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コロナ禍で減少した飲食店への人流を回復させる消費刺激支援の一環

コロナ禍で落ち込んだ地域経済の回復、特に緊急事態宣言やまん延防止
等重点措置等の制約により疲弊している飲食店の回復を応援するために、
当商工会では、岡山県の補助金を活用して瀬戸内市内の飲食店情報サイト「瀬戸内ランチ」を立ち上げました。
商工会会員から同サイトへの掲載飲食店を募集したところ、以下の飲食店20事業所の応募があり全て掲載しました。
商工会としては、この情報サイト「瀬戸内ランチ」を地域内外の多くの方に見ていただき、また、地域にある飲食店
を今一度、再認識していただくことで、コロナ禍で減少した地域の人流を少しでも回復できれば幸いです。
https://www.setouchi-lunch.com/

▶続きは2ページ目へ。掲載順は、店名（太大文字）50音順

未来へ !

地域とともに歩む商工会 !（会員募集中）
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地域発見!黒田家ゆかりのお寺とお城 長船
〜教意山妙興寺と福岡城〜

牛窓・邑久・長船の 3 地域からなる瀬戸内市は、それぞれの地域に長い歴史と伝統で培われた郷土の文化・芸能、特

産品がたくさん詰まっています。各地区にスポットを当て、その地区にまつわる歴史や文化など地域の魅力を深掘りし
ていきます。

JR 長船駅から徒歩 20 分ほどのところに教意山妙興寺があります。そこは、黒田官兵衛の黒田家に縁のあるお寺で、

近江からこの備前福岡へ移住してきた官兵衛の曾祖父

高政のお墓とその縁者のお墓があります。また、官兵衛の子 長

政が、福岡城（福岡県）を築城したときに先祖ゆかりの備前福岡（岡山県瀬戸内市長船町福岡）の地名を取って「福岡」
と改めました。これから、官兵衛とゆかりがある「妙興寺と福岡城」や備前福岡の名所を深掘りしてみました。

黒田官兵衛の肖像画

その後、歴代の佳持として近隣一帯の武家の

教意山妙興寺

こ

の寺は室町時代に播州からこのあたりま
で勢力を持っていた播磨の国主

赤松則

興の追善供養の為に今から 620 余年前応永 10
（1403）年大教阿闍梨日伝上人によって建立さ
れました。

名門の子弟が迎えられていました。戦国のころ
は、寺域は二町余十坊一院あり豪壮を誇り備前
法華の中心道場として重きをなしました。享保
元（1716）年伽藍の大半を焼失したために今日
のこる諸堂景観は必ずしも昔日の面影を伝える
ものではないそうです。
境内に黒田高政と重隆（官兵衛孝高の曾祖父
と祖父）及び宇喜多興家（直家の父）墓碑があ
ります。妙興寺の山門をくぐると、歴史が刻ま

妙興寺

仁王門

満ちた輝きを放つ二体は迫力があります。金剛

れた仁王門。阿吽（あうん）一対の金剛力士立像。 力士立像は木造寄木造りで瀬戸内市指定の有形

妙興寺

山門

1626 年の造立を誇ります。幕末から明治初期に

文化財 ( 美術工芸品 ) に、大銀杏は瀬戸内市指

行われた彩色修理により、筋骨隆々に生命力に

定天然記念物になっています。

福岡城（福岡県）

黒

田官兵衛は播磨国（現在の兵庫県）の姫路
城で生まれました。軍師として活躍し、多

くの城作りに関わった築城の名手で彼が最後に築

牛窓地区

長船地区

瀬戸内市
オススメ
桜 スポット
我城山 創造の森

本蓮寺

長船町スポーツ公園

瀬戸内市商工会 女性部紹介コーナー

瀬戸内市商工会 青年部紹介コーナー

「新年研修会開催」

令

コロナ禍になって 3 回目の桜の
シーズンとなりました。まだ、コ
ロナの感染が拡大しています。
満開の桜を見て心を癒し、心にゆ
とりを持って令和 4 年の春を感じ
てください。コロナに感染しない
ようできうる取り組みを最大限に
行っていきましょう。

「思うような活動はできませんが‼」

和 4 年 1 月 18 日（火）におさふねサービスエリアで新年研修会を開催
しました。
フルートの野﨑めぐみさんと、ピアノの中務恭子さんをお招きし、コンサー
トをしていただきました。コロナ禍で活動も制限されていますが、日常から
一時解放され、優雅な時間を過ごすことができました。

した。官兵衛は、長政と共に筑前へと移ります。
まずは、小早川隆景築城の名島城（福岡市東区）
に入城しました。長政は立地的に城下町の整備の
余裕が無い名島城を廃城とし、近隣の福崎に新城
（福岡城）の築城を決定しました。
福岡城（別名、舞鶴城）は、初代福岡藩主の

（有）三愛 福﨑社長を講師にお招きし、経営理念成文化
研修会を開催。興味がある方はぜひご連絡ください‼
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未来へ !

一緒に地域を盛り上げていきませんか？ぜひお気軽に商工会までご連絡ください。

地域とともに歩む商工会 !（会員募集中）

(1601 年 )

が、近年では天守閣の存在をうかがわせる文書の

か ら7年

発見などもあり、多くの人の関心をひいています。

築 城 の 際、
CG で復元した福岡城の天守閣 ( 類推 )

もともとの

地名であった「福崎」を黒田家再興の地である
備前国福岡 ( 現在の岡山県瀬戸内市長船町福岡 )
にちなんで「福岡」と改めており、これが市名
の由来となっています。
名島城の建物は建材として、石垣は石材として

もの住民が出家したと伝えられています。
その様子は一遍の死後に描かれた『一遍上人
絵伝』に描かれています。なお、これには福岡
市の様子も描かれており、その繁栄ぶりが全国
的に有名となりました。

備

一遍上人絵伝の福岡の市の絵巻

こ

こ備前福岡には昔から、飲用、消火用、
その他生活用水を得るため、個人井戸の

他にその周辺の人々によって管理使用されてい
た立派な共同井戸がありました。
吉井川地下水のため、井戸水は涸れること無

ら酒造用にと牛車や大八車

山陽道周辺に市が発展、福岡市（ふくおかのい

で水をくみに来ていたとい

ち）と呼ばれ、西国一の賑わいで、この市は長

未来へ !

備前福岡の名所②「七つ井戸」

正末頃までは、近くの村か

運に支えられて大いに栄えていました。

す。弘安元年（1278 年）に一遍（鎌倉時代中

黒田長政の肖像画

く、水質は極めて良く、大

前福岡は、鎌倉時代になると吉井川の水

われています。現在、七つ

く繁栄し、江戸時代まで続いたといわれていま

青年部･女性部部員募集中‼

は天守閣が存在しなかったというのが定説でした

期の僧侶で時宗の開祖）が布教に訪れて 280 名

備前福岡の名所①「福岡の市」

本

年度の青年部は勧誘チラシを作成して部員増強に取り組んでおります。
感染防止の観点から献血推進事業や経営研修会
など地道な活動しかできていませんが、新進気鋭の
若者や後継者候補たちが集まって、スキルアップ・
人脈づくりなどを目的に、同じ地域の仲間として、
一緒に勉強しています。かつてないほどの厳しい
経営環境が続いていますが、仲間と共に、地域と
共に、この苦
境を乗り切り
ましょう‼

慶 長6年

た城です。

関ヶ原の戦いでは、官兵衛の息子黒田長政が一
邑久地区

持ち出され福岡城の資材となりました。福岡城に

かけて築い

いた城、それが福岡城でした。
番の戦功を挙げて、家康から筑前 52 万石を得ま

黒田長政が

のうち四つの井戸が昔の姿
福岡の市跡

のまま残っています。

地域とともに歩む商工会 !（会員募集中）
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商工会トピックス
瀬戸内市商工会「推奨品」のお知らせ

商内市商工会推奨品」として認定しています。

工会会員事業所が製造・加工する地域産品で、一定の基準をクリアした商品を「瀬戸

2011 年から始まった推奨品事業では、令和 2 年度までに 32 商品が認定されています。
今年度、新たに 2 商品が推奨品に認定されましたので、ご紹介いたします。
推奨品全 34 商品を右記 QR コードの専用サイトからチェックできます。

国の事業復活支援金のお知らせ

国ます。国の一時支援金や月次支援金を受給されたことがない方は事前確認が必要と

の一時支援金又は月次支援金を既に受給された方は事前確認を省略することができ

なります。事前確認は、商工会や認定経営革新等支援機関に準ずる機関で事業性融資を
受けている金融機関でもできます。
商工会で事前確認が必要な場合は、予め電話により予約をしてください。
《事前確認の主な内容》
下記の内容について、事前確認を実施します。
❶「事業形態」
「
、申請ID」
「
、電話番号」
「
、法人番号及び法人名
（中小法人等の場合）」
「
、氏名

推奨品サイト QR コード
▏株式会社キノシタショウテン
▏株式会社いぶき
▏プレーンクッキー
▏畑のマカロン
（5種類）
（春菊・人参・ビーツ・玉ねぎ・パプリカ） ▏356 円（5 個入り ･ 税込）
▏5,670 円（15 個入り ･ 税込）

❸「実施方法」
「
、確認の種別（一部確認・全部確認）」
「
、事前確認の対価
（報酬）」の確認
推奨品ロゴマーク

経営発達支援事業で地域経済動向分析等を実施

この一環として国の調査に

の度、経営発達支援事業

及び生年月日（個人事業者等の場合）」の確認
❷「継続支援関係」の有無の確認
❹ 本人確認
❺「確定申告書の控え」
「
、帳簿書類」
「
、通帳」の有無の確認
※書類が存在しない場合、その理由について確認
❻「帳簿書類」及び「通帳」のサンプルチェック
※基準月及び登録確認機関が任意で選んだ年月における取引の確認

1地域の人口動態

❼ コロナの影響による売上減少について聴取及び該当項目の確認

2地域の経済動向

❽ 宣誓･同意事項等を正しく理解しているかについて口頭で確認

よるデータにより以下の項目に
▶ 3地域の人流動向
ついて瀬 戸内 市の 地 域 経 済
4新型コロナウイルス感染症による影響の把握・分析
動向を専門家と分析を行い、
5瀬戸内市における経営支援の方向性
報告書を作成しました。

申請期間：2022年1月31日（月）〜5月31日（火）

同報告書の詳細版及び要約版は、瀬戸内市商工会ホームページに掲載し
ています。コロナ禍で色々な制約がありますが、地域内で経済活動を
行っていく上での経営判断にお役に立てていただければ幸いです。
掲載ページ
QR コード

瀬戸内市商工会ホームページ TOP ページ
右側一番上の経営発達支援計画 のバナー
を
詳細は、事業復活支援金のホームページで確認してください。
URL：https://jigyou-fukkatsu.go.jp/prior_confirmation/required.html
口

TEL.0120-789-140

受付時間 /8:30 〜 19:00

瀬 戸内 市 商 工 会

TEL.0869-22-1010

受付時間 / 9:00 〜 16:00（事前確認先）

相

瀬戸内市商工会
〒701-4246 瀬戸内市邑久町山田庄182-4

N

JR 邑久駅
赤穂
線

TEL.0869-22-1010
FAX.0869-22-1016
●
自転車
置き場

邑久郵便局●

至西大寺▼

瀬戸内市商工会

窓

商工会会員募集中

商工会では「ちょっと教えて」
、
「どうしたらいいかわから

お知り合いの事業所を
ご紹介ください。

ない」そんな経営に関するご相談にお答えします
瀬戸内市内で最近開業された方や、まだ商工会に未加入
の方がお近くにいらつしゃいましたら、ご紹介ください。

会員ならではの
お得なサービス、
制度等
ご利用いただけます。

これから創業をお考えの方には、丁寧なお手伝いをさせて
いただきます。

至牛窓▶
●
瀬戸内市役所

※JR 赤穂線邑久駅のとなりです

4

談

商工会は

詳しくは、商工会までお気軽にお問合せください。
・ホ ー ム ペ ー ジ https://www.setouchi.org「瀬戸内市商工会」
で検索!
・選りすぐリグルメ逸品ガイド https://www.setouchi.org /suisyou/
「選りすぐり推奨品」
で検索!
・会員企業情報の「窓」 https://www.setouchi.org /company/

行きます !

聞きます !

提案します ! （会員募集中）

