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Information
■■■

中国地方商工会議所 広島県代表者

■■■

広島県内の商工会議所を代表して
佐々木会頭が事例発表を行いました。
6月17日に下関市内で開催された、第74回中国地
方商工会議所連合会総会において広島県代表事例発
表があり、当所佐々木会頭が発表を行いました。
農商工連携「スマート農業」の取り組み、当所管内で
の急激な人口減少への対策など、大きく５つの事業に
ついて発表しました。
総会に参加された、
日本商工会議所の三村会頭から
「もっと一時間ぐらい聞きたい内容だ」
との言葉もいた
だき、大変有意義な発表となりました。

新しい視点で発信することを目指している。
●働く人にスポットをあてた企業ガイドブック、
HP
の作成。
●学校へのアプローチ

（

４．観光振興「庄原古民家ステイ推進協議会」
庄原古民家ステイプロジェクトの実施について、
●庄原地域に点在する歴史的価値を 持つ古民
家の魅力を生かす。
●快適に過ごせるようにリノベーションを施す。
●庄原観光活性化に活用すること。
現在、庄原市内で２棟のリノベーションを行い今年
秋のオープン予定。

（

１.農商工連携「スマート農業事業」
雇用確保が困難な中山間地域において、従来技術
や機械化の限界を超えた「より効率的な経営を実
現すること。
●「作業時間の総量削減」
●「同時作業による作業人数削減」
●「熟練操作の不要化」
よ
 り現実的な少ない人数での大規模経営を可能とす
る一貫体系モデルにまとめることを目的に行うこと。

（

５．地 域交通対策「新モビリティサービス推進事業」
（過疎地域版MaaS実証実験）
地域公共交通確保維持改善事業補助金申請につい
て、システム構築にあたっては、既存のシステムを
極力有効活用しつつ、
AIの援用によるサービスも挿
入し、高い持続可能なシステム・仕組みの導入を目
指している。
●公共交通空白地での生活・観光交通両立型デマ
ンド交通の運行実験
●観光地回遊GMSの導入実験
●生活交通利用者向け医療・買い物サービス予約
実証実験
●交通生活観光系サービスのアプリ
●Web一元化対応による機能・需要の可能性実験

（

２．人口問題「庄原の人口問題をとことん考える民間会議」
民間の事業所・団体等を中心として、
３部会を設け、
各部委員による協議を進めている。
  まち
  ひと
  しごと

（

～居住・地域～
～医療・介護福祉・教育～
～雇用と兼業（農林）
～

●官民でのワーキング推進事業
●外国人グローバル人材確保・定着促進事業
●移住定住トータルサポート事業
●定住促進につながる住宅の整備事業

3．雇用対策「庄原でいきいき働く協議会」
人
 材不足が深刻化し企業側の経営を圧迫する危機
的な状況が続いている中山間地域において、庄原の
魅力を最大限に発揮する「ワークライフバランス」の
広島弁護士会所属
（弁護士登録番号47310）

三浦益隆法律事務所
業務内容

弁護士

三浦 益隆

■ 離婚・相続などのご家庭の問題

■ 債権回収・契約書チェックなどの企業様の法務

■ 交通事故・近隣トラブルなどの事故対応

■ その他法律業務全般・訴訟代理

〒727‐0012
広島県庄原市中本町一丁目3－1 渡辺ビル2階
庄原警察署隣 レッツ様2階

〒727-0012
庄原市中本町二丁目13-24

☎０８２４ｰ７４ｰ６３１０

http://sogo-service.sakura.ne.jp

https://www.miuramitsutaka-law-oﬃce.com/
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庄原商工会議所と三浦益隆法律事務所との間で
“会員様における法律相談”
に係る覚書を締結しました。
この度、庄原商工会議所と三浦益隆法律事務所（広
島県庄原市中本町一丁目３番１号 渡辺ビル２階）
と
の間で会議所会員事業者における法律相談に係る覚
書を締結しました。これにより、以降に庄原商工会議所
が主催する「無料法律相談事業」において、三浦弁護

士が担当弁護士として無料相談に応じる機会※を設け
ることが可能となり、
より一層の会議所会員向けサー
ビスの拡充が実現しました。今後、無料法律相談事業
の詳細が決まり次第、会員の皆様にご案内する予定と
しております。

1.本事業の開催回数は年間（4月1日から翌年3月31日までの間）
2回とし、事
業実施1回あたりの開催時間は、
半日とする。
2.本事業の開催場所は、庄原商工会議所内とする。
3.本事業の1回あたりの相談時間は、
30分から1時間以内とする。
4.本事業とは別に、仲介ないし紹介によって事業者等の相談に対応した場合に
も初回相談1回に限り相談料は無料とする。その場合の相談時間は、
1回あ
たり30分から1時間以内とし、相談場所は適宜の場所とする。

事 務 所

三浦益隆法律事務所
〒727-0012 広島県庄原市中本町一丁目３番１号

渡辺ビル２階

電話 0824-74-6310 ＦＡＸ 0824-74-6311

略

歴

昭和６０年１月１１日、庄原市（旧比婆郡）高野町新市生

２０１２年

新市小学校、高野中学校、広島新庄高校を卒業。

委 員 会

２００８年

東京都立大学法学部法律学科卒業

２０１１年

東北大学法科大学院修了

第二東京弁護士会

紀尾井町法律

事務所入所
２０１４年

島根県弁護士会

法テラス島根法律

事務所入所

司法試験合格

２０１６年

最高裁判所司法研修所にて司法修習

２０１７年 広島弁護士会 三浦益隆法律事務所 開設

開始（６５期）

２０１９年

・高齢者障害者委員会

同法律事務所代表弁護士就任
現在に至る。

公 職 等（任期終了含む）

・高齢者障害者虐待対応専門職チーム

・島根県地域生活定着支援センターアドバイザー

・刑事弁護センター委員会

・山陰法科大学院アカデミックアドバイザー

・法教育委員会

・庄原市公契約条例等検討委員会委員

・生存権擁護委員会

・庄原市情報公開、個人情報保護審査会委員

夜間の宴会予約承ります
人数・時間・内容 お問い合わせください
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受講
無料

各種セミナーご案内
[会場] 庄原商工会議所

軽減税率導入への対応と対策

2階

会議室

キャッシュレス決済入門セミナー

今年の10月に消費税率10％へ引き上げられ、同時に

近年、買い物の支払時にクレジットカードやスマートフォ

軽減税率が導入されます。これに対して、ただでさえ納

ン、電子マネー等で支払う
「現金を使わないお金のやり

税の資金繰りや価格転嫁で苦しんでいる中小企業がど

取り
（キャッシュレス）」が急速に普及しています。
１０月

のような対策を事前に取り、実行していくかが今後の事

の消費増税に伴い、政府は、中小店舗で現金以外の支

業継続において重要になってきました。制度に対する正

払い方法で買い物をした人に５％ポイント還元するなど

しい知識と、具体的な対応策を用意できている企業は

の景気対策を検討しています。これからは「現金しか使

少ないのではないでしょうか…本セミナーでは、消費税

えないお店は取り残されてしまう」と言っても過言では

増税と軽減税率導入に関する最新の情報と導入時に困

ありません。本セミナーでは、電子マネーの基礎から

らない対応・対策についてわかりやすく解説いたします。

キャッシュレス化のメリット・デメリット、最新決済サービ

是非この機会に多数のご参加をお待ちしております。

スまで、皆様に役立つ情報をご紹介・解説いたします。

　　　　経営財務コンサルタント

[講師]（株）フォーグッドコンサルティング 取締役
宗形 悠平 氏

　　　 中小企業診断士

[日時] 2019年8月20日（火）14：00～16：00

[日時] 2019年9月20日（金）

[定員] 20名（定員になり次第締め切ります。）

　　　14：00～15：50（セミナー）

[講師]ナインソーツコンサルティング（株） 代表取締役
野村 忠史 氏

　　　15：50～16：50（個別相談）
[定員] 20名（定員になり次第締め切ります。）

みんなの花火を大募集
☆☆個人・団体・有志など、
一切問いません。
どなたでも参加可能☆☆
庄原の夏の夜空を彩る上野公園の花火大会に多くのみなさんの気持ちを花火にしてみてはいかがですか。

１口１万円(税別)で何口でも可能です。
○○高校△年卒３年Ａ組一同

４０年間お世話になりました

待望の子供が誕生しました

花子＆太郎結婚おめでとう！
！

※「みんなの花火」はグループ・サークル・個人で花火を打ち上げるプログラムです。

2,700
1時間

当日

内装仕上工事知事許可番号（26）13812

24時間

1,080 円 3,240 円 4,320 円
1,296 円 5,940 円 7,020 円
1,620 円 8,100 円 9,180 円

TEL・FAX（0824）72-0602
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No.

84 ひろしま県民の森
住所

〒729-5602

TEL

0824-84-2011

営業時間

！

こんな仕
事
やってま～す

広島県庄原市西城町油木156番地14
定休日

（売店）7：00～21：00

不定休
（日帰り入浴）11：00～19：00

会 員 情 報

（ランチ）11：00～14：00 （ディナー）要予約
見てよし、食べてよし
レストラン「比婆山」

流れ星の声が聞こえる宿

ひろしま県民の森
四季折々に様子を変え、

秋の収穫祭
ステーキ会席

県民の森がお迎えします。
ゆったりスペースに落ち着いた色調の

９月６日（金）～10月６日（日）
森のフワフワ
パンケーキ

ランチメニュー
も多数ご用意し
ております。

お部屋と大浴場でくつろぎの一時を．．．。

１日限定30名様（要予約）
最高の食材と、シェフの感性が生
み出す創作フレンチコース料理。
満点の空と
共にお楽し
み下さい。

ひろしま県民の森
キャンプ場

★

ひろしま県民の森

ひろしま
県民の森
スキー場

256

至西城

六の原川

このコーナーは会員さんが自由に使っていただけます。会社（事業所）
・お店の紹介をしませんか？
お申込み・お問合せ 庄原商工会議所 会員情報担当 北村

遠慮なくなんでもお問い合せ下さい。

広島北部地域職業訓練センター職業訓練
講　　座　　名

期　　　　間
水

9/4 ～ 9/25

水

9/5・9/6

木・金

9/11・9/12

水・木

ISO14001内部環境監査員養成研修

9/12・9/13

木・金

中間管理職研修
（学習し合う新時代のミーティング研修）

9/26・9/27

木・金

9/2 ～ 10/21

月・水

Word基礎コース

9/2 ～ 9/25

月・水

ＪＷ－ＣＡＤ講座

9/3 ～ 9/24

火

9/30 ～ 10/21

月・水

一般事務講座
（実務編）
監督者訓練
第４科(安全作業のやり方）
中間管理職研修
（コミュニケーション能力向上研修）

Word ＆ Ｅｘｃｅ
ｌ基礎コース

Ｅｘｃｅ
ｌ基礎コース

（時間は変更になる場合があります）
時間

9/4

ＯＪＴ指導者養成研修

9:00～
16:00
13:30～
16:30
8:45～
17:00
9:00～
16:00
9:00～
16:00
9:00～
16:00
13:30～
15:30
13:30～
15:30
13:30～
16:30
13:30～
15:30

定員
(人)
10
10
10
10
15
10

受 講 料 (会員)
　　〃　　    (一般)
9,000 円
10,000 円 　　
12,000 円(ﾃｷｽﾄ代別)
15,000 円 　　〃　　　
18,000 円(昼食費込)
21,000 円 　　〃　　　
18,000 円(昼食費込 )
20,000 円 　　〃　　　
16,000 円
19,000 円
18,000 円(ﾃｷｽﾄ代別)
20,000 円 　　〃　　　

10

14,000 円(ﾃｷｽﾄ代別)

10

8,000 円(ﾃｷｽﾄ代別)

15

8,000 円(ﾃｷｽﾄ代別)
10,000 円 　　〃　　　

10

8,000 円(ﾃｷｽﾄ代別)

※定員になり次第、受付を締め切らせていただきます。ご了承ください。 ※時間は変更になる場合があります

http://www.nswest.co.jp

庄原市新庄町３６６－２
ＴＥＬ 0824-72-2033
ＦＡＸ 0824-75-0020
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県融資制度

◎マルケイ融資（小規模事業者経営改善資金）
2,000万円
1,500万円を超える融資の場合は事業計画書の提出が必要です。

融資

まるごと

日本政策金融公庫国民生活事業

（運転資金:7年以内・設備資金:10年以内）

金
利 1.21％（7/1現在）
◎普通貸付
運転資金 4,800万円（５年以内）
設備資金 4,800万円（10年以内）
金
利 1.25％～
（返済条件により利率が変わります。）
◎セーフティネット貸付
運転資金 4,800万円（５年以内）
設備資金 4,800万円（15年以内）
金
利 1.25％〜
返済期間、担保保証人の有無によって利率が変わります。

◎小規模事業資金（信用保証付）
運転資金 1,250万円（10年以内）
設備資金 1,250万円（10年以内）
金
利 1.40％

庄原市融資制度
運転資金
設備資金
金
利

1,000万円（10年以内）
1,500万円（10年以内）
2.10％（信用保証付）

詳しくは、庄原商工会議所までお問い合わせ下さい。



TEL72-2121

熱 中 症 対 策 は で き て い ま す か？
暑くなり、熱中症になりやすい時期になりました。皆さん、熱中症対策はできていますか？熱中症は、炎天下の屋外
だけでなく、高温多湿な室内や体が夏の暑さに慣れていない時期にも起こります。熱中症対策を心がけましょう。

～熱中症の症状と対処方法～
初期の症状

やや重症の症状

重症の症状

めまい、
立ちくらみ
筋肉のこむら返り

頭痛・吐き気
倦怠感

意識障害、
言動がおかしい、
まっすぐ歩けない
体温が高い

対応方法
涼しい場所へ避難し、
体を冷やしましょう。
水分・塩分を補給しましょう。
症状が回復しない場合は、医療機関へ受診しましょう！

対応方法
救急車を呼び、すぐに医療機関を受診しましょう！
救急車を待つ間、
氷や水で体を冷やしましょう。

（首・脇の下・足の付け根など）

②仕事場の環境を整える。

～熱中症の予防方法～

エアコンや 換 気 などで部 屋 の 温 度を28度 以 下に調 整
しましょう。 難しい場合には、扇風機で冷気をまわしたり、
濡れタオルで汗を拭いたりして熱を逃がしましょう。また、
1時間に1回程度の休憩を設け、高温多湿な仕事場での
連続作業時間を短くしましょう。

①上手に水分を補給する。

日常の水分補給は、水やお茶を飲みましょう。汗をたくさ
んかいたときには、スポーツ飲料や経口補水液を飲みましょ
う。 スポーツ飲料は、カロリーや
塩 分 量が高 いため、 飲 みすぎに
は注意しましょう。また、コーヒー
に含まれるカフェイン、ビールな
どの 酒 類に含まれるア ルコー ル
には、 利 尿 作 用が あるため、 熱
中症予防には向きません。

③暑さに負けない体を作る。

バランスの 良 い 食 事やしっかりとした睡 眠をとりましょ
う。ビタミンB1（豚肉、大豆製品など）やビタミンC（夏
野菜など）、クエン酸（梅干しやレモンなど）は熱中症予
防におすすめです。これらの栄養素を意識したバランスの
良い食事を心がけましょう。
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6月

50年間で最大の133名の死者を出し、行方不明

木 曜 会

者は5名となっています。災害復旧復興事業等の
予算としては昨年度及び今年度の合計で累計
294,253百万円に及ぶとのお話しでした。

6月20日に木曜会を

その他、中山間地域復興の取り組み（チャレン

開催いたしました。今回

ジ・里山ワーク拡大事業、自律的な活動実践に向

は、広島県議会議員 小林

けたクラウドファンディング活用支援）、せとうち

秀矩様から
「県政報告」を

DMOと庄原市の取り組み（庄原市内の古民家を

していただきました。

リノベーションした宿泊施設2棟を今秋オープ

昨年7月の豪雨災害、

ン）、スマート農業の取り組み（ロボット、AI・Iot等

又、県北の中等教育につ

の先端技術を活

いて、令和元年度から始

用した実用化）に

まる森林に関する新税（森林環境税）
について、広

ついてもお話しい

島県の課題等幅広く報告いただきました。

ただきました。

昨年7月の豪雨災害は、関連死を含めて過去

景況早見表

特に好調

（50＜DI）

見通し

サービス

資金繰り
前年比

売

見通し

卸

業況

前年比

設

見通し

建

従業員
前年比

売

見通し

小

仕入単価
前年比

造

見通し

製

全
中
全
中
全
中
全
中
全
中
全
中

採算

前年比

全企業

見通し

産業別

売上高
前年比

項目別

国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
好

調 （25≦DI＜50）

まあまあ （0≦DI＜25）

不

振 （▲25≦DI＜0）

きわめて不振 （DI＜▲25）

※上記マークを参考にして景況早見表をご覧下さい。

ひろしま牛

民間車検場

黒毛和牛

株式会社
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みづほ

広島県庄原市新庄町王子88-59

TEL 0824-72-1163㈹

広島県庄原市新庄町382-1

TEL 0824-72-4521㈹

Information

●お問い合せ先

庄原商工会議所

庄原市東本町1-2-22
TEL0824-72-2121

FAX0824-72-6608

業務のご案内
●不動産の名義変更 ●成年後見
●相続登記・遺言
●会社の登記
●借金の整理
●簡易裁判所訴訟代理等

〒７２７ｰ０００４
広島県庄原市新庄町２８１－１

詳しくはホームページに記載しています。
庄原 司法書士

広島北部司法事務所

検索

（訴訟代理権認定第524014号）
（司法書士登録番号828号）
平成２９年４月１日より庄原市役所前に事務所移転しました。

新住所 〒727-0012 広島県庄原市中本町一丁目8番16号 TEL0824-72-2315
（要予約）
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