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【2面】木原道路開通記念式典
【5面】テイクアウト特集～城町・港町エリア～
【8面】三原市ふるさと納税返礼品募集

【3面】レシピコンテスト最優秀賞決定
【6面】職場のかんたんメンタルヘルス

【4面】事業者向け支援制度
【7面】「健康経営」はじめませんか！

今 月 の 内 容
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第３回議員総会　令和３年度事業計画並びに収支予算承認
　三原商工会議所（以下「本所」）は、
３月24日（水）、三原国際ホテルにお
いて第３回通常議員総会を開催しま
した。（出席者71名、うち委任状19名）
　議事では、令和３年度事業計画並
びに収支予算について、また、定款
の改定や商工会館の今後の方針につ
いて慎重な審議が行われ、原案通り
承認可決されました。
　なお、令和３年度の本所の事業計
画の核となる基本方針と収支予算は
次の通りです。
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　日本商工会議所が令和３年１月に発表した商工会議所
LOBO（早期景気観測）調査結果によると、本年１月のわ
が国の全産業合計の業況DIはマイナス49.5で、前年の同
月よりも22.7ポイント下向いた結果となりました。新型
コロナウイルス感染再拡大によって、客足が激減した飲
食・宿泊業や小売業の業況悪化は顕著であり、ワクチン
接種による収束に期待しながらも需要回復を見通せない
という先行き不透明感を指摘する声も多く聞かれます。
　このような状況の下、昨年度、本所では苦境に喘ぐ中
小・小規模事業者への支援策の創設に関する要望を実現
し、活用促進に全力で取り組んでまいりました。本年度
においては、ウィズコロナからアフターコロナへとステー
ジを上げていくことが重要であり、コロナ禍で深刻な影
響を受けた中小企業を回復基調に乗せるための支援や、
新たなビジネスモデルの具体化や新商品の開発支援など
の施策を行政との強い連携の下で実施してまいります。
　加えて、労働力不足に対応する中小企業の生産性向上
のためのデジタル実装の後押しや、消費拡大のための
キャッシュレス消費者還元事業の継続、三原の「食」の
ブランド化についても関係団体と連携して進めてまいり
ます。
　また、平成27年11月に内閣府認定を受けた三原市中心

市街地活性化基本計画の実施期間が令和３年３月に終了
することを受け、本年度においては次期計画の申請に備
えるべく、実施した事業の成果、効果検証を正確に行っ
てまいります。そのために、㈱まちづくり三原においては、
人材を増員してより一層の機能強化に取り組みます。
　さらに、利用しやすい役に立つ商工会議所をめざして、
きめ細かい接客と挨拶の励行、職員の研鑽による専門知
識の向上を図り、地域総合経済団体としての使命を遂行
してまいります。
　令和３年度におきましては、事業計画を次の通り定め、
会員事業所・地域経済の振興と発展、豊かな地域社会づ
くりに向けて先導的役割を果たしていきます。

令 和 ３ 年 度 事 業 計 画 基 本 方 針

令和３年度 収支予算（315,444,000円）

中小企業の生産性向上、回復基調に向けた新たな施策等
行政・関係団体等の連携強化

中小企業の生産性向上、回復基調に向けた新たな施策等
行政・関係団体等の連携強化



商工みはら2 令和3年4月1日発行

木 原 道 路 開 通 記 念 式 典

三原市中心市街地活性化協議会『総会』 観光・交通委員会『講演会』

森光会頭　経済界を代表し「期待の言葉」を述べる

第２期計画策定に向けたワーキング立ち上げ DMCの役割と事業展開について

　三原市糸崎と尾道市福地町を結ぶ国道２号バイパス 
「木原道路」（ 3.8㎞）が３月14日（日）14時に開通しました。
これにより、同バイパスは三原新倉２丁目から福山市ま
での32.6㎞に延伸。長年にわたり、交通渋滞に苦しんで
きた歴史がある三原市にとって夢にまで見た開通となり
ました。

　当日は、開通に
先立ち三原市リー
ジョンプラザにて
広島県、三原市、
尾道市、国土交通
省中国地方整備

局の共催で「木原道路開通記念式典」
が開催され、約100名が出席。式典の
中で森光会頭は「私たちが最も期待
することは、交通渋滞の解消。観光
面では、備後地域でお互いの良いと

ころを共有しながら、ポテンシャルを高め合いたい。開
通による『ストック効果』が存分に発揮され、アフター
コロナに向かって必ずや地域活性化につながるものと心
から期待しております。」と期待の言葉を述べられました。
　その後、現地とオンラインで映像を結び来賓の皆様と
両市長、両市会議所会頭も参加しテープカットが行われ、
くす玉割りで開通を祝いました。
　14時の開通に合わせ木原道路では、国土交通省車両、
警察車両に続き、地元企業である田中運輸株式会社の10
ｔトラック「大型ウイング」、少し離れて三原交通株式会
社のタコがプリントされた大型観光バス「タコバス」が
続き、開通に花を添えました。

　観光・
交通委員
会（ 上 田
隆政委員
長 ）で は
２月17日
㈬、（株）
空・ 道・
港の観光

事業部 部長 安達 康 氏を講師に招き、『「地方創生」を推
進し「利益を出し、雇用を生み出す」DMCについて』と
題し、講演会を開催しました。
　まず、国の地方創生の切り札として、日本版DMOが成
立した経緯や、地方の「観光資源」を有効に使い、地域
の各団体と連携しながら、明確なコンセプトのもと観光
地域づくりを行う、役割について解説いただきました。
　続いて、「地方創生」を観光のチカラで推進させ「利
益を出し、雇用を生み出す」ための組織である三原市の
DMC、（株）空・道・港の令和２年当初の事業概要と、新
型コロナウイルス感染症の影響を受けての、安心安全へ
の配慮を徹底した選択と集中を行った事業展開、さらに
SNSやテレビなど各メディアを活用した効率的なPR戦略
など、DMCの具体的な活動についても説明を受けました。
　講演後の質疑においては、具体的な観光資源について
の提案など、活発な意見交換もあり、大変有意義な講演
会となりました。委員会では、今後もDMCとの連携を深
める場を定期的に設け、観光事業に寄与していきます。

　３月23日（火）、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29名、う
ち委任状９名）
　森光会頭は、「第１期基本計画の満了という重要な位置
づけの年度でありながらも新型コロナウイルス感染症の
影響により、計画していた事業をいくつも中止とせざる
を得ない状況でした。そのため、一部計画を見直しなが
らも中心市街地活性化に向けた新しい未来プランである
“第２期基本計画”策定に取り組んで参りますので、引き
続きご協力の程よろしくお願いいたします。」と開会の挨
拶を述べました。
　議事では、令和２年度事業進捗状況並びに収支決算見
込みについて報告した後、令和３年度事業計画並びに収
支予算、および第２期三原市中心市街地活性化基本計画
の策定について審議し、原案通り可決承認されました。
　第２期基本計画の策定にあたり、協議会内でワーキン
ググループを組成し、令和３年度中の素案作成、令和４
年11月期の内閣府認定取得をめざし、第１期計画の効果
測定、第２期計画の基本方針立案・ゾーニング・整備ビジョ

ン・目標項目など
について、２ヶ月
に１～２回のペー
スで協議を進め、
官民が連携した手
作りの基本計画を
立案していくこと
となりました。
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最優秀賞は「神明鶏のからあげレモンあんかけ」
～タコ飯に合う主菜メニューレシピコンテスト～

　本所・臨空商工会で構成する臨空広域経
済交流協議会（会長：森光会頭）と㈱道の駅
みはら（社長：後藤副会頭）では、第６弾と
なるレシピコンテストを開催しました。
　今回のテーマは「タコ飯に合う主菜」。
178点のメニューの応募があり、一次審査
を通過した４点について、道の駅みはら神明の里の日替わりランチ
として２月の各週で実際に提供し、一般の方々にも審査・アンケー
トにご協力いただきました。
　３月５日（金）に最終審査会を開催。岡田三原市長、臨空広域経済
交流協議会 森光会長（本所）・梅本副会長（臨空商工会長）、㈱道の
駅みはら 後藤社長・中田駅長の５名が審査員となり、インパクト・
味・三原感・独自性・普及性の視点で審査を行い、慎重な審査の結果、
最優秀賞には、大下文子さんのレシピ「神明鶏のからあげレモンあ
んかけ」が選ばれました。
　最優秀賞作品は、３月20日（土）より週末に道の駅みはら神明の里
で提供しています。各レシピは、ホームページからダウンロードで
きますので、ぜひ作ってみてください。
■ＨＰ　https://www.mhr-cci.or.jp/rinku/recipe/

　三原さつき祭りの運営につきまして、格別のご支援・
ご協力を賜り心より厚くお礼申し上げます。
　さて今年で30回目を迎える三原さつき祭りは、例年より規模を
縮小・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を施し、来る５月
30日（日）に三原市文化芸術センターポポロにて開催をいたします。
　つきましては、三原さつき祭り振興協議会から皆様に、広告協賛
のご協力をお願いさせていただきたくご案内を申し上げます。

 協賛方法　一昨年度ご協賛いただいた事業者様宛に、４月上旬に
申込書・振込用紙をお送りします。必要事項をご記入の上お申し込
みください。また、新規にご協賛いただける事業者様は下記問合せ
先までご連絡ください。一昨年度に引き続きイベントチラシ等でご
協賛いただいた事業者様をご紹介させていただく予定です。本年度
も協賛広告のご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。
 お問合せ　三原さつき祭り振興協議会事務局（担当：原）
 　　　　　TEL62-6155・FAX62-5900

第30回三原さつき祭り「協賛広告」のお願い

　今年度はコロナの影響
により、実際のまちゼミ
の開催やしっかりとした
委員会活動ができない中
でも、今後に生かせる勉
強、実りある委員会活動
ということで、オンライ
ンにスポットを当てた活
動をしてきました。
　お客様に向けたオンラインまちゼミ開催も急
遽決定したもので、限られた時間ではありまし
たが、委員会メンバーと協力してなんとか２つ
の講座を無事開催することができました。
　告知の方法が従来の折込みとは違い、あまり
目立つものではなかったので単純に比較はでき
ませんが、忙しい時期なのか心の余裕なのか、
お客様の反応は薄かったように思えました。
　ただ、小学生がタブレットを持ち学習し、大
学生もオンライン授業を受講、普段の仕事でも
会議や商談に使われ始めているリモートやオン
ラインといったコンテンツは、この騒動が去っ
た後でも消えずに、まだまだ伸びていく部分だ
と私は思っています。
　このオンラインまちゼミを開催できたという
経験は今後の自分、自社の発展へとつながると
てもいい経験でした。さらにフィードバックし
ていき、成長へとつなげていきたいと思います。

オンラインまちゼミを開催
㈲中野輪業  中野 一将

　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/

三原商工会議所プレゼンツ

毎月第１水曜日
19：00〜19：30
FMみはら/87.4MHzでOA

バックナンバー
公開中

商工会議所が行う様々な事業やイベント、経営に役立つ情報などを幅広くお届け

チェンバーズ
ラジオ3ミ 8ハ 0ラ

４月は食事処　蔵の商品を
プレゼント　

ぜひお聴きください！
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事業者向けの支援制度をご活用くださいコロナ
対策

頑張る飲食店納入事業者応援金制度（県） 頑張る中小事業者応援給付金（市）

4月定期相談会のご案内

　新型コロナ感染拡大の影響により、売上
が減少した県内の飲食店納入事業者を県が
応援します。

■補 助 額　１事業所あたり30万円
■対　　象　 食材、飲料、割り箸、おしぼり、清掃、クリー

ニングなど県内の飲食店に物品・サービス
を直接提供する中小企業・個人事業主

　　　　　　※ 「頑張る飲食店応援金制度（県）」の対象事
業者を除く

■対象要件　 外出・移動の自粛により令和２年12月～令
和３年２月のいずれかの売上が、対前年比
で30％以上減少している

■申請期限　４月23日（金）まで
■問合わせ　頑張る飲食店納入事業者応援事務局
　　　　　　☎082-248-6860

　県の新型コロナ感染拡大防止集中対策等による外出・
移動の自粛により、売上減少の影響を受けた指定業種の
事業者に対して、給付金を支給します。

■補 助 額　１事業所あたり30万円
■対　　象　 市内に宿泊業、旅客運送業、小売業（土産

品、印刷、衣料品など）、サービス業（旅行業、
貸衣装業、写真業など）の事業所があり、県
内に本店がある中小企業・個人事業主

　　　　　　 ※「一時支援金（国）」、「頑張る飲食店応援金
制度（県）」、「頑張る飲食店納入事業者応援
金制度（県）」または他の自治体が実施する
同様の補助金・給付金の対象事業者は除く

■対象要件　 外出・移動の自粛により令和２年12月～令
和３年２月のいずれかの売上が、対前年比
で30％以上減少している

■申請期間　４月５日（月）～５月31日（月）
■問合わせ　三原市　商工振興課　☎0848-67-6072

　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。

ご相談・ご予約は
本所経営指導課　0848-62-6155まで

相談内容 相 談 日 相 談 員

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

事業承継・M&A 21日（水）
13時～16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）

22日（木）
13時～17時 （一社）広島県発明協会

春 令和3年4月6日（火）～4月15日（木）
の全国交通安全運動
4月10日（土）は「交通事故死ゼロを目指す日」です

「ゆとりある
 心と車間の ディスタンス」

雇用調整助成金等活用促進事業補助金（県・市）
期限が 8 月31日（火）まで延長されました！

　雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金の
申請手続きを社会保険労務士に依頼した場
合の費用を補助します。

■補 助 額　１事業所あたり上限10万円
■補 助 率　10/10
■対　　象　 雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金の交

付を受けた市内に本店または主な事業所が
ある中小企業・個人事業主

■対象経費　 雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金の申
請に要した社会保険労務士への経費

■申請期限　８月31日（火）まで
■問合わせ　三原市　商工振興課　☎0848-67-6013

令和3年広島県交通安全年間スローガン



商工みはら 5令和3年4月1日発行
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会員事業所をご紹介していきます。
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　季節の移ろいとともに旬の食材を
使った料理、日本各地の地酒をご用
意。地酒を引き立てるように、料理
の盛り付けや味の創
作にこだわっていま
す。

①酒菜処　佃や
所 三原市城町2-2-8 勝原第2ビル1F
☎ 0848-64-0400　営 17：00～22：00
休 日曜　  https://www.tsukudaya.net/

旬の食材と地酒をお楽しみください
　三原駅から徒歩3分。
このたび、ランチ営業を
はじめました。魚料理も
肉料理もご用意しており
ます。テイクアウトも種
類豊富。ぜひお店の味を
ご自宅でも味わってみて
ください。

④旬彩おたふく
所 三原市城町1-4-23　☎ 0848-62-5959
営 昼11：00～14：00　夜17：30～24：00　休 不定休

昼定食はじめました！

　コンセプトは、今まで三原になかった洋食オードブ
ル。Beisuの定番商品をベースに前菜オードブル、メ
イン料理、サラダなどご予算に応じてお作りします。

②Beisu bistro&cafe
所 三原市城町2-2-7 今日は晴れビル1F　☎ 0848-88-9243
営 昼11：30～14：00　夜18：00～22：00
休 火曜　  https://beisu-bistro-cafe.com/

Beisu特製のボリューム満点オードブル
　和食・タコ料理のお店です。お持ち帰り用の仕出し
料理は、食材の鮮度はもちろん魚や肉をバランスよく、
見た目の華や
かさにも心を
配らせた料理
です。（要予
約）

⑤和食処　登喜将
所 三原市城町3-2-7　☎ 0848-62-7393
営 昼11：30～13：30　夜17：00～21：30
休 水曜　  https://www.tokishou.com/

お家でも登喜将！お持ち帰り・配達もどうぞ

　カウンター８名、お座敷４名のこじんまりとしたお
店です。お好み焼きはもちろんホルモン焼き、ゲソ焼
きなどおつまみになる料理もご用意してお待ちしてお
ります。

③香屋
所 三原市城町1-11-7　☎ 0848-63-9229
営 17：00～22：00　休 日曜

お気軽にお立ち寄りください
　三原港の横にお店を構える洋風居酒屋です。ランチ
メニューやお店自慢のお肉料理などがご家庭でもお楽
しみいただけます。ぜひご利用くだ
さい！

⑥サカナザ
所 三原市港町3-3-1　☎ 0848-29-9029
営 昼11：30～14：00　夜17：00～22：30
休 火曜（祝日の場合営業）

人気のランチメニューやステーキ得肉盛り！

（左）前菜オードブル　
税込6,600円　4～5人前

（右）前菜＋メイン
税込8,800円　4～5人前

お好み焼き▶
（豚玉ソバ）　

980円　

チキン南蛮▶
税込760円　

※ごはん＋110円　

1ポンド▶
ステーキ　

（人気Ｎo1）　
1,600円　

▲たこ弁当 税込1,600円 ▲仕出し料理 税込4,320円

ステーキ得肉盛り▲
税込4,380円　3～4人前　
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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。

大野 萌子
日本メンタルアップ支援機構　代表理事

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。
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健康経営とは

「ひろしま企業健康宣言」にエントリーしてみませんか？

　従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践すること！
　近年、少子高齢化による労働力人口の減少、医療費の増大、メンタルヘルス不
調者の増加などが社会問題となっており、この問題解決として、「健康経営」が注
目を集めています。
　企業が経営理念に基づき、社員の健康増進に取り組むことは、社員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をも
たらし、結果的に業績向上や組織としての価値向上へ繋がることが期待されます。長く生き生きと企業で働いてもらえ
る環境づくりをはじめませんか？

　協会けんぽ広島支部では、健康経営の普及促進に向けて、健康づくり
をサポートしています。「ひろしま企業健康宣言」にエントリーして、健
康経営の取り組みをはじめましょう！

■問合わせ　協会けんぽ広島支部　☎082-568-1014

三原商工会議所では、「ひろしま
企業健康宣言」にエントリーして、
健康づくりを推進するための取り
組みをはじめています！

「健康経営」はじめませんか！「健康経営」はじめませんか！

健康経営
増進

健康経営を推進することによるメリット　（例）健康診断受診の促進、受動喫煙対策など

生産性向上
◎モチベーションの向上
◎欠勤率の低下
◎業務効率の向上

イメージアップ
◎企業ブランド価値の向上
◎ 対内的・対外的イメー

ジの向上

負担軽減
◎ 疾病予防による手当の

支払い減少
◎健康保険料負担の抑制

リスクマネジメント
◎ 事故・労働災害発生の

予防
◎けがや病気の予防

「ひろしま企業健康宣言」にエントリーする
簡単な取り組みからエントリー可能です。
審査終了後に宣言証が送付されます。

1

自社の健康課題を把握し、健康経営を始める
【健康課題の把握方法（例）】
・従業員の検診結果で把握。
・「ヘルスケア通信簿」で把握。

2

チェックシートで取り組みをチェック
前年度の取り組みの振り返りをチェック。3

「ひろしま企業健康宣言」に認定企業に認定
審査後に認定証が送付されます。
認定は年度ごと行います。

4
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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　

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】
　新年度が始まりましたね。春になる
と、毎年満開の桜を心待ちにしてしま
います！写真は、昨年
三原市内で撮影したも
のです。
　季節も生活も変わり
目の時。体調にはくれ
ぐれもお気をつけくだ
さい。 砂谷

＼三原市ふるさと納税の返礼品を募集中／

新たな販路を無料で開拓!!
　三原市ではふるさと納税の寄付者へ送付する「お礼の品」の登録を募集しています。登録料、掲載定数料などの費用
は一切掛かりません。ぜひ皆様の自慢の商品をご登録ください！

◦どんなメリットがある？
■ 全国に販路が拡がります！
■ インターネット上で自社の商品をPRすることが 

でき、知名度アップに繋がります！
■ 市の税収が増え、地域貢献につながります！

◦登録するための条件は？
■生鮮食品… 市内で生産･収穫したもの
■加 工 品… 市内で製造したもの、または市外で製造

する市内産の原材料を多く使っているもの
■サービス… 市内での宿泊・飲食・体験などのサービス
※詳しくはお問い合わせください。

LINEアカウント
＼はじめました／

最新情報をすぐにチェック！
役立つ情報やお知らせをLINEでお届けします

LINE ID   @914wzsaa

LINEの「友だち追加」から〔ID検索〕または
〔QRコード〕から登録するだけなのでとって
もカンタン！

三原商工会議所 LINEアカウント
＼はじめました／

ふるさと納税の流れ

三原市

委託事業者管理

ふるさと納税
専用サイト

①返礼品紹介

②申し込み

②問い合わせ

③発注
⑥支払い

⑤各種報告･清算

詳しくは同封のふるさと納税返礼品の募集チラシをチェック！

●問い合わせ先　三原市広報戦略課　TEL：0848-67-6007 FAX：0848-64-7101

④発送

寄付者

ホテル・旅館 商品提供者 商品提供者 商品提供者


