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新型コロナウイルス感染症の拡大のため、経営に影響を受ける市内中小企業者を対象の支援策として、12月か
ら次の事業が始まります。
三原商工会議所では、これらの事業の実行委員会に参画し、事業に取り組んでおりますので、是非ご活用ください！
５日からスタート

５千円で６千円分のお買い物ができる！

＜店舗目印＞

三原市プレミアム付商品券
使用期間

使用可能な商品券を
ご確認ください。

令和2年12月5日～令和3年2月28日

＜商品券見本＞
商品券は１冊6,000円分
（1,000円×６枚）
で
「全店舗共通券」
５枚と
「地域応援券」
１枚がセットになっています。

見 本

見 本

全店舗共通券

地域応援券

（全ての登録店舗で使用可能）

（三原市内に本社を置く登録店舗で使用可能）

〔お問合せ〕
三原市プレミアム付商品券専用ダイヤル ☎0120-151055

今月の内容

今

月

の

内

容

【2面】三原市へ要望書を提出

【3面】オンラインセミナー開催

【4面】YEG NEWS

【6面】㈱まちづくり三原からのお知らせ

【7面】職場環境調査にご協力ください

【8面】優良従業員表彰

アクセスしてください 三原商工会議所

URL

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

E-mail

【5面】潮流を読む

info@mhr-cci.or.jp

商工みはら
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令和3年度予算編成に対する要望書を提出
新型コロナウイルス感染症対策支援・豪雨災害復興支援等について要望

岡田三原市長へ要望書を提出

仁ノ岡議長へ要望書を提出

令和2年10月30日（金）、森光会頭、深山副会頭、渡辺副会
頭、後藤副会頭、赤利副会頭、平野専務理事は岡田三原市長
および三原市議会仁ノ岡議長、新元副議長を訪ね、三原市の
よりよいまちづくりのため「令和3年度三原市予算編成に対
する要望書」を提出しました。
この要望書は、
「販売商業」「生産工業」「建設」「サービス」
「運輸車輛」の5部会から提起された問題・課題を協議・検討
したもので、市内中小企業の活性化を図り元気な地域とする
よう求めたものです。
詳細は、HP
（https://www.mhr-cci.or.jp/cci/request/#201030）
に掲載していますので、ご確認ください。

（1）新型コロナウイルス感染症について
・新型コロナウイルス感染症に関する支援等について
・タクシー事業者と飲食店等のマッチングによる運送
事業の支援について
・従業員のＰＣＲ検査実施のための支援について
（2）豪雨災害復興支援等について
・平成30年7月豪雨災害の被害箇所の早期復旧について
（3）中小企業の育成について
・三原市発注の建設関係工事及び物品調達、
プロポーザルの際等の地元発注について
・中小企業・小規模企業振興基本条例の制定について

（4）中心市街地活性化について
・港湾ビルの機能強化及び中心市街地活性化のための
取り組みについて
（5）道路改修・交通状況の改善等について
・糸崎岸壁までの搬出に伴う規制解除及び代替運搬道
路設置について

＜＜＜＜ 地 域 の 魅 力 を 再 発 見 ！ ＞＞＞＞

新たな観光拠点へ「空の駅オーチャード」
がオープン！
三原・世羅地
区の地域資源を
活かした観光地
域づくり法人を
目ざす㈱空・道・
港では、10月31
日
（土）に広島空
港北側にフルーツをテーマとした商品や地元特産品を販
売する観光拠点「空の駅オーチャード」をオープン。
同日午前に関係者を招いた落成式が行われ、本所から
森光会頭
（㈱空・道・港 代表取締役）
、後藤副会頭
（㈱空・道・
港 取締役副社長）
、赤利副会頭
（会頭代理）
、渡辺副会頭
（㈱
まちづくり三原 代表取締役）
が出席しました。

この「空の駅」は、農福一体の食のテーマパークとし
て運営され、オリジナルにこだわった果物加工品や地元
の名産品を取り扱い、毎月定期的なマルシェイベントを
開催するなど、広島空港周辺の新たなにぎわい創出を目
ざします。
広島の空の玄関口から、三原・世羅地区の魅力を再発
見できる場所として、県内外への経済波及効果や交流人
口への高まりにもつながることが期待されています。

商工みはら

令和2年12月1日発行

3

デジタル活用でビジネスを活性化！ ＩＴを活用した生産性向上支援セミナー
新型コロナウイルスの
影響で、オンラインでの
活動が注目され、新たに
ＩＴツール導入の必要性
も高まっています。
本所情報化委員会
（勝村祥治委員長）では、
Google と連携し、11月４日
（水）にGrow with Google の
オンラインセミナーを開催しました。講師に㈱インター
ロジック 代表取締役 原田光治氏を招き、
「ＩＴを活用し
た生産性向上支援セミナー」と題して、本所では初めて
となる「Zoom」を活用したセミナーの実施となりました。
（参加者28名）
第１部では、ビジネスを成長させるためにデジタルで
の「認知を得る」
「認知を広める」
「効果を高め、効率を

上げる」という３つの視点からデジタルマーケティング
の基本、SNSや動画、分析ツールなどの具体的な活用事
例について説明。第２部では、アフターコロナにおける
顧客体験を増大化させるコンテンツマーケティングにつ
いて、オウンドメディアに着目してインターネット戦略
の基礎から応用までをお話いただきました。
オンラインでの開催は初めてでしたが、参加者からは
「気軽に参加でき効率が良い」
「画面共有がスムーズで分
かりやすかった」との声がありました。
急速に浸透しているオンライン活動に対応するために
も、今後も継続して開催していきたいと考えています。
Grow with Google とは…Google による無料のデジタルスキルト
レーニングを提供するプロジェクトです。

協力 Grow with Google
LLC の商標です。

※Google、Google ロゴは、Google

withコロナafterコロナ時代に向けた経営安定セミナーを開催
本所では、11月17日
（火）に「逆境に負けない 強い中
小企業の在り方」と題して、㈱minitts 代表取締役 中村
朱美氏を講師に招き、
「Zoom」を活用したオンラインセ
ミナーを開催しました。
（来所・WEB参加者21名）
京都で「一日100食限定」をコンセプトに、美味しい
ものを手軽な値段で食べることのできるお店「佰食屋
（ひゃくしょくや）
」を展開する中村氏。残業や食品ロス
をなくすためにどのような対応をしているかなど、新型
コロナウイルスの影響を受けながらも、ピンチをチャン
スに変えるべく挑戦していることをストレートにお話い
ただきました。
佰食屋では、子育て中の女性、障害のある人、介護を
担う人など様々な人が働いています。１日100食という

ゴールを設定すること
で、社員のモチベーショ
ンアップを実現し、働
きやすい環境を整える
ことで、最低限のコス
トで最大の利益を生み出す仕組みづくりをしています。
また、ランチ時間には、来店者に整理券を配布するこ
とでキャンセル防止に役立てたり、来店者によるSNSで
の発信や口コミにより広告費が抑えることができたりし
ています。
最後に、経営変化に向き合う中で、発想を転換させる
こと、早い決断を心掛けることは、ピンチをチャンスに
変えるきっかけになりますとお話されました。

ＩＴに関するお悩みにお答えします！

帳簿のつけ方からインボイス制度の対応まで

気軽にインターネットを利用でき、ソーシャルメディ
ア等の媒体も増えている今、ＩＴの活用はビジネスにお
いて必要不可欠なものとなってきました。
本所情報化委員会
（勝村祥治委員長）
では、10月19日
（月）
にアピオ 代表 天羽一敏氏を講師に招き、PCやスマート
フォン、HPの運用などＩＴに関する相談に応じる、個別
ＩＴ相談会を開催しました。
（参加事業所５社）
新型コロナウイルスの影響から、テレワークという新
しい働き方やオンラインでの活動が活発化する中、参加
者からは、
「Zoomの使い方」や「ホームページの開設」
についてのご相談が寄せられました。
この相談会は、毎年２回開催していますので、ＩＴに
関するお悩みがございましたら、是非ご活用ください。

本所では、11月19日
（木）
、20日
（金）の
２日間「インボイス制度への対応として
会計ソフトを活用してみよう」と題し、
水兼勇人税理士事務所 水兼勇人氏を講師
に、令和５年度から導入されるインボイ
ス制度について消費税の仕組みや参考事
例、自社で準備するべきことなどわかり
やすく説明いただきました。
（参加者20名）
２日目は、弥
生会計公認イン
ストラクター
水兼香苗氏を講
師に、簿記の基
本知識から会計
ソフトを利用し
た帳簿のつけ方など実務に沿った内容を学習しました。
記帳の基礎を理解し、会計ソフトを利用することで、
事務の煩雑化も軽減することができます。参加者からは、
記帳に必要な知識を学ぶことができたとの声がありまし
た。

個別ＩT 相談会

会計ソフトを利用してみよう！
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Satsuki Letter

Zoomを使った
ミーティングを実践！

～女性部会から皆様へ～

（株）竹本建築

竹本 直也 さん
11月10日（火）に開催された実践アウトプット委員会
の例会において、㈱アームズ・エディション 代表取締
役 菅谷信一氏を講師にお迎えし、
「YouTubeを活用した
テレワーク営業革命」と題してご講演いただきました。
ビジネスにおけるインターネット活用の変化につい
て解説いただき、いざやるとなると、なかなか腰の重い
動画の活用やLINE公式アカウントの活用について、大
変分かりやすく、実践しやすい方法を教えていただきま
した。私も講演を聞き「これなら自分でも続けていけそ
うだ！」と感じました。
私が最も驚いたのは、ユーチューバーとビジネスYou
Tubeの違いについてです。私自身もYouTubeを使った
情報発信をしておりますが、例会に参加する前と後では
全く考え方が変わりました。その内容は参加された方だ
けの秘密ですが…。時代を生き残るために必要なのは“情
報”だと講演の初めに菅谷先生が言われた通り、知ると
知らないとでは全く違う世界が待っているのかもしれ
ません。
今後も、経営者にとって大変ためになる様々な企画を
行っていきます。ご興味のある方は是非、お気軽に参加
ください。
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、ぜひ一度ご参加し
てみてください。
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/

相 談 所 コ ー ナ ー

10月23日（金）、「第52回全国商工会議所女性会連合会
倉敷総会」が初めてのオンライン形式で開催され、336
女性会、約4,300名が参加しました。（当部会７名参加）
総会のオープニングでは、事前に各会から募集した動
画・静止画を放映、離れていても一体感を感じました。
主催者の市瀬優子全商連女性会長は、「女性が持つ柔軟
かつ自由な発想と実行力により開催が実現した。これを
機に、女性会のネットワーク力を高めていきたい。」と
挨拶されました。
「特別功労者表彰」では、当部会の塚
本会長も受賞され、長年の功労を称え渡辺副会頭より賞
状と花束が授与されました。
ドローンを利用した倉敷空中散歩、オンライン物産展
など様々な工夫で、絆を確かめ合うことのできる倉敷総
会となりました。

入会案内
女性部会では、会員を募集しております。
ご興味のある方は、ぜひ一度ご参加ください。
【申込・問合せ】事務局 實廣
（0848-62-6155）

申請はお早めに!! 国の給付金の申請期限が近づいています!

持続化給付金

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける
事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧
となる事業全般に広く使える給付金を支給。
法人 ……………… 200万円まで
給 付 額
個人事業者 ……… 100万円まで

家賃支援給付金

売上の減少に直面する事業者の事業継続を下
するため、地代・家賃
（賃料）
の負担を軽減する
給付金を支給。
法人 ………………… 最大600万円
給 付 額
個人事業者 ………… 最大300万円

申請期限

令和３年１月15日（金）まで

申請期限

Ｈ Ｐ

https://jizokuka-kyufu.go.jp/

Ｈ Ｐ

【お問合せ】相談窓口・申請サポート会場電話予約窓口
☎0120-279-292〔IP電話等〕03-6832-6631

令和３年１月15日（金）まで
https://yachin-shien.go.jp/

【お問合せ】家賃給付金コールセンター
☎0120-653-930

＼新型コロナウイルス感染症に関する最新情報を随時配信中です！ぜひご活用ください／

新型コロナウイルス感染症

事業者サポート 公式LINEアカウント
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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。

株式会社大和総研 金融調査部 主席研究員

内野 逸勢 / うちの・はやなり
1990 年慶応義塾大学法学部卒業。
大和総研入社。企業調査部（金融
サ ー ビ ス 担 当）、 経 営 コ ン サ ル
ティング部（金融機関担当）大蔵
省 財 政 金 融 研 究 所（1998～2000
年）出 向 な ど を 経 て 現 職。 専 門
は金融・資本市場、金融機関経
営、地域経済、グローバルガバ
ナンスなど。主な著書・論文に
『FinTech と 金 融 の 未 来 ～ 10 年
後に価値のある金融ビジネスと
は何か？～』2018 年４月、共著
（主著）、『ＪＡＬ再生 高収益企
業への転換』日本経済新聞出版、
2013 年１月、共著。ＩＡＡＳＢ
ＣＡＧ（国際監査・保証基準審
議会 諮問・助言グループ）委員
（2005～2014 年）。日本証券経済
研究所「証券業界とフィンテッ
クに関する研究会」
（2017 年）

三原商工会議所 毎月第１水曜日 19：00〜19：30
FMみはら/87.4MHzでOA
プレゼンツ
広くお届け
情報などを幅
経営に役立つ
やイベント、
業
事
な
々
様
行う
商工会議所が

ズ
チ ェ ン バ ー0
ラジオ38
ミ

ハ

ラ

バックナンバー
公開中
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㈱まちづくり三原からのお知らせ

商工みはら

第2回 まちを変える・愛する
リノベーション実践塾開催

第14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。

10月25日
（日）
に「第2回 まちを変える・愛するリノ
ベーション実践塾」が始まりました。
本年は、本町・城町・港町の３物件と自らが検討し
たい３物件を含めた全６物件をまち・物件の魅力・自
分の強みを活かして人々のニーズを探り、どのような
魅力ある起業プランができるかを考えることとしてい
ます。初日は、グループに分かれて、講師のアドバイ
スを受けながら、魅力や強みを活かしてどのようなこ
とができるか意見を出し合いました。
11月８日
（日）
の２回目は、リノベーション実践事例
の見学会と講演会を行いました。
㈱NEJIROの岡田さんを講師にお迎えし、港が見え
る物件をヨーロッパの港町をイメージして、自らの手
でリノベーションを行い、各階に店舗が入った賃貸物
件をビジネスとして立ち上げたお話をお聞きしまし
た。実際に見学させてもらった２階のフロアは、和室
で床の間があった部屋の天井と床を取り払い、壁も海
が見える窓を取り付け、改装前のイメージが全く分か
らないとても魅力的なカフェバーがオープンしました。
海が見える大きなカウンターと港を見ながら座る窓
際のカウンターがあるとても素敵なMINATOMACHI
CAFE BAR Joanです。

統括マネージャー

滝口 隆久

MINATOMACHI CAFE BAR Joan 内装
大きなカウンターのモルタルや、天井、壁の白い塗
装は、オーナー自らが塗り仕上げたそうでとても良い
雰囲気を醸しだしています。
参加した塾生は、港が見える建物の魅力を活かして
自らがイメージを構築しリノベーションした店舗を見
て、自分達にも具現化できるのではと期待を膨らませ
ていました。これから自らの考えを塾で取り組み、魅
力あるリノベーション起業プランを作っていきます。

経済産業省「地域未来牽引企業」に㈱レニアスが選定
過去には㈱八天堂、㈱やまみも選定
経済産業省では、2017年度から
地域経済の中心的な担い手となり
うる企業を「地域未来牽引企業」
として選定しています。
10月13日㈫に、新たに1,060社
が選定され、三原市から㈱レニア
スが選ばれました。
「地域未来牽引企業」とは、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域
の事業者等に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域の経済成長を力強く
牽引する事業をさらに積極的に展開すること、または、今後取り組むことが期待
される企業のことです。
㈱レニアスでは、合成樹脂のポリカーボネート（ PC樹脂）を使った加工部品を製
造。「安心と信頼のモノづくり」を通して、人と地域に優しい未来を創造し、独自
技術を活かした事業展開を進めています。
この度の受賞、誠におめでとうございます。

表彰・受賞された
事業所をご紹介します！
本所広報誌「商工みはら」
では、表彰・受賞された会
員事業所の皆様をご紹介さ
せていただきます。
表彰・受賞された場合に
は、事業所の取り組み内容
を広報するきっかけに、ぜ
ひご活用ください。
情報は随時受付していま
すので、掲載可能な事業所
は下記までご連絡ください。
■お問合せ
本所情報化委員会
☎0848-62-6155

〕
〔
〕
〔

ヴィスタ ブランカ

〕〔

R185

→尾道
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「働きやすい社会をめざす職場環境調査」への回答はお済みですか !?

三原初の職場環境調査にご協力ください！
三原市では、市内事業所の職場環境の整備状況を把握し、性別に関係なく働きやすい環境整備等の
施策の参考にするため、
「働きやすい社会をめざす職場環境調査」を県立広島大学と協働で実施します。
コロナ禍による事業所の活動への影響が拡がる中の調査でお手数をおかけしますが、ご協力をお願
いします。
集計結果はＨＰ等に公表します。働きやすい社会を目ざす職場環境づくりに向けて、ご意見をお聞
かせください。
〇事業名称
令和２年度三原市「働きやすい社会をめざす職場環境調査」
〇対
象
原則三原市内で従業員が７名以上の事業所
※該当事業所に送付しています
〇調査内容
・育児・介護を行いながら仕事を続けられる職場環境であるか
・働き方改革の具体的取組、女性の管理職登用状況など

〇回答方法
記入した調査票を返信用封筒で県立広島大学
庄原キャンパスに送付
〇回答締切
令和２年12月６日
（日）
○お問合せ
三原市人権推進課
TEL 0848-67-6044
FAX 0848-64-4103
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三原市中小企業優良従業員表彰
三原市中小企業優良従業員表彰

165名に永年の功績を表彰

三原市中小企業優良従業員表彰とは、三原市内で働く人の勤労意欲の高揚を図り市内中小企業の振興に
資することを目的として表彰です。本年は、市内中小企業の従業員として事業の発展と三原市商工業の振興
に寄与された方々165名（40年＝8名、30年＝22名、
20年＝56名、10年＝79名）
が表彰されました。
今回は、30年表彰を受けられた山陽建設㈱の大地一義氏に、自身の仕事や今後の目標などについてお話
を伺いました。

お客様とのつながりを
大切にしています
山陽建設㈱ 営業統括部
土木営業部長 広島支店長

大地 一義 氏
●会社ではどのような仕事をされてますか。
入社以来、30年間営業の仕事をしています。
現在は、土木事業に携わり、主に公共事業の案件
に対応しています。初めての業界で分からないこと
も多い中、切磋琢磨しながら仕事に取り組んできま
した。
●良かったことや大変だったことを教えてください。
お客様のところに実際に足を運んでいたことで、

新しいお客様との出会いやつながりを継続して持
てることは、営業ならではの良さだと感じていま
す。また、お客様に感謝されること、喜びの声を直
接聞くことは、やはり嬉しいものですね。
案件が重なってしまったときのスケジュール調
整や情報収集など大変なこともありましたが、長
年アプローチしていた案件が受注できたり、物事
を計画通りに進められたときには、モチベーショ
ンの向上につながりました。
●今後の目標はありますか。
弊社を多くの方々に広く認知していただけるよ
う、事業規模や仕事の質を落とさないように、今後
も営業活動を続けていきたいと考えています。
この度の受賞、誠におめでとうございます。

商店街イベント

年
令和２

年末交通事故防止県民総ぐるみ運動
年末交通事故防止県民総ぐるみ運動

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：
令和２年12月１日（火）～12月10日（木）
◆運動の重点：
①子供と高齢者の安全な通行の確保
②高齢運転者の交通事故防止
③飲酒運転の根絶
④自転車の安全利用の推進

ご意見をお寄せください
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】
あっという間に12月。いよいよ年の瀬が
迫ってきました。
今年は、どうやら大雪が降る予報み
たいです…。本格的に寒くなってきました
が、体調に気をつけて、どうぞよいお年を
お迎えください。
砂谷
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

