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第４回議員総会

令和２年度 事業報告並びに収支決算について審議

新型コロナウイルス感染症に関する経営相談窓口を設置
経済対策を目的とした支援事業を継続的に実施

本所では、６月28日
（月）
、会場でのリアル出席とオン
ライン出席を併用したハイブリッド形式での第４回通常
議員総会を開催しました。
（出席者数68名、
うち委任状20名）
議事では、令和２年度事業報告・収支決算について慎
重な審議が行われ、原案通り可決承認されました。
続いて、議員懇話会の令和２年度事業報告・収支決算
について協議が行われた後、女性部会・青年部会の令和２
年度会務状況報告や会員の入退会状況などについて報告。
㈱まちづくり三原、㈱道の駅みはら、㈱FMみはらの運
営状況についての説明も行われました。

令和２年度収支決算
事業費 6.5％
特定商工業者 小規模事業・
負担金 0.3％ 経営支援事業
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広く発信へ！本所創立80周年記念ロゴマークが決定しました！
本所は、昭和15年に設立され、昨年６月に創立80周年を迎えています。今後、様々な記念事業や活動の情報を発信し
ていくにあたり、80周年記念のロゴマークを募集したところ、全国より106作品のご応募をいただきました。
６月21日
（月）
、創立80周年記念事業特別委員会において優秀作品２点を選定。同日、森光会頭が最終選考を行い、前
田貴行さん
（東京都）
の作品を最優秀作品に決定しました。決定したロゴマークについては、
記念事業や広報誌・ホームペー
ジ・各種印刷物への掲載など80周年を幅広くPRしていきます。

●ロゴマークコンセプト
団
 体の未来へ続く躍動感、企業・人・業界をつなぎ、新たな時代を築
きあげていく姿を表す。メインカラーのブルーは創造性、グリーンは
躍動感、ピンクは市花のサツキをイメージ。
●森光会頭コメント
企
 業・人・業界の３つが力を合わせて未来につなぐというイメージが
しっかりと象徴されています。この80年は、これまで続いてきた歴史
とこれからの一歩に向けた節目と言えます。
「不易流行」という言葉
とともに、三原商工会議所のさらなる飛躍をめざしたいと考えます。

今月の内容

今

月

の

内

容

【2面】コロナウイルスに関する各種支援情報 【3面】コロナウイルスに関する各種支援情報 【4面】経営支援GOOD！
【5面】経営のヒント
【6面】職場のかんたんメンタルヘルス
【7面】テイクアウト三原～和田・須波～
【8面】経営安定セミナー

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

info@mhr-cci.or.jp
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申請漏れは
？
ありませんか

新型コロナウイルス

うちは対象になる？ フローチャートで可能性のある制度をチェックしてみましょう

三原市内において、飲食店
営 業 許 可 証「1類」又 は「3
類」又 は「喫 茶 店 営 業1類」
（客席なしを除く）の許可を
受けていますか？

いいえ

はい
要請前に酒類又はカラオケ
設備の提供を行っていまし
たか？

いいえ

主たる業種は、宿泊・交通・
観光・印刷・衣料品販売・
貸衣裳・写真・旅行・冠婚
葬祭・化粧品小売・理美容・
運転代行・イベント・切花
小売・宝飾品小売・エステ・
ネイル・クリーニング
のいずれかですか？

要請前に20時以降に閉店
していましたか？

はい
要請前に20時以降に閉店
していましたか？

いいえ

要請中に期間ごとの全日休
業しましたか？

はい

はい

いいえ

① ③ ④
③ ④
※

時短単価

はい

② ③ ⑤

いいえ

② ③ ④

はい

② ③ ⑤

いいえ

※

休業のみ

※

② ③

※

② ③ ⑤
支援策は３ページ目に記載がありますので、制度概要や対象要件などを必ずご確認ください。

資金繰りを改善するには？ 雇用を維持するには？ 分からないから教えてほしい
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、是非ご利用ください。
ご相談・ご予約は、本所経営指導課 ☎0848-62-6155まで

コロナ
対策

相 談 内 容

相 談 日

雇用労働関係相談

7/28
（水）
13時～16時

社会保険労務士

7/1
（木）
・15
（木）
・29
（木）
10時～16時

中小企業診断士

毎日
（土日祝除く）
8時半～17時

本所経営指導員

経営相談

金融・税務・創業・経営に関する相談

相 談 員

働き方改革・労務

7/13
（火）
13時～16時

広島働き方改革推進支援センター

事業承継・M&A

7/21
（水）
13時～16時

広島県事業承継・引継ぎ支援センター

知的財産
（特許・実用新案・意匠・商標）

7/21
（水）
13時～17時

(一社）
広島県発明協会
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感染症に関する各種支援情報
①三原市頑張る中小企業応援給付金 ※追加業種／切花小売・宝飾品小売・エステ・ネイル・クリーニング
令和２年12月～令和３年２月のいずれかの売上が対前年同月比で30％以上減少していること

30万円

◆支援額 １事業者につき
申請期限

令和３年７月16日
（金）
まで

問合わせ

本所 ☎0848-62-6155／三原市商工振興課 ☎0848-67-6072

・対象業種が追加
・対前年同月比較
・県内本店でも可

②飲食店臨時支援金

令和３年４月または５月の売上が対前年
（または前々年）
同月比で30％以上減少していること

20万円

◆支援額 １事業者につき
申請期限
問合わせ

・市内に本店があること
・県の協力支援金との重複申請可
本所 ☎0848-62-6155／三原市商工振興課 ☎0848-67-6072 ・対前々年同月比較も可
令和３年７月16日
（金）
まで

③月次支援金（国）

※電子申請のみ

緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響により売上が50％以上減少の事業者を支援

上限20万円/月

◆支援額 中小法人等

上限10万円/月

個人事業者等

※要件を満たせば業種/地域を問わず対象となり得ます
（詳細はＱＲコードへ）
申請期限

※

県の感染症拡大防止
協力支援金の対象月
（５･６月）
の重複申請
不可

４月分/５月分：令和３年８月15日
（日）
まで
６月分：令和３年８月31日
（火）
まで

問合わせ

③

月次支援金事務局 ☎0120-211-240／03-6629-0479
（IP電話等）

④頑張る中小事業者月次支援金（県）

緊急事態措置の影響により売上が30％以上減少の事業者を支援

上限20万円/月

◆支援額 中小法人等

上限10万円/月

個人事業者等

※売上が50％以上減少している場合は、国の月次支援金の給付を受けていること
申請期限
問合わせ

５月分：令和３年８月20日
（金）
まで
６月分：令和３年７月１日
（木）
～８月31日
（火）
まで

頑張る中小事業者月次支援金センター ☎082-248-6853

県の感染拡大防止
協力支援金の給付
対象者は対象外

⑤広島県感染症拡大防止協力支援金

令和３年６月２日から令和３年６月20日を令和３年度第２期として、協力事業者に感染症
拡大防止協力支援金を支給
◆支援額
【中小企業】
【大企業】
時短
3.0～9.0万円/日
最大19万円/日
休業
3.5～9.5万円/日
最大19.5万円/日
※店舗営業を休業してもテイクアウト・デリバリー等を行った場合は、時短営業の金額で計算
申請期限

令和３年７月20日
（火）
まで

問合わせ

広島県協力支援金センター ☎082-248-6851

期間中の全て休業又は
時短の協力をしなければ
対象になりません
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経営支援

GOOD!
Vol.1

新型コロナウイルス感染症の影響に負けない経営！
販路開拓へ向けた新商品開発にチャレンジ！

お食事処 蔵
〔代表者〕森重 光裕
〔住 所〕三原市港町1-4-14
〔ＴＥＬ〕0848-64-3200
〔ＵＲＬ〕https://www.kura-mihara.com/
昭和55年創業のタコ料理を中心とした和食料理店で
す。新鮮なタコを毎日仕入れ、豊富なメニューでもてな
し６種類のタコ料理が付く活タコセット定食は、タコの
うまみと 歯ごたえ、活きの良さを楽しめる人気メニュー
となっています。

相談のきっかけ
当店は、三原市の特産品「タコ」を使った様々な料理を提供していますが、
常日頃から新商品を開発して、三原タコを全国ブランドにしたいと思ってい
ました。ただ、商品開発にはお金も時間もかかるので、自社だけで取り組む
のは至難の業。何か良い方策を教えてもらえたらと、商工会議所に相談する
ことにしました。

相談内容
新型コロナウイルス感染症の影響により、飲食店は大打撃を受けています。
今後、感染症が収束しても、これまでのような営業形態だけでは経営が成り
立たないのではないか？新しいことにチャレンジしてみたいといった思いを
お話させていただき、それを後押しするような施策について尋ねました。

小規模事業者持続化補助金を活用して販路開拓へ
相談をする中で、販路開拓の取り組みに活用できる「持続化補助
金」が適していると分かり、商工会議所の経営指導員の方からアド
バイスをもらいながら申請書類や経営計画の作成を進めていきまし
た。おかげで、懸案事項だったホームページの更新とECサイトのリ
ニューアル、新しいタコ料理レシピの考案、新商品開発に取り組む
ことができました。

今後の展開
店内飲食は、新型コロナウイルス感染症の影響により減少が予想さ
れます。新商品をどんどん開発して、ECサイトでの販売を増やすこ
とで新たな売上の柱にしたいと考えています。
三原でタコ料理といえば「蔵」と答えられる方も多く、店内はいつも満員で予約
をしないと入れないお店というイメージを持っていました。森重社長のお話を聞く
中で、現状に満足することなく、常に新しいことにチャレンジする姿勢に感銘しま
した。お話をお聞きする中で、国・県・市の様々な施策の中から、小規模事業者持
続化補助金の申請が適していると判断して、事業計画策定のアドバイスをさせていただきました。
これからもたくさんの商品開発によって、三原タコが全国ブランドとして認識されて、観光振
興にも繋がることを期待しています。

経営指導員
Comment

経営指導員

森川 英明

商工みはら
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本所では、社会保険労務士による様々なお悩みを解決するためのアドバイスを行っ
ています。
コロナに負けない経営、雇用の確保のため、社会保険労務士による雇用労働相談会
をご利用ください。

労働・社会保険諸法令に基づく申請書類等の相談

こんなとき、どうすればいい？
次のようなお悩みはありませんか？
コロナウイルス感染症に関する助成金の相談

・雇用調整助成金（新型コロナ特例）の相談
・緊急雇用安定助成金の相談
・新型コロナ感染症対応休業支援金・給付金の相談

人事・労務管理に関する相談

【社 内 ル ー ル】就業規則および諸規程の作成・整備
【人 事 制 度】人事評価制度の見直し、年俸制の導入、
退職金制度の見直し
【雇 用 管 理】従業員の募集、採用、配置、昇進、降職、
定年制、退職についての管理
【労働時間管理】変形労働時間制の導入、
有給休暇・残業・
休日出勤管理

㈱まちづくり三原からのお知らせ

第16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。

駅前にキオラスクエア、サン・シープラザに市民大
学と児童館が移り、人々の訪れる機会が増えています。
さらに、三原内港再生基本計画が検討され始め、帝人
工場跡地にも新たな施設が予定。人々の賑わいが生ま
れようとしています。
さらなる賑わいを創出するには、施設をつなぐ通り
に人々が回遊して広がることが必要です。そのために
は、通りに来たくなるような魅力的な店舗が生まれ、
楽しみながら通りと店舗を巡ることが求められてきま
す。今ある価値を高め、魅力ある起業・店舗・施設づ
くりを一緒にめざしませんか？
今年度も、まち・通りの特徴を探り、空き家・空き
店舗を活かした魅力的なリノベーション起業プランに
ついて、専門家のアドバイスを受けながら伴奏型の塾
方式で考える「第３回リノベーション実践塾」を開催
します。
まずは、事前見学会を開催。御作地通り、帝人通り、
グリーンロードの魅力を探り、貸し物件の内覧をして

・算定基礎届提出代行・労働保険年度更新事務
・労働者の入退社等における労災保険、雇用保険ならび
に社会保険各種手続き
人事・労務に関する様々な業務
及び各種申請書類の作成に関す
る相談に応じます。
■今後の相談日
７月28日（水）13：00～16：00
８月18日（水）13：00～16：00
９月29日（水）13：00～16：00
ご予約はコチラ
https://www.mhr-cci.or.jp/seminar/
covid-19_sodan_2021.html

社会保険労務士

出店 和広

魅力あるリノベーション起業
プランを考えたい方大募集！
統括マネージャー

滝口 隆久

どんな魅力的な店舗ができるかと夢を膨らませます。
リノベーション実践塾は、６回のコースで開催し、
魅力的なリノベーション起業プランを考えます。リノ
ベーション起業を実践されている方の事例講演や見学
会を実施。プラン構築のための金融、建築、経営の専
門家による相談会も開催し、一人では難しいプランニ
ングについてアドバイスを受けながら作成していきま
す。
◆詳細はHPまたはQRコードまたは
同封のチラシをご覧ください。
https://machi-mihara.info/renovation/
さらに、リノベーション起業プランの具現化の後押
しをする「リノベーション実践起業コンテスト」を11
月公募で開催します。具現化のために使用できる賞金
も用意し、リノベーション起業プランが具現化され魅
力的なまち・通り・施設ができることをめざします。
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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。

日本メンタルアップ支援機構
代表理事

大野 萌子
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。

商工みはら
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田野浦小

だきます
た
い
で
お家

①

セブンイレブン

沼田大橋

沼田川

185

筆影山 ▲

vol.5 ～和田・須波～

竜王山 ▲

須波駅

②

外出や外食を控える中、テイクアウトが可能な
会員事業所をご紹介していきます。

※掲載
 を希望される方は、本所
情報化委員会までご連絡くだ
さい。
（掲載無料）

三原大橋
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須波港

新鮮な鶏もつ入り「三原焼き」をどうぞ!!
創業42年。和田にある隠れ家的な民家風のお好
み焼き屋です。通常のお好み焼きはもちろんのこ
と、三原市に昔から根付いている鶏もつの部分が
入った三原焼きが当店自慢の一品です！
三原焼きは、レバーか砂ずりから選べて、どち
らも楽しめる「鶏三昧」が人気です。食べて損の
ない自慢の一品をテイクアウトでも店内でも是非
お召し上がりください！

①お好み焼き ふくちゃん
所 和田1-10-34 ☎ 0848-63-6176
営 11：00～14：00 / 17：00～19：00 休 木曜

三原の食材たっぷりの絶品イタリアン
須波駅から徒歩8分。海を眺めながら料理を楽しめ
るレストランです。
人気メニューは、各種ピザやバルサミコ黒酢のチキ
ン南蛮。店内メニューのパスタソースもテイクアウト
できます。要予約でオードブル3,500円～
（2～3人前）
承ります。
三原の旬な食材を使った料理を提供しておりますの
で、さまざまなシーンでお気軽にご利用ください！

②トラットリア・ディ・ミラマーレ フルオカ
所 須波1-21-15 ☎ 0848-67-6777
営 11：00～15：00 休 第3火曜、水曜

夏

令和３年７月11日（日）～７月20日（火）まで
の10日間

の交通安全運動

令和３年広島県交通安全年間スローガン
三原市本町3丁目15−7
TEL64−8383
ヤッサヤッサ

「ゆとりある
心と車間の ディスタンス」

商工みはら
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転換期にある今こそ必要な思考とは
経営安定セミナーを開催
本所では、６月３日
（木）
に「渋澤
栄一の論語と算術で未来を拓く」と
題して、渋澤栄一の５代目子孫であ
り、金融・経済の第一線で活躍して
こられたシブサワ・アンド・カンパ
ニー㈱ 代表取締役 渋澤健氏を講師
に招き、オンラインセミナーを開催
しました。
（来所・WEB参加者32名）
セミナーでは、渋澤氏ご自身の経験や「論語と算盤」
から学ぶ社会的課題への取り組み方、転換期にある今こ
そ経営者に必要な思考についてお話いただきました。
渋澤氏の祖父の祖父にあたる「資本主義の父」とも呼
ばれた渋沢栄一。幕末から昭和まで活躍された起業家で、
金融機関やホテルなど多数の会社設立に関わってきまし
た。渋沢栄一の思想と行動の基本であった
「論語」
とはリー
ダーとしての在り方、人との付き合いを学ぶこと、
「算術」
は利益を追求する経済活動を表しており、その両方のバ
ランスが重要です。
渋澤氏は、
「企業活動を通じて、環境・社会・経済に与
える影響を考えながら、事業計画を立てることが必要と
なる。前例がないことを理由とせず、新しいことへの挑
戦も大切なポイントである。
」とお話されました。

始 動！
スキルプロシード
委員会
スキルプロシード委員会
委員長 能登 由香
この度、スキルプロシード委員会の委員長を務めさせ
ていただきます、能登由香です。
長年続いてきた「まちづくり委員会」
「まちゼミ委員会」
で培ってきたノウハウを活かし、さらなる改善・進化を
することで「三原の活性化」に貢献できると考えており
ます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、新しい生活
スタイルになりました。そのため、経済状況やお客様の
ニーズは今まで以上に大きく変化しています。そこで、
スキルプロシード委員会では、販売技術・営業トーク・
告知・集客のスキルUPをすることで、時代の変化にも対
応できる店舗作りを行います。
定期的に開催される委員会では、毎回一つのテーマを
掘り下げて学び、工夫や改善など実際的な学びの向上を
めざします。７月19日
（月）に「上手な聞き方・話し方の
秘訣」が学べる委員会を開催しますので、ご興味のある
方は、是非ご参加ください。一緒に三原を盛り上げましょ
う！
三原の地域の皆さまに「行って良かった」
、
「会えて良
かった」と思っていただける心とココロの通じる「人情」
「人の温かさ」も忘れずに、委員会を運営してまいります。
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/
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Start-up 創出City Collegeの参加者を募集
あなたの構想した事業の実現を支援します
市内で起業を目指す人の「事業が実際に動き出す」ところまでをバッ
クアップする「Start-up創出City College
（SCC）
」の参加者を募集します。
基礎知識の習得から事業の実践までを行うカリキュラムで、あなた
の構想した事業の実現を支援します。
時 令和３年８月～令和４年３月の全９回
所 中央図書館 定 10人程度

申 ８月10日
（火）
までにSCC専用申込フォームから
料 10万円/１人

問 SCC運営事務局
（NPO法人ミライディア） ☎0848-29-9550

発行所／三原商工会議所

第46回三原やっさ祭り
開催中止のお知らせ
三原やっさ祭り実行委員会では
「安心・安全」な祭りの開催が難し
いとの判断に至り、誠に残念ながら
中止することといたしました。
また来年、来場者の方々にさらに
楽しんでいただける祭りになるよう
実行委員会一同、力を尽くしてまい
ります。
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