
　本所では、５月20日(月)に「キャッシュレス決済の最
新動向と導入へのポイント」と題して、ブリッジソリュー
ションズ㈱代表取締役　阿部満氏を招き、キャッシュレ
ス決済の概要と仕組みや導入にあたっての軽減税率補助
金、IT補助金についてお話いただきました。（参加者33名）
　日本のキャッシュレス決済比率の現状は20％以下で、
そのうち半分以上がクレジットカード利用です。国では、
インバウンド旅行者の利便性向上等のため、2025年には
40％の決済率を目ざしています。消費者が店舗を探すツー
ルは、検索サイトが主流ですが、決済方法からの検索も
可能で、事業所にとっては、
広報ツールの一つと考えるこ
とも出来ます。
　導入にあたっては補助金制
度やポイント還元などもあり、
取り組みやすい環境となって
いますので是非この機会にご
検討ください。

アクセスしてください　　　　　　　　　　三原商工会議所　URL　http://www.mhr-cci.or.jp　　E-mail　info@mhr-cci.or.jp

【2面】三原商工会議所議員改選特集
【5面】時代を読み解くツボ
【8面】2019ミスやっさ決定

【3面】三原商工会議所議員改選特集
【6面】はしご酒からのお知らせ

【4面】相談所コーナー
【7面】三原地域連携推進協議会だより

今 月 の 内 容
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運輸車輛部会・観光･交通委員会 講演会
「2021年に民営化する広島空港の現状をきく　～広島の空と海のみなとから三原の魅力の発信へ」

講師　阿部 満氏

　昨年５月１日に開
局したＦＭみはらが、
皆様のお陰で無事１
周年を迎え、５月１
日（水）開局特番「開
局１周年だよ！全員

集合」を放送しました。この放送では、スタジオのある
三原リージョンプラザで開催されたイベントとのコラボ
により放送し、会場を訪れたお子様等に放送体験等の催
しを行いながら身近なＦＭ局をＰＲしました。
　開局後約２ヶ月で西日本豪雨災害が発生し、関係機関
等と連携しながら何とか市民の皆様に役立つ情報を提供
するための放送も経験したＦＭみはら。その教訓を生かす
ため、この１周年を記念して、５月からはスマホ等でも放
送を聴くことができるサイマル放送を開始しました！
　また、三原市が事業所を対象に緊急告知端末の配布も
開始しています。生活情報・緊急放送ともに三原市の情
報発信のため、会員各位のスポンサー協力もお願いします。

会員事業所の方も是非導入検討ください！！ ５月中にサイマル放送も開始!
キャッシュレス決済の動向を知るセミナー開催 87.4Mhz ＦＭみはら 開局1周年

　本所運輸車輛部会（田中綜一部会長）、観光・交通委員
会（水兼勇人委員長）では、５月14日（火）「広島の空と海
のみなと」と題し、広島県土木建築局 宮津智文空港港湾
部長を招き、講演会を開催しました。（参加者40名）
　広島空港は、今年３月に運営を民間委託する実施方針
が公表され、会員事業者の方からも注目が高くなってい
ることから、講演会の企画・開催が実現しました。
　講演では、まず広島空港について、これから行われる

「空港経営改革」の制度概要や内容について説明いただき、
その後すでに民営化されている仙台・高松など、他港の
空港経営改革の事例を交え、お話いただきました。
　続いて、広島県の主な港湾について、県の港湾・海岸
をめぐる諸情勢、広島県内の港湾計画改訂の説明の他、
三原市の貝野地区の埋立状況が進み、工業用地利用がで
きないかという意見も出ていることも紹介されました。
　出席者からは、「三原は空港があることを上手くアピー

ルできてな
いように思
う。有効な 
方法はあり 
ま す か。」
等の質問を
述べられ、
宮 津 空 港
港湾部長より、高松の事例を挙げ、アピールする方法や、
他市、他県と連携し広く三原の魅力を発信すること、わ
ざわざ三原に来たいと思っていただける付加価値の創造
が必要と成功事例が紹介されました。
　今後、空港の経営改革が地域の活性化に繋がり、また、
小早川隆景公の時代から、天然の水際都市であった三原
の海の魅力をより多くの方に知っていただきたいと改め
て考えることができた講演会でした。

小学生を対象にDJ体験
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　三原商工会議所議員は、令和元年10月31日をもって３年間の任期が満了し改選となり
ます。このため、令和元年８月から10月にかけて新議員の選出を行います。商工会議所
議員は、商工業者を代表して、商工会議所の事業運営に関与し、地区内における商工業の
総合的な改善発達を図る事業の推進役となって、地域における商工業の振興と地域社会の
進展にご尽力いただく重要な役割を担っています。
　会員の皆様には、議員改選が円滑に行われますようご協力をお願い申し上げます。

 議員は商工業者の代表です
　「議員選挙」と言うと、よく国会や地方議会の議員選
挙と間違われることがありますが、「商工会議所法」とい
う国の法律の中で、商工会議所は会員の中から地域商工
業者の代表として議員を選ぶことが定められています。
　選ばれた議員は、商工会議所の最高議決機関である

「議員総会」の構成員として、商工会議所の運営につい
て意思決定を行うことになります。

 議員の定数は75名
　三原商工会議所の議員選挙は、広く商工業者の意見を
反映させるために、75名の議員を幅広い分野の中から
選出いたします。
　その選挙や選任方法によって３つに区分されており、
商工会議所法第41条の２項１．２．３に規定されている
ことから、１号議員、２号議員、３号議員と呼ばれてい
ます。
　これらの議員選挙・選任は、令和元年の８月から10
月にかけて、３号→２号→１号の順で行われますが、こ
の１号から３号の議員は選出の方法によって区分され
ているだけで、議員改選が終了した時点で議員は全て同
一の資格となります。

◆1号議員（38名）
　会員や特定商工業者の投票によって選ばれる議員

◆2号議員（26名）
　業種別の部会ごとに選任される議員

◆3号議員（11名）
　会頭の推薦によって選任される議員

 6月30日で選挙人名簿調整
　本所の選挙管理委員会は、６月30日時点で、選挙権
を持つ会員を掲載した選挙人名簿を調整します。選挙人
名簿に記載のない会員は、選挙に参加することができま
せん。

 会費の納入はお早めに！
　議員選挙で選挙権を持つことができるのは、本所の会

員と特定商工業者の二者に限定されます。ただし、会員
や特定商工業者の資格があっても無条件に選挙権が与え
られるわけではなく、次のような制約があります。

◆会員の場合
① 平成30年度の年会費を原則として平成31年３月31日

までに納入していること。また、平成31年４月１日
以降入会の会員の場合は、平成31年度会費全額を6月
30日までに納入していること。

② 本商工会議所の管轄区域内に事業所があり、営業して
いること。

◆特定商工業者の場合
　平成30年度の特定商工業者負担金を令和元年６月30
日までに納付していること。

会員と特定商工業者の相違

■会　　　　員
　 　会員は任意加入制度で、三原市内の事業所

の商工業者のほか、本所の定款に定める団体
および個人が会員になれます。商工会議所の
運営を支え、事業活動の推進力になるのが会
員です。

■特定商工業者
　 　本所の場合、資本金または出資金が300万円

以上の事業所、または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
上の事業所は、商工会議所法の定めるところに
より特定商工業者として指定され、法定台帳の
提出と負担金1,000円の納付が定められていま
す。

 1号議員選挙　定数38名
　１号議員選挙は、議員定数75名のうち38名を投票に
よって選出する制度ですが、公職選挙が「人が人を選ぶ」
ものとすれば、この議員選挙は「企業が企業を選ぶ」わ
けで、そこには公職選挙には見られない特別のルールが
設定されています。

投票権は最高50票
　公職選挙では20歳以上の男女に１人１票の選挙権が

三原商工会議所 
議 員 改 選 議員改選のお知らせ議員改選のお知らせ

議 員 選 挙 を ご 存 じ で す か ？
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認められていますが、この１号議員
選挙の場合は、会費の口数に応じて
複数の投票権を持つことができま
す。（会費１口に対して２票の投票
権）
　ただし、投票権には上限があり、
１会員あたりの票数は、最高50票
までとされています。
　特定商工業者については、令和元
年６月30日までに平成30年度の負
担金を納付している事業所に１票分
の投票権が付与されます。

 2号議員の選任　定数26名
　商工会議所は、地域経済の総合的
な発展を図るという重大な使命を
担っており、地域商工業者の代表と
しての議員は幅広い業種の中から選
出されるのが望ましいことは言うま
でもありません。そこで、その趣旨
を実現するために考案されたのが、
この２号議員の選任です。
　本所の会員は、業種別に５つの部
会に分けられていますが、２号議員
の選任は、この５部会の会議の議決
をもって議員を選任する制度です。
　なお、部会に召集されるのは会員
が対象になるため、特定商工業者に
は２号議員の選任権はありません。

 3号議員の選任　定数11名
　３号議員は、本所の運営維持に功
績がある学識経験豊かな会員から選
任されるもので、会頭が常議員の同
意を経て会員のうちから選任する議
員のことです。
　このため、一般の会員には、３号
議員の選任権はありません。

 会費と役職会費
　商工会議所の議員は無報酬です。議員は多額の会費を
負担しつつ、商工会議所の運営に参画しています。

会　　費 役職会費
1号議員 33口 132,000円 会　頭 600,000円
2号議員 50口 200,000円 副会頭 300,000円
3号議員 66口 264,000円 常議員 100,000円

監　事 100,000円
議　員 30,000円

 選挙負担金と運営資金負担金
　また、３年に１度の議員改選時には、１号議員は届出
と同時、２号議員および３号議員は就任承諾と同時に選
挙負担金と運営資金負担金を納付していただいています。

選挙負担金 運営資金負担金
1号議員 50,000円 100,000円
2号議員 50,000円 100,000円
3号議員 50,000円 300,000円

■選挙に関する業務　　平日9:00～17:00、第１・第３・第５土曜日9:00～12:00
月　日 項　　　　　　目

060／010（土） 議員選挙選任に関する公告

060／30（日）
選挙人名簿の調整日
１号議員の選挙権及び被選挙権・２号議員の選任権被選任権・
３号議員の被選任権有資格者票取得のための会費納入期日

070／22（月） 選挙人名簿縦覧期間の公告

070／23（火）
２号議員候補者の選定開始
７月31日までに５部会役員会開催（スケジュールの協議と候補者
の選定）

070／29（月） 選挙人名簿縦覧期間開始、異議申し出の受付開始、所属部会の
選定開始

080／050（月）
選挙人名簿縦覧期間終了
１号議員選挙権個数及び被選挙権の確定
２号議員選任に係る所属部会、部会員、口数確定
３号議員候補者の承諾取付け

080／090（金） ２号議員選任のための書類発送

080／21（水）
【常議員会】

常議員会開催
２号議員各部会の割当定数決定、選任公告
３号議員の選任同意、選任通知

080／26（月） ３号議員辞退届の締切

080／28（水）

１号議員選挙期日、場所、時間、議員定数の公告
１号議員選挙関係書類発送
１号議員立候補受付開始
１号議員代理投票名簿照合受付開始
２号議員選任開始
９月11日までに５部会総会開催

090／030（火） ３号議員就任承諾書、職務を行う者の届出の提出期日
090／12（木） ２号議員選任通知
090／17（火） １号議員立候補受付締切

090／18（水） １号議員選挙立会人の選任
２号議員辞退届の締切

090／24（火） １号議員代理投票手続き終了
１号議員立候補辞退届の締切

090／27（金） ２号議員就任承諾書、職務を行う者の届出の提出期日
10／010（火） １号議員選挙投票日、即日開票、当選通知発送
10／020（水） １号議員当選確定の公告
10／040（金） １号議員辞退届の締切
10／15（火） １号議員就任承諾書、職務を行う者の届出の提出期日
10／31（木） 現議員の任期満了

議員選挙選任日程 ※令和元年10月31日改選

商 工 会 議 所 議 員 は 無 報 酬 で す
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　製造業の盛んな三原市。機械や食品といった幅
広い「ものづくり」が市内では日々行われており、
日本中や世界各地に供給されています。
　三原商工会議所では、工場見学を受け入れてい
ただける事業所を募集しています。
　受け入れ可能な事業所はご連絡ください。
　詳細はHPをご覧ください。
http://www.mhr-cci.or.jp 
/sangyokanko/
担当：生産工業部会
　　　太田まで

三原商工会議所では、
工場見学受け入れ可能な
事業所を募集しています!

販路開拓をお考えの小規模事業者の皆様へ
『小規模事業者持続化補助金』をお使いください！！

相 コ談 ー所 ナ ー

　ＩＴ相談会では、パソコンやメール、スマートフォン、
ホームページの運用に関するいろいろな疑問やお悩みに
ついてご相談に応じます。例えば、ホームページの開設
やアクセスアップは、どのようにすればいいのか？！など
お悩みの方は、お気軽にご相談ください。
　過去にご参加いただいた方の再受講も歓迎いたします。

開催日：７月２日（火） 13：00～17：15
　　　　相談時間（お一人）/１時間　４事業所限定
場　所：三原商工会議所　会議室
講　師：アピオ　代表　天 羽 一 敏 氏
受講料：無料（三原商工会議所会員の方に限る）
主　催：三原商工会議所　情報化委員会

◦13：00～14：00
◦14：05～15：05
◦15：10～16：10
◦16：15～17：15

申し込み方法
改めて会員事業所様宛にFAXにて申込用紙を送信い
たします。そちらをご利用ください。

　平成31年度「省エネルギー投資促進に向けた支援補助
金」の公募が開始されています。
　この補助金は、工場・住宅・ビルにおける省エネ関連
投資を促進することで、エネルギー消費効率の改善を促
し、徹底した省エネを推進する補助金で、国内すべての
法人・個人事業主が対応となります。

■公募締切　2019年６月28日（金）　※17：00必着
■公募要領　https://www.enecho.meti.go.jp/
　※詳細は、上記資源エネルギー庁のHPをご覧ください。
■問合わせ
　経済産業省
　資源エネルギー庁
　（03-3501-1511）

QRコードからも
アクセスできます！

　本所では、三原市のよりよいまちづくりのため、毎
年10月に「三原市予算編成に対する要望書」を市に提
出しています。
　今年度も要望書を作成するにあたり、会員の皆様に
地域商工業の活性化や一般福祉増進のためのご意見を
募集します。

　お寄せいただきましたご意見は、部会・委員会等で
審議の上、要望書に盛り込ませていただきますので、
本所までご連絡ください。
　これまでの要望書の内容につきましては、下記ホー
ムページをご覧ください。
http://www.mhr-cci.or.jp/cci/youbou/

「三原市予算編成に対する要望書」へのご意見を募集しています

コストカットにつながる情報、教えます！！
省エネ補助金を知っていますか？！

　平成30年度第２次補正予算「小規模事業者持続化補助
金」の公募が４月25日より開始しています。
 概 要
　本事業は、小規模事業者が自らの経営を見つめ直し、
事業の持続的な発展に向けて経営計画を作成して販路開
拓等に取り組む際の経費の一部を補助するものです。
　経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みに
対し、50万円を上限に補助金が出ます。また、計画の作
成や販路開拓の実施の際、商工会議所の指導・助言を受
けることができます。
 公募締切
2019年６月12日（水）【最終日当日消印有効】
 対象者及び補助率等
●対 象 者：商工会議所地区で事業を営む小規模事業者
●補 助 率：補助対象経費の３分の２以内
●補助上限：原則50万円
 公募要領
詳しくは以下のHPをご覧ください。
https://h30.jizokukahojokin.info/

 問合わせ
本所経営指導課（0848-62-6155）
小規模事業者持続化補助金事務局（03-6447-2389）

個別 I T相談会のお知らせ
パソコンやメール、スマートフォン、ホームページの運用など

ＩＴに関するお悩みの、経営者様、ご担当者様へ

秘
密
厳
守
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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。

1966年生まれ。1989年東京大学
法学部卒業。1993年東京大学大
学院法学政治学研究科修士課程
修了。2016年ハーバード大学経
営大学院AMP（上級マネジメン
トプログラム）修了。日本興業
銀行調査部などを経て、2007年
大和総研入社。2014年同社・常
務執行役員チーフエコノミスト。
2015年より現職。財務省、総務
省、内閣官房、内閣府、参議院
などの公職を歴任。2011年より
株式会社財界研究所「財界賞・
経営者賞」選考委員会　選考委
員。テレビ東京「ワールドビジ
ネスサテライト」レギュラーコ
メンテーターとしても活躍中。

熊谷　亮丸／くまがい・みつまる

株式会社 大和総研
常務執行役員 調査本部副本部長 チーフエコノミスト
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　私は沼田東で両親と共
にトマト農園を経営して
います。以前は東京で会
社勤めをしていましたが、

実家のある三原に戻り農園を継ぎました。
そんな折、現副会長の吉永さんから青年部
会を勧めていただきました。トマト作りに
はやりがいを感じる一方で、以前と比べて
人と接する機会は減っていました。これは
経営者として成長していく良い機会だと思
い、青年部会に入会させていただきました。
　手探りで参加した青年部会は、一人一人
が滔々と意見を述べる、まさに自立した経
営者の集まりでした。異業種の観点から新
鮮な意見・刺激を多くいただくこともでき
ました。さらに変化があったのが三原につ
いての考え方です。これまで私は三原をし
がない地方都市として客観的にしか見てい
ませんでした。しかし青年部会の方々は、
三原の交通の便や福祉など良い面を話題に
し、三原の事を主観的に捉えて街を盛り上
げようとする気概に溢れていました。その
姿勢に感じ入り、私自身も三原の事を自分
事として捉えていくようになりました。
　今では仕事にもその姿勢を反映させ、ト
マトもできるだけ多く三原市内で販売する
方針に変えていっています。
　今後も経営のこと、そして三原について
青年部会で切磋琢磨して学び、自身の三原
での仕事に活かしながら、美味しいトマト
でわがまち三原に還元していきたいです。

※ 事前予約制ですので、電話等で本所経営指導課ま
でお問合せください。

　産業財産権制度（特許・実用新案・意匠・商標）に
詳しい相談担当者が、個別でご相談に応じます！！

毎月第4木曜日に開催

秘密厳守

日　　時：６月27日（木）13：00〜17：00
場　　所：三原商工会議所  1F会議室

第44回三原やっさ祭り協賛イベント
浮城・歩ラリ～はしご酒開催決定!

　今年の半どん夜市は、本町中央
通り一丁目商栄会・帝人通り商栄
会・宮沖商栄会・浮城東通りにお
いて、６月15日～８月３日の各土
曜日に開催します。
　商店街の中に、さまざまな夜店
が建ち並び、大人から子どもまで
たくさんの人出で賑わう、懐かし

い風景がそこにはあります。ぜひ商店街にご来場ください。

■開催期間及び場所
○本町中央通り・本町一丁目、帝人通り
　６月15日・22日・29日　７月６日・13日・20日
○宮沖（宮沖公民館）　７月27日　
○浮城東通り（イオン三原店駐車場内）　８月３日

■開催時間　18：00～21：00
※詳細は、（https://www.mhr-cci.or.jp/handon/）をご覧ください。

三原のまちに
還元していきたい

　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、ぜひ一度ご参加ください。詳
しくは、本所青年部会HPをご覧ください。
■URL　http://www.mhr-cci.or.jp/yeg/

谷本農園
　谷本 健拓 さん

第
10
回

夏 の 風 物 詩
三原『半どん夜市』がはじまります三原『半どん夜市』がはじまります

　三原駅周辺の活気と賑わいを創出するために始まったはしご酒も、
今年で10回目となりました。多くの皆様のご参加お待ちしております！

■日　　時：７月24日（水）　START 19：00 / GOAL 20：30
■チケット販売：６月24日（月）より
　　　　　　１枚3,000円（２人もしくは４人でご参加ください。）

参加店の募集について
■販売場所：三原商工会議所、飲食組合、うきしろロビーなど
■参加資格：広島県飲食業生活衛生同業組合三原支部・本所・（一社）

三原観光協会のいずれかの会員で、港町・城町・本町・
館町に店舗が所在し、はしご酒当日に酒類を提供できる
飲食業者。

■登録費用：無料 ■締 切 り：６月７日（金）
■説 明 会：６月24日（月）15：00～ ■場　　所：サン・シープラザ
※詳細はこちら⇒https://www.mhr-cci.or.jp/hasigo/
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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:http://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.10 

ＪＳＴ未来社会創造事業
― 橋渡し人材との意見交換会（事業説明会）に出席して ―

産学官連携コーディネーター
大塚 彰

"閲覧できます" 商工みはら
バックナンバー
　本所では、ホームページにおいて、

『商工みはら』バックナンバーを公開
しています。過去の情報をご覧にな
りたい方は、ご利用ください。
■ https://www.mhr-cci.or.jp/
syoukou-mihara アクセスしてください　　　　　　　　　　三原商工会議所　URL　http://www.mhr-cci.or.jp　　E-mail　info@mhr-cci.or.jp

【2面】浮城交流会 【3面】駅前東館跡地活用事業 【4面】三原市の景気観測調査
【5面】時代を読み解くツボ 【6面】相談所コーナー 【7面】消費増税対応イベント
【8面】さつき祭りのお知らせ

今 月 の 内 容

三原商工会議所報

第624号
平成31年4月26日発行

　本所青年部会（角張吉昭会長）は、４月16日（火）、三原
シティホテルにおいて、平成31年度通常会員総会を開催
しました。当日は来賓として伊達副会頭と平野専務理事
を招き、会員・OBら27名が参加しました。（委任状15名）
　総会では、平成30年度事業報告・収支決算、役員改選、
平成31年度事業計画・収支予算に関する件について審議
が行われ、いずれも原案通り承認されました。
　新役員は次の通りです。

＜平成31年度役員＞
会　　長　角張　吉昭（三陽環境管理㈱）
直前会長　竹野　芳幸（竹野八百屋）
副 会 長　松村　健悟（Consulting Switch）
　　　　　吉永　周平（㈲よしなが）
　　　　　泉田　義博（㈱イズタコンサルタント）
幹　　事　鹿林　和浩（ハンコ卸売センター三原店）
　　　　　木下　貴弘（㈲自動車共和国）
監　　事　住田慶二郎（みはら広告）
　　　　　水戸　英裕（hair GARAGE）

　総会では、角張
吉昭新会長より平
成31年度のスロー
ガン「勇往邁進」
が発表されまし
た。続いて、事業
方針として、「Ｙ
ＥＧ会員には、恐れることなく自分の目標、目的に向かっ
て前進して欲しい。自社に関して、自社のなりたい姿を
もう一度明確にしていただきたい。次にYEG活動にあたっ
て、何のために活動しているのか目標をしっかり考えて
欲しい。最後に自分自身について、自分は何の為に生き
ているのかを見つめ直し、目標に向かってください。」と
述べました。
　また、方針を実現するために設置されたまちゼミ委員会
（中野一将委員長）、実践アウトプット委員会（中野辰悟委
員長）の各委員長より具体的な事業計画が示されました。
　総会終了後は懇親会を行い会員相互の交流を深めまし
た。

「勇往邁進」をスローガンに掲げ活動
平成31年度通常会員総会開催

青 部年 会

挨拶を述べる
角張会長

新入・若手社員ビジネス基礎セミナー新入・若手社員ビジネス基礎セミナー
～学生から社会人への意識改革とエチケット・マナーのスキルを学ぶ～

　本所では、４月22日(月)に新入・若手社員ビジネス基
礎セミナーを開催し、新入社員をはじめ42名の方が参加
しました。講師に人材育成コンサルタントSelanStyle代表
　原田正美氏を招き、美しいお辞儀のポイントや名刺を
受け取り方・渡し方などについて、実践を交えながらわ
かりやすくお話いただきました。
　企業が求める人材として、コミュニケーション力が上
げられます。コミュニケーション力とは「話し手」と「聞
き手」が双方で行うものであり、伝えたい事柄（意思・情

報・感情など）を言葉や表情、態度で表
現することで、「伝えたい」が「伝わる」
に変化します。
　身だしなみを整えることも、相手にス
ムーズに伝えるためのポイントです。
　さらに名刺交換では、自分の名刺が相
手の正面になるよう、名刺入れに入れて
おくとスマートな動作となります。
　また、上司、先輩への報告の仕方は、結論→理由→経
過→所見の順番に話します。何を話したいかを伝えるこ
とで相手は今聞く必要があるか、後でもよいかを判断す
ることができるようになり、相手の立場になることが良
好な関係を作ることにつながります。
　今回のセミナーは、参加者が顔を合わせる形で実施し
たことで、グループ協議や相互に実践しながら学べるも
のとなり参加者にとても好評でした。お辞儀の練習をする様子

講師
原田 正美 氏

◆毎週水曜日「産学技術交流相談室」開設　産学官連携コーディネーター　大塚　　彰
◆月1回程度（不定期）開設　（株）まちづくり三原　統括マネージャー　滝口　隆久

　４月22日、岡山大学津島キャンパスにて開催された、
国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）主催の「未来
社会創造事業の紹介」に出席しました。
　JST未来社会創造事業とは、科学技術により「社会・
産業が望む新たな価値」を実現する研究プログラムです。
その内容は、経済・社会的にインパクトのある目標を定め、
基礎研究段階から実用化が可能かどうか見極められる段
階（概念実証；POC）に至るまでの研究開発を実施するの
です。それには、以下の３点が挙げられます。

（１）斬新なアイデア発掘による、実現したい価値の設定
として、科学技術でつくりたい未来社会像のテーマ
アイデアの募集。

（２）実現したい価値に向けたアプローチの採用。設定さ
れた実現したい価値（What）に向けて、どのように

（How）シーズを育てるかというシナリオを描く。（エ
ンド・ゲーム・アプローチの手法の採用）

（３）ハイリスク・ハイリターン研究を支え
る環境の提供の提供として、失敗を許
容する環境を用意。

　（３）を実現するためには、①公的な研究
資金の投入：自己負担のないチャレンジ、
②スモールスタート：まずは実証研究から、③ステージ
ゲート：選択と集中（体制の再編として統合・加速・強化・
中断・中止など）、④スパイラル型研究開発：柔軟な研究
推進（手法や体制変更・基礎研究のへの回帰など柔軟に変
更）、⑤緊張感と一体感あるガバナンス：運営統括と協働
でも問題解決、そして⑥JSTが一緒に支援・推進すると
しています。
　未来社会創造事業は、コンセプト・構想＋エビデンス：
POCに辿り着くための道筋が描ければスタートできます。
　広島県には強い大学が多くあります。三原市にも県立広
島大学保健福祉学部があり、協働して是非チャレンジして
みてはいかがでしょうか。ご相談をお待ちしております！

㈱まちづくり三原からのお知らせ 第６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 氏

　三原の
中心市街
地のまち
や通りの
魅力、強
みを発見
し、まち
を変える

空き店舗、空き家の活用を考え活かしたリノベーショ
ン実戦講演会を開催します。
　まちを変えたい！空き店舗等のリノベーションを行
い魅力あるお店を計画、経営したい方は是非ご参加く
ださい。
　講演では、川越市の名もなき交差点の長屋物件を自
分たちの手でリノベーションを行い、魅力ある店舗を
誘致し人々が集う拠点にした苦労やプロセス、人々と
行った実践活動、さらには自立型民間まちづくり会社

㈱80％を設立し、まちを変える様々な活動
のお話しをしていただきます。

■講演テーマ：「このまちを愛して生きていく
　　　　　　　  ～まだ見えていないものとは～」
■第１部：14時00分～　まちを変えるリノベーション

実践を目指す、自立型民間まちづくり会社㈱80％に
よるリノベーション実践講演

■第２部：～17時30分　三原の中心市街地のまちの魅
力を活かした、空き店舗等のリノベーション提案

■講　師：㈱80％代表取締役、maao代表　
　　　　　荒木　牧人（あらき まきと）氏　
■日　時：６月30日（日）14時00分～17時30分
■会　場：サン・シープラザ4階　第一研修室
■定　員：70名
■参加費：無料　※申込不要
■主　催：三原市、㈱まちづくり三原

名もなき交差点の長屋のリノベーション事例

まちを変える愛するリノベーション実践講演会
開催のお知らせ
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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。 ※利率は令和元年６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

ご意見をお寄せください

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　

　事業活動や取組み等につきましてご
意見・ご要望をお寄せください。

【編集後記】
　新時代の幕開け。今月はカープにつ
いて少しお話を。私はカープが大好き
です。皆さんも多くの方がカープファ
ンではないでしょうか？
　シーズン初めは低迷しておりました
が、少し調子が戻りましたかね。
　このまま突っ走ってほしいものです。
 砂谷

第44回

三原親善大使“2019三原ミスやっさ”決まる！

本年度キャンペーンテーマ決定!

　５月11日（土）、本所において、三原やっ
さ祭りをはじめ三原の観光をPRする“三
原ミスやっさ”のオーディションが開催
され、２名のミスやっさが決定しました。
　これから１年間、三原のPRのために
民間外交の顔として各種行事へ参加活動
しますので、よろしくお願いいたします。
　５月25日（土）、第28回三原さつき祭り
に出演し、パレードにも参加してやっさ
祭りのPRを行いました！
　皆様の熱いご声援を、何卒よろしくお
願いいたします。

（右） 福
ふく

田
だ

 美
み

結
ゆ

 （平成11年７月29日生）
 趣味：バドミントン
 抹茶スイーツを食べること

（左） 丸
まる

山
やま

 夏
なつ

美
み

 （平成８年７月５日生）
 趣味：お菓子作り

　第44回三原やっさ祭りのキャンペーンテーマが『ど
んな時にもやっさがある　これが三原の夏じゃけえ』
に決定いたしました。
 選考理由  私達の住むまち三原は、昨年の７月に豪雨
による大きな被害を受け、やむなくやっさ祭りは延期と
なりました。しかし、三原市民の熱い復興への思いの
おかげで、11月に開催することができました。
　これから先にも三原のまちに大きな問題が起きるか
もしれません。しかし、どんなに苦しい時にも三原の
まちには、やっさ祭りがあるという思いを込めて決定
しました。

応募件数：851件（三原市内小中学生を対象に募集）
考 案 者：笹尾　祐月さん（三原市立南小学校５年生）

■日　　時
　８月10日（金）　19：00～21：00　創作やっさ・
　　　　　　　　　　　　　　　 正調やっさ
　８月11日（土）　16：30～18：00　子どもやっさ
　　　　　　　　18：00～22：00　正調やっさ
■お申込み：「踊りチーム出場申込書」をご記入の上、

実行委員会へご提出ください。
■締 切 り：６月28日(金)【必着】
■説 明 会
　７月13日(土)　13：30～/18：00～

※６月１日現在の予定です。
詳細は、http://yassa.net/を
ご参照ください。

三原やっさ祭りからのお知らせ三原やっさ祭りからのお知らせ

やっさ踊り参加チーム募集!

『どんな時にもやっさがある
 これが三原の夏じゃけえ』

企業・町内会・同好会など
仲間と一緒にやっさ踊りに出場しよう!!

2019 ミスやっさ
プロフィール


