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今 月 の 内 容

　令和３年10月29日（金）、森光会頭、平野専務理事は、岡田三原市長および三
原市議会陶議長、児玉副議長を訪ね、三原市の地域力を生かした安心・安全で
暮らしやすいまちづくりを推進するため、「令和４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/index.html#211029）
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対策

　◦新型コロナウイルスワクチン接種等について
　◦ウィズコロナにむけた、市内経済回復に向けた取り組みについて
 2 中小企業への支援

　◦三原市に本社を置く企業への市税軽減について
　◦事業所の環境設備設置等に関する支援について
　◦三原市産の特産品の開発に対する補助・助成について
 3 安心・安全に暮らせるまちづくり

　◦社会資本の整備・維持更新について
　◦ライフラインに関わるトラブル発生時の情報提供について
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令和4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・中小企業への支援等について要望

市の魅力を活かし「住み続けたい」、「住んでみたい」選ばれるまちに！市の魅力を活かし「住み続けたい」、「住んでみたい」選ばれるまちに！

　本所議員懇話会（須﨑裕之幹事長）では、11月22日（月）
議員研修会を開催、岡田三原市長、山崎三原市シティプ
ロモーションアドバイザーを招き、令和２年度より三原
市が積極的に取り組んでいる「三原市シティプロモーショ
ン推進事業」について説明をいただきました。(参加者44名)
　研修では、岡田市長より、市の現状や行政・経済界の
連携の必要性に続き、総合戦略で掲げる「選ばれるまち
への挑戦」として関係人口拡大のため本プロモーション
事業に取り組んでおり、是非、経済界も三原市の魅力を
創出するため協力して欲しいという強い思いが述べられ
ました。
　続いて、山崎アドバイザーより、三原高校の生徒と連
携により取組むプロモーション動画が紹介され「まだ三
原にさよならを言いたくない」という若者のメッセージ
に大人たちが、何をしていかないといけないか？様々な
アイデアによる「○○のまち」が融合し、この規模のま
ちだからできる魅力を活かした選ばれるまちづくりが必

要です。例えば進学した学生がＵターンしやすい、離れ
ても将来三原への戻りたいという思いを持ち続けてもら
うため、若者達の心に届くいろいろな活動をしていく必
要があるとお話されました。
　経済界でも前号で紹介した「プリンプロジェクト」を
シティプロモーション事業の一環として取り組みます。
　経済界の更なるアイデアで、将来の選ばれるまちにな
るための取組みが必要である事を学ぶ研修会となりました。

岡田市長より「三原市シティプロモーション推進事業について」の思いを聞く岡田市長より「三原市シティプロモーション推進事業について」の思いを聞く
市の魅力を活かし「住み続けたい」、「住んでみたい」選ばれるまちに！
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特集
＼販路開拓・売上アップをめざして新しいチャレンジしてみませんか？／

小規模事業者持続化補助金のきほん
　アフターコロナとして新たな試みを実施するとき、その一助として補助金の活用が考えられます。
「小規模事業者持続化補助金」とは、お店の経営をもう一度見つめ直し、今後も安定した経営を続けるため
のチャレンジを応援する制度です。
　本所では、概要説明や申請書作成のポイントについてサポートしていますので、お気軽にご相談ください。

一般型 低感染リスク型ビジネス枠

上限50万円　補助率２/３

販路開拓に関連する事業全般
補助内容

2022年２月４日㈮締切
受付締切
活用例  チラシ・ＨＰ作成、店舗改装等

上限100万円　補助率３/４

ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス
生産プロセス導入に関連する事業

補助内容

2022年１月12日㈬締切、３月９日㈬締切
受付締切
活用例  ECサイト・HP作成、オンライン化のシステム導入等

補　助
対象者

●商業・サービス業（宿泊・娯楽業除く/従業員5人以下）
●宿泊業・娯楽業、製造業、その他（従業員20人以下）

「チャレンジしたい」と思ったら…事業実施スケジュールをチェック！
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報告書
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※郵送締切
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※交付決定日以降

事業実施
期　　限

■一般型：２０２２年２月４日（金）第７回受付締切の場合

持続化補助金へのチャレンジ状況 応募総数 ６４件
（本所管内2020年3月31日～2021年9月8日受付締切分）

【補助事業のテーマ】

ECサイトの確立による自社
プロモーションの強化と売
上拡大

（飲食業）

販路拡大のためのカタログ
制作とEC販売向け物流環
境整備

（卸売業）

非接触型自動ドアの導入と
ウイルス除菌脱臭機の設置                    

（飲食業）

看板・販促物と動画活用に
よる販路開拓事業

（建設業）

小規模事業者持続化補助金のきほん小規模事業者持続化補助金のきほん
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経営支援
GOOD!
経営支援
GOOD!
経営支援
GOOD!
経営支援
GOOD!

㈱ナンバ洋服店
〔代表者〕石井　克昭
〔住　所〕三原市港町1丁目5-19
〔ＴＥＬ〕0848-62-4056

Vol.6

地域密着でありつづけるために
時代の潮流に合った柔軟な経営を

　地元商店街で紳士服の販売や洋服のお直し
事業を営んでおられる同社　代表取締役の石
井さんより、新型コロナウイルスによる経営
への影響と、それを打破するための取り組み
についてお聞きしました。

――石井さんとは商店街や
まちづくりの関係でもお世
話になっています。改めて
お会社の事業概要について
教えてください。
　開業は昭和36年で、紳士
服の販売のほかに、私立中学高校の制服の専売と学生服
の取り扱い、フランチャイズでマジックミシンという洋
服のお直し・リフォーム事業も展開しています。

――新型コロナウイルスの影響はいかがですか。
　かなり影響を受けています。出張などの機会が減って
しまったことで、スーツの売り上げも落ちました。また、
マジックミシンはショッピングセンターの中にテナント
があり、緊急事態宣言などによって休業要請が出ると、
ショッピングセンター内のテナントも要請に従って休業
を行うため、売上げにダイレクトにつながります。くわ
えてお預かりした洋服のお渡し日の変更のご連絡が発生
するなど、対応に追われました。なにより、新型コロナ
ウイルスの影響は長期化を覚悟しないといけないところ
が経営には非常に痛手です。

――この状況を打破しようと販路開拓のご相談をいただ
いたわけですね。

　今回のコロナで、生活スタイ
ルや働き方などが大きく変化し
たと言えます。商売を続けてい
く上で、今までのやり方を続け
ていくだけでは競争に勝ち残れ
ないと感じ、販路開拓に打って

出ようと考えました。はじめは補助金などを使わず、自
己資金で工面していこうとも思いましたが、一度相談だ
けはしてみようと商工会議所に相談をしてみました。

――ご相談をいただいた際、現状の分析や今後の見通し、
課題解決に向けて優先度の高い取り組むべき事などが
しっかり整理されておられ、補助金申請がダメだったと
しても自己資金でやるつもりという強い信念をお聞きし
て、私も全力でご支援させていただこうと感じました。
　今回のご相談もHPの改修によるネット販売窓口の開設
と、接触時間軽減に向けた問合せページの追加でしたね。

　学生服の場合であれば、シャツや靴下などサイズが分
かっている商品は、ネットからご注文をいただけるよう
にし、制服はこれまで通りお店でサイズを合わすことが
できるので、安心してご購入をいただけます。また、“低
接触”というキーワードは今後も続くと思われるので、お
直しの見積をHP上で受けられるようにし、窓口での接触
時間の軽減に繋がるようにする予定です。

――小売業界はインターネット販売の浸透で路面店の営
業が厳しい市場となっていますが、どのようにお感じで
すか。
　インターネット販売はとても便利で価格も安く、品ぞ
ろえも豊富でメリットも多いです。一方で、路面店の良
さというと、専門的な知識を持つスタッフと直接コミュ
ニケーションを取ることができ、タイムリーかつ商品を
実際に手に取って選ぶことが出来る点だと思います。お
互いの良さを消費者の方に提供できれば、消費者満足を
高めることができると感じます。そのためには、時代の
流れに合わせた経営ができるかが重要になってきます。

――地域密着と社会変化への適用の両立ですね。
　帝人通り商店街で商売を続けさせてもらい、地元の方
に支えられて今があります。これからも地域とつながっ
ていくために、変わっていくべきところは変えながら時
代にフィットしていきます。

聞き手：本所　経営指導員　星野　佑介
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一般国道2号福山道路整備促進期成一般国道2号福山道路整備促進期成
同盟会設立総会同盟会設立総会

　11月２日（火）、福山市役所において一般国道２号「福
山道路」の整備促進をめざす期成同盟会設立総会が行
われ、本所から森光会頭が出席しました。
　福山市内では、国道２号線の慢性的な渋滞が発生し
ている状況にあり、地域の経済成長のためには交通渋
滞を解消し、生産性を向上させることが重要です。
　令和３年３月に三原市糸崎と尾道市福地町を結ぶ木
原道路が開通。令和７年には笠岡バイパスが開通予定
と近隣のバイパスの整備が進む中、備後圏域の活性化
や地域の安全・安心の確保のため「福山道路」の早期
整備を働きかけます。

2023年10月より導入

「インボイス制度」対応策
　本所では、11月19日（金）に「インボイス制度」対応策
と題して、税理士の中島典子氏を講師に招き、オンライ
ンセミナーを開催しました。（来所・WEB参加者27名）
　2023年10月より導入のインボイス制度の登録や電子帳
簿保存法の改正について、わかりやすくお話いただきま
した。
　「インボイス制度」といわれる新しい制度の正式名称は、

「適格請求書等保存方式」です。本制度は、免税事業者を
含めてすべての事業者に影響があり、早めの準備が必要
です。また、電子帳簿保存法は、改正により電子データ
での保存が可能となり、事前承認制度も廃止されました。
電子データの保存は、任意のフォルダに格納し、いつで
も提出・閲覧できる状態にしておくこと、訂正や削除の
履歴がわかるようにしておくことがポイントとなるとお
話されました。

商工みはらを
メルマガでも
おとどけします！
お申込みは >>> 
https://www.mhr-cci.or.jp/cci/service/syoukou-mihara.html

  令和3年度三原市中小企業優良従業員表彰式を開催 152名の功績を称え表彰

　11月17日（水）、三原国際ホテルにおいて、三原市中小
企業優良従業員表彰式を開催しました。
　この表彰制度は、三原市・三原臨空商工会・本所の主
催により、毎年勤労感謝の日にちなみ、三原市内の中小
企業事業所より推薦をいただいた、勤勉・他の模範と認
められる方へ表彰を行うものです。
　今年は、152
名の方を表彰す
る こ と が 決 ま
り、当日の式典
に は25名 の 受
彰者の皆様にご
出席いただき、
表彰状と記念品
を 贈 呈 し ま し
た。誠におめで

とうございます。
　表彰式では、主催者を代表して池本三原副市長が挨拶
を述べ、受彰者を代表して、20年表彰を受けられた㈱三
原美装社の上田順子氏より「入社以来、様々な人達に出
会い、学び成長させていただき、仕事に誇りを持ち、誠
実に努力を重ねることができました。受彰者一同、本日
の受彰を契機として、更に仕事に励みそれぞれの会社の
発展に貢献し、後進の育成に取組んで参りたいと思って
おります。」と、謝辞を述べられました。

表彰区分 採用年月日 被表彰者人数
10年表彰 2001/10/2～2011/10/1 83名
20年表彰 1991/10/2～2001/10/1 35名
30年表彰 1981/10/2～1991/10/1 26名
40年表彰                 ～1981/10/1 08名

令和3年年末

令和3年12月1日（水）～12月10日（金）までの10日間

交通事故防止県民総ぐるみ運動
令和3年 広島県交通安全年間スローガン

「ゆとりある 心と車間の
  　　　　　ディスタンス」
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㈲よしなが　吉永 周平

　11月10日（ 水 ）、
三原商工会議所に
おいて青年部会11
月例会を開催しま
した。「ウェブ集
客スキル・インス
タ編～宣伝告知に
役立つ活用法～」
をテーマに、会員
の小松愛香さん（㈱KOTOYA）からインスタの活用法に
ついて学びました。
　これまでも何度か小松さんには、SNSの活用について
説明をしていただいており、今回はインスタの最新の活
用法などを具体的な事例を交えて教えていただきまし
た。
　インスタは、2014年から日本アカウントが開設され
ましたが、2021年になった今でも発信の最先端のツー
ルとして使われ、活用することでまだまだ集客や新規顧
客獲得への可能性を感じました。また、小松さんに丁寧
に分かりやすく解説してもらうことで実践に繋げやす
かったです。
　こうして学んだことを各会員のお店、会社が実践する
ことで、地域の人たちに役立てる情報を発信し、地域の
活性化に繋がれば良いと感じました。
　三原商工会議所青年部会では、経営だけでなく、今回
のようにすぐに使えるツールの勉強も含め、様々な勉強
の場をご用意しておりますので、ご希望の方はぜひオブ
ザーバーでご参加ください。

　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/

11月例会報告

第53回全国商工会議所女性会連合会
オンライン総会に参加しました

　すべての都道府県の緊急事態宣言が解除されてから２カ
月が経過し、感染状況も落ち着いてまいりましたが皆様い
かがお過ごしですか。
　全国商工会議所女性会連合会では、10月22日（金）、第53
回総会をオンラインで開催し、本所から７名が参加しまし
た。東京の丸の内KITTE4階ホールをメイン会場に、全国の
356女性会を繋ぎ、3,777名が参加しました。
　今回は「双方向での交流」をテーマに、出席女性会ごと
に紹介を行う時間を設け、北海道から順に各地のPRを行い
ました。オンラインだからこそ全国の仲間のお顔を拝見す
ることができ、商工会議所女性会の広がりを実感いたしま
した。
　本会では「三原だるま」を飾り、三原をPRさせていただき、
他にもZoom meetingを活用したオンライン交流タイムなど
もございました。
　また、総会の中で毎年行っている「女性起業家大賞」授
賞式では、20代の受賞者もいらっしゃり、AIの活用やサス
テナビリティを実現した事業展開などをお聞きし、若い世
代のご活躍を頼もしく思いました。
　第54回は、復興を続ける福島で開催の予定です。福島に
集い、少しでもお力になれればと願っています。

Satsuki LetterSatsuki Letter
～女性部会から皆様へ～～女性部会から皆様へ～

Satsuki LetterSatsuki Letter

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、ぜひお問合せください。

【申込・問合せ】事務局 實廣（0848-62-6155）



商工みはら6 令和3年12月1日発行

　経営を行っていくうえで、大切なことは何でしょうか。
　いろいろありますが、キャッシュ（すぐ動かせる現金）
を持っていることは、とても大切です。
　毎年赤字が続いていても会社がつぶれるとは限りませ
んが、黒字であっても資金が回らなければ、会社は倒産
してしまうからです。
　倒産しないためには、手元にある現金の管理が必要で
す。そして、それをチェックするために「資金繰り表」
を作成すると有効です。
　「資金繰り」とは、会社に入ってくるお金と出ていく
お金のやりくりのことをいいます。また、一定期間の資
金の動きを一覧にして、手持ち資金の過不足を可視化す
る書類を「資金繰り表」といいます。

　資金繰り表は、決まったフォーマットなどはないの
で、エクセルなどの表計算ソフトを使うと作りやすいで
す。自社に合う形で作成することもできますし、インター
ネット上にある書式をダウンロードしたり、取引銀行が
持っている様式を利用することもあります。
　詳しい作成方法は紙面の関係上割愛いたしますが、作
成のポイントは、資金繰り表に記入する項目ごとの見積
金額（予算）は、ある程度正確な金額を記入することです。
その把握が難しければ、厳しめな予測を立てる、つまり
売上や入金に関しては少なめに、経費や支出は多めに予
測し、実際の金額と乖離が少ないことが大切です。

　作成した資金繰り表は、財務基盤を整えるために活用
していきます。
　まず、作成した資金繰り表の資金残高がマイナスにな
るところはないかを見て、運転資金が枯渇する時期や金
額を確認します。
　もし、運転資金がマイナスになりそうな場合には、

・売掛金などの入金は早く回収し、買掛金などの支出

はできる限り遅く延ばす
・現金化できるものは早めに現金化する

　・運転資金の借入
など、資金調達の方法を検討し、資金ショートを防ぐ対
策を打ちます。
　さらに長期的な視野に立ち、資金不足を解消していく
ことも大切です。
　資金繰りが厳しい状態が続く企業は、なぜ資金繰りが
厳しい状態が恒常化しているのか、どこに原因があるの
かを洗い出して対策を考え、改善してくことが必要です。
　資金繰り表を作成することで財務体質を改善し、経営
基盤の強化を図っていくことができるのです。
　また、設備投資や従業員の雇用など、大きな経営判断
には資金が必要となりますが、その時期を把握するため
に資金繰り表を活用することができます。
　資金繰り表から資金的に余裕があるタイミングを見計
らって投資を行うことで、適切な経営判断ができます。

　私が所属している（一社）広島県中小企業診断協会の
YouTubeチャンネル

（https://www.youtube.com/channel/UChpBVfZeM7rzeiBmtTl_qWg）
には、資金繰り表研究会が動画を載せています。
 　「資金繰り表からこんなことがわ
かるよ」という内容なのでよろし
かったらご覧ください。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　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。
　資金繰り表の作成方法を詳しく知りたい方は、ぜひお
越しください。

資金繰り表をつけてみよう経営の経営の
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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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
●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

【飲食店対象】
広島積極ガード店ゴールド認証取得における新型
コロナウイルス感染症予防対策に関する補助金
●補助対象経費
　①飛沫感染予防対策
　②接触感染予防対策
　③換気による感染予防対策　等
●補助上限額
　１店舗あたり　上限10万円

※過去に実施した「飲食店における新型コロナウ
イルス感染症予防対策事業費補助金」または「飲
食店におけるパーテーション設置促進補助金」
を受けていないこと

●お問合せ
　広島県飲食店新型コロナ対策補助金事務局
　☎082-546-2270

月次支援金（国）
●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

頑張る中小事業者月次支援金（県）
●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

三原市本町 3-15-7
TEL.64-8383西菓子舗

　コレワークは、罪（非行）を犯して刑務所や少年院に入っ
ている人が社会に戻っていく際、事業主の皆様につなぐ
お手伝いをする法務省の機関です。平成28年に発足し、
これまで3,500件を超える相談に応じてきました。
　令和２年７月１日に拠点を全国２カ所から８カ所に増
やし、中国地方では広島市に法務省コレワーク中国を開
設しました。これによりきめ細やかなサービスを展開し
ていきます。
　無職者と有職者では、再犯率が約３倍も異なります。刑
務所出所者等の雇用を支援することで再犯防止につなが
りますので、社会貢献につながる雇用にご協力ください。
■お問合せ
　広島矯正管区コレワーク中国
　☎ 0120-29-5089（平日10時～17時）
　  corrework-chugoku@i.moj.go.jp
　ＨＰ コレワーク で検索

ご予約・ご相談は三原商工会議所へ　☎0848-62-6155
定12 期月 相 談 会

■雇用労働関係相談
　日　時　12月22日（水）　13時～16時
　相談員　社会保険労務士

■経営相談
　日　時　12月2･9･23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　12月14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　12月15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　12月23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

雇用は「コレワーク中国」にお任せください！
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三原やっさ祭り実行委員会では、

10月24日（日）20時00分から

「2021やっさサプライズ花火」を

沼田川中土手にて開催しました。

新型コロナウイルス感染症の影響により、　

第45回・第46回の三原やっさ祭りが中止に

追い込まれる中、今年の夏の何もなくて寂しい

思いをされているであろう市民の皆様に笑顔に

なってもらい、心の中のやっさ魂を再び燃やして

来年開催予定の第47回への盛り上がりの機運を高めて

いただくためにやっさ祭り最終日の恒例行事である花火を

打ち上げることにしました。

今回のサプライズ花火によって、三原のやっさに対する皆様の

気持ちが盛り上がり、来年には3年ぶりのやっさ祭りが開催が

できるよう実行委員会として準備してまいります。

第46回 三原やっさ祭り
2021やっさサプライズ花火

漢
字字

●リストから漢字を選び、空いたマスを埋めてクロスワードを完成
させましょう。

●ひとつの文字は1回しか使えません。
●最後に、A～Cのマスに入る漢字でできる三字熟語を答えてくだ

さい。

5名の方に
プレゼントが当たる！

正解者には抽選でプレゼントを
お送りします。会員事業所の方
は応募資格がございますので、
奮ってご応募ください！

●応募方法　
右記QRコード
の応募フォーム
より必要事項を
ご記入のうえご
送信ください。

●応募締切　12月24日（金）
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