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引き続き、感染防止対策を徹底しましょう！引き続き、感染防止対策を徹底しましょう！
　広島県に発令されていた「緊急事態宣言」は解除されましたが、急激な再拡大を避けるため、広島県では、
10/1～10/14まで継続して「集中対策」を実施することになりました。また、今後、秋冬季を迎えるにあた
り、新型コロナウイルス感染症に加え、インフルエンザ等の流行も懸念されるため、感染防止対策を緩めずに
過ごしましょう。

・マスクの着用、体調管理の徹底、手指消毒と手洗いの徹底、3密の回避、基本的な感染防止
　対策を徹底しましょう。
　（ワクチン接種後も気を緩めずに感染防止対策の徹底を！）
・体調に違和感を感じたら、かかりつけ医か広島県積極ガードダイヤル（☎082-513-2567）へ
　相談しましょう。

支 頑張る中小事業者月次支援金（県）
緊急事態宣言に伴う飲食店の休業・時短
営業、または外出自粛等の影響で売上が
30％以上減少した方がご利用できます。
※�売上が50％以上減少した場合は、国の
月次支援金の給付を受けている必要が
あります。現在８月分・９月分の申請
期間です。
◦支 援 額　�中 小 法 人　上限20万円/月�

個人事業者　上限10万円/月

　　　　　酒類販売事業者対象
　　　　　県内の酒類販売事業者の方々
を対象に、これまでの「頑張る中小事業
者月次支援金」の制度に上乗せして支援
金が支給されます。
詳しくはHPをご覧ください。

◦お問合せ
　　�頑張る中小事業者月次支援金センター�
☎082-248-6853

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

　　　　　　支  三原市中小事業者 
月次支援金支給事業

緊急事態宣言に伴う飲食店の休業・時短
営業、または外出自粛等の影響で売上が
30％以上減少した方がご利用できます。
※�県の頑張る中小事業者月次支援金（５月
分～９月分）を受給していることが条件
となります。
◦支 援 額　�１事業者あたり　上限５万円/月
◦お問合せ　�三原市商工振興課　☎0848-67-6072
詳しくはHPまたは同封のチラシをご覧ください。

支  月次支援金（国）
緊急事態宣言に伴う飲食店の休業・時短
営業、または外出自粛等の影響で売上が
50％以上減少した方がご利用できます。
※現在８月分・９月分の申請期間です。
◦支 援 額　�中 小 法 人　上限20万円/月�

個人事業者　上限10万円/月
◦お問合せ　�月次支援金相談窓口　☎0120-211-240

「広島県感染症拡大防止協力支援金」「広島県大規模施設等協力金」の対象者は、
同じ月次においては対象外です。

10月４日
開 始

追 加
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ご予約・ご相談は三原商工会議所へ　☎0848-62-6155定10 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 27（水） 13時～16時 社会保険労務士

　　　　　経営相談 14（木）・21（木）
28（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 12（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 20（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） 21（木） 13時～17時 (一社）広島県発明協会

コロナ
対策

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

支 広島県感染症拡大防止協力支援金（第4期・第5期）
　　　　　申請期限は10月29日（金）です。
令和３年８月４日～９月12日までを令和３年度第４期として、県の要請に協力した事業者に対して、�
協力支援金が支給されます。

　　　　　申請期間は10月１日（金）～11月19日（金）です。
令和３年９月13日～９月30日までを令和３年度第５期として、県�
の要請に協力した事業者に対して、協力支援金が支給されます。
◦お問合せ　広島県協力支援金センター　☎082-248-6851

期間中の全て休業または時短の協力をしなければ対象になりません。

第４期

第５期

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
◦締　　切　�今後複数回予定�

（電子申請）

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
◦締　　切　２/４以降複数回予定
� (電子申請または郵送申請)

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
◦締　　切　�11/10以降複数回予定�

（電子申請）

「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。

◦支 給 額
期間A（8/4～8/9）・期間B（8/10～8/19）

中小企業 大企業
時
短 2.0～7.0万円/日 最大19万円/日

休
業 2.5～7.5万円/日 最大19.5万円/日

期間D（8/27～9/12）＜緊急事態措置期間＞
中小企業 大企業

時
短 3.5～9.5万円/日 最大19.5万円/日

休
業 4.0～10万円/日 最大20万円/日

9/13～9/30＜緊急事態措置期間＞
中小企業 大企業

時
短 3.5～9.5万円/日 最大19.5万円/日

休
業 4.0～10万円/日 最大20万円/日

期間C（8/20～8/26）＜まん防措置期間＞
中小企業 大企業

時
短 2.5～9.5万円/日 最大19.5万円/日

休
業 3.0～10万円/日 最大20万円/日
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　９月16日
(木)、アッ
プデート経�
営委員会は、
講師に株式
会社中尾経
営�中尾友和�
先生をお招
きし、オン
ラインにて

９月例会を開催しました。
　テーマは『コロナに打ち勝つ営業販売戦略』。いつ終わ
るかわからぬコロナ禍において、コロナでマイナスの影響
を受けている事業者は、これまでと同じことを続けていて
も、そこから上っていくのはなかなか難しいかもしれませ
ん。この講義では、１．見通しを立てる。２．伸ばす事業を
決める。３．買ってもらうまでの道筋をイメージする。４．
道を太くする。の４つのステップを、実際にコロナ禍に対
応して今までになかった商品を開発し、話題になっている
建具屋さんの事例などを交えながら学びました。
　今まで作っていなかったもの、販売してなかったものを
取り扱うのは勇気がいることですが、しっかりした分析・
戦略のもと取り組めば、コロナ禍でも生き残りへの道、目
標達成への道が拓けると感じました。
　今回の例会はオンライン開催ながら、オブザーバーを含
めて24名の参加がありました。三原YEGは年齢の近い事
業者同士で交流ができますし、「学び」を得る場でもあり
ます。毎月のように、経営のヒントになる委員会を開催し
ています。事業をはじめられて年数があまり経過していな
い事業者の皆さん、一度ぜひ参加してみませんか？
　詳しくは、https://www.mhr-cci.or.jp/yeg/まで。

コロナに打ち勝つ営業販売戦略
アップデート経営委員会　担当副会長　住田慶二郎

第２期三原市中心市街地活性化基本計画策定に向け第２期三原市中心市街地活性化基本計画策定に向け
第１期計画の課題を整理第１期計画の課題を整理

　三原市中心市街地活性化協議会（会長：本所�森光会頭）
では、本年３月末で期間満了した三原市中心市街地活性
化基本計画（以下、「計画」）に続く、第２期計画の策定に
向けたワーキンググループを開催しました。
　初回のワーキンググループでは、第１期計画の総括と
課題整理をテーマに、目標値の達成度をはじめ市民アン
ケート結果などを基にグループに分かれて意見抽出を行
いました。
　現在、第２期計画に掲載する個別事業の掘り起こしや、
基本方針の策定などにも着手しており、中期的な市中心
部の賑わい創出の根幹となる重要な計画の内閣府認定に
向けて、三原市・㈱まちづくり三原・関係団体等と連携
しながら、素案の取りまとめを進めていきます。

【第２期計画の構成】
・第１期基本計画の評価・課題
・基本方針
・エリアの指定
・目標及び目標数値
・計画期間
・上位関連計画との整合性
・活性化に資する具体的な事業（官・民）　など
【第２期計画認定までのプロセス】

１期計画の
課題整理

２期計画の
基本方針等
策定

個別事業の
掘り起こし
（官・民）

素案取り
まとめ～
国との協議

認
　
定

Satsuki LetterSatsuki Letter
～女性部会から皆様へ～～女性部会から皆様へ～

Satsuki LetterSatsuki Letter

【申込・問合せ】事務局 實廣（☎0848-62-6155）

　コロナ禍が続きますが、皆様いかが
お過ごしですか。商工会議所会員の
皆様には平素より大変お世話になり
まして、誠にありがとうございます。
　2020年１月に国内で初めて新型コ
ロナウイルスの感染者が確認されて
から１年９ヵ月が経過しました。私
どもも、御祭の縮小や行事の中止、様々
な影響がございますが、感染予防対策を
行いながらお勤めをさせていただいております。
　ご参拝くださる皆様の、「コロナが早く収束するように
お参りに来ました。」「夏休み家族でどこへも行けなかっ
たので、八幡川に来てお参りして帰ります。」「子供の頃
体験した鮎のつかみ取りを思い出し、コロナの収束をお
願いしに来ました。」など、様々なお声を励みに宮司をは
じめ職員一同、新型コロナウイルスの収束と地域の発展、
皆様のお幸せを、自然豊かな八幡の地でご祈念申し上げ
ております。

　今後も感染
予防を講じつ
つ、小さな喜
びを大きく喜
び、笑顔を大
切に勤めてま
いります。
　皆様もどう
ぞお気をつけ
くださいま
せ。

御調八幡宮　禰宜　桑原 八千代さん （女性部会理事）
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経営支援
GOOD!
経営支援
GOOD!
経営支援
GOOD!
経営支援
GOOD!

　パリパリ食感が特徴の「府中焼き」と「鉄板焼き」のお店。
店内は落ち着いた雰囲気にサイドメニューも充実しており、
テイクアウトにも対応した人気店。

お好み焼き・鉄板焼き　２５ＳＴＡ
〔代表者〕前川　卓
〔住　所〕三原市宮浦3丁目34-28-2
〔ＴＥＬ〕0848-29-9846

――前川さんが、三原商工会議所に入会されたきっかけは？

　創業後、初めての申告時に、税務・融資など経営に関
する相談でき、経理ソフトの導入について教えてもらえ
るところだとも聞いて伺いました。

――開業時の入力は、１回限りのため仕分けが難しいで
すが、前川さんの日々の入力はほとんどできていました。

　消費税の課税事業者になった際には、消費税の課税方
式の選択をしないといけなかったのですが、その際も商
工会議所の税理士相談を利用させてもらい、本則課税、
簡易課税のどちらにすればよいか指導してもらい、業務
実態にあっている本則課税を選択することにしました。

――本則課税を選択されると、日々の経理ソフトへの入
力が少し大変になりますが、前川さんは、上手に入力さ
れていましたね。商工会議所の経営指導では、専門家へ
の取次や色々な補助金のご紹介もしていますので、気に
なることがあればお気軽に相談してください。

　最近では、持続化補助金の事業再開枠について、変更
時に確認をしていただきました。

――サポートの内容も、申請される方によって色々違い
ますが、前川さんの場合は、ご自身で上手にまとめられ
ていましたし、レスポンスも早かったですね。今回の持

続化補助金の活用方法をご紹介いただけますか？

　持続化補助金を活用することで、店舗を改修して、飲
食店営業許可の３類を取得したことにより、お弁当など
の販売ができるようになり、今後の販路拡大の一つとし
て考えられるようになりました。緊急事態宣言等で通常
の営業ができない状態が続いていますが、現状に合わせ
てできることをやっていきたいですね。

――今後のどのように事業を進めていきたいと考えられ
ていますか？

　開業して４年になり、常連の方も増えてきました。昨
年と今年は緊急事態宣言の発令などで通常通りの営業が
できていませんが、ご贔屓にしていただいているお客様
がテイクアウトの注文をしていただいているおかげで、
コロナ禍の中でも営業を続ける事ができています。コロ
ナ禍の影響は、飲食店だけではない、長年街の風景とし
て慣れ親しんだお店が閉じられ寂しい思いもしています。
事業を継続して雇用を続けることも、三原市に貢献する
ことの一つとも考えています。これからも頑張っていき
たいと思いますので、皆さまよろしくお願いします。

Vol.4

コロナ禍に対応した経営　　　　
　　　　～持続化補助金を活用～

店主の前川さんと担当の尾田経営指導員店主の前川さんと担当の尾田経営指導員
（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）

聞き手：本所　経営指導員　尾田　丈治

シソのり焼きシソのり焼き肉玉焼き肉玉焼き

25STA（ニコスタ）焼き25STA（ニコスタ）焼き
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　今回は、「キャッシュフロー計算書」についてお話しま
す。
　キャッシュフロー計算書は、一定期間の会社のキャッ
シュ（お金・預金）の流れ（増減）を表す計算書です。上場
会社等においては作成義務がありますが、中小企業は作
成義務がないためご存じない方が多いかもしれません。
　ではなぜ、中小企業とは関係のないキャッシュフロー
計算書についてここでお話しするのかというと、自社の
「キャッシュの把握」という視点を持っていただきたいか
らです。
　「損益計算書の利益＝獲得したお金」ではありません。
損益計算書は、一定期間に得た利益の額を計算する表で
あり、稼いだキャッシュを表していません。まだ回収さ
れていない売上や支払いが行われていない費用なども計
上されています。そのため、利益とお金にズレが発生し
てしまうのです。
　また借入金の返済や設備投資などを行えば、キャッシュ
は変動します。
　決算書を見ると利益が出ているのに、現金や預金はそ
れほど増えていない…と感じることがおありではないで
しょうか。
　それではキャッシュフロー計算書の構造を見ていきま
しょう。
　キャッシュフロー計算書は、現金の変動要因が分かる
ように、以下のように「営業活動」「投資活動」「財務活動」
に区分して表示され、それぞれの増減要因を明らかにし
ます。

　次にキャッシュフロー計算書の見るべきポイントをお
伝えします。
　３つの活動により得られたキャッシュの増減額を見て、
自社の資金状況を把握します。例えば、営業活動キャッ
シュフローがプラス、投資活動キャッシュフローがマイ
ナス、財務活動キャッシュフローがマイナスの会社は、
自社の本業でしっかりお金を稼いでおり、その稼いだお
金を投資や返済にまわす、という好循環が生まれていま
す。
　また、営業活動キャッシュフローがマイナス、投資活
動キャッシュフローがプラス、財務活動キャッシュフロー
がプラスの場合は、本業で利益を稼ぐことができず、資
産の売却、借入等でキャッシュを得ていることが分かり
ます。
　このように、３つの活動を組み合わせて自社の経営上
の問題点や課題を分析し、経営改善に役立てます。
　厳しい経営環境を生き残り、安定的に事業を発展させ
ていくためには、主体的に資金繰りを行わねばなりませ
ん。しかし決算書を見ても、資金が何によって生み出され、
また、何に使われたのかが、パッと見では分かりくいです。
そこで資金の活用状況を分かりやすく整理してくれるの
が「キャッシュフロー計算書」なのです。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　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。
　キャッシュフロー計算書の作成方法を詳しく知りたい
方は、ぜひお越しください。

キャッシュフロー計算書って、
どんな表？

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

キャッシュフロー計算書の構造

Ⅰ　営業活動によるキャッシュフロー

Ⅱ　投資活動によるキャッシュフロー

Ⅲ　財務活動によるキャッシュフロー

Ⅳ　キャッシュの増加・減少額

Ⅴ　キャッシュの期首残高

Ⅵ　キャッシュの期末残高

本業の営業活動でどのくらいお金を獲得したか

(Ⅳ＋Ⅴ)

固定資産の取得や有価証券の購入など、将来のためにどの
くらい投資したか、また回収したか

どのくらい資金調達（借入金の調達や社債の発行）を行い、
または返済したか

(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)
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㈱まちづくり三原からのお知らせ 第17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

　９月12日（日）、第３回リノベーション実践塾の１回
目をZoomにて開催しました。今年も、三原のまちを魅
力的にしたいと思う人や、リノベーション起業のスキ
ルを学び自身の活動に活かしたい人、具体的にリノベー
ション起業を検討したい人など様々な思いのある皆さ
んにご参加いただきました。
　まずは、対象となるまち・通り、物件の魅力や情報
について説明。次にＡ・Ｂの２チームに分かれて、昔
映画館だったシネパティオを題材に「まち・通り、物
件の魅力」、「自分たちの強み」、「想定されるターゲッ
トやニーズ」、「魅力的なサービス・事業」について活
発に意見交換を行い、以下の様々な案が集まりました。

―通りの魅力―
・お作事通りは落ち着いた雰囲気がある
・まちの中心にあり駅から近く利用しやすい
―シネパティオの魅力―
・ホールは防音がきているので音楽系に活用できる

・人が集まり利用できる良い空間になる
―想定されるターゲットやニーズ―
・音楽バンドなどの練習活動拠点にできる
・スタートアップの人たちが交流する支援拠点になる

　これから塾では、各塾生が中心市街地の自分の考え
たい物件をテーマに学び・検討しながら魅力的な起業
プランを作っていきます。

　中心市街地の対象エリア内の空き家・空き店舗を活
用した魅力的なリノベーション起業プランの創出と具
現化を支援するコンテストを開催します。
■募集期間：11月１日（月）～令和４年１月20日（木）
■賞金総額：100万円
　�詳しくはまちづくり三原のHPをご覧くだ�
さい。
　https://www.machi-mihara.info/renocon

第3回リノベーション実践塾
を開催しました

　

　三原地域連携推進協議会�産学官連携部会（部会長：本
所�平野専務理事）では、三原地域における大学と地域の
交流及び産学官連携を推進し、三原都市圏の発展に寄与
することを目的に、様々な事業を行っています。
　その一つに、私がご相談をお受けしている「産学技術
交流相談室」があります。県立広島大学で教鞭をとって
いた経験を活かし、三原の事業者の皆様と県立広島大学
や関係機関との橋渡しなど、産学連携のコーディネート
をさせていただきますのでお気軽にご活用ください。

■日　　時　毎週水曜日　10：00～17：00
■場　　所　三原商工会議所
■お問合せ　☎0848-62-6155（担当：實廣）

■コーディネート一例
市内事業所�⇔�県立広島大学
・小児電動義手及び福祉用具開発の
　共同研究
・開発商品の付加価値を高めるための
　生理学的、機能解剖学的検証実験

地域・市民�⇔�県立広島大学
・海浜セラピー
　（砂浜ウォーキング）
・砂浜歩行で生まれた鷺ラッポ

市内事業所�⇔�県内大学
・インソールのバイオメカニクスに関する研究

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

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.18

「産学技術交流相談室」を活用してみませんか？「産学技術交流相談室」を活用してみませんか？
産学官連携コーディネーター　産学官連携コーディネーター　大塚 彰大塚 彰

予告 リノベーション実践起業コンテスト

��【産学技術交流相談室　開設日】

―――――――��※現在問題を抱え、専門家のアドバイスをご希望の方は、ご予約の上お越しください。―――――――
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夢ぷらざ みはら特産品フェア ＼おうちで楽しめる／オンライン開催

Fuku-Bizが出張相談を行います

三原から海と大地の恵みをPR！ ひろしま空の日2021ふれあい秋まつり
　本所観光・交通委員会（上田隆政委員長）では、三原臨
空商工会と協力し、９月８日（水）～９月21日（火）の期間
中、広島市中区本通にある広島県アンテナショップ「ひ
ろしま夢ぷらざ」において、三原市内の特産品を集めた
「三原特産品フェア」を開催しました。
　本所からは会員事業所14社(商品68種類)が出展し、三
原の名物である各種たこ製品、饅頭、煎餅などの定番商
品や、工芸品など多くの品々を展示委託販売し、三原の
特産品を広くPRしました。
　本フェアは、毎年９月期に開催しています。「夢ぷら
ざ」が本通りに立地していることもあり、いろいろな層
のお客様が来店するため、例えば、期間中に実施できる
店頭販売を活用して、商品のテスト販売を行うことも可
能です。
　来年も同時期に開催する予定ですので、是非、貴社商
品PRや販売促進、販路拡大にご活用ください。

　　　　ＰＩＥＣＥ　升本 慎之介さん
　お店の看板商品であるチーズケーキ
や数種類の焼菓子を販売しました。初
日は、16時くらいに売り切れました
が、午後からあまり売れ行きが伸びま
せんでした。２日目は数を増やして挑
んだのですが、前日より人出が多かっ
たのか昼過ぎには完売となりました。
　今回初めて出店してみて、色々な可
能性があると感じたので、また出店し
てみたいと思います。

　10月17日（日）、今年は１日限定
のオンラインで開催します。参加・
視聴は無料で、YouTubeを使用した
広島空港潜入オンラインツアーのク
イズ大会や、インスタグラムフォト
コンテストを実施。
　クイズの正解者やコンテストの優
秀者には素敵なプレゼントをご用意
しています。是非ご参加ください！
■日　　時　10月17日（日）　11時00分～16時00分
　　　　　　※参加・視聴無料
■配信方法　広島空港からYouTube配信
　　　　　　https://youtu.be/ASlJUL-VDIM
■お問合せ　ひろしま空の日2021ふれあい秋まつり
　　　　　　実行委員会　☎0848-67-6011
　イベント内容など詳しくはHPをご覧ください。
　https://www.city.mihara.hiroshima.jp/�
　soshiki/21/fureai-akimatsuri.html

　福山ビジネスサポートセンターFuku-Biz（フクビズ）が、
事業の悩みや起業に関する相談を受け付けます。この機
会に是非ご活用ください。
■日　　時　10月18日（月）�11時00分～17時00分
　　　　　　１事業者につき１時間（先着５事業者）
■場　　所　三原市役所
■アドバイザー　�池内�精彦�氏�

（フクビズ・プロジェクトマネージャー）
■対 象 者　�市内に事業所を有する、又は市内に事業所

を開設する予定のある方
■料　　金　無料
■お問合せ　三原市�商工振興課　☎0848-67-6072
　詳しくは三原市HPをご覧ください。
　https://www.city.mihara.hiroshima.jp/
　soshiki/24/fuku-biz2020.html

広島空港
マスコットキャラクター
ソラミィ

初出店
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持続可能な関係
取引先との

を築くために！

大企業と中小企業が

共に成長
するために！

パートナーシップ構築宣言は
2020年6月に創設されました。 詳しくは

Webへ

https://www.jcci.or.jp/partnership/

取引先と共存共栄関係を築こうと考える経営者の皆様へ

メリット・効果は？

取引先とのパートナーシップを強化するなど「新たな共存共栄関
係の構築」を企業の代表者名で宣言（コミット）するものです。

「宣言」が公式ポータルサイト※に掲載・公表されます 宣言企業は「ロゴマーク」を使うことができます
中小企業庁のニュースリリースにも
掲載されます（不定期）。
　
※(公財)全国中小企業振興機関協会の運営サイト

一部の補助金で加点措置が受けられます
「ものづくり等補助金」や「省エネ補助金」等で加点措置が受けられます。

「宣言」の取組みを実践することで
SDGsも同時達成することになります

今や多くの企業が取組む「SDGs」（持続可能な開発目標）
「宣言」を通じて次の5つの目標に取組んでいることになります。

名刺にロゴマークを入れて、取引先との共
存共栄の関係を築こうとする会社（ホワイ
ト企業）であることをアピールできます。

最新の支援措置（補助金の加点措置）等
は、ＱＲコードから ご覧いただけます。

日本商工会議所 会頭　

三村 明夫
多くの企業が宣言することで
新たな共存共栄関係を構築しましょう

制度改正に伴う専門家派遣等事業

適正な取引価格の実現
価格交渉ができる関係に！

下請代金の支払条件改善
資金繰りの改善！

新たなパートナーシップ
規模・系列を超えた連携
お互いWin-Winの関係で！

Webサイトではパートナーシップ構築宣言の仕組みや目的などの動画、
PDFをご覧いただけます。

「パートナーシップ構築宣言」プロモーションビデオ

～アフターコロナを勝ち抜く
トップの決断！～

「月刊石垣」別冊

「パートナーシップ構築宣言」
特集号

https://www.biz-partnership.jp/
info.html#chap-subsidy

パートナーシップ構築宣言とは？ あらゆる規模・業種の企業や個人事業主に宣言いただけます

発行所／三原商工会議所　〒723−8555 三原市皆実4丁目８−１　TEL 62−6155㈹　FAX 62−5900　　編集／情報化委員会　　印刷所／三好印刷株式会社

「パートナーシップ構築宣言」をご存じですか？　登録企業募集中！

広島県最低賃金は

令和3年10月1日から

時間額 899 円です。

（9月30日までは、871円でした。）

広島県最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されます。年齢、性
別、雇用形態（常用・臨時・パート・アルバイト等）、支払形態（月給・日給・
時給等）の別を問いません。
■最低賃金に算入しない賃金
　(1)�精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
　(2)�時間外、休日及び深夜の割増賃金
　(3)�臨時に支払われる賃金及び�1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
■お問合せ　三原労働基準監督署　☎0848-63-3939


