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【2面】三原市空き家活用モデル支援事業
【5面】経営のヒント
【8面】「商工業者法定台帳」のご返信をお願いします

【3面】経営支援GOOD！
【6面】三原市の景気観測調査

【4面】広島空港民営化
【7面】ひろしま夢ぷらざのお知らせ

今 月 の 内 容
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オンライン表彰式を開催 2023年10月より導入

インボイス制度の概要と実務上対応のポイント

　本所創立80周年記念事業特別委員会（赤利委員長）では、
「創立80周年記念ロゴマーク」の最優秀者表彰式をオンラ
インで開催し、森光会頭より最優秀賞となった前田貴行
さん（東京都）に表彰状を授与しました。
　ロゴマーク募集では、全国各地から106件の応募があり、
選考委員会を経て最優秀作品を選定しました。
　授与の後には、受賞者の前田さん、森光会頭、赤利創
立80周年記念事業特別委員長で歓談し、ロゴマークに込
められた思いなどを伺いました。
　前田貴行さんコメント
　この度は創立80周年記念ロゴマーク公募に応募した
ところ、最優秀賞にご選出いただきありがとうござい
ます。
　80年という長い歴史を表現するに相応しいマークを
創るという意欲で、三原市の名前の由来や歴史・文化、
特産物、市花などたくさんのことを知ることができま
した。
　このマークは、団体の未来へ続く躍動感と、企業・人�
・業界がつながり、新たな時代を築きあげて、邁進し
ていく姿を勢いのあるデザインで表現しました。

　本所では、７月20日（火）に「イ
ンボイス制度の概要と実務上対応
のポイント」と題して、税理士の
中村由雅氏を講師に招き、オンラ
インセミナーを開催しました。（来
所・WEB参加者15名）
　セミナーでは、インボイス制度の概要とその影響につ
いて解説しながら、どのような対応が必要になるのか分
かりやすくお話しいただきました。
　2023年10月からのインボイス制度（適格請求書等保存
方式）が導入に先駆け、本年10月から適格請求書発行事業
者の登録申請受付が開始されます。消費税複数税率に対
応したインボイス制度は、免税事業者を含めてすべての
事業者に影響があり、早めの準備が必要となります。
　中村氏は、「自社の資金繰り表を作成し、納税準備や簡
易課税の選択の有無など、今後の情報を見定めて検討し
ていくことがポイントである。」とお話されました。

〜 創立80周年記念ロゴマーク 〜〜 創立80周年記念ロゴマーク 〜

　三原市の感染状況は、ステージ４「感染爆発」となり急拡大しています。（7/29時点）変異株には強い感染力があり、僅か
な接触でも感染します。また、潜伏期間が２～14日で長い場合も多く、その間に感染が拡大しやすい傾向にあります。
　外出や会食機会が多くなるこれからの季節、感染対策を緩めずに過ごしましょう。
　　①感染が拡大している地域との往来や帰省は控える。
　　②マスク着用や手洗い、手指消毒、３密回避等、基本的な感染対策を引き続き徹底する。
　　　（ワクチン接種後も気を緩めずに感染対策の徹底を！）
　　③会食は同居家族のみとし、短時間、少人数で、感染対策のあるお店で。
　　　（店舗においては広島積極ガード店の対策を実施。）
　　④体調に違和感を感じたら出かけない。かかりつけ医か広島県積極ガードダイヤル（☎082-513-2567）へ相談する。
　　⑤無症状でも、気になることがあれば、PCR検査を受検する。
　　　（市役所玄関前PCRセンターサテライトは8/31まで、毎日11時～15時開設）

新型コロナウイルス感染症が急拡大しています！感染対策の徹底を！！
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　三原市では、市内の空き家を地域の有効な資源として捉え、空き家
を活用した地域活性化の促進を目的に、空き家の新しい活用方法の提
案を公募し、優れた提案を示した事業者に対し、事業に要する費用の
一部を補助する「三原市空き家モデル支援事業」を実施しており、追
加募集の申請期限が８月16日（月）までとなっています。
　なお、申請をご希望の方は、８月10日（火）までに参加表明書の提出
が必要になりますので、お早目のご検討をお願いいたします。

支 月次支援金（国）
緊急事態宣言や外出自粛の影響で売上が
50％以上減少した方がご利用できます
【支援額】�中小法人等上限20万円/月 

個人事業者等上限10万円/月

支 頑張る中小事業者月次支援金（県）
緊急事態宣言や外出自粛の影響で売上が
30％以上減少した方がご利用できます
【支援額】�中小法人等上限20万円/月 

個人事業者等上限10万円/月

補 持続化補助金（一般型）
幅広い販路開拓に使用でき
ます
【補助上限】50万円
【補 助 率】2/3
【活 用 例】
　店舗改装や改修、自社HPの製作
　新たなチラシの作成　等

補  持続化補助金 
（低感染リスク型ビジネス枠）

ポストコロナを踏まえた新たなビジ
ネスやサービス等に使用できます
【補助上限】100万円
【補 助 率】3/4
【活 用 例】
オンライン化のためのシステム導入
自社ECサイトやHPの製作　等

補 事業再構築補助金
新分野展開や事業転換等を
検討中の方におすすめです

【補助上限】�通常枠：8,000万円 
特別枠：500～1,500万円 
卒業枠：1億円

【補 助 率】�通常枠：1/2又は2/3 
特別枠：4/3又は2/3 
卒業枠：2/3

■補助率
　補助対象となる経費の３分の２
■補�助�額
　１事業当たり最大200万円（税込）
■お問合せ
　三原市　建築課　住宅対策係
　☎0848-67-6187

ご予約・ご相談は三原商工会議所へ　☎0848-62-6155定8 期月 相 談 会
相 談 内 容 相　談　日 時　間 相　談　員

　　　　　雇用労働関係相談 18（水） 13時～16時 社会保険労務士

　　　　　経営相談 5（木）・19（木）・
26（木） 10時～16時 中小企業診断士

金融・税務・創業・経営に関する相談 毎日
（土日祝除く） 8時30分～17時 本所経営指導員

働き方改革・労務 10（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 18（水） 13時～16時 広島県事業承継・引継ぎ支援センター

知的財産（特許・実用新案・意匠・商標） 26（水） 13時～17時 (一社）広島県発明協会

コロナ
対策

追加募集決定！

新型コロナウイルス感染症に関する各種支援情報 支 支援策
補 補助金

▲詳細は
　コチラから

三原市空き家活用モデル支援事業

7月分まで申請可能、8月分は9/1～（電子申請） 5月・6月分の申請可能（電子申請・郵送申請）

10/1・2/4以降複数回予定
(電子申請・郵送申請)

9/8・11/10以降複数回予定
（電子申請）締切 締切

複数回予定（電子申請）締切

広島県感染症拡大防止協力支援金を受給した事業者は給付対象外です。

持続化補助金・事業再構築補助金など、年に数回の申請受付があります。
概要説明や申請書作成のポイントについてサポートしていますので、お気軽にご利用ください。
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経営支援
GOOD!
経営支援
GOOD!
経営支援
GOOD!
経営支援
GOOD!

　自動車販売（新車・中古車）、点検、修理など、車に関
わるあらゆるご相談に、お客様ファーストで取り組む同
社の専務・木下 貴弘さんに本所を活用いただいた事例と、
今後の展望についてお聞きしました。

㈲自動車共和国
〔代表者〕木下　栄之輔
〔住　所〕三原市宮浦5-1-33
〔ＴＥＬ〕0848-63-4939

――木下さんとは６年ほ
ど前に青年部会に入会を
いただいた時から商工会
議所との付き合いが始ま
りましたね。

　それまでは趣味のクラ
ブの集まりなどには入ってはいたものの、こういった団
体には縁がなかったですね。

――入会されてみていかがですか。

　団体を通して仕事や趣味のつながりが増えたことが大
きいですね。今は青年部会以外の団体にも加入していま
すが、経営に関する研鑽や情報交換ができる場となって
いるので、三原のような地方都市で商売をしていくには
必要なことだと感じています。

――その他に商工会議所を活用いただいていることとい
えば、豪雨災害の時に補助金や助成金のご相談でしたね。

　想像もしていなかった災
害が起き、振り返ってみれ
ば自社を見つめ直すきっか
けとなりました。その時に、
会社が抱えている課題を洗
い出し、スタッフの労働環
境改善や、利益の出る会社

体質へチェンジできるよう「小規模事業者持続化補助金」
と「働き方改革推進支援助成金」への申請を検討し、星
野さんにも計画書の作成サポートをいただきながら、採
択されました。

――補助事業を実施されてみてスタッフさんの反響や会
社成績としてはどうですか？

　持続化補助金では、作業効率改善と売上げ拡大に向け
てリフトの更新・追加を行いました。リフトアップ時間
や洗車作業時の水はけ時間短縮などで、１台にかかる作
業時間の改善ができ、スタッフも新しい機器で仕事がで
きることでモチベーションも向上しました。また、リフ
トの増設による受注可能枠も広がり、売り上げの拡大に
も貢献してくれています。

――働き方改革推進支援助成金では、タイヤチェンジャー
を更新されましたね。

　シーズンになるとタイヤ交換のご依頼が多く、ご希望
の日にちに対応ができないこともあったことから、星野
さんに相談した際に助成金の情報提供をしてもらい、機
械を更新し、業務効率化を図ることができました。

――豪雨災害の際に、自社の課題を棚卸され、改善効果
をしっかり分析できておられたので、投資対効果がしっ
かりと現れていることが実感できていますね。今後、事
務所の建て替えをされるご予定だそうですね。

　父である社長がこの会社を始めてから34年になるので、
かなり老朽化が進んでいます。お客様に快適な商談スペー
スを提供することと、スタッフが働きがいの持てる職場
にしたいと思い決断しました。

――これから事業承継も控えていますね。

　父もまだまだ現役ですが、いつかはバトンタッチをし
ないといけません。これまで父が育ててきたこの会社を、
私が引継ぎ、さらに飛躍させていこうと思っています。事
業承継には時間がかかると聞いているので、どういった
手続きが必要か商工会議所に相談しようと思っています。

――会議所ではワンストップ窓口として、各種専門家と
のマッチングや派遣なども行っていますので、ご活用く
ださい。ますますのご活躍を期待しています。

聞き手：本所　経営指導員　星野　佑介

Vol.2

あくなきチャレンジ
～補助金・事務所建て替え・事業承継～

星野経営指導員星野経営指導員

新しく導入したリフトをバックに新しく導入したリフトをバックに（一時的にマスクを外しています）（一時的にマスクを外しています）

木下�貴弘さん木下�貴弘さん
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個人として事業者として
　　　　　　　　スキルアップ
　　　　　　　　を目ざします

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/

　私は、広島県信用組合に勤務して11年目となります。
地域社会の発展のため、良質な金融サービスの提供に努
め、身近で頼られる金融機関を目ざす組織の一員として、
日々奮闘しております。
　令和２年４月に三原支店に転勤してきたときには、新
型コロナウイルスが流行しているさなかであり、現在ま
で影響を受けられている事業者様を支えるべく活動を
行ってまいりました。
　また、三原市での私どもの認知度を高めることも必要
だと感じ、改めて地域の皆様との交流も大切にしてきま
したが、地域の発展のために日々努力されている地元事
業者様との直接的な関わりが持てていないことにふと気
が付きました。
　私が三原支店に配属されたとき、歴史のある事業者様
や縦横のつながりが深い事業者様が多いと感じたことを
覚えています。地元事業者様と関わりを持つとともに、
三原市を深く知り、三原市を本気で良くしたい！三原市
の事業者として頑張りたい！という想いから三原商工会
議所青年部会に入会しました。
　今後は、青年部会の活動を通して様々な意見や知識を
取り入れながら、一個人としてのスキルアップにつなげ
ていきたいと思います。また、定期的に会員の方との連
携を図り、事業者のこれからやってみたいことを具現化
できるような融資提案や、事業者の抱える悩みを手助け
できる存在を目ざしたいと考えています。

広島県信用組合三原支店
新庄　祐太

日々の取り組みや経営に関する情報は、所報・ホームページ・ラジオ等を通じて発信して
います。ぜひ、ご覧ください。

所報�
商工みはらのバックナンバー
が閲覧できます！

チェンバーズラジオ380�
FMみはら内で毎月第1水曜
19:00～19:30に放送中！
YouTubeにてバックナンバー公開！

ホームページ�
事業やセミナー、経営に関
する情報を随時配信中！

情 報 発 信

随時配信
毎月第１
水曜放送毎月１日

発行

議員交代のお知らせ
　このたび、新たに議員に就
任されましたので、お知らせ
いたします。

　　㈱中国銀行三原支店
　　　支店長　河内　泰之

　７月１日、三井不動産などの企業グループが設立した
「広島国際空港㈱」が滑走路やターミナルビル、駐車場な
どの周辺施設も含めた空港一体の民間運営を開始。
　旅客数の増加に加え、国際線の新規就航の誘致や交通
アクセスの強化により利便性の向上を図るとし、“中四国
の持続的成長を牽引し続ける圧倒的NO.1ゲートウェイ”
を目ざして、新たな一歩を踏み出しました。
　広島空港は1993年に開港。国が滑走路などを管理し、
県などが出資する第３セクターが旅客ターミナルを運営
してきました。
　中四国を代表とする空の玄関口として、今後より一層
の空港活性化や周辺エリアの活性化にもつながることが
期待されています。
　森光会頭コメント
　空港の民営化は、民間の柔軟な発想や創意工夫が最
大限に発揮できるというメリットがあります。
　民間の経営ノウハウによって、広島空港が広島県全
体、ひいては中四国地方の拠点空港として発展し、地
域経済成長の原動力となることを期待しています。

新たな１歩を踏み出す
『広島空港』民間運営を開始
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　皆さんは、「決算書」にどのようなイメージを持ってい
ますか。
　「税理士さんが作成してくれて、その時に見るだけ」とか、

「数字ばかりで見る気がしない」と思われる方が多いので
はないでしょうか。
　私はそのような経営者にお会いするたび、「決算書は、
自社の経営に活かすことができますよ」とお伝えしていま
す。
　決算書は、自社の情報がいっぱい詰まった魔法の箱なの
で、「ここは見てほしい」と思うポイントをお話していき
ます。
　今回は、貸借対照表です。
　貸借対照表（略してB/S（ビーエス）といいます）は、決算
日時点の企業の財産の状況を表しています。
　では、企業の財産の状況とは何か。
　貸借対照表を簡単に書くと、こんな感じ↓です。

資産
流動資産（現預金）

固定資産

負債
流動負債
固定負債

純資産
資本金

利益剰余金

　この図の右側を見てください。「負債」「純資産」とあり
ます。
　ここには、会社が「どのように会社を運営するお金を集
めてきたか」という情報が載っています。
　右上の「負債」は、他人から集めたお金が載っています。
銀行から借りてきたお金などが載っています。ここに載っ
ている項目は、期限が来たら返さないといけません。
　右下の「純資産」には、自分（株主）が出資したお金や、
会社を経営することにより積み上げてきた利益が載ってい
ます。こちらは返済する必要がないお金です。
　そして、貸借対照表の左側には「資産」とありますね。
　これは、集めたお金をどのような形で持っているかが
載っています。
　現金のまま持っていることもあれば、商品や建物などに

形を変えていることもあります。
　調達してきたお金の分だけ何かにお金を使うので、どこ
からお金を調達してきたかを表す右側と、そのお金を何に
使っているのかを表す左側の合計金額は一致しています。
　では、貸借対照表をどう見ていけばよいのでしょうか。
　ひとつは、当期の貸借対照表と前期、前々期の貸借対照
表を並べて、どの項目が増加して、どの項目が減少したか
を見比べることです。
　当期の貸借対照表だけを見ていても、何がどう変化した
のかは分かりづらいです。
　その中で、特に現預金の増減を把握してください。
　今期の現預金額から前期の現預金額を引くと、１年間に
現預金がどれだけ増えたか、あるいは減ったかがわかりま
す。（お金の増減をキャッシュフローと言います。ちなみ
に決算書からキャッシュフロー計算書を作成すると、どの
項目でお金が増えて、どの項目でお金が減ったかの要因が 
分かりますが、これは別の機会にお話ししたいと思います。）
　会社の経営で大切なことは、手元に現預金をしっかり
持っていることです。
　利益が出ていてもすぐに使えるお金が手元にない場合
は、黒字倒産ということも起こり得るので、現預金残高を
把握しておくことは大切です。
　目安として、中小企業では、手元流動資産（現預金＋１
年以内に現金化できる資産）が月商の1.7か月分あれば安全
と言われています。
また
・過度な節税を行わず、利益を積み上げていっているか
・借入金と資本金のバランスは良いか
などもチェックポイントです。
　細かい数字を追う必要はありませんが、「貸借対照表を
見なかったら、借入金がとんでもなく増えていた！」とい
うようなことは、避けたいですね。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　三原商工会議所で、毎週木曜日に個別相談会を行ってお
ります。
　「決算書って、どう見るの？」を詳しく知りたい方は、
ぜひお越しください。

決算書って、どうみるの？経営の経営の
ヒントヒント

中小企業診断士/ビジネスコーチ　牧野　恵美子
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R２.６月 ９月 12月 R３.３月 ６月

総合 製造業 非製造業

過去１年の景況ＤＩの推移（三原）
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三原市の景気観測調査 令和3年6月期

『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）

景況ＤＩ R2.6月 9月 12月 R3.3月 6月
総 　 合 ▲51.0 ▲44.6 ▲45.5 ▲36.3 ▲30.5
製 造 業 ▲52.3 ▲41.5 ▲50.0 ▲25.6 ▲20.0
非製造業 ▲50.0 ▲47.1 ▲42.1 ▲44.2 ▲38.2

全業種において景況は持ち直しの兆しがみられるものの
経営への影響が続いている企業は依然として高水準にとどまっています

　三原商工会議所管内の事業所110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/cci/research/#keikan

【景況の総括】
■ 総合：全業種６月の景況をみると、（全業種）DI（｢良�
い｣－｢悪い｣）は▲30.5となり、前期３月調査結果
の▲36.3から5.8ポイント上向きました。
■ 製造業：製造業全体の６月期のDI値は▲20.0とな
り、前期３月期調査結果の▲25.6から5.6ポイント
上向きました。
■ 非製造業：非製造業全体の６月期のDI値は▲38.2
となり、前期３月期調査結果の▲44.2から6.0ポイ
ント上向きました。

公募開始！新事業アワード２年ぶり開催公募開始！新事業アワード２年ぶり開催
　備後地域商工会議所では、２年ぶりとなる“新事業ア
ワード2021”を開催します。
　同事業は、笠岡・井原・尾道・府中・
竹原・因島・福山・三原の８つの商工会
議所で組成する備後地域商工会議所が主
催し、2019年に第１回が開催されました。
　同商工会議所管内において、新商品・
新技術等の開発、独創的かつ市場性のあ
る新事業（概ね５年以内）の取り組みに、優れた実績をあ
げ、地域産業の発展と向上に貢献した中小企業を表彰い
たします。
　なお、部門は「製造業部門」および「商業・サービス
業部門」の２部門あり、大賞に輝くと賞金と盾、展示会
等への出展支援などの副賞も贈呈されます。
　詳細は、同封のチラシをご確認いただき、エントリー
をご検討の方は、本所 商工振興課まで資料請求のご連絡
をお願いいたします。
　本所会員事業所の優れた事業のエントリーをお待ちし
ています。

　市内事業所による会社概要や事業内容等について対面
式による説明会を開催いたします。
■日　　時　９月21日（火）、９月22日（水）13時～16時
　　　　　　※上記２日程のいずれか１回に申込
　　　　　　※１日程あたり10事業者程度を上限
■会　　場　三原市役所本庁３階　会議室
■費　　用　無料
■申込条件
　・三原市内に事業所及び就業予定地があること
　・正規社員・パートタイム社員等の求人があること
■お申込み
　詳しくは三原市ホームページをご覧ください
　https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/24/127201.html
■お問合せ　 Ｊデスクみはら（三原市商工振興課） 

☎ 0848-67-6013 
✉ shoko@city.mihara.hiroshima.jp

三原市就職ガイダンス（対面方式）
出展企業を募集！

全 国 商 工 会 議 所

東京海上日動火災保険株式会社　損害保険ジャパン株式会社
三井住友海上火災保険株式会社　あいおいニッセイ同和損害保険株式会社各地商工会議所お問い合わせ先 引受損害保険会社商工会議所名簿日本商工会議所制 度 運 営https://hoken.jcci.or.jp商工会議所の

保 険 制 度 H P

経営者本人と従業員の、病気やケガによる休業時の「所得減」を補償します。
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●一部の商工会議所では、本プランを取り扱っていない場合があります。取り扱いの有無はお近くの商工会議所にご確認ください。
●本広告は概要を示したものです。補償の内容、対象業種は引受保険会社によって異なります。ご加入にあたっては必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。
●お見積り、ご加入手続き、保険内容のご不明点は、お近くの代理店または引受保険会社までご連絡ください。

商工会議所では、本制度のほかにも各種保険・共済制度を取り扱っております。詳しくは、お近くの商工会議所にお問い合わせください。

本広告は、日本商工会議所が有限会社石垣サービスの協力のもと制作したものです。

休業補償プラン
公的な社会保障制度（政府労災保険の休業補償給付など）という
セーフティーネットのない自営業者も加入可能!

休業前の所得と公的補償の差額をカバーすることで、安心して
生活水準を落とすことなく療養に専念できます!

休業の所得減を
カバーすると…

!

公的補償のない
自営業者でも…

!

●入院中のみならず、自宅療養期間中の就業不能も補償
●就業外での病気（新型コロナウイルス・新型インフルエンザ含む)・ケガまで補償（国内外を問わず、365日24時間補償）
●医師の診査が不要で加入手続きが簡単
●天災（地震・噴火・津波など）によるケガも補償
●家事従事者の方も加入可能
●介護も補償
●１年を超える長期休業も補償

新型コロ
ナ

ウイル
スも

補償

379×168

業務災害補償プラン

全 国 商 工 会 議 所

あなたの会社が「業務災害補償プラン」に加入していれば!

多様化・複雑化の傾向にある「労災事故」から会員企業も従業員もお守りします。

会員企業には… 資金繰りに影響を与えること無く、
高額な損害賠償金が支払い可能に!

従業員には… パート・アルバイトを含む
全従業員を包括補償で安心!

●全国商工会議所のスケールメリットによる低廉な保険料（一般加入と比べ約半額の掛金水準）
●労災賠償に備える「使用者賠償責任保険」を標準セット
●政府労災保険の給付を待たずに保険金のお支払いが可能
政府労災保険への加入が必要です（使用者賠償責任保険は給付決定後の支払いになります）。
●派遣、委託作業者のほか、下請負人も補償
●政府労災で認定された業務・通勤による精神障害、脳・心疾患などの疾病（新型コロナウイルス含む）や自殺などを補償
政府労災保険の認定を受けた場合に上乗せ補償を受けるプラン・特約に加入している場合。なお、厚生労働省HP(令和２年４月６日時点版)によれば、労働者が新型コロナウイルス感染症
を発症した場合、業務または通勤に起因して発症したものであると認められれば、労災保険給付の対象となります。労災保険給付の詳細については、労働基準監督署にご確認ください。

うつ病による自殺、
過労死などによる
労災認定件数が

増加

1億円を超える
高額な賠償事例が 発生

短期間労働者、パート、
アルバイト、派遣社員等
非正規雇用労働者の

増加

2014年
労働安全衛生法改正で
企業の安全配慮義務の

厳格化

●一部の商工会議所では、本プランを取り扱っていない場合があります。取り扱いの有無はお近くの商工会議所にご確認ください。
●本広告は概要を示したものです。補償の内容、対象業種は引受保険会社によって異なります。ご加入にあたっては必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。
●お見積り、ご加入手続き、保険内容のご不明点は、お近くの代理店または引受保険会社までご連絡ください。

商工会議所では、本制度のほかにも各種保険・共済制度を取り扱っております。詳しくは、お近くの商工会議所にお問い合わせください。

本広告は、日本商工会議所が有限会社石垣サービスの協力のもと制作したものです。

東京海上日動火災保険株式会社　損害保険ジャパン株式会社
三井住友海上火災保険株式会社　あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
大同火災海上保険株式会社（2020年10月補償開始）

各地商工会議所お問い合わせ先 引受損害保険会社商工会議所名簿日本商工会議所制 度 運 営https://hoken.jcci.or.jp商工会議所の
保 険 制 度 H P

新型コロ
ナ

ウイル
スも

補償
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三原商工会議所事務局員を
募集します

本所ホームページへ
広告バナーを掲載いただけます

＼イベントに出店してみませんか！／ ひろしま夢ぷらざ 三原特産品フェア開催＼イベントに出店してみませんか！／ ひろしま夢ぷらざ 三原特産品フェア開催

■応募資格　次に該当される方を募集します。
　 Word､ Excel等の基本的なPCソフトの操作、プリンター
（印刷機）の操作ができる方
■採用職種
　事務職（各種団体の事業の運営、会計処理等の事務）
■主な事業内容　受託団体の事務
■雇用期間
　令和４年３月31日まで
　（契約更新の可能性あり）
■採用予定人数　１名
　詳しくは本所ホームページをご覧ください
　https://www.mhr-cci.or.jp/cci/recruitment/
■お申込み・お問合せ
　☎ 0848-62-6155　採用担当（黒田）まで

■掲載位置
　本所ホームページ（TOPページ）の広告掲載枠
　※アクセス数：年間約70,000件（H31年度実績）
■掲載費用
　年間：24,000円（税込） /１枠
　広告バナーサイズ：197×67ピクセル
■掲載期間
　原則、４月１日～３月31日
　年度途中での掲載は月割とします（掲載は毎月１日）
■掲載できない広告
　詳しくは本所ホームページをご覧ください
　https://www.mhr-cci.or.jp/cci/service/kokoku.html#hp
■お申込み・お問合せ
　☎ 0848-62-6155　広報担当まで

　三原市の物産をより多くの方々にPRするため、広島市中区本通にある「ひろし
ま夢ぷらざ」において、昨年に引き続き「三原フェア」を開催します。
　９月８日（水）から21日（火）まで三原市内の特産品やお土産品を中心に、店舗の
店頭を中心に展示販売を行います。貴社の商品のPR、販売促進に是非お役立てく
ださい！

■開 催 日　９月８日（水）～９月21日（火)　９時～18時
■場　　所　ひろしま夢ぷらざ　　　　■申込締切　８月10日（火）
■お問合せ　☎ 0848-62-6155　担当（尾田）まで

採 用 情 報 広 告 情 報

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

福福山山港港輸輸出出・・輸輸入入ココンンテテナナ支支援援制制度度ののごご案案内内

広島のみなと 検索

コンテナ物流トライアル事業

対象期間

支 援 額
荷主に対して１ＴＥＵあたり5,000円

東南アジア発着貨物は
5,000円追加

フォワーダーに対して
１ＴＥＵあたり2,500円

トライアル輸送にかかる経費

上 限 額 500万円 100万円 100万円

支援の条件

①福山港を利用した新たな物流ルートであること
②国際海上コンテナ貨物であること
③福山港を利用することで物流面の改善効果・機能向上が見
込まれること

お問合せ

令和３年４月１日～令和４年３月31日

                      広島県東部港湾振興協会（事務局：広島県港湾振興課）
                      ＴＥＬ：082-513-4033　　　ＦＡＸ：082-223-2463
                      申請書のダウンロードはこちらから　http://www.hiroshima-minato.jp/

輸出・輸入コンテナ補助制度

新規利用又は県外港からの利用転換により，福山港で輸出入
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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『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」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。

「特定商工業者」について「特定商工業者」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）は特定商工業者ですか？あなた（貴事業所）は特定商工業者ですか？

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】
　東京五輪開幕。柔道史上初の兄妹
同時金メダルに、卓球男女混合ダブル
スの日本勢初の金メダルと連日の感動
をもらっています。スポーツの力って
すごいですね！まだまだ熱い戦いが続
きます。日本選手の活躍に期待！
� 砂谷

LINEの「友だち追加」から〔ID検索〕
または〔QRコード〕から登録するだけ
なのでとってもカンタン！

三原商工会議所

LINE ID   @914wzsaa

LINE公式アカウントLINE公式アカウントLINE公式アカウントLINE公式アカウント

●新型コロナウイルスに関する各種支援情報
●セミナー・講演会・イベント情報
●経営に関する様々なサービスの情報
●そのほか行政機関や会員サービスの情報

役立つ情報を
配信中！


