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【2面】広島空港ポップアップショップ
【5面】相談所コーナー　「一日公庫」開催のご案内
【8面】第４回みはらバル開催

【3面】広島ヴィクトワール　三原事務所設置
【6面】インボイス制度
　

【4面】経営支援GOOD
【7面】職場で簡単メンタルヘルス

今 月 の 内 容
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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６日(木)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・課長にご参加いただき、建設部
会からは、深山副会頭・建設部会正副部会長、役員・幹
事等25名が参加しました。
　開会にあたり、赤利部会長より「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ただきたい。」と挨拶を述
べた後、市建設・水道部長より、当日のテーマとした①
松浜第２工区埋め立て工事計画の現状と見通し、②三原
内港及び内港周辺の再生計画、③「県内１水道」構想に
ついての説明を受け、それぞれ意見交換を行いました。
　このうち「県内１水道」では、県水道広域連合企業団

に参画することのメリット、デメリット等についてのお話
しをいただきました。今後のスケジュールでは、今年度
11月に企業団を設立。令和５年４月、「広島県水道広域連
合企業団三原事務所」として事業を開始される予定です。
　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。

「安心・安全」で暮らしやすいまちづくりを目指して「安心・安全」で暮らしやすいまちづくりを目指して
令和５年度予算編成に対する要望書を提出令和５年度予算編成に対する要望書を提出

　令和４年10月18日（火）、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10月28日（金）に、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５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に掲載していますのでご確認ください。

（https://www.mhr-cci.or.jp/cci/request/index.html#221018）

(１) 三原市内道路の整備・改善について (２) 「住宅・建築物安全ストック形成事業」について
・三原バイパス新倉以西の延伸について (３) 市内事業者育成に向けた予算措置について
・宮浦西野線の早期着工と早期完成について (４) 三原内港再生基本計画の推進について
・車道上に張り出している枝葉の除草・伐採について (５) 中心市街地への休憩・集うスペースの創出について
・三原バイパスのトンネルの照明について (６) 尾道糸崎港の港湾整備について

岡田三原市長へ要望書を提出岡田三原市長へ要望書を提出

陶議長へ要望書を提出陶議長へ要望書を提出
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「三原の海運振興・離島振興　佐木島の取り組みについて」

りんくうさんぽ市 ～三原編～

運輸車輌部会「視察研修会」運輸車輌部会「視察研修会」

広島空港で第１弾となるポップアップショップを開催広島空港で第１弾となるポップアップショップを開催

　本所運輸車
輛部会（田中
綜一部会長）
では、三原の
海運振興・離
島振興の現状
を知るため、
10月４日（火）
三原市佐木島で視察研修会を開催しました。（参加者10名）
　この視察では、さぎしまを愛するボランティアガイド
の皆様と県立広島大学が連携して行ってきた海浜セラ
ピーを体験。また、鷺島みかん島プロジェクトと共に耕
作放棄地問題に取り組み、見事復活を果たした堀本ファー
ムを見学しました。
　船に乗るところから海浜セラピーはスタート。鷺港で
ボランティアガイドの皆様に迎えられ、佐木島について
ガイドをいただきながら大野浦海岸に到着。
　セラピーの内容は、①県立広島大学名誉教授・大塚彰
先生より、佐木島海浜でのセラピー効果についてのご講
話②血圧測定③五感体験④ストレッチ④鷺裸足（サギラッ

ポ）を履いての砂浜ウォーク⑤鷺邸特製のセラピーランチ
⑥島内ウォーキング⑦血圧測定となっており、心も体も
癒され、佐木島の魅力を再発見することができました。
佐木島の皆さん自らが離島振興の一躍を担い、協力し合
うお姿が印象的でした。
　鷺島灯台へのウォーキングでは、ガイドの山本様の熱
心な働きかけで恋する灯台に登録が叶ったこと、草木の
手入れが大変で行政に手助けして欲しいこと、表示板を
設置したいという皆さんのご要望をお聞きしました。
　堀本ファームでは、間引かれる青みかんや佐木のひじ
きを飼料に加え栄養価に優れ、付加価値の高い「島たま
ご」の商品化に成功。クラウドファンディング等も活用し、
野生動物の被害に遭いながらも今できることを尽くされ、
協力しながら運営されていました。また、ランチをいた
だいた鷺邸もプロジェクトの一環で空家を再生し、オー
プンされています。
　参加者からは、「癒された。」「健康経営も課題となって
いる今、興味深い体験だった。」「まずは三原市民が佐木
島を訪れ、これ以上航路減少のないよう船を利用したい。」
などのお声をいただきました。

　４市２町（三原市・竹原市・尾道市・東広島市・大崎上
島町・世羅町）が構成団体となっている広島臨空広域都市
圏振興協議会は、広島空港を活かした賑わいづくりに取
り組んでおり、このたび、10月14日（金）～30日（日）まで
の約２週間、広島空港内で特産品フェアが開催されまし
た。本フェアは「りんくうさんぽ市」とネーミングされ、
広島空港のある三原市が第１弾として実施し、市内の13
事業所が自慢の商品を出品しました。
　本所及び三原臨空商工会は出品事業所と広島国際空港㈱
との調整役となるとともに、
空港を利用されるお客様や
空港へ遊びに来られた方に、
各店のこだわりが詰まった
商品をPRするため「ぐっと
みはら」のキーワードで全
体を装飾しました。
　また、情報発信は、市民
グループ「ぐっとみはら編
集部」と連携し、SNSを活

用して商品の特徴や、テーマ
別ベスト３選といった消費者
目線でのおススメポイントを
添えてPRいただきました。
　本所では、新商品やブラッ
シュアップ商品などのテスト
マーケティングの場として、
このような特産品事業を今後
も展開していきます。
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三原事務所を本所内に設置  自転車で三原を盛り上げる　
自転車プロチームと本所がタッグ！！自転車プロチームと本所がタッグ！！

　本所では、広島に拠点を置く自転車プロチーム「ヴィ
クトワール広島」と委託契約を締結し、本所内に三原事
務所を設置しました。
　ヴィクトワール広島（以下、「チーム」）は、2015年に中
四国で初めて設立されたプロのロードレースチームで、
現在、国内プロの新リーグ「ジャパンサイクルリーグ」
に参戦しています。
　今回、本所とチーム
が契約するに至った前
段で、本年３月に三原
市とチームがスポーツ
振興に関する連携協定
を締結されています。
　官民連携でチームを
応援する流れとなり、
発展期のチームと所属
選手をサポートするた
めに、経済界として何
ができるかを模索する中で、県東部のスポンサー獲得や
三原で開催される大会やイベントなどの連携、グッズ販
売業務を本所が担うことで、経済界が全力でバックアッ
プする姿勢を打ち出すこととしました。
　中央森林公園は、自転車競技の世界では「聖地」と呼ば
れるほど環境が整っており、男子も女子も大会が開催さ
れています。また、すでに来年市内で行われる大会に向
けて現在計画を進めており、全国から選手が三原の地に
集まり、熱い戦いを繰り広げてくれるのを今から期待し
ています。

　現在、チームでは来年のスポンサー企業を募集してい
ます。プロチームを応援できるチャンスですので、ご興
味がある方は、お気軽に下記連絡先までお問い合わせく
ださい。
　一緒にヴィクトワール広島を応援しよう！！

【ヴィクトワール広島】
https://victoirehiroshima.com/

【問い合わせ】
ヴィクトワール広島　三原事務所（本所内）
TEL：62-6155（担当：星野）

三原市の景気観測調査 令和4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 R3.9月 12月 R4.3月 6月 9月

総 　 合 ▲42.9 ▲18.2 ▲30.7 ▲31.6 ▲27.2

製 造 業 ▲37.8 ▲23.7 ▲29.7 ▲40.6 ▲25.0

非製造業 ▲46.3 ▲14.0 ▲31.4 ▲26.3 ▲28.6

全業種において、円安による原材料の高騰や物価の上昇に伴い、
価格転嫁の動きが出てきています。

　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▲26.4となり、前期６月
調査結果の▲31.6から5.2ポイント上向いた。
　�全業種では、原材料の高騰や物価上昇により価格転
嫁の動きが出てきており、業況の悪化が免れない状
況が続いている。一方で、コロナ対策等の普及によ
り、イベントや催事が増え、客足が戻りつつあると
いった声も上がった。
■製造業：　　製造業全体の９月期のDI値は▲22.9と
なり、前期６月期調査結果の▲40.6から17.7ポイン
ト上向いた。

■非製造業：　　非製造業全体の９月期のDI値は▲
28.6となり、前期６月期調査結果の▲26.3から2.3
ポイント下向いた。

R3.９月 12月 R4.３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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　主に公道をコースとする自転車の長距離レースの
ことです。長いものでは200kmを超えるものもあり、
競技時間は５～６時間になることも。
　100～200人の選手が一斉にスタートし、最初に
ゴールした人が優勝というルールです。
　チーム内には役割があり、優勝を狙う選手とそれ
をサポートする選手がそれぞれの仕事を他チームと
駆け引きをしながら果たしていきます。サポート役の
選手は優勝を狙う選手の前で風よけとなって走った
り、集団の中で走りやすい位置を確保したりします。
優勝を狙うエースはチームの献身を受けとめ、一着
をめざして一心不乱にゴールテープを狙います。
　ロードレースは、チーム全員が思いを一つに総力
をあげて戦う団体戦です。

ロードレースって？

ヴィクトワール広島

中山監督（左）と森光会頭中山監督（左）と森光会頭
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経営支援
GOOD!
経営支援
GOOD!
経営支援
GOOD!
経営支援
GOOD!

PIECE

Vol.16
補助金を活用した店舗改装・機材購入

　神戸、東京の洋菓子店で修業したオーナーシェ
フが経営する洋菓子店「PIECE」の升本さんは、
補助金を活用した様々な試みをされています。
　そのなかで今回の店舗改装のきっかけとなっ
た「ものづくり補助金」や「小規模事業者持続
化補助金」の活用例などについて香田経営指導
員がお話を伺いました。

■PIECEとは･･･
　令和元年８月９日に三原市円一町で開業。今年で４年
目を迎えます。
　「PIECE」という名前は、人々の幸せのかけらになれるよ
うにと願いを込めました。洋菓子を通じて地域の活性化に
繋がるように活動していきたいという思いから名づけ、地
元三原に愛され地域に根付く店づくりをめざしています。

■補助金へのチャレンジ･･･
　創業当初からまちづくり会社の創業支援と合わせて、
商工会議所へ相談に行きました。
　PIECEは店舗が小さいので以前から店舗改装という課
題がでており、加えてコロナ禍が重なったことにより、
お客様が外で待つ状態が多くなりました。また、商品数
の増加により、機材不足や展示棚へ置くことが難しい状
況が続いていました。そこで、次の補助金へチャレンジ
したいと考えた時に、「ものづくり補助金」を紹介いただ
きました。
　ケーキ製造のためのオーブン、商品保管のための冷蔵
庫、冷凍庫の導入。また、三原市内ではまだ珍しい「チョ
コレート」専用のショーケースを設置したいと考え、チャ
レンジすることにしました。
　また、「小規模事業者持続化補助金」へ２回チャレンジ
し採択しました。内容は、お菓子の生地の製造に係る機械、
通販サイトをメインにしたホームページの作成と今回の
店舗改装です。

　以前から補助金申請は作成してきていましたが、さら
に詳しく、どのような商品がどのように売れているのか。
お店のセールスポイントは何かなど、詳しく分析するこ
とから始まりました。
　文書を作成することに苦手意識をもっていましたが、
専門家の方との相談や商工会議所の支援を受け、無事に
申請することができました。
　計画書を作成することは自身の事業を振り返ることに
もつながりますので、とても良い経験をさせていただき
ました。
　現在は、機械の導入、店舗の改装も終了し、今年８月
末には店舗をリニューアルオープンすることができまし
た。
　店舗を広げたことで、遠くからもお店を認識してもら
えるようになり、新規のお客さんも増えてきました。

■これからのPIECEは･･･
　これからは「三原市の洋菓子文化を盛り上げたい！」
という思いを胸に、チーズケーキを始めとした洋菓子に
加え、「ガレット・デ・ロワ」や「シュトレン」等のお菓
子も提供していきたいと考えています。
　また、三原市へ市外や他県
から来店していただけるよ
うなお店作りをめざします。
　そして、スタッフさんが働
きやすい環境も整えていき
たいです。

聞き手：本所 経営指導員  香田 理絵（写真･左）

〔代表者〕升本 慎之介 さん
〔住　所〕三原市円一町3-9-1
〔ＴＥＬ〕0848-51-5607
〔定休日〕月曜日・火曜日(祝日の場合は営業）
〔営業時間〕10時～19時　　〔HP〕https://pat-piece.com/

BeforeBefore

⇒⇒
AfterAfter



商工みはら 5令和4年11月1日発行

定11 期月 相 談 会

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

経営相談 ２日、９日、16日、30日 各水曜日 10時～16時 中小企業診断士

雇用労働関係相談 10日（木）　13時～16時 社会保険労務士

事業承継・M&A 16日（水）　13時～17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） 24日（木）　13時～17時 （一社）広島県発明協会

　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

各 種 支 援 金 ・ 補 助 金 情 報

　お客様が日本政策金融公庫の担当者に、直接その場で融資をうけられるかどうかを相談
できるというサービスです。

日時：11月25日（金）　午前10時～午後３時
場所：三原商工会議所

◆ こんな方は是非お越しください ◆
◦ 借入を検討しているが、融資制度な

ど難しいことはわからないという方
◦ これから創業しようと思っている

が、何から準備したらいいのか知り
たい方

◆ 主な融資制度の概要 ◆
■新型コロナウイルス感染症特別貸付
■ご融資金額　別枠8,000万円以内
■金　　　利　1.13％（当初３年間0.23％）
　　　　　　　※令和４年10月３日現在
■ご返済期間　20年以内
■�そ　の　他　 ご返済期間などによって異なる利率が適

用されます。

◆ ご用意いただく書類 ◆
■�個人の方　直近２期分の確定申告書・決算書の控え、

借入金明細書、預金通帳、税金領収書（所得税等）
■法人の方　法人の登記簿謄本（新規のご相談の場合）
　 直近２期分の決算書（確定申告書・勘定科目明細表を含

みます）決算後６カ月以上経過している場合、最近の試
算表、税金領収書（法人税等）

　現在、日本政策金融公庫をご利用いただいている場合
でも、重複してのご利用が可能です。
　一日公庫のお申し込み、ご相談は完全予約制です。ご
希望の方は、11月18日（金）までに三原商工会議所または、
日本政策金融公庫の窓口へご連絡ください。

■お問合せ　三原商工会議所　TEL：0848-62-6155
　　　　　　　　　　　　　　　FAX：0848-62-5900
　㈱日本政策金融公庫尾道支店　TEL：0848-22-6111
　　担当：西澤（ニシザワ）　　　FAX：0848-22-7004

「一日公庫」開催のご案内「一日公庫」開催のご案内相相 ココ談談 ーー所所 ナナ ーー

「一日公庫」とは？

広島県飲食事業者チャレンジ応援事業（県）

●お問合せ　広島県飲食事業者チャレンジ応援事業事務局
  ☎ 082-248-6872　　受付時間/ 9:30～12:00 ・ 13:00～17:00（平日のみ）

◦助成事業対象者
　 広島県内で飲食業を営む中小事業者（個人事業者含

む）であり、運営する店舗が「広島積極ガード店
ゴールド認証店」であること

◦助成率
　助成対象と認められる経費の9/10以内
　（千円未満切り捨て）

◦助成対象取組
　（1）感染拡大防止に向けた取組
　（2）新規性のある取組
　（3）広島サミットに向けた受入環境整備の取組

詳しい内容についてはHPよりご覧ください。
（https://hiroshima.inshoku-o-en.jp/）

令和4年10月17日（月）～令和4年12月28日（水）締　切
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日々の取り組みや経
営に関する情報は、所

報・ホームページ・ラジオ等を通じて発信しています。
ぜひ、ご覧ください。

情 報 発 信

インフォメーション
イベントでFMみはらを
活用してみませんか？

　こんにちは、FMみはら局長の増原です。暑く長かった
夏が終わり、秋も深まってまいりました。しかし、今年
の秋は寒暖の差が激しく、なかなか体調維持が難しいよ
うに思います。とはいえ、新型コロナウイルスに対する
対策も講じられ、三原市においては様々なイベントを開
催することができ、賑やかさが戻ってきました。
　特に、この夏の三原やっさ祭りの開催は「三原の夏が
帰ってきた！」と感慨深い気持ちになりました。FMみは
らにおいても「三原やっさ祭り」の特番を放送し「三原
の夏の音」をお届けするお手伝いができました。開催に
向けて尽力された全ての人に感謝します。　　　　　　
　さて、このようにイベントを開催される際に、FMみは
らを活用してイベントを告知することができます。是非、
ご検討ください。

【活用方法その１：ラジオCMで告知をする】
ラジオCMを使ってイベント告知をしてみませんか？
　FMみはらでは、20秒CMを16,500円で15本（CM製作費
込）放送することができます。例えばイベント開催５日前

から毎日３回ラジオで20秒CMを流すことができます。ラ
ジオCMのイベント告知を是非、ご検討ください。

【活用方法その２：ラジオに出演して告知をする】
イベントの内容をラジオに出演して告知してみませんか？
　直接、担当者がリスナーに語り掛けることにより詳細
なイベント情報を告知できます。一方的な告知ではなく、
パーソナリティとの掛け合いによる案内になりますので、
ライブ感たっぷりにイベントを紹介できます。夕方５時
から放送している「イブニングスペシャル」でイベント
告知の時間を設けています。是非、ご検討ください。
　この他、FMみはらのパーソナリティを司会者として派
遣するサービスも行っております。ラジオの声がイベン
トを盛り上げますので、こちらも是非、ご検討ください。
　いずれもFMみはらの営業担当がご相談にのります。ま
ずは、お気軽にお問い合わせください。

FMみはら：☎0848-67-0874

三原市本町 3-15-7
TEL.64-8383西菓子舗
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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。

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。

　代表理事　大野�萌子
日本メンタルアップ支援機構
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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
　11月25日（金）

受 曲 B 援

易 宅

C 延 工

治 写

旗 A 木

家 夕 地

日 冬 難 配 真

書 立 業 国 度

人 支 法

答：

6月号答：梅雨空

■健診期間
　令和５年２月２日（木）～２月27日（月）
　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４年11月30日（水）
■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）

　令和４年11月１日～令和５年２月28日までの期間
で第４回みはらバルを開催します。
　お得なチケットを3,000円で購入すると4,500円相当
の美味しい食事がご堪能いただけます。
　行ったことのないお店を訪れるきっかけづくりと
して是非、みはらバルをご利用になってお楽しみくだ
さい。

＼みはらバルの楽しみ方／
１．お得なチケットを3,000円で購入
　4,500円相当！（750円×６枚）
　プレミアム率50%　1,500円お得
２．マップから行きたいお店を選ぶ
３．まずはバルメニューを堪能
　追加メニューもチケットを金券として利用OK

【チケット販売場所】
三原商工会議所、三原観光協会（うきしろロビー）

お問い合わせ
みはらバル実行委員会
☎0848-62-6155

令和４年度 生活習慣病予防健康診断のご案内令和４年度 生活習慣病予防健康診断のご案内

第第４４回みはらバル開催！回みはらバル開催！

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。

詳しくはコチラ➡

約６年ぶりの飲食イベント！　「お得なチケット」を利用して美味しいものを食べに行こう！約６年ぶりの飲食イベント！　「お得なチケット」を利用して美味しいものを食べに行こう！


