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【2面】三原市へ要望書提出
【5面】潮流を読む
【8面】各種支援策のご案内

【3面】定期経営相談会のご案内
【6面】FMみはらインフォメーション

【4面】小規模事業者持続化補助金
【7面】三原市中小企業優良従業員表彰　
　　　被表彰者の推薦について

今 月 の 内 容
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「空から海へ 海から島へ」をスローガンに、地域資源を活かした稼ぐ観光振興を！
「ひろしま中央地域連携ＤＭＯ推進協議会」設立される

岡田市長と初めての協議を実施し、行政と経済界の連携を確認

　広島の空の玄関口「広島空港」を拠点とした三原市と
世羅町エリアの観光推進組織「ひろしま中央地域連携Ｄ
ＭＯ推進協議会」の設立総会が８月３日（月）開催され、
上田観光・交通委員長が出席し、協議会規約が承認され、
組織が設置されました。
　協議会では「㈱空・道・港（ＤＭＣ）」を核とした観光
推進を図り、観光資源の選定→着地型観光の企画→商品
販売・プロモーション→滞在時間の延長→交流人口の拡
大のステップで、観光戦略プランの目標達成を目ざしま
す。
　今秋には、広島空港北側に「空の駅 オーチャード」が
オープン。農福一体の食のテーマパークとして運用され、
地元の特産品等の販売が予定されています。
　ＤＭＯでは、エリアの観光振興の新しい第一歩を踏み出
し、観光団体・経済団体や事業者等の24団体が連携により
地域の大きな活力にしていくことが期待されています。

ＤＭＯとは…地域の
「稼ぐ力」を引き出す
とともに、地域への誇
りと愛着を醸成する

「観光地経営」の視点
に立った観光地域づ
くりを、多様な関係
者と共同しながら戦
略を策定する法人。

　観光戦略プラン推進のため、地域の「稼
ぐ力」を引き出し、観光地域づくりの舵取
り役となるDMOが設立されたことは地域資
源を活かした観光振興、地域活性化につな
がります。DMOの機能を持ったDMC〔㈱空
･道･港〕が地域商社事業･観光事業を事業展開することで、
世羅町も含めたエリア全体の観光振興を図り、雇用の創出
や経済効果にもつながることを期待します。

上田委員長コメント

空の駅 オーチャード（右側）

　８月26日（水）、三原市・本所・広島経済同友会三原支
部で協議を行う、第５回三原未来の会を開催しました。（出
席者６名）この日は、岡田市長が就任されて初めての開催
となりました。
　冒頭、森光会頭は「まちが抱える課題解決に向けて、
経済界と行政が両輪となって未来のために変革をしてい
く必要がある。商工会議所も取り組んでいくし、岡田市
長にはどんどん挑戦をしていただきたい。」と、今後の市
政運営に期待を寄せて挨拶をしました。
　岡田市長は「三原を元気にしたいという思いは経済を
活性化していくことと同意だと考えている。中小企業は
新型コロナウイルス感染症により苦しい局面に立たされ
ているが、経済界と連携して取り組んでいきたい。」と、
今後の決意を述べられました。
　つづいて、広島経済同友会三原支部　鶴田特別幹事よ
り、三原未来の会の設立経緯について「地域課題の解決
やまちの活性化を進めるには、行政と経済界がより一層
連携していくことが重要である」と説明がありました。
　協議事項では、新型コロナウイルス感染症に係る緊急

経済対策の状況
と し て、 三 原 市
事業継続支援給
付金事業をはじ
め三原おまもり
チケット支援事業、経営支援給付金交付事業などについ
て本所および三原市から報告をしました。
　次に、岡田市長より、新しい産業の創出、UIJターン
支援とセットに起業などのチャレンジしやすい環境づく
りの整備、三原の強みを発信していくプロモーション展
開などの市政方針を伺いました。その後の意見交換では、
教育や業務におけるIT化の促進について、中心市街地活
性化について、人口減少対策についてなど幅広いテーマ
で意見が交わされる中で、統一したまちのコンセプトを
打ち出す必要性について継続協議をしていくこととなり
ました。
　最後に、今後は三原未来の会を毎月開催し、情報交換
や事業の連携・要望活動などを迅速に実行していくこと
を確認し合いました。

第５回三原未来の会
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㈲自動車共和国  木下 貴弘 さん

　今年度は、新型コロナウイルスの影響
で、ほぼ全てのイベントが中止になって
います。未だに解決の道筋すら見えてこ
ない不安な状況下ではありますが、我々

経営者は、経済活動を担う責務があります。そのため、
各個人の努力ももちろん必要ですが、こういう時に助け
合える、知恵を出し合える仲間がYEG（三原商工会議所青
年部会）です。その仲間とも、コロナ禍で活動が中止とな
ることもあり、今回は久しぶり会えた納涼例会でした。
　納涼例会では、参加者を４つのグループに分け、それ
ぞれが三原市内の飲食店にて三密を避けるため適度な距
離を保ちつつ、情報交換しました。各グループ共通の議
題「現在の経営状態」や、「これからの展望」、そしてこ
の素晴らしい仲間に出会えたYEGへの「入会の動機」等々
を話し、今まで知らなかった仲間の話が聞け、楽しい時
間を仲間と共有できて、本当に嬉しかったです。
　業種・業態・規模は違っても、三原で商いを続けるに
は三原の仲間が絶対に必要
です。未知のウイルスと言
われるコロナ。近年非常に
多くなった自然災害。困難
な時代ですが、一生懸命真
摯に自社の経営に向き合っ
て行きながらYEGの仲間と
前へ進んで行きたいと思い
ます。

　８月３日（月）、本所森光会頭は三原市役所を訪れ、㈱
まちづくり三原（代表取締役：本所渡辺副会頭）の組織体
制強化に向けた予算措置に関する要望書を手交しました。
　同社は、本所をはじめ、三原市・三原観光協会・㈱道
の駅みはら・２つの商店街組織が出資して設立されたま
ちづくり会社で、中心市街地活性化の旗振り役として、
空き家の活用に向けたリノベーションスクールの開催や
創業支援事業、市内特産品を活用した飲食イベントの実
施、各関係団体との連携などを実施しています。
　先日開催された三原市中心市街地活性化協議会の総会
では、三原市中心市街地活性化基本計画の２期計画を策
定していくことが決まり、今後、同社が担う業務がより増

大することが予想さ
れるため、スタッフ
を増員し一層、中心
市街地活性化の取り
組みを推進していく
体制の構築が求めら
れます。
　森光会頭は「中心
市街地活性化を今まで以上に実行していくためには、㈱
まちづくり三原はなくてはならない存在です。現状は、マ
ンパワーが足りていない状況であるため、市として予算
措置の支援を是非お願いしたい。」と述べられました。

　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/

納涼例会

三密対策をしながら仲間と情報交換

㈱まちづくり三原の組織体制強化に向けた要望書提出

　皆様、新型コロナウイルスのご心配が
ある中、いかがお過ごしですか。
　女性部会長の塚本でございます。
　 こ の た び、 女 性 部 会 で は、「Satsuki 
Letter」と題し、活動内容や会員の皆様
のご紹介、女性の視点を活かした地域の
情報などを本紙で連載させていただくこととなりました。
　今後２カ月に１回程度の掲載を考えておりますので、
皆様に私達の活動を知っていただき、ご興味を持ってい
ただけたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
　初回ですので、私達の歴史をお話しします。設立は、
平成９年４月。県内６番目の女性会として誕生し、今年
で23年目を迎えます。この23年間、三原商工会議所のご
支援をいただき、地域振興、経済、観光、教育等様々な
問題を解決すべく勉強会や講演会、研修会を開催して自
己研鑽に努めてまいりました。
　平成25年からは、「三原再発見！三原の歴史・文化を学
ぼう」をテーマに視察研修を重ね、三原の素晴らしさを
再確認することができました。平成31年度からは、会員
が講師となりお互いの事業を知り、学び合う体験会を一
般の方も交えて実施しております。
　今後も、地域の発展を願い、楽しみながら活動します。

令和元年9月25日 松本監事を講師にヨガ体験会の様子

Satsuki Letter
～女性部会から皆様へ～

Satsuki Letter

入 会 案 内  
女性部会では、会員を募集しております。
ご興味のある方は、ぜひ一度ご参加ください。

【申込・問合せ】事務局 實廣（0848-62-6155）
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　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。

雇用労働関係相談
日　時：毎週水曜　13時～16時
相談員：社会保険労務士

従業員の雇用維持のため休業手当を支給する事業
者に、雇用調整助成金の手続き相談（申請書類の作
成はできません） 
従業員の勤務時間の見直しを必要とする方

経 営 相 談
日　時：毎週木曜　10時～16時
相談員：中小企業診断士

新型コロナウイルス感染症で売上低下により、経
営を見直ししたい方、生産性向上に向けた相談を
必要とする方 

働き方改革・労務
日　時：９月８日（火）　13時～16時
相談員：広島県働き方改革推進支援センター
 「労務管理」、「賃金制度」を詳しく知りたい

事業承継・Ｍ＆Ａ
日　時：９月16日（水）　13時～16時
相談員：広島県事業引継ぎ支援センター
事業を譲りたい・譲り受けたい、事業の後継者がいな
いなど

知的財産（特許・実用新案・意匠・商標）
日　時：9月24日（木）　13時～17時
相談員：（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

三原商工会議所  9月定期経営相談会のご案内

広島県働き方改革実践企業認定制度 令和２年度募集のご案内
　この制度は、働き方改革の優れた取組を実践し、様々な成果・効果を上げている企業を認定するも
のです。認定を受けて、あなたの企業の取組をＰＲしませんか？

《 第8回 募集期間 》

10月12日（月）～11月６日（金）必着
今回の募集が最後となります。
ぜひご検討ください。

《 認 定 特 典 》
① 認定マークを使用できます　　② PRグッズを提供します(のぼり等)
③ 新聞広告を掲載します　　　　④ 情報発信をします(HP掲載など)
⑤ 人材確保に向けた応援をします

詳しい制度内容の
お問い合わせ・申請先

広島県商工会議所連合会
Tel：082-222-6631　E-mail：kikaku@hiroshimacci.or.jp

広島県商工会議所連合会　働き方改革認定 検索

クリック

令和2年度会費・特定商工業者負担金 ９月期口座振替のお知らせ
　本所会費・特定商工業者負担金につきまして、９月期の口座振替を指定されている事業所の皆様へ、８月中旬
に「口座振替のお知らせ」をご送付しております。今年度は、９月16日（水）にご指定の口座より振替させていた
だきますので、ご手配くださいますようよろしくお願い申し上げます。
　なお、口座に変更がある方、また、会費の納入方法を「納付書による振込」から「口座振替」への変更を希望
される方は、本所 総務管理課までお早めにご連絡ください。

　「特定商工業者」は、「会員」とは異なる国が定めた制度です。毎年
４月１日現在において、それまで６ヶ月以上引き続き、本所の地区
内（旧三原市）に事業所を所有している一定規模以上の商工業者のこと
で、該当する事業所は登録が義務付けられています。
　この「特定商工業者」は、毎年度「法定台帳」により事業状況を報
告する義務があります。「法定台帳」とは、特定商工業者の方が自己
の事業の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。
　商工会議所は、この「法定台帳」によって商工業者の実態を正確に
把握し、商工業者の発展に役立てるよう活用しています。
　なお、「法定台帳」は、７月にご送付させていただいておりますので、
ご提出をお願いいたします。

◆特定商工業者とは ◆法律による登録義務
・①②のいずれかに該当する事業所
　①資本金または出資金が300万円以上
　②常時使用する従業員数が20人以上
　　（商業またはサービス業は５人以上）
・「法定台帳」の提出

◆特定商工業者負担金
・1,000円
・法定台帳の管理・作成にかかる費用

◆議員選挙権
負担金（1,000円）で１票

コロナ対策

コロナ対策

例

例
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ブランド力を高めたい
商品を宣伝したい
ＨＰを開設したい

皆様にぜひ活用していただきたい補助金があります。

事例①（コロナ特別対応型）
　営業を継続するため、店内飲食のみであった洋食
屋が、出前注文を受け付けるためのWebサイトを作
成し、来店しない顧客への販売を開始。
事例②（一般型）

　宿泊・飲食事業などを行う旅館にて、外国語版
Webサイトや営業ツールを作成。

新型コロナウイルス感染症対応「特別枠」
ca  補助対象経費の1/6以上が以下のＡ～Ｃのいずれか

の要件に合致すること
Ａ　サプライチェーンの毀損への対応
Ｂ　非対面型ビジネスモデルへの転換
Ｃ　テレワーク環境の整備

「事業再開枠」（感染予防のための取組）
ca  業種別ガイドラインに基づく新型コロナウイルス感染

症感染防止対策のための取組にかかる経費を定額補助。
特例事業者に対する上限上乗せ
ca  クラスター対策が特に必要な特例事業者に上限50万

円を上乗せ。

お問合せ
Ｔ 　 Ｅ 　 Ｌ：0848-62-6155（本所経営指導課）
一 般 型 Ｈ Ｐ：https://r1.jizokukahojokin.info/
コロナ型ＨＰ：https://r2.jizokukahojokin.info/corona 一般型 コロナ型

　弊社の中心事業は、注文住宅・住宅リフォーム等の建
築設計･施工です。これまで、お客様に対して、「家づく
り勉強会」や「リフォーム相談会」など事前に情報提供
の場を設けていましたが、新型コロナウイルス感染症の
影響を受け、従来通りの集客活動ができなくなりました。
　そんな中、「持続化補助金」の公募を知り、コロナの感
染防止対策に加え、新たな集客コンテンツとして、以前
から考えていた不動産事業にも注力することにしました。

＜非対面型ビジネスモデルへの転換＞
　コロナの感染防止対策
として、接客スペースを
改善しました。マスク着
用・消毒用アルコールの
設置だけでなく、対面型
の打合せテーブルの設

置、テーブルにはスクリーンによる飛沫防止対策、打合
せ時は紙媒体でなくモニターを活用した資料説明をし、
接触機会を最小限に抑えています。

＜不動産事業の本格化＞
　まずは、ウェブサイトの改善、
パンフレット作製、野立て看板
の設置などに不動産事業の告知
を入れ、情報発信を強化してい
ます。宅地建物取引業者免許を
上手く活用し、販路拡大につな
げていければと思います。

　コロナの影響を受ける中で、設備資金の一部を補助金
で補えることは資金繰りにも大変助かり、事業に集中し
て取り組むことができました。

コロナ特別対応型 補助金活用事例 ～コロナの影響を乗る越えるために～
谷前住建㈱　代表取締役　谷前秀樹さん

＜補 助 額＞上限50万円（コロナ特別対応型：上限100万円）
　　　　　　事業再開枠：上限50万円
　　　　　　特例事業者：50万円上乗せ
＜補 助 率＞一般型、コロナ特別対応型（Ａ）：2/3
　　　　　　コロナ特別対応型（Ｂ・Ｃ）：3/4
　　　　　　※Ａ～Ｃの詳細については右面参照
　　　　　　事業再開枠（定額）
　　　　　　特例事業者上乗せ：2/3または3/4または定額
＜補助対象＞ 非対面販売のためのホームページの作成・

改良、店舗の改装、チラシの作成、広告
掲載など販路開拓等の取組の経費

＜次回受付締切＞令和２年10月２日（金）

小規模事業者持続化補助金

補助金活用イメージ販路開拓を目指す皆様へ
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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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㈱まちづくり三原からのお知らせ 第13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

　三原市の中心市街地エリア内の空き家・空き店舗物
件を活用し、リノベーション起業プランを考え、魅力
的な起業・店舗・施設づくりをめざす、起業する人材
を育成支援する「第２回リノベーション実践塾」を開
催します。
　塾では、中小企業診断士の講義・助言や建築士・金
融機関等の専門家による相談会・アドバイスを受け、
対象物件のリノベーション起業プランを作成します。
最終発表会では、物件オーナーに起業プランを説明し、
マッチングする機会を設け具現化をめざします。自己
所有物件等（賃借物件含む）を活用したリノベーション
起業プランを検討したい方も歓迎します。

■日　時　2020年10月25日～2021年２月28日まで（全８回）
■場　所　三原市市民福祉会館
■対象者

① 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

② 中心市街地の自己プラン物件（賃借物件を含む）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

③ リノベーション起業に必要なノウハウを習得したい人
■講　師　㈱価値組プロジェクト
　　　　　秋井　正宏 氏（中小企業診断士）

専門家講師として建築家、金融機関により魅力的な
リノベーション起業プランの作成をめざす

■申込締切　2020年10月15日必着
■問合わせ　㈱まちづくり三原　
　　　　　☎0848-63-5538
※ 対象物件を見学したい方は、９月13日に事前見学会

を開催しますので、ぜひご参加ください。

第２回リノベーション実践塾
塾生募集のご案内

三原市本町3丁目15−7
TEL64−8383

ヤッサヤッサ

選ぶなら
身近な良いもの
ひろしま製品

三原郷心会新規会員募集中！！
郷心会は「自動車産業を中心として郷土産業の
振興を図ること」を目的としています。

三原郷心会
三原郷心会  会長  赤利 俊彦
〒723-8555
三 原 市 皆 実４-８ -１
三原商工会議所ビル２階
TEL 0 8 4 8 - 6 7 - 8 3 0 0
FAX 0 8 4 8 - 6 7 - 8 3 0 2

　リノベーション起業プランを考え、今ある価値
を高め、魅力ある起業・店舗・施設づくりをめざ
す方ぜひご参加ください！

詳細は
コチラ

インフォメーション
地域密着のコミュニティ放送局として
最新のトピックスや災害情報をお届けしています！

　ＦＭみはらの増原です。長い梅雨に暑い夏、皆さんい
かがお過ごしでしょうか。今年は、マスクを着用しての
生活となり、いつにも増して暑い季節にご苦労されてい
るのではないかと思います。
　そうした中、三原駅前には、７月にキオラスクエアが
オープン。８月には、市長選挙が行われるなど、大きな
変化のある夏となりました。ＦＭみはらにおいても、特
別番組として７月23日に「ようこそ！キオラスクエアへ」、
８月９日には「速報！三原市長選挙・三原市議会議員補
欠選挙」を放送し、地域密着のトピックスを生放送でお
届けしました。　
　こうした地域トピックス以外にも、災害情報も発信し
ており、雨量の計画レベルが３以上になると、臨時放送
を行い、市民の皆様を守るためのいち早い情報発信を行っ
ています。災害情報は、三原市や三原テレビ放送、気象
庁からの情報を中心に放送しておりますが、昨年、防災
士を中心に「三原災害情報ネットワーク」を結成。各地
域の細かい状況が収集できるようになり、「河川の状況」

「土砂災害状況」「自主避難所の運営状況」なども発信し
ています。
　ところで、三原市が配布したＦＭ告知端末を普段から
聞けるようご準備はできていますか？特別警報などは自
動起動でお知らせしますし、通常の放送も聴くことがで
きます。三原市情報推進課では、事業所向けに端末を配
布されていますので、台風シーズンに備えて是非ご準備
の上、ＦＭみはらで災
害情報をチェックして
ください。
　話は変わって、駅前
に完成した「キオラス
クエア」には、三原テ
レビ放送が運営するサテライトスタジオ「サテラス」が
オープン。ＦＭみはらも「サテラス」から「藤田弘之の
みはら情報局ラジオ」を生放送しています。ラジオを「見
て」楽しむこともできます。金曜の午後３時、図書館・スー
パーに寄った際にでも、是非覗いてみてください。
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　三原市の中小企業事業所（下表に該当する会社および個人）で働く人の勤労意欲の高
揚をはかり、定着性を高め、今後の事業展開に寄与していただくため、今年も勤労感
謝の日にちなみ、永年勤続され、勤務成績優秀な方の表彰を行います。９月30日（水）
までに、同封の推薦書を下記お問合せ先までご提出ください。
　なお、今年度の表彰式につきましては、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ
ながら判断することとしており、決まりましたら、別途お知らせさせていただきます。
■表彰基準
　表彰基準日令和２年10月１日現在において、同一の中小企業の事業所に引き続き在勤し、基準日前１年間
に次の各号の一に掲げる勤務年数に達したもので、事業主または事業団体の長が、所定の手続きにより推薦
する従業員を選考の上、表彰いたします。

（１）10年　（２）20年　（３）30年　（４）40年
■お問合せ　本所（TEL 62−6155） ／ 三原臨空商工会（TEL 86−2238） ／ 三原市商工振興課（TEL 67−6072）
　　　　　　https://www.mhr-cci.or.jp/cci/service/excellent_employee_awards.html

三原市中小企業優良従業員表彰 被表彰者の推薦について

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

　男女共同参画社会の推進を積
極的に実施している事業者・個
人・団体・教育に携わる人を対
象に募集します！（自薦・他薦は
問いません）　
　表彰された場合は、広報、HP
等に公表、掲載します。男女が
ともに働きやすい職場環境の企
業PRにお役立てください。

■表彰件数：５件以内
■選　　考：男女共同参画審議会で審査
■表 彰 式：令和２年12月開催予定
■応募方法： ９月３日（木）～10月９日(金)までに、応募

用紙(人権推進課・HPに用意)を人権推進課
へ持参・郵送・ファックス・電子メールで
受付

■お問い合わせ・申し込み　
　三原市人権推進課
　電話：0848-67-6044
　住所：〒723-8601
　　　　三原市港町三丁目５番１号  三原市役所３階
　ＨＰ：http://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/22/

平成31年度
表彰式の様子

『三原市男女共同参画社会づくり表彰』候補者の募集

事業者の取組みの具体例
・ 育児・介護を行いながら仕事を続けられるように

休暇制度を導入・活用している
・ 女性の採用拡大、管理職登用を行っている　など
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売上が半分以下※
で事業の継続が苦しい
※1～12月のどの月でも

持続化給付金

家賃支援給付金

雇用調整助成金

持続化補助金

実質無利子・
無担保融資

国税・地方税・
社会保険料の納付猶予

固定資産税・
都市計画税の減免

家賃の支払いが
苦しい

雇用を維持できない

事業再開に向けた
投資をしたい

売上減で
資金繰りが厳しい

売上減で
税・社会保険料が苦しい

売上減で
固定資産税が払えない

中小法人等 最大200万円
フリーランス含む個人事業者 最大100万円
主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した
個人事業者、2020年新規創業者向けの申請も開始

一定の売上減少要件を満たす事業者に
中小企業等 最大600万円※１

個人事業者等 最大300万円※２

※１ 最大100万円/月（給付率2/3，1/3）×６ヶ月分
※２ 最大  50万円/月（給付率2/3，1/3）×６ヶ月分

雇用を維持する中小企業は
一律10割助成

日額上限8,330円→15,000円に引上げ

小規模事業者に最大150万円を補助
最大100万円までを最大3/4補助、

最大50万円を定額補助
ナイトクラブ・ライブハウス等は最大200万円

３年間無利子、最長５年間元本据置
日本政策金融公庫等に加え、

５月より地銀・信金・信組等でも利用可に

売上が一定程度減少の場合、

１年間、無担保かつ
延滞税なしで猶予

（　　　  　）

売上が一定程度減少の場合、

来年度は２分の１又は
ゼロに減免

持続化給付金事業コールセンター
0120-115-570（毎日8：30-19：00）

広島・福山・三次の３会場で
申請サポート実施中

ハローワーク三原
0848-64-8609

８月25日からオンライン申請開始

三原商工会議所
0848-62-6155

三原市　資産税課
0848-67-6032

家賃支援給付金コールセンター
0120-653-930（平日・日曜8：30-19：00）

申請サポート会場も開設中

日本公庫尾道支店
商工中金福山支店
取引のある民間金融機関

0848-22-6111

084-922-6830

広 島 国 税 局
広島県東部県税事務所尾道分室

三原市税制収納課
三原年金事務所

国　税：
地方税：

社会保険料：

0120-683-754

0848-25-2011
0848-67-6035
0848-63-4111

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　商工振興課　
補助員の太田あやが、８
月31日付で退職いたし
ました。
　平成29年４月の入所
以来、３年５ヶ月にわた
り勤めてまいりました。
　大変お世話になり、あ
りがとうございました。

令和２年「秋の全国交通安全運動」
反射材確認！お先にどうぞ！

　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　９月21日（月）～30日（水）の10日間
◆運動の重点　①子供を始めとする歩行者の安全と
　　　　　　　　自転車の安全利用の確保
　　　　　　　②高齢運転者等の安全運転の励行
　　　　　　　③夕暮れ時と夜間の交通事故防止と
　　　　　　　　飲酒運転等の危険運転の防止

　今後も新たな制度の創設や制度内容の見直しが行われる可能性がありますので、最新情報は経済産業省
HP（https://www.meti.go.jp/covid-19/）、または右のQRコードよりご確認ください。
　また、本所では、新型コロナウイルスに関する経営相談窓口を開設して資金繰りなどの相談を承っています。
　お困りごと、ご不明点等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
■本所経営指導課　☎0848-62-6155（平日８：30～17：00）

新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内
2020年８月28日時点

新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内


