三原商工会議所報

第635号
令和2年4月1日発行

中小・小規模事業者の生産性の一層の向上に向けた成長支援
「地域活性化」に官民一体で情報共有・連携協働
第１回議員総会

令和２年度事業計画並びに収支予算承認

三原商工会議所
（以下「本所」
）
は、３月25日
（水）
、三原国際ホテルにお
いて第1回通常議員総会を開催しました。
（出席者71名、うち委任状23名）
議事では、令和２年度事業計画並びに収支予算について、また、定款
の改定や商工会館の今後の方針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。報告事項では、三原市中心市街地活性化協議会の
事業計画・収支予算や３月11日に㈱道の駅みはら臨時株主総会・取締役
会において、本所副会頭の後藤和之氏が代表取締役に選任されたことが
報告されました。
なお、令和２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。

令和２年度 事 業 計 画 基 本 方 針
さらに、
「地域活性化」をより一層進める方策の柱とし
て、本所と三原市、経済団体との情報共有、意思疎通を
図るための意見交換会を定期開催してまいります。地域
がその魅力を活かし、さらに変革と創造を成し遂げてい
くためには、官民が一体となって地域の課題や解決の方
向性を共有し、連携協働することが不可欠であると考え
ます。そして地域で必要とされ、選ばれる組織であり続
けるために、本所自身も時代の要請に合った進化と変革
をめざしてまいります。
令和２年度におきましては、事業計画を次の通り定め、
会員事業所・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。

日本商工会議所が令和２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26.8で、前年の
同月よりも10.8ポイント下向いています。消費者の根強
い節約志向や、深刻な人手不足、人件費の上昇、原油価
格の動向、世界経済の先行き不透明感を懸念する声も多
く、中小企業の業況改善に向けた動きは力強さを欠いて
います。
また、本年４月から中小企業にも適用される「働き方
改革」関連法への対応についても、深刻な人手不足が続
いている状況下での時間外労働の上限規制への不安の声
も多く聞かれます。
中小・小規模事業者が労働時間短縮等生産性の一層の
向上を成し遂げ、働き方改革が実現するよう、本所とし
ては小規模事業者持続化補助金や小規模事業者経営改善
資金等のさらなる利用促進を図るとともに、経営サポー
トはもとより、あらゆる支援制度の活用を通じて会員事
業所の設備投資支援や活用後の販路拡大等の成長支援を
行ってまいります。会員事業所・管内事業所に向けたセ
ミナーや、各種制度利用促進のための相談を通年で継続
的に実施し、行政や各種関係機関とも緊密な連携を図り
ながら、支援策の周知徹底、活用促進に向けた積極的な
情報提供・相談指導・説明会の実施に努めてまいります。
今
【２面】新型コロナウイルスに関する支援策
【５面】潮流を読む
【８面】新型コロナウイルスの対策フロー
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【３面】新型コロナ対策４団体で協議
【６面】FMみはらインフォメーション

URL

【４面】備後地区商工会議所 新事業アワード2019
【７面】会員さんこんにちは

https://www.mhr-cci.or.jp
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新型コロナウイルス感染症で
影響を受ける事業者の皆様へ
新型コロナウイルスに関する経営相談窓口を設置
本所では、今般の新型コロナウイルスの流行により、影響を受けるまたは、その恐れがある中小
企業・小規模事業者を対象とした経営上の相談窓口を設置していますので、お困りのことがありま
したら、是非ご利用ください。

（平日８：30～17：00）
■本所経営指導課 ☎0848-62-6155

資金繰り支援
○セーフティネット保証4号・5号4
○無利子・無担保融資
○セーフティネット貸付の要件緩和
○生活衛生改善貸付の金利引下げ

○危機関連保証
○マル経融資の金利引下げ
○衛生環境激変対策特別貸付

設備投資・販路開拓
○ものづくり・商業・サービス補助
○ＩＴ導入補助

○持続化補助

経営環境の整備
○下請取引配慮要請
○雇用調整助成金の特例措置
○休業や労働時間変更への対応

○官公需における配慮要請
○小学校の臨時休業に伴う保護者の
休暇取得支援

（令和２年３月24日現在）
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三原市へ要望活動

新型コロナ対策 ４団体で協議
３月18日
（水）
、
三原市・三原臨空商工会・広島経済同友会三原支部・
本所で新型コロナウイルス感染症の対策に関する協議を行い、市の
対応および国の対策について情報共有を行うとともに、市内経済動
向の報告と市に対して要望活動を行いました。
今後も関
係団体と緊
密に連携を
図り、経済
対策支援に
取り組んで
いきます。
【 三原市への要望内容
（一部抜粋）】
◦関連情報・施策などの速やかな情報共有
◦コロナウイルス感染関連のマニュアル作成
◦三原市中小企業・小規模企業振興基本条例の制定
◦コロナウイルス終息後の観光・シティプロモーション施策の展開

86％の市内企業に影響

新型コロナウイルス感染症による企業活動への影響調査
新型コロナウイルスによる企業活動への影響について三原市内
企業130社を対象に調査した結果、86％の企業が「マイナスの影響
がある」もしくは「今後影響が出る可能性がある」と回答。市内全
域にわたって、影響が拡大されていることが確認されました。
本所では、2/6より経営相談窓口を設置しており、資金繰り等の
国の支援策の相談に応じていますのでご利用ください。
（関連情報
２面）
調査方法 ◦調査時期 令和２年３月１日～３月19日
◦郵送によるアンケート形式
◦回答数 99事業所
（回答率76.2％）
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20.4％
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1.0％
縮小等 3.1％

20％以上減少
15.3％
20％〜10％減少
14.3％
10％未満減少
14.3％
10％未満増加
1.0％

まちゼミで学んだ経験が
自社活動につながります！
保険事務所オールクリア

森川 秀信 さん

「まちゼミって何だろう？」私が昨年商工会
議所青年部に入会してまず感じたことです。
私は三原市に住み始めて２年、事業を興して
１年未満ですが、まちゼミのことを全く知らな
かったのです。当然、縁もゆかりもない街で商
売を始めたものだから、何か自社のこと、そし
て私のことを知ってもらうために行動をしなけ
ればいけないと日々苦慮していました。
そんな中でまちゼミの存在を知り、どんな取
り組みをしているのか、どのような企業が参画
されているのか知るようになって大きな興味を
持つようになりました。それから12回三原まち
ゼミに向けて、準備する時間が始まったのです。
いざ終えてみて、当然ながら大きな収穫や利
益に繋がるようなアクションは起きませんでし
た。ここで改めてビジネスの難しさを痛感する
ことになったのです。しかし、自社のことを改
めて俯瞰する契機にもなり、有意義な体験がで
きたと自信を持って断言できます。
今回のまちゼミを通じて学んだことが、既存
の取引先や他の商談先で活かすことができたの
も事実であるので、次回まちゼミにも今回以上
に工夫を凝らして、テーマも変えて様々な準備
を整えた上で参画したいと考えています。
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 https://www.mhr-cci.or.jp/yeg/

申告所得税、贈与税及び個人事業
者の消費税の申告・納付期限が

令和２年４月16日
（木）
まで

延長されました！

詳しくは国税庁で検索
www.nta.go.jp
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備後地域商工会議所

初の共同事業「新事業アワード2019」開催

商業・サービス業部門で㈱八天堂が優秀賞に輝く！

備後地域商工会議所
（井原・笠岡・福山・府中・尾道・
因島・三原・竹原）
では、今年度、初の共同事業として域
内の会員中小企業を対象に、新規性や独創性、経済・社会・
地域への貢献度などの観点から新事業の展開に取り組む
事業所を表彰する制度「新事業アワード2019」を創設し、
２月27日
（木）
、福山ニューキャッスルホテルにおいて表
彰式が開催されました。
同事業は、製造業部門と商業・サービス業部門の２部
門の表彰区分が設定され、５年以内に展開された新規事
業が審査対象となりました。昨年８～９月に募集を行い、
製造業部門には14件、商業・サービス業部門には10件の
【製

造

業

部

門】

大 賞：㈱タテイシ広美社
（府中）
優秀賞：シーピー化成㈱（井原）・㈱内海機械（府中）
【 商業・サービス業部門 】

大 賞：㈱アクセ
（尾道）
優秀賞：㈱八天堂
（三原）
・弓場汽船㈱
（因島）
（）
内は申請書提出管轄会議所名

応募があり、昨年12月
の審査会において全24
件の事業について審議
した結果、両部門とも
大賞１件・優秀賞２件
が決定しました。
本所区域からは、㈱
八天堂が事業名“参加体
㈱八天堂 森光代表取締役
験型カフェ「八天堂カ
フェリエ」”でエントリーされ、見事商業・サービス業部
門で優秀賞に輝き、賞状と楯が贈呈されました。
受賞に際し審査員からは、
「食を核として、にぎわいの
拠点となり、八天堂ブランドとの相乗効果により成長も
見込める。また敷地内に保育園を設置するなど安心して
働ける職場づくりへの取り組みも高く評価する」とのコ
メントが送られました。
同社の森光代表取締役
（本所会頭）は「この度は、輝か
しい賞を頂戴し光栄に思います。進化し続けるビジネス
モデルで未来を切り拓き、人を大切にする会社を目指し
ます。
」と、受賞の喜びを述べられました。

最優秀賞に岩下愛子さんの“酒処みはらの「ほろ酔い海鮮吹き寄せ卵」”
～玉子を使った「フード・テイクアウト・スイーツ」メニューレシピコンテスト～

本所・三原臨空商工会で構成する「臨空広域経済交流
協議会」
（会長:森光会頭）と㈱道の駅みはら
（伊達和仁社
長）
では、第５弾となるレシピコンテストを開催しました。
今回のテーマは、鷺島で柑橘をたべさせる養鶏が復活
し、島たまごの「柑太郎」が商品化された事を記念して、
玉子をつかったメニューで募集したところ、217点のメ
ニューの応募がありました。１月22日
（水）に一次審査を
行い７点が選考され、２月25日
（火）
に、三原市の高村主幹、
三原観光協会の福島会長、三原食品衛生協会の真嶋会長、

飲食組合三原支部の半田
支部長、㈱鳥德の小林専
務他16名が審査員となり、
二次審査を開催。
インパクト・味・三原
感・独自性・普及性の視
最優秀賞作品“酒処みはらの
点から、最優秀賞・優秀賞・
「ほろ酔い海鮮吹き寄せ卵」
”
入賞を選びました。
慎重な審査の結果、最優秀賞には、岩下愛子さんのレ
シピ“酒処みはらの「ほろ酔い海鮮吹き寄せ卵」”が選ば
れました。
最優秀作品は、３月下旬より、道の駅みはら神明の里
で販売される予定です。また、各レシピはホームページ
からダウンロードできますので、ぜひ活用してみてくだ
さい！
■ＨＰ：https://www.mhr-cci.or.jp/rinku/recipe/

商工みはら

令和2年4月1日発行

5

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。

株式会社大和総研 金融調査部 主席研究員

内野 逸勢 / うちの・はやなり
1990 年慶応義塾大学法学部卒業。
大和総研入社。企業調査部（金融
サ ー ビ ス 担 当）、 経 営 コ ン サ ル
ティング部（金融機関担当）大蔵
省 財 政 金 融 研 究 所（1998～2000
年）出向などを経て現職。専門は
金融・資本市場、金融機関経営、
地域経済、グローバルガバナン
スなど。主な著書・論文に『Ｆ
ｉｎＴｅｃｈと金融の未来～10
年後に価値のある金融ビジネス
とは何か？～』2018 年４月、共
著（主著）、『ＪＡＬ再生 高収益
企業への転換』日本経済新聞出
版、2013 年１月、共著。ＩＡＡ
ＳＢ ＣＡＧ（国際監査・保証基
準審議会 諮問・助言グループ）
委員（2005～2014 年）。日本証券
経済研究所「証券業界とフィン
テックに関する研究会」
（2017 年）
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インフォメーション
こんにちは、FMみはら局長の増原です。
私たちFMみはらのスタッフが一番励まされるのは、
「FMみはらを聴いているよ！」という声です。この声を
聴くと本当に元気になります。中には「会社で１日ＦＭ
みはらを聴いているよ」とお声かけいただきます。職場
のBGMにFMみはらをご利用いただいているということ
で、とても感謝しています。何故FMみはらを選んでい
ただいているのかをお伺いしたところ、
「たくさんの音楽
が流れているから」とその理由を教えていただきました。
確かに、生放送番組以外は音楽を中心とした構成してい
ます。今回はそんなFMみはらの音楽番組についてご紹介
したいと思います。
ひとつ目は、月曜から金曜日までの午前中を中心に放
送している「ミュージックアワー」です。この番組では、
曲の紹介や解説もなく連続して音楽をお届けしています。
時間別に選曲内容を変えており、幅広い年代の方にお楽
しみいただけるようにしています。9時台が1970年代の洋
楽、10時台が1980年代の邦楽、11時台が1980年代の洋楽、
12時台が1990年代の邦楽と、平日の9時から12時までは
音楽だけが流れています。また、14時台が2000年代の邦
楽をお届けしていますので、職場のBGMとして是非ご活
用いただければと思います。
番組中でも、火災情報や交通情報等が入りましたら割
込放送により情報提供を行いますので、最新の情報をお

㈱まちづくり三原からのお知らせ

第11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。

中心市街地の強みや魅力を活かすため、エリア内の
空き家・空き店舗を活用し、魅力ある起業プランを考
える「まちを変える・愛するリノベーション実践塾」
を９月１日から７回開催し、２月９日に最終発表会を
行いました。
地域の魅力、物件の魅力、自分たちの強みを探り、
顧客が訪れて利用したくなるコンセプトを考え、起業
プラン案をチームメンバーで検討・考察し練り上げま
した。
チームメンバーは、
「まちを魅力があり活き活きした
面白い所にしたい」
「自分の強みを活かしてまちや物件
の魅力を感じる事業を検討したい」という思いを持っ
た人、建築士、金融関係者で構成され皆さんのスキル
を結集して考察を行いました。
さらに各チームは、魅力的な起業プランを考え、投
資額と経費、売り上げ、利益を収支計画で確認し、売
り上げや利益が少なければプランを再度見直し、収支
バランスの改善を行い、プランの確実性を高める事を
行いました。最終的には、起業プラン案としてまとめ、
自身のプランの確認・検討、第三者への説明、融資依
頼の起業プラン書として使用することができるものと
して考察、作成しました。

「FMみはらでは地域情報と共に懐かしい
音楽もお届けしています」

聴きいただくことがで
きます。
続いておすすめした
い の が、13時 台 と19時
台の「ベストヒットリク
エスト」です。この番組
は、リスナーが選曲した
曲をまるまる１時間お
届けする番組です。１月には、森光会頭と後藤副会頭に
それぞれ想い出の曲を選曲いただき、番組にもご出演い
ただきました。このように、選曲していただいた方にゲ
スト出演いただき、選曲した想いや思い出を語っていた
だく企画「ベストヒットリクエストスペシャル」も、月
に１本制作し放送をしています。番組のリクエストにつ
いては、FMみはらのホームページのリクエストフォーム
より行えますので、皆さんのご応募お待ちしております。
FMみはらは、地域密着型のコミュニティFMです。三
原の情報をできるだけたくさん発信していきたいと思っ
ていますので、発信したい情報がございましたら是非お
寄せください。また、まだFMみはらを聴いたことがない
という方がいらっしゃいましたら是非一度お試しくださ
い。きっと、あなたの懐かしい曲と出会えるはずです。
チューニングは、87.4
（ハナシ）
MHzです！

歴史や古民家、繁華街の地の利を
活かした起業プラン案が誕生
統括マネージャー

滝口 隆久

本町の起業プラ
ン案では、観光客
やインバウンドの
方が歴史ある古民
家の良さを感じな
がら、本町の魅力
である歴史や日本文化を知り体験し、神社仏閣の良さ
を感じるコト体験や、祭り、人に触れあい美味しいお
店を堪能する本町を丸ごと楽しむ案が生まれました。
さらに、市民が古民家や蔵の魅力的な空間で集う起業
プラン案が考えられました。
城町のグリーンロードの起業プラン案では、三原駅
に近く、繁華街にある地の利と省スペースの店舗の特
徴を利用したリノベーション案が考え出されました。
待ち合わせや、二次会の相談を行うために気軽に入店
し、短時間で出店するニーズを満たす店舗オペレーショ
ン案により高い回転率と低コスト化を実現する起業リ
スク回避重視の立ち飲み屋がプランニングされました。
魅力あるリノベーション起業プラン案が誕生し、ま
ちの活性化とまちづくりマインドの醸成、魅力的な起
業家の育成、具現化を目指してリノベーション実践塾
は続きます。

商工みはら
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コンセプトに作ったお店です。
一軒目使いにも、二軒目使いにも使い勝手が良いお洒
落なお店作りを目指しております。

Beisu bistro&cafe
橋本 翼 さん
住

所：三原市城町2丁目2-7
今日は晴れビル1F
ＴＥＬ：0848-88-9243
営業時間：12：00-15：00（L.O.14：00）
18：00-23：00（L.O.22：00）
定休日：火曜、月曜ディナー休み、
水曜ランチ休み
ＵＲＬ：https://beisu-bistro-cafe.com/

■お 店の紹介をお願い
します。
去年の5月にオープン
したBeisu（ベイス）
と言
います。
カウンター10席だけ
のこじんまりとしたお
店で、洋食料理を中心
に女性のお客様が行き
たくなるようなお店を

総務省 JPQR普及事業 ～キャッシュレス決済統一規格～

■おすすめのメニューやこだわりを教えてください。
おすすめのメニュー
は、国産の牛もも肉を使
用したステーキです。ド
カ ッ と200gあ り、 丁 寧
に裏漉しして作ったマッ
シュポテトを添えて、特
製の赤ワインソースと召
し上がっていただきま
す。ソースを気に入って
頂けるお客様が多く、お
Beisu一番の人気料理
店の看板商品です。

国産牛もも肉のグリル 赤ワインソース

■最後に一言。
もうすぐオープンして１年たちます。知名度もまだま
だ低く、不出来な部分もたくさんあります。一つ一つ解
決していきながら、三原になくてはならないお店に育て
ていけたらと思っております。
皆様のご来店をお待ちしております！

福山税関支署尾道糸崎出張所から

情報提供のお願い

統一コード説明会開催のお知らせ
令和２年６月から、各決済会社ごとの決済用に設定さ
れているQRコードを統一化した「JPQR」コードの運用
が開始される予定です。これにより、決済の際の手続き
がより簡単になり、消費者及び事業者
（店舗等）の利便性
が向上されます。
この度、三原市では、総務省による本制度の事業概要
と申し込み方法についての説明会を開催しますので、ぜ
ひご参加ください。
■日時 ４月24日
（金）
10：00～12：00
■場所 三原リージョンプラザ 文化ホール
■対象 三原市内の事業者
定員300名(事前申し込みが必要です)
QRコード決済の統一規格「JPQR」について
■内容 （１）
（２）
「JPQR」の申し込み方法について
■申込方法
参加申込書
（ https://www.city.mihara.hiroshima.jp/uploaded/
attachment/101306.pdf）
をダウンロードし、必要事項を記
載してFAXで提出してください。電話またはEメール
で申込される場合は、
「事業所名」
「ご担当者様のお名
前と連絡先」を下記申込先までご連絡ください。
■問合わせ・申込先
三原市経済部 商工振興課 商工振興係
電話：0848-67-6072 FAX：0848-64-4103
Eメール: shoko@city.mihara.hiroshima.jp
HP：https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/24/jpqr.html

税関では、爆発物・銃器等テロ関連物資の密輸入阻止

のため、
「水際での取締りを強化」することとしておりま

す。密輸入阻止には皆様からの情報提供が大きな力とな
ります。

次のような不審物やあやしい言動を発見した場合には、

税関までご連絡をお願いいたします。
不審な漂流物・漂着物

◦何か貨物が入っているような漂流物・漂着物を発見し
たとき。

あやしい言動！
◦あまり親しくない人に、外国から荷物が届くので、名
前と住所を貸してほしいと頼まれたとき。

福山税関支署 尾道糸崎出張所
TEL：0848-23-2792
税関密輸ダイヤル
（24時間受付）
フリーダイヤル 0120-461–961
税関：密輸情報提供サイト
http://www.customs.go.jp/
mizugiwa/mitsuyu/mitsuyu-dial.htm
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新型コロナウイルス感染症の感染確認および
その後の対応フローについて（三原市内会員用）
感染者が発生した場合に備えて、対策責任者や担当者を決めておき、意思決定者・対応者を明確にしておくことが大
切です。
【社員】
熱や咳などの風邪症状が出ている場合
仕事を休むなど、経過観察を行う
・37.5度以上の発熱が４日以上続く
・強いだるさや息苦しさがある
出勤停止、自宅で経過観察

【事業所】

【医療機関】
新型コロナ受診相談窓口
（広島県東部保健所）
に連絡
検査対象と
ならなかった場合

検査の必要がある場合

感染が認められない
場合

指定の医療機関を受信

当該社員は就業禁止

② 濃厚接触者については、最終接触日か

●広島県東部保健所
平日
（８時30分〜17時）
電話：0848-25-2011
夜間・休日
（土日祝）
電話：082-513-2567

感染が認められた場合
（陽性）

ら２週間は健康経過観察
・保健所は、体調に異常のある者は検
査し、２週間の自宅待機を要請
・体調に異常のない者の自宅待機は施
設・企業が判断

③

【保健所】

医師が所管の保健所へ連絡

保健所が、感染者の行動履歴や
濃厚接触者を調査

①

保健所の消毒命令に従い
施設・企業が消毒を実施

保健所が、職場の消毒の必要性が
あると判断した場合、消毒命令を
文書で発出

①最初は感染者の居住地の保健所に連絡が入り、勤務先等について聞き取り調査が実施される。その後、居住地の保健所から勤務先の管轄の保健所に対し、疫
学調査を依頼。
②保健所職員が濃厚接触者の特定を行う。濃厚接触者全員を自宅待機とさせるかについては、各事業者の判断による。
（必要な範囲および使用する薬剤と方法）
を命令。消毒作業は専門業者が必要な場合もあれば、自力で対処可能な
③保健所が必要と判断した場合、事業所の消毒
場合もあり、保健所の命令の内容による。
（出所）
国立感染症研究所「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」
、千代田保健所へのヒアリングから日商事務局作成
（2020年３月16日時点）

東京商工会議所企画 令和２年度検定試験情報
【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５日（日） 申込期間：４月21日（火）～５月22日（金）
受験料：２級 6,600円／３級 4,400円
11月22日（日） 申込期間：９月８日（火）～10月９日（金）
受験料：２級 6,600円／３級 4,400円
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
（TEL03-3989-0777）
から
お申込みください。

令和2年「春の全国交通安全運動」
“あおるより ゆずるあなたが かっこいい”
本運動は、広く県民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルール
の遵守と正しい交通マナーの実践を推進し、交通事故防止の徹底を図る
ことを目的に実施されています。この機会に交通マナーを見直し、日頃
から安全運転を心がけましょう。

◆実 施 期 間：４月６日
（月）
～15日
（水）
までの10日間
◆交通事故死ゼロを目指す日：４月10日
（金）
◆運動の重点：①子供を始めとする歩行者の安全の確保
②高齢運転者等の安全運転の励行
③自転車の安全利用の推進

本所新入職員

入所

本所では、４月１
日付けで職員を採用
しました。
何卒よろしくお願
いいたします。
総務管理課

丸本

拳
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