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議 員 視 察 研 修

マイクロツーリズム

瀬戸内笠岡諸島と矢掛を巡る旅

本所議員懇話会
（須﨑裕之幹事長）では、７月９日
（土）
から10日
（日）の二日間、議員視察研修旅行を実施しまし
た
（参加者21名）
。新型コロナウイルスの流行を背景に、
人の移動と「三密」を避けながら観光を楽しむマイクロ
ツーリズムとして実施しました。
マイクロツーリズムとは、コロナ禍で長引く自粛生活
の中でも小旅行を体験することで暮らしに活力を取り戻
すとともに、打撃を受けている観光業界を救う手段の一
つとして提唱されている短距離観光で、地域活性化の手
段としても注目が集まっています。
高速船で三原港を出港した一行は、普段は巡ることの

岡山県最南端の六島の灯台にて

ない瀬戸内海笠岡諸島の六島に向かい、地ビール工房で
ある六島醸造所を見学。高島、真鍋島を巡り笠岡に到
着。岡山市内で一泊の後、往年の名車に再び命を吹き込
み、美しく蘇らせるレストア専門工房のオールドボーイ
を見学。その後、江戸時代に旧山陽道の宿場町として栄
え、2018年に世界初の「アルベルゴ・ディフーゾ・タウン」
に認定された矢掛町に向かい、今でも当時の面影を残す
町並みを使った商店街再生事業、施設内で物産販売や飲
食を行わない独自コンセプトの道の駅「山陽道やかげ宿」
などを視察しました。地元である中国地方のまだ知らな
かった隠れた名所の魅力を再発見でき、たいへん有意義
な二日間となりました。

矢掛町商店街視察

三原市中小事業者負担軽減支援金
感染症に加え、原油価格や物価高騰の経営負担を軽減する支援金スタート！
長期化する新型コロナウイルスの影響
に加え、原油価格や物価の高騰により、
更なる経営負担を強いられている市内の
中小事業者に対して、当該事業者の負担
軽減・経営支援を図るために支援金が支
給されます。

●対象者
１．市内に本店
（個人事業主の場合は居住地）
及び事業所
（店舗）
がある
中小法人・個人事業主
２．下記の【条件A】又は【条件B】のいずれかに該当すること

詳しくは右の ▶︎
QRコードから

条件A

国の「事業復活支援金」の給付または市の「中小事業者
固定費支援金」の支給を受けていること

条件B

令和4年4月から令和4年6月のいずれかの月の売上が、平
成31年から令和3年の任意の年の同月の売上と比較して
30％以上減少している者

今
【2面】中心市街地活性化協議会 総会
【5面】各種支援金・補助金情報
【8面】「商工業者法定台帳」のご返信をお願いします

アクセスしてください 三原商工会議所

URL

月

の

内

容

【3面】YEGNEWS
【6面】道の駅みはら神明の里

駅長便

https://www.mhr-cci.or.jp

【4面】経営支援GOOD
【7面】職場で簡単メンタルヘルス

E-mail

info@mhr-cci.or.jp
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三原市中心市街地活性化協議会 総会
第２期基本計画の素案取りまとめ
７月４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33名、う
ち委任状７名）
開会にあたり、森光会長は「今年度中の内閣府認定を
めざす第２期基本計画は、昨年度からのワーキンググルー
プによるディスカッションなどを経て、ようやく素案の
取りまとめを行うことが出来ました。今後は、より民間
事業を中心としたハード・ソフト両面の事業を掘り起こ
し、目標の達成に向けて皆様との情報共有や事業の提案
などを、より積極的に行って参りたいと考えております
ので、ご協力をお願いいたします。
」と挨拶を述べました。
議事では、令和３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、第２期基本計画で掲げる目標数値や積算根拠に
ついて説明があった後、出席団体から「㈱まちづくり三
原 事業進捗状況報告」や「中小機構 まちづくり推進
施策パンフレット紹介」の説明をいただきました。
今後、８月５日までパブ
リックコメントを経て、国
との調整を行いながら、今
年度末の内閣府認定をめざ
して取り組んでいきます。

【第2期基本計画 3つの目標】
目標１ 賑わいの創出
目標指標：歩行者自転車通行量
目標数値

《現況値》
令和２年

《目標値》
令和９年

（平日）
21,575人／日
（休日）
17,871人／日

（平日）
24,286人／日
（休日）
20,540人／日

目標２ 商業の活性化
目標指標：商店街の空き店舗数
目標数値

《現況値》
令和２年

《目標値》
令和９年

73件

63件

目標３ まちなか居住の推進
目標指標：居住人口割合
目標数値

三原市の景気観測調査

《現況値》
令和２年

《目標値》
令和９年

8.4％

8.9％

令和 4 年 6 月期

全業種において、円安や、ロシアとウクライナの戦争による
原材料価格の高騰が影響しており、経営の悪化が免れない状況が続いています。
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。
【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▲31.6となり、前期3月調査結果の
▲30.7から0.9ポイント下向いた。
全業種では、円安や、ロシアとウクライナの戦争
による原材料価格の高騰が影響しており、経営の悪
化が免れない状況が続いている。また、価格への転
嫁を検討しながらも、取り組めていない業種が多く
みられた。一方で、コロナの蔓延防止が明け、県民
割などの効果により、一部のサービス業では徐々に
客足が戻りつつあるといった声もあがった。
■製造業：製造業全体の6月期のDI値は▲40.6となり、
前期3月期調査結果の▲29.7から10.9ポイント下向
いた。
■非製造業：非製造業全体の6月期のDI値は▲26.3と
なり、前期3月期調査結果の▲31.4から5.1ポイント
上向いた。

過去１年の景況ＤＩの推移（三原）
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合 ▲30.5

▲42.9

▲18.2

▲30.7

▲31.6

製 造 業 ▲20.0

▲37.8

▲23.7

▲29.7

▲40.6

非製造業 ▲38.2

▲46.3

▲14.0

▲31.4

▲26.3

総

R3.6月

９月

『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）

※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
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納涼例会リアル開催
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Satsuki Letter
～女性部会から皆様へ～

第35回中国地方商工会議所女性会連合会
〜東広島大会に参加〜
会長

幹事

中野 一将

７月13日
（水）
、宮浦の「中華レストラン 北京」にて納
涼例会を開催しました。
昨年は新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、オン
ラインにて納涼例会を開催しましたが、今年、三原市で
は状況が落ち着いてきているので、重々感染症には気を
付け、広島積極ガード店ゴールド認証を受けている店舗
で３年ぶりのリアル開催をいたしました。
近年、コロナ禍においてICT化が急速に進んできまし
た。オンラインは、時間・場所を選ばす開催できる、資
料等も電子化することができペーパーレス化にもつながっ
て行くというとても素晴らしいメリットがあります。しか
し、今まで当たり前のように行われてきた直接会って話を
するという方法も、オンラインと比べると、直接同じ空間
で対面して話せるので意思の疎通が図りやすい、参加者
同士の距離も縮められるというメリットがあります。
この納涼例会では、なごやかな雰囲気の中、異業種で
様々な世代の仲間たちがコミュニケーションをとることで
会員同士の貴重なつながりを作ることができました。
これからの時代、オンラインの普及・活用も大切です
が、やはり直接会って相手の顔を見て話をするという、今
までのスタンダードなコミュニケーションも大切にしなが
ら進んでいきたいと思えるような例会になりました。
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/

塚本 妙子

暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
変わらぬ日々のありがたみを感じる今日この頃です。コ
ロナもございますが、皆様どうぞ心穏やかにしっかり水
分を補給していただきながらお過ごしください。
私は、7月13日
（水）東広島市で開催されました、
「第35
回中国地方商工会議所女性会連合会 東広島大会」に出田
副会長、岩本幹事とともに出席いたしました。
大会に先立ち、各商工会議所女性会会長が代表で出席
し、中国地方商工会議所女性会連合会令和4年度総会が開
催。議題は慎重に審議され全て承認されました。
その後、人数制限はございましたが、会員の皆様も加
わり、38商工会議所168名が出席し、東広島大会がスター
ト。式典では、中国地方で唯一女性の、玉井優子広島県
副知事からご祝辞を頂戴し、ご活躍を嬉しく思いました。
講演会では、三原市大和町ご出身の講談師、日向ひま
わり氏が「寄席演芸『講談』に描かれる人の繋がり」をテー
マにご講話くださいました。
「講談は人の心を読む芸」と
おっしゃったのが印象的で、人と人との関わりに制限が
できたコロナ禍だからこそ、講談を聴いて楽しんで元気
になってもらいたいという強いお気持ちが伝わりました。
私も周りの方の心に寄り添い、行動したいと改めて感じ
ることができました。
会場を変え、厳重なコロナ対策のもと懇親会も行われ、
楽しい一時となりました。
女性部会に対する問合せ：事務局 實廣
（☎0848-62-6155）
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宣伝強化のためのデジタルサイネージの設置
～小規模事業者持続化補助金を活用して～

ペガサスみどり宮浦教室
〔代表者〕平田 靖
〔住 所〕三原市宮浦6-7-35
〔ＴＥＬ〕0848-62-1151
■仕事の内容について教えてください
個別指導塾の草分けとして40年以上の実績を持つ「ペ
ガサス株式会社」のフランチャイズとして2009年に創業、
業歴は12年になります。創業以来、PCの利用により質
の高い個別指導を指導者1名に対して生徒8名程度まで可
能とする小・中学生向けの個別指導学習塾として営業し
ております。
「地域の子どもは地域で育てる」を理念に、保護者面談
を通して「保護者と密接なコミュニケーションによる相
互理解のもと、同じ目線で子どもの教育を推進し、子ど
もたちの学ぶ力を増進すること」を目的に運営していま
す。
◆創業の動機
2008年に改定された学習指導要領により、文部科学省
は脱ゆとり教育を掲げ、義務教育における学習を量・質
ともに大きく向上させました。当時、私は我が子の通う
小学校でPTA活動をしており、学校教育に関わっていく
中で、当時の教員数や学習時間では新学習指導要領の内
容全てを子ども一人ひとりに定着させていくことはほぼ
不可能な状況にあると感じていました。そこで、学習塾
がその補填をせざるを得ないことを痛感しましたが、地
域の学習塾には昔ながらの集合塾しかなく、子ども一人
ひとりで異なる学習の遅れには対応しきれないと感じ、
地域に個別指導塾を開業するに至りました。

◆相談に来られたきっかけ
当塾は宮浦の幹線道路沿いに立地しているものの、看
板が目立たず、あまり知られていないという課題を抱え
ていたので、効果的な広報についてアイデアを得るため
に三原商工会議所を訪れました。

本所森川事務局次長
（経営指導員）が、宮浦
にて10年以上個別指導学習塾をされているペ
ガサスみどり宮浦教室の塾長 平田靖さんに
お話を伺いました。

◆小規模事業者持続化補助金について
相談する中で、販路開拓に必要な費用を補助していた
だける小規模事業者持続化補助金をご紹介いただきまし
た。この補助金を使ってデジタルサイネージの設置をす
ることにしました。デジタルサイネージにはPCから動画、
静止画をモニターに表示できるため、時期に合わせて入
塾につながる内容で案内を放映します。また、塾対象者
以外にも近隣の住民に親近感や安心感を持っていただけ
るよう、塾内の様子などを発信していく予定です。
さらに、塾の情報発信にとどまらず、町内会など地域
のニーズがあれば地域情報の発信に利用いただき、ささ
やかながら地域貢献に協力できればと考えています。
◆今後の展開
当塾の利点は「一人塾長塾」であり、そのキャパシティ
は「1対8の個別指導」によって決まっています。順調に
推移すれば2025年ごろには学習塾としては定員に達する
と考えられますので、以降はその生徒数を維持しつつ、
主として学生の通塾できない時間帯を利用して、社会教
育の分野に積極的に取り組んでいきたいと思っています。

聞き手：本所 経営指導員

森川 英明
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各 種 支 援 金・補 助 金 等 情 報
三原市中小事業者固定費支援金
◦申請期間
2022年４月１日～８月31日
◦支 援 額
１事業所あたり５万円
※国の「事業復活支援金」を受給していること
◦お問合せ
三原市役所 商工振興課 ☎0848-67-6072

まん延防止等重点措置等に伴う外出自粛等の影響
により、売上げが減少した市
内の中小事業者（個人事業主
を含む）に対して、家賃等の
固定費負担を軽減するために
支援金を支給します。

令和４年度 広島県働きがい向上促進支援補助事業

アフターコロナ対応経営革新
推進事業補助金
アフターコロナを見据え、新事業展開（デジタル化
を含む）などを図るための設備投資や、人材育成、販
路開拓などに取り組む経営革新計画を新たに作成し、
承認を受けた事業者に対して、経費の一部を補助し
ます
◦募集期間
第２回：令和４年６月１日～令和４年８月31日
第３回：令和４年９月１日～令和４年10月31日
◦補助金額等
補 助 率：２/３以内
補助限度額：上限1,000千円
◦対象者
新事業展開
（デジタル化を含む）
などを図るための
設備投資や、人材育成、販路開拓などに取り組む経
営革新計画の承認を受けている事業者
（30社程度）
※補助金申請には、経営革新計画の承認を受けてい
ることが必要となります。
◦お問い合せ
広島県中小企業団体中央会
「アフターコロナ対応経営革新
推進事業補助金窓口」
☎082-228-0926

8 月 定 期 相 談 会

「働きがいのある会社」
トップランナーを目指しませんか？
広島県では、「働きやすさ」と「働きがい」両輪
の働き方改革を推進しています。
働きがい向上に取り組む優秀企業の創出と自律的
な取組の促進を目的に、働きがい調査・研究機関
として世界的な活動を行う専門機関Great Place to
Work®の、「働きがい」の現状を可視化する従業員
意識調査に参加する県内企業に対し、調査費の一部
を助成します。
◦募集期間 令和４年７月１日(金)～９月30日(金)必着
◦特
典
◦調査の結果、専門機関の定めている水準を超え
た場合「働きがい認定企業」として認定され、
さらに、上位企業は「働きがいのある会社」ラ
ンキングや優秀企業として公表されます。
◦広島県は「働きがいのある
会社」を積極的に情報発
信、ＰＲします。
◦お問合せ
働き方改革推進グループ
☎082-513-3340

ご予約・ご相談は三原商工会議所へ

☎0848-62-6155

本所では各種経営相談に応じています。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

金融・税務・創業・経営に関する相談

毎日
（土日祝除く） 8時半～17時

本所経営指導員

17日、24日、31日 各水曜日 10時～16時

中小企業診断士

雇用労働関係相談

18日
（木） 13時～16時

社会保険労務士

事業承継・M&A

17日
（水） 13時～17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）

25日
（木） 13時～17時

経営相談

ご相談・ご予約は

相 談 員

（一社）
広島県発明協会

本所経営指導課（0848-62-6155）
まで
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駅長便（2）

「神明ちゃん」移動販売開始！！

５月16日
（月）
に、岡田市長、地元の保育園の園児のみなさんたちをお招きし
て、みはら神明の里移動販売車「神明ちゃん」の出発式を開催しました。
この「神明ちゃん」は、買い物にご不便されている皆様に向けた支援や地域
の見回りなど、地元に密着したサービスを行っていきます。
「神明ちゃん」のネーミングは、市内外多くのご応募の中から選ばれたもの
で、登場を知らせる楽曲は地元音楽家の永田氏に依頼し、ちょっぴりファン
キーで覚えやすくてクセになるメロディーを与えていただきました。
移動販売車発進計画から２年を経て完成した「神明ちゃん」は現在、お膝元の糸
崎地区、木原周辺、ダイヤハイツ周辺にむけて定期便を展開しています。みはら神
明の里の売場に並ぶたいていの商品は「神明ちゃん」で購入することができます。
タコ天やお惣菜、お弁当に本日のお刺身などお昼や夕飯にほしい商品をはじめ、
広島みはらプリンやクリームパン、神明鶏モモ肉や椿屋さんの豆腐、平本さんのお
はぎやオギロパン等人気商品を厳選してお届けいたします。

㈱まちづくり三原からのお知らせ
～新体制として再スタート②～

皆さま、初めまして。このたび統括補
佐を拝命し、４月より着任いたしました
松浦初実と申します。
松浦 初実 さん
私は、三原市の東の端っこ、海と線路
と国道と山々のギュッと詰まった細長い町、糸崎で生まれ
育ちました。三原市内の印刷会社に就職し、商業デザイン
に携わり、三原駅前周辺の商店の方々にかわいがっていた
だいた思い出があります。その後結婚し、福山に移り住ん
だのを機にデザイン事務所を開業、これまで生業にしてま
いりました。今年で27年目になります。昔と変わらず声を
かけ続けてくださった三原市の事業者さまの仕事をさせて
いただきながら、長い間「いつか故郷の三原市に関わる仕
事がしたい、三原市の役に立つ自分で在りたい」という気

持ちを胸の奥にあたためており、この度の統括補佐という
仕事に縁あって巡り会えた幸せを噛み締めています。
まちづくりに高い知見を持つ泉統括をはじめ、三原のま
ちづくりに関わる多くの方々の仕事が円滑に進むよう役割を
全うしながら、デザイナーでありブランドマネージャーであ
る私なりのまちづくり事業への取り組みを、皆さまとの仕事
の中で活かすことができたらと考えています。また、その取
り組みを通じて、たくさんの方にまちづくりへの興味を持っ
ていただき、一緒に進んでいきたいと思っています。
皆さまのご要望に沿えますよう、まちづくり三原に貢献
できますよう、努力を傾注してまいりますので、
どうぞよろしくお願い申し上げます。
URL：https://www.machi-mihara.info

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
福山港輸出・輸入コンテナ支援制度のご案内
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
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
輸出・輸入コンテナ補助制度

コンテナ物流トライアル事業
コンテナ物流トライアル事業
コンテナ物流トライアル事業
コンテナ物流トライアル事業
令和３年４月１日～令和４年３月31日
輸出・輸入コンテナ補助制度令和３年４月１日～令和４年３月31日
コンテナ物流トライアル事業
対象期間
令 和 ４令和３年４月１日～令和４年３月31日
年４ 月１日～令和５年３ 月31日
荷主に対して１ＴＥＵあたり5,000円
フォワーダーに対して
対象期間
令和３年４月１日～令和４年３月31日
荷主に対して１ＴＥＵあたり5,000円
支 援 額
東南アジア発着貨物は
トライアル輸送にかかる経費
フォワーダーに対して
荷主に対して１ＴＥＵあたり5,000円
１ＴＥＵあたり2,500円
支 援 額
東南アジア発着貨物は
トライアル輸送にかかる経費
フォワーダーに対して
5,000円追加
１ＴＥＵあたり2,500円
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
トライアル輸送にかかる経費
5,000円追加
荷主に対して１ＴＥＵあたり5,000円 フォワーダーに対して
１ＴＥＵあたり2,500円
フォワーダーに対して
支援
東南アジア発着貨物は
トライアル輸送にかかる経費
5,000円追加
上額
限額
額
500万円
100万円
100万円
支
援
東南アジア発着貨物は
トライアル輸送にかかる経費
１ＴＥＵあたり2,500円
上 限 額
500万円
100万円
100万円
１ＴＥＵあたり2,500円
5,000円追加
5,000円追加
①福山港を利用した新たな物流ルートであること
上限額
500万円
100万円
100万円
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 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
支援の条件
②国際海上コンテナ貨物であること
上額
限 額 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
500万円
100万円
100万円
上支援の条件
限
5
0
0
万
円
1
0
0
万
円
1
0
0万円
されたコンテナ貨物が10ＴＥＵ以上の場合
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
①福山港を利用した新たな物流ルートであること
されたコンテナ貨物が10ＴＥＵ以上の場合
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
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 込まれること
②国際海上コンテナ貨物であること
①福山港を利用した新たな物流ルートであること
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
されたコンテナ貨物が10ＴＥＵ以上の場合
広島県東部港湾振興協会（事務局：広島県港湾振興課）
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
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
②国際海上コンテナ貨物であること
広島のみなと
検索
広島県東部港湾振興協会（事務局：広島県港湾振興課）
支援の条件
②国際海上コンテナ貨物であること
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
ＴＥＬ：082-513-4033
ＦＡＸ：082-223-2463
お問合せ
込まれること
広島のみなと
検索
されたコンテナ貨物が10ＴＥＵ以上の場合
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
支援の条件
ＴＥＬ：082-513-4033
ＦＡＸ：082-223-2463
お問合せ
申請書のダウンロードはこちらから
http://www.hiroshima-minato.jp/
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
されたコンテナ貨物が10ＴＥＵ以上の場合
申請書のダウンロードはこちらから http://www.hiroshima-minato.jp/
込まれること
対象期間
対象期間
対象期間

お問合せ
お問合せ

お問合せ

輸出・輸入コンテナ補助制度
輸出・輸入コンテナ補助制度
輸出・輸入コンテナ補助制度

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

広島のみなと
広島のみなと

広島のみなと

検索
検索

検索
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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。

日本メンタルアップ支援機構
代表理事

大野 萌子
法政大学卒。一般社団法人日本
メンタルアップ支援機構
（メン
タルアップマネージャ資格認定
機関）代表理事、産業カウンセ
ラー、２級キャリアコンサルティ
ング技能士。企業内健康管理室
カウンセラーとしての長年の現
場経験を生かした、人間関係改
善に必須のコミュニケーション、
ストレスマネジメントなどの分
野を得意とする。現在は防衛省、
文部科学省などの官公庁をはじ
め、大手企業、大学、医療機関
などで年間120 件以上の講演・
研修を行い、机上の空論ではな
い「生きたメンタルヘルス対策」
を提供している。著書に『よけ
いなひと言を好かれるセリフに
変える言いかえ図鑑』
（サンマー
ク出版）
ほか多数。

西菓子舗
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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・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

『商工業者法定台帳』
のご返信をお願いします
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。

「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。

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、
商工業者にあてはまりますか？
いいえ

はい

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？
いいえ
はい
法人ですか？個人経営ですか？
法人

個人

いいえ

資本金額が
常時使用する従業員の数が20人
300万円以上ですか？
（商業・サービス業は5人）以上ですか？
はい
いいえ
はい
特定商工業者に
該当します。

「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。

特定商工業者に
該当しません。

「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。

第47回 三原やっさ祭り実行委員会からのお願い
8月12日
（金）
・13日
（土）
やっさ踊り・ステージイベント、
14日
（日）
花火フェスタ、
ステージイベントについての注意喚起
３年振りの開催となる第47回三原やっさ祭りです
が、今回はコロナ禍での開催となるため、踊り会場周
辺で長時間立ち止まっての観覧や大声を出してのご声
援はご遠慮くださいますようお願いいたします。また、
沿道での観覧は極力控えていただきますよう重ねてお
願い申し上げます。
さらに、花火会場の事前の場所取りはできませんの
で、観覧会場以外での観覧はお控えくださいますよう
お願いいたします。そして、お祭りの３日間は露店の
出店はありません。安心安全なお祭りの運営に皆様の
ご協力をお願い申し上げます。
発行所／三原商工会議所

やっさ踊りのコース図や花火会場の周辺規制図、
交通情報につきましては、やっさ祭りのホーム
ページからご覧いただけます。また、イベント
の詳細も掲載してお
り ま す の で、 詳 し
く知りたい方はQR
コードからご確認く
ださい。

編集／情報化委員会 〒723−8555 三原市皆実4丁目８−１

やっさ祭りホームページ▶︎

TEL 62−6155 ㈹ FAX 62−5900

印刷所／三好印刷株式会社

