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【2面】議員視察研修
【5面】時代を読み解くツボ
【8面】消費税率引き上げ・軽減税率対策について

【3面】生産工業部会ものづくり見学ツアー
【6面】三原地域連携推進協議会だより

【4面】相談所コーナー
【7面】三原市男女共同参画社会づくり表彰の
　　　候補者の募集

今 月 の 内 容

第44回
三原やっさ祭り実行委員会
実行委員長　池田　 恵

　初めに「第44回三原やっさ祭り」に
ご協力、ご協賛そしてご参加いただき

ましたすべての皆様に厚く御礼申し上げます。
　昨年、西日本全域を襲った豪雨は、私たちのまち三原にも
甚大な被害をもたらしました。そうした状況の中、たくさん
の方々の支えがあり、今年はやっさ祭りを８月に開催するこ
とができました。
　「第44回三原やっさ祭り」は祭りを支え、そして祭りを楽
しみにしてくれたすべての皆様の想いが形になったものだと
感じます。三原の夏を彩り、三原の夏を盛り上げた祭りを誇
りに思い、これから先も「三原の夏」といえば「やっさ祭り」
と感じていただけるように取り組んで参ります。
　結びに、皆様のご健勝とご多幸、そして三原やっさ祭りの
ますますの発展を祈念いたしまして第44回三原やっさ祭り実
行委員長としての御礼のことばとさせていただきます。

金曜日入賞チーム
【金曜正調やっさ大賞】三原二之丸会
【新　　人　　賞】かさりんご
【子どもやっさ大賞】三原小学校レインボー隊

土曜日入賞チーム
【土曜正調やっさ大賞】

三原市医師会病院

踊り入賞チーム

　８月９日（金）～11日（日）の３日間、第44回三原やっ
さ祭りが開催され、延べ40万人（実行委員会発表）の観
客が来場しました。
　やっさ踊りには、９日・10日の２日間で、延べ98チー
ム（内、子どもやっさチームは、８チーム）、約6,000人
に及ぶ踊り手たちが参加しました。踊り手は「やっさやっ
さ」と力強いかけ声で三原駅前周辺を練り歩き、２年ぶ
りに復活した夏の風物詩はメインステージの浮城広場を
中心に、多くの笑顔と熱気に包まれました。
　11日の花火フェスタでは、「星降る花火」をテーマに、
大小様々な約6000発が打ち上げられ、きらびやかな星
が降り注ぐような花火が、三原の夜空を彩りました。ま
た、音楽と花火をシンクロさせた「ミュージックスター
マイン」や迫力ある大玉などが夜空に打ち上がり、観客
を魅了しました。

三原で1番熱い夏！

第44回
三原やっさ祭り
第44回

三原やっさ祭り
第44回

三原やっさ祭り

【御礼のことば】
夏を彩るやっさ祭り
皆様の想いで開催！！
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第27期 三原商工会議所議員改選 3号議員選任

　三原商工会議所議員は、令和元年10月31日をもって
任期が満了になり、改選となります。
　このため、８月から10月にかけて新議員の選出を
行っています。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
発展にご尽力いただく重要な役割を担っています。

　本所では、議員懇話会（赤石靖久幹事長）主催による議
員視察研修を実施しました。（参加者25名）
　広島空港から羽田空港経由で北海道網走の女満別空港
に降り立った一行は、国の名勝に指定されている天都山
の中腹に立地する『博物館 網走監獄』を見学しました。
　犯罪者となった人々が、未開の地に送られ、北海道開
拓という使命のもと開拓に果たした功績や、彼らが罪を

償いながら極寒の地で暮らした様子に思いをはせる時間
となりました。
　知床に移動した一行は北方領土・国後島に一番近い道
の駅『知床らうす』を視察。知床は目の前に根室海峡と
北方領土・国後島が横たわり、後ろには日本百名山のひ
とつ標高1,661ｍの羅臼岳がそびえます。海産物が豊かで、
一年中多種多様な魚介類がとれる世界有数の漁場として
浜は賑わい、当道の駅の新鮮な魚介類を買い求める来店
客で賑わう状況を視察しました。
　札幌市内に移動後、ニッカウヰスキー余市蒸留所を目
ざしました。豊かな水、澄んだ空気、冷涼で湿潤な気候
のこの地に1934年に創業者竹鶴政孝によって設立されて
以来、ニッカウヰスキーの聖地として竹鶴の夢と情熱を
受け継ぎ、今も重厚で力強い余市モルトを作り続けてい
ます。『本物のウイスキーをつくる』という夢に生涯をか
けた竹鶴政孝の精神が今でも連綿と受け継がれている姿
を感じることができました。天候にも恵まれ、たいへん
思い出深い議員視察研修となりました。

イオンリテール㈱イオン三原店	 ㈱DNPファインオプトロニクス
今治造船㈱広島工場	 ㈱広島銀行三原支店
山陽建設㈱	 ㈱古川製作所
しまなみ信用金庫	 三菱重工業㈱三原製作所
㈱醉心山根本店	 ㈱レニアス
㈱中国銀行三原支店	 ※50音順

北海道『博物館 網走監獄』や『知床らうす』を視察議員視察研修 北海道『博物館 網走監獄』や『知床らうす』を視察

３号議員は、会頭が常議員会の同意を経て選任する議員です。（定数11名）
８月21日（水）開催の常議員会の決議により、次の通り３号議員が選任されました。３号議員

第８回常議員会　8/21開催
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納涼例会

　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　https://www.mhr-cci.or.jp/yeg/

生産工業部会《ものづくり見学ツアー》のお知らせ
市内の企業で生産されるモノについて深く知ってみませんか！？

　本所生産工業部会では、企業の現場を知ることにより、就職への関心
や製品の購買意欲の上昇、企業への親近感を増し市内経済の活性化や三
原への愛着感の醸成に繋げることを目的に、ものづくり見学ツアーを開
催します。この機会にぜひお申し込みください。

日　　時：10月16日（水）　９時00分～15時30分
集合場所：JR三原駅西口　隆景広場
内　　容：市内企業（山陽乳業㈱・今治造船㈱広島工場・㈱醉心山根本 

店）のものづくり現場見学（昼食は「れすとらん浮城」）
※状況により、見学先が変更となる場合もございますのでご

了承ください。
参加対象者：３歳以上　

※高校生以下は保護者同伴
定　　員：40名（多数の場合は抽選）
参 加 料：1,000円（昼食代含む）
申 込 み：９月27日（金）までに、往復はが

きで参加者全員（１枚につき４人
まで）の①住所②名前③年齢・性別④電話番号を三原商工会議
所（〒723-8555 三原市皆実四丁目８番１号）ものづくり見学ツ
アー担当者行へご郵送ください。

主　　催：三原商工会議所生産工業部会　　後　　援：三原市
主催旅行会社：㈱中国トラベル三原支店

　７月27日(土)、会員同士の交流を深める
ため、２部構成の納涼例会を開催しまし
た。
　第１部は賀茂ボールにて出場者13名に
よるボーリング大会。２ゲームトータル
スコアで順位を決めるため、皆真剣にプ
レー。優勝者は中野一将まちゼミ委員長
で、７位までが30ピン差以内という白熱
した展開に盛り上がりました。
　第２部は会場を今年５月にオープンし
た古民家カフェ＆宿むすびに移し、参加
者20名の懇親会。懇親会からの参加者は
ボーリングの結果予想大会、時折海岸か
ら見える住吉の花火鑑賞
など、こちらも大変盛り
上がりました。
　仕事のこと、家族のこ
と、会員同士が真剣に話
し合う様子に三原YEGの
すばらしさを再認識させ
られました。

古民家カフェ＆宿むすびにて

角張会長

部会員同士の親睦を深める

ハンコ卸売センター三原店
　鹿林 和浩 さん

　本所では、地元三原のお店を多くの方に
利用してもらい、自店をＰＲしたいお店を
応援するために、販売商業・生産工業・サー
ビスの３部会で連携した今年度実験事業と
して広告掲載費の補助事業を実施します。
　忘年会シーズンに合わせて宣伝したい飲
食店はもちろん、美容室・エステ・不動産・
求人など様々な業種の事業所の方等に掲載
いただけますので、詳細・掲載ご希望等が
ございましたら下記までご連絡をお願いいたします。

【発 行 日】2019年11月１日
【発行部数】15,000部
【発行サイズ】A5サイズ32ページ・フルカラー
【特別価格】三原商工会議所会員事業所限定
【申込締切】10月15日頃（※枠が埋まり次第、受付終了）
【申込先・問合わせ】三原商工会議所　サービス部会担当　砂谷
　　　　　　　　　  電話　0848-62-6155　まで

＼（実験事業）年末ガイド掲載費補助について／

掲載希望の方はお気軽にお問合せください。
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※ 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：９月26日（木）13：00～17：00
場　　所：三原商工会議所		1F会議室 三原市本町3丁目15−7

TEL64−8383
ヤッサヤッサ

『働き方改革』に取り組む事業主の皆様を支援します
働き方改革出張個別相談会

相 コ談 ー所 ナ ー

　三原商工会議所では、９月より月１回（第２火曜日）で、
専門家による出張個別相談会を実施することになりまし
た。「働き方改革」に関する「労務管理」「賃金制度」な
どのお悩みをお伺いし、課題解決のための改善提案を行っ
てまいります。以下のようなことでお悩みの方は、どう
ぞお気軽にご相談ください。

①36協定の具体的な記入の仕方がわからない
②有給休暇の付与義務に当たって具体的な対応策を
知りたい
③人手不足に対応するために何から手をつけたらよ
いか困っている
④正規と非正規を含め、従業員の処遇の見直しを図
りたい
⑤賃金引上げ、社員の就業環境の整備に活用できる
国の支援制度を知りたい

【日　程】	毎月第２火曜日（２月11日を除く）
９月10日（火）・10月８日（火）・11月12日（火）・
12月10日（火）・１月14日（火）・３月10日（火）

【時　間】	各回13：00～16：00（１社あたり１時間程度）
【場　所】	三原商工会議所
【申込み方法】

ご相談を希望される方は、各開催日の2日前までに、下
記の事前予約票（下記URLよりダウンロード）をFAXいた
だくか、電話にてご連絡ください。
⇒http://partner.lec-jp.com/ti/hataraki-hiroshima/
※当日でも空きがあればご案内します。
【問合わせ】

●本所経営指導課　TEL：0848-62-6155
●広島働き方改革推進支援センター

TEL：0120-610-494
Mail：hiroshima-hatarakikata@lec-jp.com
住所：広島市中区基町11－13
　　　合人社広島紙屋町アネクス（４階）
　　　㈱東京リーガルマインド（LEC）広島支社内

広島県事業引継ぎ支援センター
三原定期相談会のお知らせ

事業の引継ぎに不安のある方に朗報です!
専門家がアドバイスをします!

　事業を譲りたい・譲り受けたい・事業の後継者がい
ない等、引継ぎに不安がある将来の事業や事業承継 

（M＆Ａ・第三者承継など）についてご相談ください。事
業引継ぎに関する専門家が相談に応じます。

期　　日：９月18日（水）　
　　　　　※毎月第３水曜日に定期開催
開催時間：13：30～16：30（予約制）
場　　所：三原商工会議所

相談をご希望の方はお電話等でご予約をお願いします。

◦広島県事業引継ぎ支援センター		TEL082-555-9993
◦三原商工会議所	経営指導課　　	TEL0848-62-6155
※広島県事業引継ぎセンターは、広島商工会議所が中国経

済産業局から委託を受けて実施している事業です。

相談無料  秘密厳守

都市の個性を活かす講演会のご案内
観光・交通委員会主催

　本所観光・交通委員会（水兼勇人委員長）では、国土交通 
省 都市局 公園緑地・景観課長 古澤達也氏を講師に招き

「都市の個性を活かす－景観からの取組み－」と題し、講
演会を開催いたします。
　三原市では、広島県の「魅力あるまちなみづくり支援
事業」のモデル地区に、「本町西国街道地区」が選ばれて
おります。是非ご参加いただき、まちなみづくりに役立
ててください。

日　　時：令和元年９月24日（火）15：00～16：30
場　　所：三原商工会議所 会議室
演　　題：『都市の個性を活かす－景観からの取組み－』
講　　師：国土交通省 都市局 
　　　　　公園緑地・景観課長 古澤達也 氏
お問合せ：本所経営指導課　尾田　TEL：0848-62-6155
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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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三原シティカレッジ '19市民講座のご案内
～公立大学法人県立広島大学と連携して開催します～

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

　三原市の中小企業事業所（下表に該当する会社および個人）で働く人の勤労意欲の高
揚をはかり、定着性を高め、今後の事業展開に寄与していただくため、今年も勤労感
謝の日にちなみ、永年勤続され、勤務成績優秀な方の表彰を行います。
　10月３日（木）までに、同封の推薦書を下記お問合せ先までご提出ください。
　なお、表彰式は、11月25日（月）、15：00から開催する予定です。
※詳細は（https://www.mhr-cci.or.jp/yuryou_j/）をご覧ください。
■表彰基準
　表彰基準日10月１日現在において、同一の中小企業の事業所に引き続き在勤し、基準日前１年間に次の各
号の一に掲げる勤務年数に達したもので、事業主または事業団体の長が、所定の手続きにより推薦する従業
員を選考の上、表彰いたします。

（１）10年　（２）20年　（３）30年　（４）40年
■お問合せ　本所（TEL 62－6155） ／ 三原臨空商工会（TEL 86－2238） ／ 三原市商工振興課（TEL 67－6072）

三原市中小企業優良従業員表彰 被表彰者の推薦について

広島県働き方改革実践企業認定制度 2019年度募集のご案内
　この制度は、働き方改革の優れた取組を実践し、様々な成果・効果を上げている企業を認定するも
のです。認定を受けて、あなたの企業の取組をＰＲしませんか？　

《募集期間》

第６回認定申請
10月15日（火）～11月８日（金）

《認定特典》
① 認定マークを使用できます　　② PRグッズを提供します(のぼり等)
③ 新聞広告を掲載します　　　　④ 情報発信をします(HP掲載など)
⑤ 人材確保に向けた応援をします

詳しい制度内容の
お問い合わせ・申請先

広島県商工会議所連合会
Tel：082-222-6631　E-mail：kikaku@hiroshimacci.or.jp

広島県商工会議所連合会　働き方改革認定 検索

クリック

講座名　海浜健康講座 講座名　園芸福祉講座2019
■日時　９月28日（土）13：00～16：10
■内容　第6回海浜健康講座その２

・海浜セラピー～認定条件～　・海浜セラピー～実践～
・ケガの予防と処置　　　　　・全身安全管理
■講師　県立広島大学 理学療法学科
　　　　教授　金井 秀作 氏・教授　沖 貞明 氏
■会場　県立広島大学三原キャンパス4103講義室
■対象　18歳以上、健康増進・海浜セラピーに関心のある方
■定員　30名

■日時　①10月25日（金）18：00～19：30
　　　　②10月26日（土）13：00～14：30
■内容　①園芸福祉講義と植物を使った工作教室
　　　　②寄せ植え作り
■講師　県立広島大学 名誉教授　大塚 彰 氏
　　　　人間福祉学科准教授　永野なおみ 氏
■会場　県立広島大学三原キャンパス
　　　　4103講義室、噴水広場
■対象　どなたでも
■定員　18名　■受 講 料　無料

■申込方法　講座名・住所・氏名・職業・連絡先を葉書、E-mail、FAXのいずれかでお申し込み
ください。定員になり次第締切り。
お電話でのお申込は受け付けておりません。

＜お申込み・お問合せ先＞
県立広島大学三原キャンパス内　三原シティカレッジ係
TEL：60-1200　FAX：60-1134　E-mail：mrenkei@pu-hiroshima.ac.jp　URL:https://www.mhr-cci.org/renkei/



商工みはら 7令和元年9月1日発行

　男女共同参画社会の推進を積
極的に実施している事業者・個
人・団体・教育に携わる人を対
象に募集します！（自薦・他薦
は問いません）
　表彰された場合は、広報、HP
等に公表、掲載します。男女が
ともに働きやすい職場環境の企
業PRにお役立てください。

■表彰件数：５件以内
■選　　考：男女共同参画審議会で審査
■表 彰 式：令和元年12月頃開催予定
■応募方法：９月２日（月）～10月８日(火)までに、応募

用紙(人権推進課・HPに用意)を人権推進課へ持参・郵
送・ファックス・電子メールで受付

■お問い合わせ・申し込み　
三原市人権推進課　
電　話：0848-67-6044
住　所：〒723-8601
三原市港町三丁目5番1号　三原市役所３階
HPアドレス：
http://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/22/

■事業者の取組みの具体例
・育児・介護を行いながら仕事を続けられるように

休暇制度を導入・活用している
・女性の採用拡大、管理職登用を行っている　など

三原市消防本部から

（令和２年４月１日から）
違反対象物公表制度の開始のお知らせ ＰＣＢ調査アンケートへの

回答はお済ですか！？
　広島県内のポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）を使用してい
る照明器具の安定器（電灯のちらつきを安定させる装置）
は、令和３年（2021年）３月31日までに全て廃棄処分する
ことと法律で定められています。
　昭和52年（1977年）３月以前に建築された建物には、Ｐ
ＣＢ使用器具が設置又は保管されている可能性があるこ
とから、この度広島県では、該当する建物を所有してい
る可能性がある事業者様を対象に調査票をお送りしてい
ます。本調査の趣旨をご理解の上、必ずご回答をお願い
いたします。
　なお、ご回答がない場合、引き続き調査を行うことに
なりますので、期限を過ぎてもご回答くださいますよう
よろしくお願いします。

■問合わせ：広島県東部厚生環境事務所 環境管理課
　　　　　　TEL 0848-25-4634

平成30年度
表彰式の様子

三原市では、男女共同参画社会づくりに貢献した人や、団体をたたえる表彰の候補者を募集します。
三原市男女共同参画社会づくり表彰の候補者の募集

詳細はＱＲコードから
ご覧ください。

　建物を利用しようとする方がその建物の危険性に関す
る情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、消防署
等が把握した「重大な消防法令違反」を公表する制度で
す。公表の対象となるのは、不特定多数の方が出入りす
る建物等の重大な消防法令違反に関する情報(建物名、住
所、違反の内容等)です。
※飲食店、物品販売店舗等が新たに入居する場合や増築
や改築等を行う場合は、事前に予防課へお問い合わせく
ださい。
■問合わせ：三原市消防本部予防課
　　　　　　TEL 0848-64-5927

違反対象物公表制度の開始のお知らせ

令和元年「秋の全国交通安全運動」
　本運動は、広く県民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい
交通マナーの実践を推進し、交通事故防止の徹底を図ることを目的に実施されています。
　この機会に交通マナーを見直し、日頃から安全運転を心がけましょう。

●実施期間：９月21日（土）～30日（月）10日間
●秋の夕暮れの合言葉：『左右確認！早めのライトと反射材』

なくそう交通死亡事故・アンダー75作戦
～2020年へ向けて
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　キャッシュレス・消費者還元事業は、 決済端末の導入、
決済手数料軽減、消費者へのポイント還元等を支援する
制度です。10月１日からの消費税率引き上げにあわせ、
キャッシュレス支払いをした方へのポイント還元等の取
組みが始まり、キャッシュレスに対応していないお店は
チャンスロスしてしまうことが懸念されます。業務の効
率化や新規顧客の獲得に向けて、この機会に自店にあっ
た決済システムを探し、キャッシュレス化への第１歩を

踏み出しましょう。
　また、軽減税率制度導入に伴い、レジや受発注システ
ムを導入・改修する方への国の補助金制度があります。
2019年９月30日までに導入・修正・支払が必要ですので
お早めに申請してください。
　本所でも、消費税率引き上げ・軽減税率対策に関する
相談をお受けしていますので、お気軽にお問合せくださ
い。

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、皆様
のご意見・ご要望をお寄せください。

【編集後記】
　９月に入りましたね。季節が変わり体調
などは崩されていませんか？
　秋といえば、食欲の秋！と言いたいとこ
ろですが、今年の私は、スポーツの秋にし
てリフレッシュしていきたいと思います。
　おすすめのスポーツや運動があれば是非
教えてください！！ 砂谷

＼10月1日の消費税率引上げまであと１ヶ月です／
この機会に「キャッシュレス決済」を導入し、売上増加・新規顧客の獲得に取り組みませんか！？

※１　補助上限：1000万円（発注システム）、150万円（受注システム）。ハードウェアや
一部パッケージ製品の自己負担額は異なる 

※２　補助上限：150万円。ハードウェアや一部パッケージ製品の自己負担額は異なる
※３　３万円未満のレジの場合は自己負担額が1/5となる。タブレットは自己負担額が

1/2となる。補助上限：レジ１台あたり20万円、券売機1台あたり20万円。１事業
者あたり上限200万円（別途、商品マスタの設定費用に対する補助あり） 

※４　中小・小規模事業者は５％還元、フランチャイズ等の場合は２％還元となる。還
元対象となる取引は４月以降に発表予定だが自動車や新築住宅の購入、医療・福
祉や学校等の取引、高換金性の非課税取引、風営法・暴対法関連は対象外となる 

※５　本制度の対象となる決済事業者を利用した場合に限られる（フランチャイズ等の
事業者は対象外）

※６　本制度の対象となる決済事業者が提供する端末に限られる（フランチャイズ等の
事業者は対象外）

○本所経営指導課 TEL：0848-62-6155
○軽減税率対策補助金事務局 TEL：0120-398-111
 http://www.kzt-hojo.jp/
○キャッシュレスポイント還元窓口 TEL：0570-000-655
 https://cashless.go.jp/

お
問
合
せ
先


