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広島のモデル賃金　令和３年度調査結果　　　　　　広島のモデル賃金　令和３年度調査結果　　　　　　
　広島県内13商工会議所で構成する広島県商工会議所連合会が、令和３年７月に実施した
県内企業におけるモデル賃金等についてのアンケート調査結果の概要を紹介します。

モデル賃金とは…　学校を卒業したのち直ちに入社し、その後も引き続いて同一企業に勤務し、標準的な昇進をした
ものについて、例えば「総合職・大学卒・事務・27歳・勤続５年」というように学歴・職種・年齢・勤続年数につい
て設定条件（モデル賃金）をあらかじめ定め、それに該当する者の賃金額を設定条件ごとに単純算術平均し、その水準
を確定する方法です。

■広島県東部（福山・尾道・三原・府中・竹原・因島）� 集計企業数197社
　（規模区分　従業員50人以下 65社　51～100人 53社　101～300人 47社　301～500人 13社　501～1000人 9社　1001人以上 10社）
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0 22 34 203,782 186,675 17,107 100 240,000 168,000

5 27 42 239,083 215,683 23,400 119 373,000 174,800 5 27 34 231,055 213,810 17,245 113 286,000 190,800

18 40 41 319,326 289,664 29,662 159 630,000 197,000 18 40 29 298,983 262,419 36,564 147 421,000 230,400

28 50 40 387,325 360,237 27,088 193 742,000 170,000 28 50 32 394,216 362,010 32,206 193 742,000 193,000

　全詳細はHP（https://www.mhr-cci.or.jp/cci/research/index.html#moderu）に掲載していますので、ご確認ください。

建設部会　　　三原市建設行政に関する意見交換会開催

　本所建設部会(赤利俊彦部会長)は、10月１日（金）に三
原市建設行政に関する意見交換会を開催、三原市から建
設行政に係る部長・参事・係長にご参加いただき、深山
副会頭・建設部会正副部会長等との意見交換を実施しま
した。(参加者13名)
　冒頭、赤利部会長は「建設業界と行政との情報交換の
場を設けることで、相互の交流を図るとともに、今後の
業務にも役立てていきたい。」と挨拶を述べました。
　その後、市建設・都市部より、当日のテーマである円

一官庁街エリアの活性化、三
原市の港湾計画、宮沖住宅等
移転統合建替事業、国土交通
省による「住宅・建築物安全
ストック形成事業」について
説明を受け、それぞれ意見交
換を行いました。

　このうち、三原内港の再生については、今年度に基本
計画を策定し、来年度には、県と市でより具体的な実施
計画を策定する予定との説明がありました。
　また、内港の西側部分のイベント等での活用について、
「空間の利用価値を示すことが内港再生をより確実なもの
にするために重要であることから、実施実験という名目で
積極的に考えていきたい。そのようなニーズがあれば相
談をいただきたい。」等のお話をいただき、参加者からは、
情報共有ができ貴重な会だったと感想が寄せられました。

詳しくは
HPへ
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☝point☝point
●最近3年間の売上高と利益は？
●主要顧客とその商圏は？
●売上構成と割合、売れ筋商品とその利益率は？
●強み（売上が上がっている理由、選ばれている
理由は？）

●弱み（売上が今一歩上がらない理由、売上・収
益の自社の阻害要因は？）

step1 自社を知る

●市場動向

●顧客ニーズ

●競合分析

step2 周囲のことを知る step3 将来の目標を定める
目標は「3年後、5年後に会社はどうあるべきか」を
考えます。

step4 目標達成の方法を考える
最後に「step3」で決めた目標を成し遂げるために
具体的なプランを考えます。

折れない ブレない 悩まない

実践！経営の軸を考える 4step
ステップ

　自社を持続的に発展させ、将来あるべき姿
に到達するためには、そこに至るロードマップ
が必要になります。
　その役割を果たしてくれるのが「経営計画」
です。
　しかし、「うちは小さいから必要ないよ…」「難
しそう…」などの理由でまだ作ったことがない、
創業時に作って以来そのままという場合が
多いのではないでしょうか。
　今回はメリットや作成の基本となる
考え方の手順をご紹介します。

①めざすべき方向が明確になり迷わない！軌道修正ができる！
②経営者の頭の中にある“あるべき姿”が見える化されることで、
　従業員の理解や周囲からの協力を得られやすくなる！
③経営計画に落とし込んだ売上目標や効果などを提示することにより、
　金融機関の信頼度を高めることができ。資金調達に役立つ！

step1 ～ 4 に沿って
☝point を参考に
自社について
書き出してみましょう！

実践

ワークシ
ート

将来の「目標」を補助金で支援します！

無料で使える便利な「経営診断・情報収集ツール」

持続化補助金
（小規模事業者持続化補助金）
小規模事業者が行う販路開拓や
生産性向上の取組を支援

ものづくり補助金
（ものづくり・商業サービス生産性向上促進補助金）
新製品・新サービス開発・生産工程
の改善に必要な設備投資などを支援

IT導入補助金
手書き帳簿のデジタル化やテレワー
クの環境整備など、ITツール導入に
よる業務効率化等を支援

事業再構築補助金
新分野展開、業種、業態転換、事業
再編など思い切った事業展開を支援

　本所経営指導員や専門家に
よる相談をお受けしています。
　５ページの「11月定期相談会」
並びに６ページの「経営のヒン
ト」をご覧
ください。

ローカルベンチマーク
〔財務〕売上や収益性などの財
務と経営環境などの非財
務の２つの面で分析可能

RESAS（リーサス）
〔市場調査〕国内の産業構造や
ヒトの流れなどのビッグ
データを提供

経営自己診断システム
〔財務〕決算書の財務情報から
強みや課題を把握可能

e-Stat（イースタット）
〔統計〕国内の様々な統計デー
タを目的や地域などか
ら絞り込んで検索可能

財務診断サービス
〔財務〕決算書をもとに経営
シミュレーションを行い
将来を予測

経営計画つくるくん
経営計画をはじめてでも
簡単に作成可能

経営計画の作成について経営計画の作成について

☝point☝point ☝point☝point ☝point☝point
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経営支援
GOOD!
経営支援
GOOD!
経営支援
GOOD!
経営支援
GOOD!

国際マイコンサービス㈱
〔代表者〕木原　一充
〔住　所〕三原市宗郷4丁目15-3
〔ＴＥＬ〕0848-�63-0311
〔ＵＲＬ〕http://www.kms.co.jp/
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専門家派遣を利用して
ITを活用した経営力強化に取り組む

　高度専門的な課題を解決するため、無料専
門家派遣制度を利用して課題解決に取り組む
木原 一充さんに本所を活用いただいた事例と
今後の展望についてお聞きしました。

＜会社紹介＞
　弊社は、1983年６
月20日に設立した、
コンピュータソフト
ウェアの開発会社で
す。当初は、近隣の
企業様の業務システ
ムを設計して受託開
発することが主な業務でしたが、昨今は、自社で開発し
たアプリを、全国に販売することを主な業務としていま
す。このアプリは、介護保険制度が始まって開発した「ス
グレポート・シリーズ」で、利用者情報、利用者様への
請求処理、国や市町村への保険請求処理、カンファレン
スや訪問の記録、商品の動きを記録するトレイサビリティ
の処理等多彩な機能を実装しています。現在は、このア
プリをクラウドでご利用いただけるよう、さらなる機能
強化を進めています。

＜相談に来られたきっかけ＞
　「スグレポート・シリーズ」は、業務合理化のためのシ
ステムですが、弊社が開発主体のソフトハウスという側
面から脱却できず、全国展開のための営業方法に悩みを
抱えていました。ホームページを活用しなくてはいけな
いという想いはありましたが、開発ツールや作成方法も
どんどん変容し、最新の作成方法はどのようなものかと
調べていたところ、商工会議所でホームページを利用し
た販路拡大のセミナーがあることを知り参加しました。
そこでICT専門家の専門家派遣制度の活用についてすす
められました。

＜中小企業119専門家派遣制度を活用して＞
　中小企業119に登録されている、小宮山真吾先生をご紹
介いただきました。小宮山先生は、ITに関する専門的知
識が豊富で、当社の様々な課題に親身になってアドバイ
スいただいております。コロナ禍のリモート会議におい

ても、難しい課題について具体的でわかりやすくご指導
をいただきました。専門家派遣制度は、ステップアップ
に最適であると感じております。

＜相談内容＞
　ホームページの
最新開発ツールや
主流の作成方法、
メンテナンスやブ
ラッシュアップが
容易な方法、「スグ
レポート・シリー
ズ」の機能を動画
で案内する方法、
高信頼・安価・安定のサーバーへホームページを引っ越
しすることなど様々な課題について相談しました。

＜今後の展開＞
　「スグレポート・シリーズ」を全国の介護事業所様にご
採用いただき、合理的な事務処理に繋がるお手伝いをし
ていきたいと思います。コロナ禍でますます在宅勤務や
テレワークの必要性が求められる中、必要なときにいつ
でもどこでも利用できるクラウド対応アプリの開発と販
売に注力したいと考えております。

中小企業119 専門家派遣中小企業119 専門家派遣
オンライン支援の様子オンライン支援の様子

　今回ご相談の際にご紹介いただいた
「スグレポートシステム」はとても画
期的なシステムで、介護サービス事業
者の煩雑な事務処理を短時間で正確に

行うことができます。それによって利用者との対話
やふれあいの時間を多く持つことができます。これ
は多くの事業所に使って欲しいと感じました。今後
も販路拡大に向けて様々なご支援を続けていきたい
と思います。

経営指導員
Comment
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ご予約・ご相談は三原商工会議所へ　☎0848-62-6155
定11 期月 相 談 会

　本所では、専門家による各種経営相談会を行っており
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。

■雇用労働関係相談
　日　時　11月24日（水）　13時～16時
　相談員　社会保険労務士

■経営相談
　日　時　11月４・18・25日（木）　10時～16時
　相談員　中小企業診断士

■金融・税務・創業・経営に関する相談
　日　時　毎日（土日祝除く）　８時半～17時
　相談員　本所経営指導員

■働き方改革・労務
　日　時　11月９日（火）　13時～16時
　相談員　広島働き方改革推進支援センター

■事業承継・M&A
　日　時　11月17日（水）　13時～16時
　相談員　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）
　日　時　11月25日（木）　13時～17時
　相談員　(一社）広島県発明協会

コロナ
対策

コロナ
対策

新型コロナウイルス感染症に関する各種支援情報新型コロナウイルス感染症に関する各種支援情報

三原市中小事業者月次支援金支給事業
緊急事態宣言に伴う飲食店の休業・時短
営業または外出自粛等の影響で売上が
30％以上減少した方がご利用できます。
※�県の頑張る中小事業者月次支援金（５月分～９月分）を
受給していることが条件となります。
◦支 援 額　�１事業者あたり　５万円/月
◦お問合せ　�三原市商工振興課　☎0848-67-6072

月次支援金（国）
緊急事態宣言に伴う飲食店の休業・時短
営業または外出自粛等の影響で売上が
50％以上減少した方がご利用できます。
※現在９月分の申請期間です。

◦支 援 額　�中 小 法 人　上限20万円/月�
個人事業者　上限10万円/月

◦お問合せ　�月次支援金相談窓口　☎0120-211-240

広島県感染症拡大防止協力支援金（第５期）
令和３年９月13日～９月30日までを令和
３年度第５期として、県の要請に協力し
た事業者に対して、協力支援金が支給さ
れます。申請期限は11月19日（金）です。
◦お問合せ　�広島県協力支援金センター�

☎082-248-6851

　この度、新たに議員に就
任されましたのでお知らせ
いたします。

��呉信用金庫三原支店
��　支店長　今丸　哲宏

―議員交代のお知らせ―

1号議員 サービス部会

頑張る中小事業者月次支援金（県）
緊急事態宣言に伴う飲食店の休業・時短
営業または外出自粛等の影響で売上が
30％以上減少した方がご利用できます。
※�売上が50％以上減少した場合は、国の月次支援金の給付
を受けている必要があります。現在９月分・10月分の申
請期間です。
◦支 援 額　�中 小 法 人　上限20万円/月�

個人事業者　上限10万円/月
◦お問合せ
　　�頑張る中小事業者月次支援金センター�
☎082-248-6853
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三原市本町3丁目15−7
TEL64−8383

ヤッサヤッサ

選ぶなら
身近な良いもの
ひろしま製品

三原郷心会新規会員募集中！！
郷心会は「自動車産業を中心として郷土産業の
振興を図ること」を目的としています。

三原郷心会
三原郷心会  会長  赤利 俊彦
〒723-8555
三 原 市 皆 実４-８ -１
三原商工会議所ビル２階
TEL 0 8 4 8 - 6 7 - 8 3 0 0
FAX 0 8 4 8 - 6 7 - 8 3 0 2

　皆さんは、事業計画を立てていますか？
　毎年立てている、という方もいらっしゃるでしょうし、
創業以来一度も立てたことがない、という方もいらっしゃ
るかもしれません。
　今回は、事業計画はどういうものか、なぜ必要なのか、
そのメリットをお話していきます。

　事業計画とは、どのように事業をおこなっていくかを
書面で表したものです。頭に描いた事業の構想はどのよ
うなものか、どこが優れているのか、だれがいつ、どこで、
どのように進めていくのかを明文化したものです。
　では、事業計画は何のために作成するのでしょうか。
　１つは、アイデアを具体化するために作成します。
　アイデアを自分の頭の中で考えているだけでは、なか
なか行動に移せないものです。また、思考が整理されな
いまま実行すると、行動に矛盾が生じたり、先が見通せ
なくなったり、様々な問題が生じることも多いものです。
　しかし、事業計画を立てて可視化することにより、目
標までの過程がより具体的・明確になるため実行しやす
くなりますし、問題が生じた場合にも客観的に分析、対
応することができます。
　もう一つは、これから始める事業について、他者から
理解を得たいときに作成します。
　たとえば、金融機関などの外部関係者に資金援助を求
める際には、事業の有用性や、実行可能性を理解しても
らわなければなりません。そのために事業計画をもとに、
計画の内容を実行すると、利息を含め、借りたお金をき
ちんと返済できることを示す必要があります。
　計画書の内容が希望的観測ではなく、現実的な数値に
なっていることが重要で、そのために売上や費用に対す
る根拠をしっかりと積み上げて作成していきます。

　事業計画を立てる際の気を付けていただきたいポイン
トとしては、
①実現不可能な計画や売上高になっていないか
②対象となる顧客層を広げすぎていないか
③流通、販売方法をきちんと意識しているか
④事業計画書の内容が専門的になりすぎていないか。
⑤説得力のある行動計画ができているか
⑥事業計画を作成する目的にそった内容か
などがあります。
　自分の思いを乗せて書くことは大切ですが、独りよが
りになっていないか、読み手が納得する内容かを客観的
な視点から意識して作成することが大切です。

　それでは、事業計画を立てると、どんないいことがあ
るのでしょうか。
　一つは、自社の事業を進めるロードマップとして活用
できるので、計画書を見ながら事業を進めることで進捗
状況を確認できますし、成果も測ることができます。
　もし、計画通りに進んでいなければ、いったん立ち止
まりその原因を把握して、修正する、いわゆる「PDCA」
を回しながら改善していくことで、成果につながります。
　また、思いがけない環境の変化があった場合に、対処
する力が付きます。
　事業計画を作成するときは、自社と向き合い自社の強
みや弱み、周りの環境の分析などが必要となりますが、
自社の強みや課題を把握し、普段から経営に活用するこ
とによって、予期せぬ事態になったときに素早く対応す
ることができるようになるのです。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　補助金申請にも事業計画の作成は必要です。
　三原商工会議所で毎週木曜日に個別相談会を行ってお
りますので、ぜひお越しください。

事業計画を立てていますか？経営の経営の
ヒントヒント

中小企業診断士/ビジネスコーチ　牧野　恵美子
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R２.９月 12月 R３.３月 ６月 ９月

総合 製造業 非製造業

過去１年の景況ＤＩの推移（三原）
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三原市の景気観測調査 令和3年9月期

『DI（ディフュージョン･インデックス）方式』
　DIは、各調査項目について判断の状況を示す。
　ゼロを基準として、プラスの数値は景気の上向き傾向（「良い」）を
あらわし、マイナスの数値は景気の下向き傾向（「悪い」）をあらわす。
　DI＝（「良い」の回答割合）－（「悪い」の回答割合）

景況ＤＩ R2.9月 12月 R3.3月 6月 9月
総 　 合 ▲44.6 ▲45.5 ▲36.3 ▲30.5 ▲42.9
製 造 業 ▲41.5 ▲50.0 ▲25.6 ▲20.0 ▲37.8
非製造業 ▲47.1 ▲42.1 ▲44.2 ▲38.2 ▲46.3

全業種において、緊急事態宣言延長の影響が続き悪化
当面の間は感染対策が求められることから、今後も慎重な見方が続く

　三原商工会議所管内の事業所110社を対象に調査実施し
た結果の概要を紹介します。
　当調査は四半期に一度、実施しています。

※詳しくは、ホームページに掲載しています。
URL　https://www.mhr-cci.or.jp/cci/research/#keikan

【景況の総括】
■ 総合：全業種の９月の景況をみると、(全業種)�DI�(｢良�
い｣ － ｢悪い｣ )は▲42.9となり、前期６月調査結
果の▲30.5から12.4ポイント下向きました。
■ 製造業：製造業全体の９月期のDI値は▲37.8とな
り、前期６月期調査結果の▲20.0から17.8ポイント
下向きました。
■ 非製造業：非製造業全体の９月期のDI値は▲46.3
となり、前期６月期調査結果の▲38.2から8.1ポイ
ント下向きました。

■健診期間
　令和４年２月１日（火）～２月25日（金）
　月曜・火曜・木曜・金曜（祝日を除く）
■健診時間
　開始　8:30　／　終了　12:00
　※昼食はありません
■健診会場
　三原市医師会病院
■受 診 料
　会員（家族・従業員を含む）� １名16,280円（税込）
　うきしろ共済制度加入者� １名11,480円（税込）
　（加入後１年以上の方に限ります。）

■申込締切
　令和３年11月30日（火）
■申込方法
　�別送の申込書に必要事項をご記入の上、受診料を添え
て本所事務局へご持参ください。
■受 診 日
　�三原市医師会病院より関係書類同封のうえ送付いたし
ます。
■検査結果
　三原市医師会病院より事業所宛てに送付いたします。
■お問合せ
　本所�総務管理課（0848-62-6155）
　URL�https://www.mhr-cci.or.jp/cci/service/medical_examination.html

令和３年度 生活習慣病予防健康診断のご案内令和３年度 生活習慣病予防健康診断のご案内
今年度も、会員事業所の健康管理として、生活習慣病予防健康診断を実施します。この機会に是非受診ください。



商工みはら8 令和3年11月1日発行

発行所／三原商工会議所　〒723−8555 三原市皆実4丁目８−１　TEL 62−6155㈹　FAX 62−5900　　編集／情報化委員会　　印刷所／三好印刷株式会社

  ナゼ三原でプリンなの？

　プリンの語源である「プディング」は、蒸し焼きした惣菜系がルー
ツ。デザート系のプリンはすでに全国的に広まっていますが、惣菜系
プリンを使ったまちおこしは全国初。三原のまちや食材をPRするため
に必要な強力なコンテンツとして着目したのが、デリカ（惣菜）プリン
でした。このデリカプリンとデザートプリンを「広島みはらプリン」（認
定制）としてブランド化を図っていきます。

  何のための取り組み？

アフター（ウィズ）コロナを見据え、市民参加型のプロジェクトが始まります。

  広島みはらプリンについてもう少し詳しく教えて

　市や地域連携DMO、関係団体、本所などで発足した「広
島みはらプリンプロジェクト実行委員会」で取り組む広
島みはらプリンには、２つのカテゴリーがあります。
①デリカプリン
→�畜産物や農水産物、炭水化物などを入れた惣菜となる
プリン（味は洋風のものから和風のものまでジャンルは
問いません。）茶わん蒸しのイメージ。

②デザートプリン
→果実や牛乳・卵を使用したスイーツ系のプリン

　そして、ブランド化を図るために、プリンを開発して
いただくにあたって、定義を用意しました。

  どうしたら参加者になれるの？

　このプロジェクトは、飲食店・製造業・市民など多く
の方に参加をいただける取り組みとなっています。
　参加者登録をしないと取り組んではいけないことはあ
りませんが、認定を受けるためには参加者登録を実行委
員会事務局（本所）までご連絡ください。

  認定はどうやって受けるの？

　年数回開催する「ファンミーティング」によって、認
定を行います。認定を受けたプリンにはロゴマークの入っ
たラベルやポスターなどをお渡しします。

  ロゴってできてるの？

　シンボルマーク
であるロゴがこち
らです。
　プリンと石垣の
フォルムをイメー
ジしたアウトライ
ンに、人と人、食
材と食材が繋がり
合うことを願いデ
ザインしました。また「みはら」をひらがなで表記する
ことで、プリンが持つ柔らかい印象に仕上げました。

  HPはあるの？

　特設サイトが完成していますので、ご確認ください。
なお、HP上で11月30日（火）までレシピアイデア募集を
行っています。いただいたアイデアをもとに、商品開発
の参考にさせていただきます。

【ドメイン】
広島みはらプリン.jp

  最後に

　一人でも多くの方にご参加いただき、プリンで三原を
盛り上げ、参加された方がワクワクする取り組みにして
いきたいと思いますので、ぜひプロジェクトに参加して
くださる方を大募集しています。

三原で新たな まちおこし の取り組みがスタート
「プリン」を用いた市民参加型のプロジェクトに参加しませんか？

三原の人がより協力しあい、
一つにまとまること

　●三原市民（三原市にあるお店）による
　●三原の食材を1つ以上使用し
　●三原のまちや特産物への思いを表現した

「プリン」

三原を全国にPRしていくこと
食文化としての定着を図り、

郷土愛を育むこと


