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【2面】三原市へ提案書提出
【5面】会員さんこんにちは特別企画
【8面】「商工業者法定台帳」のご返信をお願いします

【3面】新型コロナウイルス関連支援策
【6面】潮流を読む

【4面】会員さんこんにちは特別企画
【7面】三原地域連携推進協議会だより

今 月 の 内 容
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　７月６日（月）、三原市中心市街地活性化協議会（会長：
本所森光会頭）の総会を開催しました。（出席者28名、う
ち委任状６名）
　森光会長は冒頭、「新型コロナウイルス感染症は我々
の市民生活および経済活動に大きな傷跡を残すことにな
りました。くわえて、第２波の懸念から積極的な経済回
復の取り組みに歯止めをかけている状況です。（中略）今
後も中心部の人の流れやまちの評判が良い方向へ変わる
きっかけづくりを皆様と手を取り合いながら知恵を出し、

連携しなが
ら取り組ん
で参りたい
と考えてい
ま す。」 と
挨拶を述べ
ました。

　議事では、平成31年度事業報告並びに収支決算につい
て審議し、原案通り可決されました。
　次に、今年度で、第１期三原市中心市街地活性化基本
計画が満了を迎えるにあたり、第２期計画の策定につい
て協議し、内閣府の認定を取得する方針を決定しました。
　策定に向けて、第１期計画の中核であった東館跡地活
用整備事業が７月に完了したことから、周辺への波及効
果の検証や、その他の各事業の効果測定及び課題の洗い
出しを行いながら、新たに盛り込む「公共・民間事業」
を創出し、令和４年度中の第２期計画の認定にむけて取
り組むこととしています。
　最後に、出席団体から情報提供として、「せとうち広島
デスティネーションキャンペーン」の進捗状況や、キオ
ラスクエア内に開設された貸しスタジオ（SATELLACE）
の概要、三原おまもりチケットのチケット販売状況など
について説明をいただきました。

　本所では、７月７日（火）、広島県と共催により「働き
方改革企業経営者勉強会」を開催しました。（参加者23名）
　「働き方改革」は、これからの時代を乗り切るための経
営戦略の重要なファクターの一つで、感染症や自然災害
など先行き不透明な時代の中では、リスクに対応できる

「柔軟な働き方」が必要となっています。
　この度の勉強会では、広島県内で積極的に働き方改革
に取り組まれている㈱オーザック、㈱山崎本社の２社を
招き、各社の取組事例について発表していただきました。
　㈱オーザック(製造業・福山市)では、従業員を家族と
考え、仕事と家庭を両立できる支援策を充実。従業員満
足度をあげることで、顧客満足につなげるよう取り組ん
でいます。生産管理の見える化によりムダをなくし、ほ
ぼ残業０を達成されています。
　㈱山崎本社(サービス業・廿日市市)では、営業時間を
延長しながらも、顧客の来店時間を細かく分析。細分化
したシフト体制を構築することで残業時間の削減を実現
しています。

　また、経常利益
の1/3を従業員へ
賞与として還元
することでモチ
ベーションアッ
プにつなげ、社員
一人ひとりが省
力化を図ることに繋がったと事例を紹介いただきました。
　その後、㈱ワーキンエージェントの藤原輝氏より、働
き方改革の具体的な取組アイデアについて、わかりやす
く解説をいただきました。

　　　　　　広島県働き方改革実践企業認定制度
　　　　　　【第８回受付】10月12日(月)～11月６日(金)

　この制度は、令和２年度末をもって終了します。今
回の募集が最後となりますので、ぜひご検討ください。

「第２期三原市中心市街地活性化基本計画」策定のための方向性を協議
三原市中心市街地活性化協議会 総会開催

働き方改革企業経営者勉強会認定企業＆改革のプロから学ぶ！

＼認定を受けて企業の取り組みをPRしませんか？／
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　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/

　10年ひと昔と言われていますが、目まぐるし
く時代が変化して行く中で、１年後がどうなっ
ているのかさえ、わからない時代になってきて
います。働き方改革により企業の雇用に対する
考え方、働く人の考え方も大きく変わろうとし
ています。
　そんな時代において、社会に出るころになっ
て初めて進路を考えるのではなく、社会に出る
ずっと前、小学生や中学生の時に色々と考える
機会が必要なのでは？また企業としても今の学
生はどのような考え方をしているのか？という
お互いの考え方を話し合う機会をつくるために
今年度産学連携委員会を立ち上げました。
　現在コロナ禍により多くの行事が中止となる
中、交流が難しい現状ではありますが、学生さ
んと交流できる形を模索しています。
　５年前に宮浦中学生の生徒さんと交流したと
きに、三原市のことが好き、大人になっても三
原市で生活したいと言ってくれました。そのた
めには私たちが魅力ある街であり続けるように
行動し続けなければなりません。
　子どもたちのため何かできることはないか？
mihara-yeg@mhr-cci.or.jpまでご連絡いただけれ
ば会員一同お手伝いさせていただきます。

産学連携委員会が今できることは？

子どもたちにできることの
ご意見をお寄せください！

産学連携委員会
委員長

鹿林 和浩 さん

お問合せ

　三原商工会議所管内の事業所112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。
【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▲51.0となり、前期３月調査結果の▲30.5から20.5ポイン
ト下向きました。受注や客足の減少を指摘する声が聞かれた他、
緊急事態宣言の解除を受け、小売業やサービス業などは一時的に
売り上げが伸びたケースもみられましたが、長期化している影響を
懸念する声が多数寄せられました。

■製造業：製造業全体の６月期のDI値は▲52.3となり、前期３月期調査
結果の▲29.8から22.5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▲50.0となり、前期３
月期調査結果の▲31.0から19.0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2年6月期

景況ＤＩ Ｒ１.６月 ９月 12月 Ｒ２.３月 ６月
総 　 合 ▲9.6 ▲4.8 ▲5.3 ▲30.5 ▲51.0
製 造 業 ▲20.0 　0.0 ▲6.0 ▲29.8 ▲52.3
非製造業 ▲1.7 ▲8.9 ▲4.7 ▲31.0 ▲50.0

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し
業況はさらに悪化

※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/cci/research/keikan/2006/hokoku.pdf

過去１年の景況ＤＩの推移（三原）
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地方創生臨時交付金を活用した事業者支援施策を市に提案
　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内事業
者への支援を目的に、地方創生臨時交付金を財源とした
事業継続や売り上げ回復等に向けた市独自の施策立案の
ため、７月17日（金）、本所 森光会頭から大西副市長へ事
業提案書を手交しました。
　今回の地方創生臨時交付金は、新型コロナウイルス感染
症に対応するため、「感染拡大防止」「雇用の維持・事業の
継続」「経済活動の回復」「経済構造の構築」といったカテ
ゴリーに見合った地域の実情に応じた取り組みに対して、
その事業費とすることが出来るため、国の施策ではカバー
し切れないきめ細やかな支援の創設が期待されます。

　森光会頭は、「国・県・市でさまざまな支援制度があり、
事業者は申請に追われている状況である。そのため、申
請 関 係 は 出
来 る だ け 簡
素 な 手 続 き
になるようお
願いしたい。」
と、事業者が 
利用しやすい
制度設計を提
案しました。 事業提案書を手交する森光会頭（左）
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家賃支援給付金   売上が大幅に減り家賃の負担軽減が必要な
  事業者に最大600万円の給付

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金･給付金

　５月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、
地代・家賃（賃料）の負担を軽減する給付金です。

　新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金（休
業手当）を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、支給します。

【対象者】
　令和２年４月１日～９月30日までの間に、事業主の指
示を受けて休業（休業手当の支払なし）した中小企業の労
働者

【算定方法】
　休業前の１日当たり平均賃金×80％×｛各月の日数（30
日又は31日）－就労した又は労働者の事情で休んだ日数｝

【手続内容】
①申請方法：郵送（オンライン申請も準備中）
　 労働者本人からの申請のほか、事業主を通じて（まとめ

て）申請することも可能

②必要書類：
　 （ⅰ） 申請書、（ⅱ）支給要件確認書、（ⅲ）本人確認書類、
（ⅳ）口座確認書類、（ⅴ）休業開始前賃金及び休業期間
中の給与を証明できるもの

【お問合せ先】
　新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コー
ルセンター　☎0120-221-276
詳細はhttps://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

【対象者】（①～③のすべてを満たす事業者）
① 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、

フリーランスを含む個人事業者
　 （医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、

会社以外の法人も幅広く対象）
② ５月～12月の売上高について１ヵ月で前年同月比▲

50％以上または連続する３ヵ月の合計で前年同期比▲
30%以上

③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
【給付額】
法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。
算定方法　 申請時の直近１ヵ月における支払賃料（月額）

に基づき算定した給付額（月額）の６倍
支払賃料（月額） 給付額（月額）

法人

75万円以下 支払賃料×2/3

75万円超
50万円＋[支払賃料の75万円
の超過分×1/3]
※ただし、100万円（月額）が上限

個人事業者

37.5万円以下 支払賃料×2/3

37.5万円超
25万円＋[支払賃料の37.5万
円の超過分×1/3]
※ただし、50万円（月額）が上限

【必要書類】
①賃貸借契約の存在を証明する書類（賃貸借契約書等）
② 申請時の直近３ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類
（銀行通帳の写し、振込明細書等）

③本人確認書類（運転免許証等）
④売上減少を証明する書類（確定申告書、売上台帳等）

【相談ダイヤル】家賃給付金 コールセンター
0120-653-910（平日・土日祝日8：30～19：00）

申請サポート会場設置のお知らせ
相談期間：7/22（水）～8/31（月）（予定）
　　　　　（土日祝除く）９:00～17:00
場　　所：I Ma To Space（イマトスペース）
　　　　　三原市城町1-9-7 城町Ｔビル5F
　家賃支援給付金は電子申請を基本としております。申
請手続きに不安がある方は、相談窓口をご利用すること
ができます。なお、会場は完全事前予約制のため、必ず
下記の方法でご予約の上、ご相談ください。
①Web予約
　https://yachin-shien.go.jp/place/ys-354/
②電話予約
　☎0120-150-413（９時～18時）

中小企業の
労働者の方へ

本所では毎週水曜日に社会保険労務士が相談に応じて
おります。お気軽にご相談ください。

三原
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コロナに負けずに頑張っています!!
 社会貢献へ向けフェイスガードを開発

　ポリカ樹脂やアルミを使用した製品
を製造しているレニアス。
　コロナの影響により世間が大変な状
況の中で何か役に立てないかという思
いから独自の技術を活かし、フェイス
ガードの製造に乗り出しました。ポリ
カーボネートを使用し特殊なコーティ

ングを施して、透明性が高く傷の防止や耐薬性の機能を
付与した製品となっています。また、働き方に関しても
早い段階から在宅勤務やテレビ会議システムなどの準備
をしていた事でスムーズに感染防止策へ移行できていま
す。社員の安全を最優先し、働きやすい環境を整えてい
ます。

 ひと言　常務執行役員　瓦田 恭平さん
　RENIASのバリューとして社員の「人間力」を高め
る活動に取り組んでいます。
　この逆境の中、今できる事は何かを常に考えながら
今までの常識を変えるチャンスと捉え、社内の意識改
革とより働きやすい環境作りを進めてまいります。

株式会社 レニアス
住所：三原市沼田西町小原200-76
TEL：0848-86-1137
HP：https://www.renias.co.jp/

 地元メーカー×生産者  新たな商品を
　三原市内を中心にお馴染みのクリームソー
ダ「スマック」を製造する桜南食品。
　コロナの影響を受け、三原市の観光農園「果
実の森」でいちごが余っていることを知り、

「クリームソーダイチゴ味」を製造しました。
　また、同じようにコロナの影響を受けてい

る道の駅や飲食店
の方たちを応援したいという気
持ちと少しでも三原市の活性化
に役立てればという思いから今
回の製造が実現しました。
※ 期間限定商品ため販売を終了し

ている場合もございます。

 ひと言　代表取締役　安井 健さん
　大変な中でもアイデアを出して、今後も皆さんに楽
しんでいただけるような商品を発信していきたいです
ね。三原や瀬戸内の商材を使いながら、視点も変えて、
新しい話題を提供し、一緒に盛り上げていけたらいい
なと思います。

桜南食品株式会社
住所：三原市西野1-1-1
TEL：0848-64-6611
HP：http://www.o-nan.co.jp

 「洗える多機能マスク」でスポーツできる環境へ
　学校の体操服や用具など幅広く取り
扱っている豊栄堂運動具店。
　マスクがなくなっていた３月ごろ
メーカーに声をかけてみたところ製造
に協力してもらえることになったので

「洗える多機能マスク」の製作に早く取り組むことができ
ました。抗菌防臭・UVカット・吸汗速乾・ストレッチ搭載。

　現在は夏本番を前に強烈な日差
しから肌を守り快適にスポーツラ
イフを送れるよう熱射病対策のひ
とつとしてネックゲイターという
商品などを開発しています。

 ひと言　マネージャー　大木 祐之さん
　クラブチームのロゴなど１枚からプリントも可能で
す。WITHコロナで一人が複数のマスクを所持する時
代です。その中の一枚として選んでほしいです。

有限会社豊栄堂運動具店
住所：三原市宮沖３丁目9-16
TEL：0848-62-3642
営業時間：10：00-19：00

 自社で造ったアルコールを地域貢献に
　1860年創業、三原市東町
の酒造会社「醉心山根本店」。
大吟醸から純米酒まで飲み口
の良いお酒を造られている三
原市内唯一の蔵元です。
　コロナの影響で全国的にア

ルコール消毒液が不足する中、医療機関などの窮状を知
り、日本酒の原料となる醸造用アルコール（濃度95％）に
水を加え、手指消毒に代用できる高濃度アルコールを製
造しました。
　製造したアルコールは三原市に1,500本寄贈され、市内
の医療機関などで活用されています。

 ひと言　支配人　坂井 邦雄さん
　日頃からお世話になっている医療機関や福祉施設な
ど地域に貢献したいという思いから初めて製造しまし
た。少しでも皆様の安全に役立てると嬉しいです。

株式会社 醉心山根本店
住所：三原市東町１丁目5-58
TEL：0848-62-3251
HP：http://www.suishinsake.co.jp/

コロナに負けずに頑張っています!!
三原の企業×新たな取組み

地元飲食店へ納品
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コロナに負けずに頑張っています!!
 コロナ対策がバッチリの安心なお店です

　コロナの影響で、飲食店は
万全な対策が求められていま
す。瓢月では、玄関に消毒液
を用意し、個室はパーテーショ
ンを設置。テーブル席も広く
空間を使い、常に換気を行う

などお客様の安全を考慮し、コロナ対策に努めています。
　料理は、三原や瀬戸内
の新鮮な魚や野菜を使用
しています。地元ならで
はのメニューやお酒の種
類も豊富なので、老若男
女問わず楽しめます。

 ひと言　店主　迫 紀美さん
　お客様に安心してご来店いただけるようスタッフ全
員で、コロナ対策をしっかり行っております。
　ぜひご家族・ご友人でゆっくりとお食事をお召し上
がりください。皆様のご来店お待ちしております。

瀬戸内料理 瓢月
住所：三原市宮浦４丁目13-5　TEL：0848-64-3350
営業時間：昼11：30〜14：30、夜17：30〜21：00
定休日：月曜（祝日の場合は翌火曜）
HP：http://hyougetsu.com/

 新鮮さが売りのオシャレな焼き鳥屋
　昨年12月にオープンした焼き鳥酒
場 奏。店主自ら作り上げたバーのよ
うな雰囲気の店内では、新鮮なお肉
を串焼きでいただけます。
　お客様に人気のメニューはこだわ
りのレバー、ハツ、ぼんじりなど。
新作メニューも登場しながら、お客

様に楽しんでいただけるお店
作りをしています。
　平日は、店内での食事だけ
でなく、お好きなメニューを
テイクアウトすることも可能
です。

 ひと言　店主　藤田 学さん
　お客様に提供する串焼きは、その日さばきたての新
鮮なお肉しか使用していません。これがお店一番の強
みです。落ち着いた空間になっていますので、ぜひ寄っ
てみてください。

焼き鳥酒場 奏
住所：三原市皆実２丁目5-7
TEL：0848-38-2553
営業時間：18：00〜0：00　定休日：日曜

 お好み焼き・鉄板焼きが美味しい！
　創業83年。昔から地元の方だけでなく、
県外の方々にも愛され続けているお店です。
　お店自慢のお好み焼きには、ココナッツ
オイルを使用しており、お皿にもベタつか
ずお酒を飲んでいてもパクパク食べられる
ようになっています。その他、鉄板で焼いたお肉や、色々
な種類のお酒も用意しており、ご予約いただければお鍋

やお刺身などもご用意できます。
　アットホームな空間で、店主の池
内さんも優しい雰囲気なので、お店
に入っただけでとても癒されます。
　近くに寄ったときは、気軽に足を
運んでみてください。

 ひと言　店主　池内 皓恵さん
　お好み焼きや鉄板焼きなど美味しいお料理を用意し
ていますので、１次会や２次会などにぜひご利用くだ
さい。いつでもお電話お待ちしております。

お好み焼きスナック いろは
住所：三原市城町1-10-3
TEL：0848-62-2527	 携帯：090-1689-2232
営業時間：18：00〜25：00	 定休日：日曜、祝日

 学生や働く人達に向けリーズナブルな弁当を
　店内でのお食事もお弁当も提供して
いるお食事処 江戸。長い間、宮沖に
店舗を構え、昨年３月にリニューアル。
　何といってもリーズナブルな価格が
魅力的です。お弁当は、250円（税別）

から、定食は550円（税別）から気軽に食べて頂けるよう
お安く提供しています。
　一番人気のメニューはから揚げ。
ジューシーなお肉とごはんのシン
プルな組み合わせが最高です。
　その他にも様々なメニューをご
用意して、お待ちしています。

 ひと言　店主　安永 信隆さん
　多くの人に気軽に食べてもらいたいという気持ち
で、学生でも手の届きやすいリーズナブルな価格設定
にしております。ぜひ一度味わってみてください。

お食事処 江戸
住所：三原市宮沖4	丁目8-14
TEL：0848-63-0791
営業時間：昼10：30〜14：00、夜16：00〜20：30

コロナに負けずに頑張っています!!
三原の飲食店をピックアップ
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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

『FinTech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。ＩＡＡＳＢ
　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）

内野 逸勢 / うちの・はやなり
株式会社大和総研　金融調査部　主席研究員

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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　前号に続き、今回からは、種々多くの作製してきた実
際の自助具について紹介していきます。
　まず、「先天性左前腕欠損（肘関節から抹消の欠損）小学
生女児の学校生活を支援するための自助具」についてで
す。女児からは「自転車に乗りたい、縄跳びと跳び箱、
鉄棒をしたい」との希望を受けて、最初に自転車操作用
自助具を作製しました。自転車操作には二つの自助具が
必要と考えました。すなわち、ハンドル操作用とブレー
キ操作用です。ハンドル用には、長さの補正とハンドル
のコントロールの２点で満足するものを考えました。ブ
レーキ操作に関しては非切断上肢で、前後のブレーキを
制御可能な用具の工夫が必要と考えました。
　①ハンドル操作用自助具：直接義手でハンドルを把持
しての操作法も考えられますが、転倒時に瞬時にハンド
ルを離すことが困難で事故につながる可能性があります。
そこで、長さの補正と断端の力を伝達でき、併せて容易

に自助具を離せることを条件に工夫しま
した。フレキシブルホースをハンドルに
接続し、転倒時には容易に着脱できるよ
うにロート状のソケットを一体化しました（図１）。
　②ブレーキ操作は右手の一側でレバーを制御可能でか
つ、前後のブレーキングが可能になる用具を作製しまし
た。2cycleモーターバイクのガソリンとエンジンオイル
を制御する部品を改良して可能にしました（図２）。これ
により、自転車に安全に楽しく乗ることができました。
 次回は、縄跳びを紹介。

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.16  

宝の山「みはらタコ工房」 ～その３～
産学官連携コーディネーター　大塚 彰

（図１） ハンドル操作用 （図２） ブレーキ自助具

　今年の秋、広島空港北側の八天堂ビレッジ内にオー
プンする「空の駅 オーチャード」では、地元の特産品
等の販売コーナーを設けます。
　この空の駅は、㈱空・道・港が八天堂の既存施設と
連携した農福一体の食のテーマパークの一施設として
運営し、地元の果物を使った加工品や特産品の販売を
通して、新たな空港周辺のにぎわい創出と地域産業の
活性化を目指します。
　この度、この物販コーナーへの出品者を次のとおり
募集します。出品を希望される事業者の方は、右記の
申込先までお問い合わせください。
●出品対象者　 三原市または世羅町内に、本社または

製造、販売拠点を有する事業者
●出 品 品 目　飲食品、雑貨等
　　　　　　　（果物、野菜等の原体は除く）
●申 込 締 切　８月31日（月）

●申込先（問い合わせ先）
　㈱空・道・港（担当／吉川・岩田）
　〒729-0416　 三原市本郷町善入寺用倉山10064番189 

㈱八天堂 広島みはら臨空工場内
　TEL 0848-60-8380 / FAX 0848-86-8810
　※電話の受付は、8：30～17：30（土・日を除く）
　E-mail　s_kikkawa@sora-michi-minato.jp

「空の駅  オーチャード」特産品等出品者の募集！！（広告）「空の駅  オーチャード」特産品等出品者の募集！！（広告）

空の駅　オーチャード（右側）

福山港輸出・輸入コンテナ支援制度のご案内

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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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　

本所職員　退職
　本所  総務管理課  課長補佐の坂根千奈美
が７月31日付で退職いたしました。
　平成12年４月の入
所以来、20年４ヶ月
にわたり勤めてまい
りました。
　長い間お世話にな
り、ありがとうござ
いました。

　本所では、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。

相談内容 相談日 相談員
　　　　雇用労働
　　　　関係相談

毎週水曜
13時～16時 社会保険労務士

　　　　経営相談 毎週木曜
10時～16時 中小企業診断士

働き方改革・労務 11日（火）
13時～16時

広島働き方改革推進支
援センター

事業承継・M&A 19日（水）
13時～16時

広島県事業引継ぎ支援
センター

知的財産（特許・実用
新案・意匠・商標）

27日（木）
13時～17時 （一社）広島県発明協会

ご相談・ご予約は　本所経営指導課 0848-62-6155まで

８月定期相談会のご案内

コロナ
対策

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

『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？


