには、「GビズID」を取得する必

要があります。
③「GビズID」を取得するには、２～３週間を要しますので、早めに

手続きを行ってください。

＜GビズIDの取得方法＞
①「GビズID」のHPへアクセスします。https://gbiz-id.go.jp/top/
②「ｇBizIDプライム作成」をクリックすると、「ｇBizIDプライム申請

書作成」画面が開くので、必要事項を入力します。
③入力が終了したら、入力画面の下側にある「申請書作成」ボタンを

クリックし、申請書をダウンロードしてください。
④申請書に、印鑑証明書・印鑑登録証明書を添付して、下記あてに郵

送してください。
経済産業省　GビズID　運用センター
〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島3-1-21 NTTデータ堂島ビル16階

※印鑑証明書・印鑑登録証明書の添付を忘れた場合は、審査できません。
⑤申請が承認されると、メールが送られてきます。（通常は2週間程度）
⑥メールに記載されたURLをクリックして、パスワードを設定したら

手続き完了です。
※Jグランツ（https://jgrants.go.jp/）を開き、GビズIDでログインできます。

【問合わせ先】
●「GビズID」ヘルプデスク　06-6225-7877
　受付時間：午前９時～午後５時　※土・日・祝日、年末年始除く
●「Jグランツ」経済産業省問合せ窓口　jgrants@meti.go.jp

（ ）

各月の定期相談日（予定）
　三原商工会議所では、専門家による各種経営相談会を行っておりま
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。

ご相談・ご予約は　本所　経営指導課　0848-62-6155まで

相 談 内 容 ２月 ３月
働き方改革・労務 10（火）
事業承継・M&A 19（水） 18（水）

知的財産（特許・商標・実用新案・商標） 27（木） 26（木）

GS1事業者コード
申請受付業務終了のお知らせ
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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

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。
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㈱まちづくり三原からのお知らせ 第10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

　まち、通り、お店の活性化と賑わい創出のために、
本年度は、マリンロードと駅前噴水周辺で瀬戸内みは
ら美味しいマーケー（以下「マーケー」）を10月６日、11
月24日の２回開催しました。
　出店者は、三原・瀬戸内の特産品や素材にこだわった
オリジナルメニューや、お店の人気商品を販売する魅
力的な飲食店舗と手作りでお洒落でかわいいアクセサ
リー、素敵なステンドグラス作品などの雑貨を販売する
クラフト店舗が出店し、魅力的な商品をご提供しました。
　マーケーでは、コンセプトを明確にし、三原・瀬戸
内にこだわりメニューを開発・販売することや、手書
きのメニュー黒板や店舗看板のイメージを統一するた
めに、説明会を行い、出展者に共有しています。出展
者もコンセプトを理解し、マーケーのためのオリジナ
ルメニューを開発し、魅力を伝えるために展示ディス
プレーにも趣向を凝らしています。

　お客様もマーケーの魅力を感じ、ここに来ればお洒
落で美味しいものが食べられる、個性的でかわいい魅
力的な手作りの品物がある、と約4000人が訪れマリン
ロードや噴水周辺に多くの人が集い、会場は終始賑わ
いました。
　マーケーのコンセプトが出展者、お客様に伝わり、
魅力的で賑わいを創出するイベントに育ちました。ご
協力、参加いただいた皆さんありがとうございました。

魅力的な瀬戸内みはら
美味しいマーケーができました

第17回脳をみるシンポジウム in 三原 ～人生100年時代を生き抜く！～

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

■日　　時　３月７日（土）13：30～16：35
■会　　場　三原リージョンプラザ　文化ホール
■参 加 費　無料
■申込方法　①名前（ふりがな）②電話番号③年齢④職業

をご記入の上、２月28日（金）までにいずれかの方法で
お申込みください。
▪メール：nousympo@pu-hiroshima.ac.jp
▪ＦＡＸ：0848-60-1134
▪はがき：〒723-0053 三原市学園町1-1
　県立広島大学三原キャンパス内
　「脳をみるシンポジウム in 三原」実行委員会事務局
▪窓　口：県立広島大学三原キャンパス ４号館１階
▪Ｈ　Ｐ：http://www.mhr-cci.org/renkei/
■お問合せ
　三原地域連携センター　TEL：0848-60-1200（直通）

■プログラム
▪座長：県立広島大学　理事・副学長　原田俊英 氏
　　　　三原市医師会病院　　副院長　奥崎　健 氏
▪演題・シンポジスト
１．「イキイキ生活のすすめと備え」
　　県立広島大学 保健福祉学部 作業療法学科
　　講師　高木雅之 氏
２．「ふるえのあれこれ」
　　真愛病院副院長・広島都市学園大学
　　客員教授　勝岡宏之 氏
３．「音楽でCHARGE」
　　㈲ムジカ　取締役　中崎くるみ 氏
４．「健康長寿のための食事・栄養」
　　関西電力病院　総長　清野裕 氏

　「国の教育ローン」は、高校、短大、大学、専修学校、各種
学校や外国の高校、大学等に入学・在学するお子さまをお持ち
のご家庭を対象とした公的な融資制度です。
　詳しくは、「国の教育ローン」で検索していただくか、下記
のコールセンターへお問い合わせください。

▼ご融資額　お子さま１人につき350万円以内
▼金 利 年　1.66％（令和元年11月１日現在）
　　　　　　※母子家庭の方などは年1.26％
▼返済期間　15年以内
　　　　　　※母子家庭の方などは18年以内

＜教育ローンコールセンター＞0570-008656（ナビダイヤル）または（03）5321-8656

　脳をみるシンポジウムin三原では、三原地域の産学官連携により、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しています。
　第17回となる今回は、「人生100年時代を生き抜く！」をテーマに開催いたします。皆様ぜひお越しください。

「国の教育ローン」（日本政策金融公庫）のご案内
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過去１年の景況DIの推移(三原)
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　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/1912/

【景況の総括】
■総合

　全業種の12月の景況をみると、（全業種）DI （「良
い」－「悪い」）は▲5.3となり、前期９月調査結果の
▲4.8から0.5ポイント下向きました。
■製造業

　製造業全体の12月期のDI値は6.0となり、前期９
月期調査結果の±0から6.0ポイント下向きました。
■非製造業

　非製造業全体の12月期のDI値は▲4.7となり、前
期９月期調査結果の▲8.9から4.2ポイント上向きま
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12月期
最低賃金引上げによる人件費の上昇や長引く貿易摩擦の影響等、製造業を中心に業況が悪化しています。

男女共同参画社会づくり表彰式開催
　11月29日（金）、三原市市民福祉会館において、男女共
同参画社会づくりに貢献した個人や事業者をたたえる表
彰式が行なわれ、２事業者が表彰されました。
　今回の表彰式の主催は三原市で、本所平野敬二専務理
事が副会長を務める三原市男女共同参画審議会の審査を
経て、表彰者を決定しました。
　「男女共同参画社会」とは、男性も女性も、意欲に応じ
て、あらゆる分野で活躍できる社会のことです。
　この度は、男女がともに働きやすく、長く勤めること
のできる職場環境づくりに率先して取り組まれている事
業者を表彰しました。
　三原市では年に一度、男女共同参画社会づくり表彰を

行います。来年も９月（予定）に三原市広報、ホームペー
ジ等で募集を行います。市民の皆様・事業者の皆様から
のご応募をお待ちしております。

■被表彰者
▪三原市医師会病院
　院長　木原　幹夫 様
▪社会福祉法人亀甲会
　理事長　池田　元 様

■問合わせ
　三原市人権推進課　0848-67-6044

　本所共済制度「商工共済うきしろ」の令和元年度（平成30年12月１日～令和元年11月30日）の実績は、下記の通り
です。今回は、運営費を除いた保険料のうち剰余金が出ましたので、2.7％の配当を実施します。
　配当金は、２月21日（金）付で、引落口座に送金させていただきます。ただし、着金までに若干の日数を要する場
合がありますので、あらかじめご了承ください。また、事前に明細書を発送いたしますので、あわせてご確認ください。

保障部分の支払
死 亡 保 険 金  5 件 9,000,000円
災 害 保 険 金  0 件 0円
入 院 給 付 金  8 件 1,080,000円
ガ ン 入 院 一 時 金 12件 680,000円
ガ ン 先 進 医 療 一 時 金  0 件 0円
６大生活習慣病入院一時金  3 件 60,000円
合 　 　 　 計 28件 10,820,000円

商工会議所独自の給付金
病 気 入 院 見 舞 金 37件 652,500円
事 故 通 院 見 舞 金 13件 240,000円
親介護認定見舞金  3 件 45,000円
成 人 祝 金  2 件 20,000円
結 婚 祝 金  9 件 90,000円
出 産 祝 金 11件 120,000円
合 　 　 　 計 75件 1,167,500円

令和元年度商工共済うきしろ実績報告  今回の配当率は2.7％ 

男女共同参画社会づくり表彰式開催 ― ２事業者が表彰 ―

※ 上記給付金は、３ヶ年以内に請求手続きを行わなければ無効になります。該当事項がある方は、お早めにご連絡いただきます
ようお願い申し上げます。 ■照会先　本所共済制度係
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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】
　新年を迎えて、気持ちを新たに財布
を新調しました♪♪
　春は財布を新調するのに良い季節と
されていますが、財布には“新調する
のに縁起が良い”とされる日があるの
をご存じでしたか？
　これから大事に使っていきたいと思
います。 砂谷

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２年２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

ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ ＲＩＮＫＵ ＲＥＬＡＹ ＭＡＲＡＴＨＯＮ ２０２０　空の公園をタスキでつなげ！！

第10回ひろしまりんくうリレーマラソン 参加者募集！
リレーマラソンとは
　「FUN RUN（楽しみながら走る）」をテーマに、１チーム５人以上20人以内で、42.195km（１kmの周回コースを42
周＋195ｍ）をタスキリレーし、チームで完走する競技です。そして、ラストは最終走者だけでなくチーム全員でゴー
ルテープを切ることもでき、チームみんなでフルマラソンの感動をわかちあえます。

■申告会場：三原税務署　１階会議室
■設置期間：令和２年２月17日（月）～３月16日（月）
■受付時間：８：30～16：00
注：土日祝日は税務署の閉庁日であり、申告の相談及び窓口で

の申告書の受付は行っておりません。

申告書の作成は、便利な国税庁ホームページの
『確定申告書等作成コーナー』で！！

　画面の案内に従って金額等を入力すれば、税額な
どが自動計算され、所得税、消費税、贈与税等の申
告書や青色決算書などを作成できます。

　申告手続などには、マイナンバーの記載と本人確認書
類の提示または写しの添付が必要です。ただし、e-Taxで
送信すれば本人確認書類の提示等は不要です。

詳しくは国税庁で検索
www.nta.go.jp

第10回ひろしまりんくうリレーマラソン 参加者募集！

■開 催 日　2020年３月22日（日）AM11：00（予定）
■会　　場　中央森林公園多目的広場
■募集締切　2020年２月21日（金）
　　　　　　※追加受付をいたします。
■開催定員
　 【一般リレーの部】200チーム

 （各チーム最低５名～最大20名）
※小学生以上に限らせていただきます。

１～４名で参加希望の方も「組み合わせチーム」と
して参加することができます。

　【ファミリーリレーの部】50チーム
（各チーム２家族まで最低３名～最大５名）
※小学生1名以上を含むことが条件です。

■参加費用　【一般リレーの部】　　　　3,300円/人
　　　　　　【ファミリーリレーの部】　1,800円/人
■お申込み・お問い合わせ
「ひろしまりんくうリレーマラソン」事務局
（株式会社ＪＴＢ広島支店内）
TEL：082-236-3733　FAX：082-542-2738
詳細はホームページをご覧ください。
http://hiroshima-relay.com/

所得税及び復興特別所得税・
贈与税の申告・納税は ３月16日（月）まで
個人事業者の消費税及び
地方消費税の申告・納税は ３月31日（火）まで

申告と納税はお早めに！！


