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【2面】「五部会」令和３年度事業計画決定
【5面】潮流を読む
【8面】総額表示はお済みですか！？

【3面】頑張る市内事業者キャッシュレス応援事業
【6面】テイクアウト特集～港町エリア～

【4面】広島県頑張る飲食店応援金制度
【7面】テイクアウト特集～港町エリア～

今 月 の 内 容
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本所　森光会頭コメント ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　30年来やっとこの時が来ました。この機会をチャンス
と捉え、三原市だけの誘客増加を考えるのではなく、尾
道市・福山市といった他市の良さを再認識するきっかけ
とし、双方が連携することで防災・経済・観光・関係人
口の増加といった分野で効果が実感できることを期待し

ています。コロナ禍ではありますが、そこから生まれる新しい未来を見
据え、市内事業所支援に引き続き取り組んで参ります。

本所　田中運輸車輛部会長コメント ＝＝＝＝＝＝＝＝
　本所運輸車輛部会では、会員事業所や地域の皆様の協
力をいただき、平成27年度より懸垂幕の設置や標語募集、
絵画コンテスト等様々な事業を行って参りました。
　活動が実り木原道路が早期開通されますことは、大変
喜ばしく物流の効率化や交通安全性の向上など大きな期
待をしております。コロナもございますが、三原だるまの様に転んでも
立ち上がり、更なる発展の契機になればと願っております。

福山河川国道事務所　所長　福代様コメント ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　一般国道２号木原道路は、平成15年度に事業着手を行い、３月14日に
めでたく開通するはこびとなりました。本区間には赤石トンネルをはじめ
とする２トンネルや３箇所の橋梁が４箇所あり、構造物が非常に多い道路
ですが、約18年の歳月を経て無事工事が完了を迎えたところです。
　本事業の完成にあたって、貴重な土地の提供をいただいた方々をはじめ、
工事にご協力いただいた皆様方に、心より御礼申し上げます。

　木原道路は、尾道バイパスと三原バイパスを結ぶ、尾道市福地町から三
原市糸崎に至る延長3.8kmの道路で、地域高規格道路「福山本郷道路」の
一部です。平成15年度に事業着手、工事が進められ、いよいよ令和３年
３月14日に開通します。
　既に開通済の三原バイパス・尾道バイパス・松永道路・赤坂バイパスが
１本で繋がる事となり、三原市から福山市に至る計32.6kmが無料・無信
号で走行可能となります。開通による効果は、①交通混雑の緩和②交通安
全性の向上③災害時における代替路の確保④生産性の向上⑤救急医療の
支援などが期待されています。
　本所では要望活動を行う他、運輸車輛部会を中心に木原道路早期完成に
向け、「商工業者や地域の皆様の思いを形に」をテーマに活動に取り組ん
で参りました。三原市民の悲願である「夢道路」の開通が目前に迫り、開
通を祝してコメントを伺ってみました。

■平成27年度
　・木原道路早期開通に向けた懸垂幕設置
■平成28年度
　・木原道路早期開通に向けた標語募集

　・一般国道２号木原道路の現場視察参加
■平成29年度
　・さつき祭り
　　パレード参加
　・赤石トンネル
　　貫通見学会
■平成30年度
　・さつき祭りパレード参加
　・木原道路絵画コンテスト開催

　・木原道路事業推進イベント開催
■平成31年度
　・さつき祭り
　　パレード参加
　・内畠トンネル
　　貫通見学会

本所運輸車輛部会を中心とした
木原道路早期完成に向けた活動の歩み

一般国道2号 木原道路 令和3年3月14日開通

木原道路開通を祝して木原道路開通を祝して

祝祝
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三原のPRチラシを
同梱いただける事業者を募集！

創立80周年記念事業特別委員会
記念事業の具体化に向けて協議

　本所情報化委員会（勝村祥治委員長）で
は、通信販売などをされている事業所（以
下「通販業者」）と連携し、商品の注文を
受けて発送される際に、三原市の観光ス
ポットやグルメ情報などが書かれたチラ
シを同梱いただき、三原市をPRする事業
「通販で三原をPR隊」を実施しています。
　チラシには抽選キーワードを記載し、
注文者が専用サイトからキーワードと必
要事項を入力して申し込むと、景品（三原の特産品）が当
たる特典を付け、市内の通販業者６社に協力を得て、チ
ラシを同梱いただき、全国に三原のPRを行っています。
　今年度も引き続きチラシを発行いたしますので、チラ
シを同梱いただける通販業者や、景品を提供いただける
事業所は、本所までご連絡ください。

■情報化委員会　☎0848-62-6155
　https://www.mhr-cci.or.jp/mihara-pr/

　本所は、昭和15年に設立し、地域総合経済団体として
地域の商工業の発展と、社会一般の福祉増進に資する事
を目的に活動し、令和２年に創立80周年を迎えました。
　記念事業の実施にあたり、前年度設置した創立80周年
記念事業特別委員会（赤利俊彦委員長）では、コロナ禍で
あることを踏まえ、記念式典、記念講演ではない事業の
実施について事前準備を行い、２月８日（月）に第１回目
の委員会を開催し、記念事業の企画について協議を行い
ました。（参加者８名）
　当日は活発な協議が行われ、令和３年度の事業実行に
向けて準備が進められることになりました。

[２月15日（月）開催]
Ⅰ部会員のニーズを探り経営に役立つ情報を提供する事業
①部会員を対象としたアンケート（ニーズ調査）
Ⅱ部会員の振興に関する事業
①�先進事例に学ぶ（コロナ禍でも繁盛しているお店の情
報発信）
②三原のいいお店大賞「入賞店舗のラジオ紹介」★
③通販で三原をPR隊

[２月18日（木）開催]
Ⅰ部会員の経営に役立つ情報の提供
①生産業企業に役立つ講演会の開催と情報提供
②視察見学会
Ⅱ部会員の振興に関する事項
①市内製造業に関する情報発信

[２月10日（水）開催]
Ⅰ部会員の経営に役立つ情報の提供
①建設業に役立つ講習会の開催
Ⅱ部会員の振興に関する事項
①建設行政に関する意見交換会
②三原城跡歴史公園の賑わいづくりに関する事業

[２月５日（金）開催]
Ⅰ部会員の経営に役立つ情報の提供
①講習会の開催
Ⅱ部会員の振興に関する事項
①はしご酒の支援
②空き店舗・空き家対策事業
③グルメマップの作成
④飲食店応援インスタグラム開設

[２月10日（水）開催]
Ⅰ部会員の経営に役立つ情報の提供  
①講習会の開催
Ⅱ部会員の振興に関する事項
①各種交通網整備促進のための活動（三原バイパス）

生産工業部会の様子

販売商業部会 （沖藤詳造部会長　構成員：313）

生産工業部会 （大目木康行部会長 構成員：196）

建 設 部 会 （赤利俊彦部会長　構成員：253）

サービス部会 （弓場秀俊部会長　構成員：609）

運輸車輛部会 （田中綜一部会長　構成員：111）

　三原商工会議所（以下「本所」）では、販売商業・生産工業・建設・サービス・運輸車輛の５つの部会を設置し、
会員はそれぞれの業種によりいずれかの部会に所属しています。部会活動は商工会議所活動の基盤になるもので、
各業種の振興を目的とした事業や意見交換を行い、相互の交流を図っています。
　２月５日（金）から18日（木）にかけて、各部会の役員会・幹事会合同会議を開催し、令和３年度の事業計画を次
の通り策定しました。� ※アンダーラインは連携事業　★は主担当

「五部会」令和３年度事業計画決定「五部会」令和３年度事業計画決定 各部会役員会・幹事会開催

◀
同
梱
イ
メ
ー
ジ
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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/

宮浦中学校1年生さんとの交流日誌①

産学連携委員会
委員長　鹿林 和浩

　２月15日（月）、宮浦中学校１年生さんとYEG会員13名
で交流事業を開催させていただきました。
　生徒さんのインタビューに会員が答える形式で進められ、
【三原にはなぜ娯楽施設が少ないのですか？】
【三原の魅力は何ですか？】
【税金はどのように使われていますか？】
【街灯が暗いのはなぜですか？】
といった普段生活している中で、そういえば・・・と気づき、
考えさせられ、回答に戸惑う質問もありました。
　今回の交流で最も印象的だったのは、生徒さんは回答
する私たちの方を向き、時には頷きながら真剣に話を聞
いてくれたこと、【あなたはどう思いますか？】とこちら
から質問すると、自分の意見をしっかりと話してくれた
こと、少し話すのが苦手そうな生徒さんには、周りの生
徒さんがサポートされていたことで、私の中学生時代と
比較してとてもしっかりされているな、頼もしいなと思
いました。
【三原が好き】
と言ってくれた生徒さんが、何年後・何十年後も好きを
続けてくれるために、外に出ても三原のここがよかった
と気づいていただけるための宿題をいただきました。
　この宿題はYEG会員だけではなく、多くの方に意見を
いただきながら、回答を導かなくてはなりません。生徒
さんと一緒になって解決策を考えなくてはなりません。
この日誌を読んでいただき、
【よし一緒に考えてあげよう】
という方がいらっしゃれば、商工会議所に連絡していた
だけると幸いです。
【すべては三原市の明るい未来のために】

　新型コロナウイルスの影響を受けている市内の中小企業者や個人
事業主を応援するため、市内加盟店での消費に合わせてポイントを
還元することで市内の消費喚起及びキャッシュレス決済の普及を促
し、市内事業者の経営支援を図ります。

■事業内容
　二次元コード決済事業者（※）が行うキャッシュバックキャンペー
ンと連携し、決済金額に応じてポイントを還元します。

（※）現在、委託先となる二次元コード決済事業者を公募中のため、
決定しましたら別途お知らせします。

■対象店舗
　二次元コード決済端末を設置
する市内加盟店舗で、市内に本
店を有する中小企業者または市
内に事業所を有する個人事業主
■還元付与上限額
　１人１回につき1,000円（期間中30,000円）
■還元付与率　30％
■キャンペーン期間（予定）
　令和３年５月１日～７月31日まで（３カ月間）

加盟店
募集は

後日別途
ご案内

市内事業所の経営支援に向けて！！
頑張る市内事業者キャッシュレス応援事業 ※三原市議会定例会での議決が前提

 フラワーショップ　ギャラリーエンジェル 
 宮脇 香代さん（本部会副会長）
　平成16年10月にオープ
ン。今年で17年目を迎えま
す。たくさんのご縁をいた
だき、池坊華道教室やNFD
アレンジフラワー教室、小・
中学校、高校での出張教室
も行っております。
　教室では、パーテーショ
ンで席を仕切るなど様々な
感染症対策を行っています。
コロナ禍だからこそ、職場や
ご自宅でお花を一輪、お楽
しみいただけたら幸いです。
　三原市宮浦3-17-8-102　TEL  67-4266
　営業時間  9：30～18：00　定休日  不定休

 サロン・ド・マリ　神崎 万里子さん（本部会監事）
　創業は昭和44年。今年で52年目を迎えます。天満屋と
同時にオープンしたシネパティオビルに、平成５年に本
町から移転しました。サロン・ド・マリのコンセプトは
『常にお客様とスタッフが楽しく・安心・安全』。皆様に
ご満足いただけるよう心がけております。

　新型コロナ感染対策は徹底
して行っておりますが、それ
でも不安なお客様には、優れ
ものの「フェイスガード（ひ
ものないマスク）」を見つけ
ました。安心してコミュニ
ケーションがとれると喜ばれ
ています。
　三原市港町1-7-16-1F
　TEL  63-3008
　営業時間  9：00～17：00
　定休日  月曜・第1第3日曜

女性部会もコロナに負けず頑張っています！

Satsuki Letter
～女性部会から皆様へ～

Satsuki Letter

【申込・問合せ】事務局 實廣（0848-62-6155）
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㈱まちづくり三原からのお知らせ 第15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

　２月14日に、第２回まちを変える・愛するリノベー
ション実践塾の最終発表会を行い、塾生の皆さんが考
えたリノベーション起業プランを発表しました。10月
25日から７回開催し、まち・通り・物件の魅力を探り、
自分の強みを活かした顧客のニーズを満たす魅力ある
起業プランを検討・考察し、最終日には物件オーナー
にリノベーション起業プランを聞いていただきました。
　塾生の皆さんは、起業プランを考える上で、顧客ニー
ズを満たしているか、魅力あるコンセプトとして成り
立っているかを経営・建築・金融の講師に相談。また、
自分のプランを実行するためには、建物をどのように
リノベーションをするかを考え、熱心に建築家のアド
バイスを受けました。さらに、プランを実行するため
の資金計画も重要な事項であり、開業前と開業後の必
要な資金はいくらか、資金の調達方法はどのようにす
るか、このプランでいくら売り上げるかをシミュレー
ションしながら収支計画を作成し、事業の可能性を検
討していきました。
　各自が対象物件をどのようにリノベーション起業す
るのか漠然としていた考えが、塾を通して、イメージ
シート、コンセプトシート、リノベーション起業プラ

ンについて考えていく中で、魅力あるプランとして出
来上がってきました。塾生の皆さんは、苦労して考え
たリノベーション起業プランが、見える化された具体
的な形になり、考えが明確になったと言われていまし
た。
　今後は、ここで得たプランの具現化を検討する人、
プランの作成方法を活かして各自のリノベーション起
業を考える人がたくさん生まれ、魅力ある店舗ができ
中心市街地や通りが面白くなること目ざして、リノベー
ション実践塾は継続していきたいと思います。

魅力あるリノベーション起業
プランが生まれました

　

広島県新型コロナウイルス感染症対応資金の
融資限度額が引き上げられました

広島県頑張る飲食店
応援金制度スタート！

新型コロナ感染拡大の影響により、
売上が減少した県内の飲食店等を県と市町が応援します！

　新型コロナウイルス感染症による影響を受
けている中小企業者等の資金繰りを支援する
ため、令和２年５月１日より取扱いを開始し
ている、３年間無利子、保証料ゼロの「広島
県新型コロナウイルス感染症対応資金」の融資限度額が
引き上げられました。

融資限度額
4,000万円
↓

6,000万円
※詳しくは下記HPをご覧ください。
　https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/75/020228korona.html
■問合わせ
　広島県商工労働局経営革新課　☎082-513-3321

■支援額

　１店舗あたり30万円

■対象
　広島県内の飲食店等
　※宅配専門店等を除く
■申請受付期間
　令和３年２月15日（月）～３月19日（金）
■申請方法
　①郵送での申請　②電子申請
　※�必要書類は下記HPからダウンロードしてください。
https://hiroshima-fight-inshokuten.jp/

■問合わせ
　頑張る飲食店応援事務局　☎082-248-6850

・飲食店における新型コロナウイルス感染症予防対策
　事業費補助金（１店舗あたり最大10万円）
・飲食店におけるパーテーション設置促進補助金
　（１店舗あたり最大10万円）

新型コロナウイルス感染症に関する
国の支援策を配信中です。ぜひご活用ください！

新型コロナウイルス感染症
事業者サポート
公式LINEアカウント

こちらの補助金制度もご利用ください。（最大20万円）

コロナ
対策コロナ

対策
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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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三原商工会議所
プレゼンツ

毎月第１水曜日 19：00〜19：30
FMみはら/87.4MHzでOA

商工会議所が行
う様々な事業や

イベント、経営
に役立つ情報な

どを幅広くお届
け

チェンバーズ
ラジオ3ミ 8ハ 0ラ

バックナンバー
公開中

お家でいた
だきます

⑦ ⑥

⑤

④

②
③

① 三原駅

三原港三原市役所
・

キオラ
スクエア
・ 

185

　三原駅から徒歩3分帝人通りの入り口にあるお店で
す。お好み焼きは、尾道ラーメンの製麺所で作られた
麺に、天狗ソースベースのソース、ラーメンの鶏がら
スープを生地やつなぎに使用。鉄板焼メニューも豊富
で全てテイクアウトでご用意できます。

外出や外食を控える中、テイクアウトが可能な
会員事業所をご紹介していきます。

vol.1 ～港町～

※ 

掲
載
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
本

所
情
報
化
委
員
会
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。（
掲
載
無
料
）

①Teppan Diner 6
所 三原市港町1-2-18　☎ 0848-63-1888
営 17：00～22：00　休 日曜、月曜

 http://teppandiner6.x0.com/

「お好み焼き・鉄板焼き」をお楽しみください

▼豚玉そば690円
　　　　　（税込）

　この道40年！！京都で修行した店主が作る料理は安
心・安全をモットーに地元の食材を使用。コロナ禍の
中、お客様に安心して入店いただくために、アルコー
ル消毒、タッチセンサー、パーテーション、飛沫防止の
ロールカーテン等、日々万全な対策を心がけています。

②酒食屋はじめ
所 三原市港町1-7-8　☎ 0848-38-1159
営 昼11：30～14：00　夜17：00～22：00
休 日曜

バラエティ豊富にお昼はランチ！夜は居酒屋！

▼唐あげ丼680円（税込）

◀天丼800円
（税込）

日替わり弁当▶
700円（税込）

　オープンして丸9年。一つ一つトッピングをして出
すおでんのお店です。おでんに合う日本酒と芋焼酎の
取り揃えは30種類以上。お店とテイクアウトでは、だ
しを変えていますので、その違いをお楽しみください。

③夢街道 伝
所 三原市港町1-7-10　☎ 0848-67-3939
営 17：00～21：00（通常18：00～23：00）
休 日曜（ご希望により営業可）

店主のこだわり満載なおでん専門店

5点セット1,000円▶
大根・玉子・コンニャク・
練り物・牛スジ
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R185

→尾道

〕〔

〕〔

〕〔

ヴィスタ  ブランカヴィスタ  ブランカ

　創業23年。三原の新鮮な食材、イタリア輸入食材
を使った伝統料理や季節を感じるメニューをご提供。
ボリューム満点のランチ、ディナー限定の自家製パス
タも人気で、ソムリエおすすめのイタリアワインも好
評です。 ※前日までのご予約でテイクアウト可

　お客様に人気のメニューは酢豚、唐揚げ、春巻きな
ど。どのメニューもボリューム満点です。テイクアウ
トも承っておりますので、お店の味をご家庭でもお楽
しみください。

⑤クチーナイタリアーナ ピアチェーレ
所 三原市港町3-2-27 2F ☎ 0848-63-2445
営 昼11：30～14：00　夜18：00～22：00
休 火曜（祝日の場合営業）

④上海軒
所 三原市港町1-5-2　☎ 0848-63-4592
営 11：00～20：30　休 月曜

港町の隠れ家イタリアンレストラン

創業50年！世代を超えて楽しめる中華料理

▲酢豚1,230円（税別）

▲パスタランチ1,080円（税込）
　サラダ、パン、デザート付

▲豚肩ロースのサルティンボッカ
(生ハムの重ね焼き）1,296円
� （税込）

ディナー

　かねしょうの白いホットドックは、60年近く三原
のまちで愛されてきた味です。ホットドックの概念を
覆す！懐かしくて他には真似できない味です。ぜひど
うぞ！！

⑥喫茶室＆DELI かねしょう
所 三原市港町3-3-1　☎ 0848-64-3210
営 11：00～16：00　休 日曜
　 ※コロナの為時短営業中、臨時休業あり

 http://www.kanesho1960.com/

名物かねしょうのホットドックをどうぞ

▲ホットドックPLUS
　800円（税込）

▼イチコロステーキ弁当
　1,560円（税込）▼唐揚げ1,030円（税別）

　三原市役所すぐにお店を構えるくし焼専門店です。
くし焼を自家製のポン酢タレとガーリック、キャベツ
と一緒にご賞味ください。

⑦くし焼 狄
所 三原市港町3-6-2　☎ 0848-63-4885
営 17：00～23：00　休 日曜

くし焼専門店の味をご家庭でいかがですか？

◀一人前2,200円（税別）
串9本、タレ
ガーリック、キャベツ含
※価格は3月1日現在

▲ラザーニャ風ショートパスタの
グラタン1,296円（税込）
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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３年３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

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　

ご意見をお寄せください
　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】
　第60作大河ドラマ『青天を衝け』の
放送が始まりました。
　主人公は、東京商工会議所の初代
会頭であり、新一万円札の顔としても
注目される「渋沢栄一」です。
　皆様もぜひチェックしてみてくださ
い。� 砂谷

　令和３年３月31日に「消費税転嫁対策特別措置法」が
失効するに伴い、同法による価格表示の特例（税抜価格の
併記、外税表示）も終了となります。そのため、令和３年
４月１日からは、消費者に対して商品の販売、サービス
の提供等を行う事業者は、「総額表示（税込価格の表示）」
を行う必要があります。店頭の値札・棚札のほか、チラシ、
カタログ、広告等、どのような表示媒体でも対象となり
ますので、忘れずにご対応ください。

●総額表示義務とは？
　消費者に商品の販売やサービスの提供を行う消費税課
税事業者が、値札やチラシ等においてあらかじめその価
格を表示する際に、消費税額を含めた価格を表示するこ
とをいいます。消費者に対して商品の販売などを行う場
合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表
示が義務付けられます。

　令和３年３月分（４月納付分）から協会けんぽの保険料率が変更されます。健康
保険料率は、10・01％から10・04％に、40歳から64歳までの方（介護保険第２号
被保険者）に加わる全国一律の介護保険料率は1・79％から1・80％に変更となり
ます。賞与については支給日が３月１日分から適用されます。
　事業主・加入者の皆様には、保険料率上昇の抑制につながる次の３つの取組へ
のご協力をお願いします。
　加入者の皆様は、健康診断や保健指導を受けましょう。疾病予防や早期発見、
生活習慣の改善が可能になります。また、ジェネリック医薬品の利用をお願いし
ます。お薬代の負担軽減と医療費の抑制が可能です。
　事業主の皆様は、健康経営の推進をお願いします。「ひろしま企業健康宣言」
にエントリーされた事業所の健康づくりを積極的にサポートしていますので、未
宣言の事業所様は、是非エントリーをお願いします。

■問合わせ
　全国健康保険協会広島支部　☎082-568-1014

お店のメニュー、店頭の総額表示はお済みですか！？

令和３年４月１日（木）より『総額表示』が必要となります

協会けんぽ広島支部からのお知らせ

※詳しくは財務省HPをご覧ください。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d03.htm

総額表示の具体的な表示例（４月１日以降）

１１，０００円
１１，０００円（税込）
１１，０００円（税抜価格10,000円）
１１，０００円（うち消費税額等1,000円）
１１，０００円

（税抜価格10,000円、消費税額等1,000円）
１０，０００円（税込11,000円）
※�税込価格が表示されていれば、消費税額や税抜価
格を併せて表示することも可能です。

このような
表示が

『総額表示』に
該当します

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３年４月15日㈭まで
延長されました！

詳しくは国税庁で検索
www.nta.go.jp


