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世 羅 町 商 工 会 情 報 

 Facebookで最新情報発信中『世羅町商工会』 

 

世羅町商工会 

 

平成 31 年 1月 10 日（木）18時より甲山自治センターにて、世羅町商工会の新年互礼会が

開催されました。今年は商工会員、来賓を含め 86 名の方が参加されました。 

初めに玉浦洋明会長が「本年は日本経済や社会環境の大きな変化の年になります。4 月には新

たな元号が公表されます。さらに少子高齢化・人口減少・働き手不足などの社会的課題への対応、

消費税の引き上げ・軽減税率の導入、働き方改革など制度政策面への対応が求められます。これ

らの大きな変化に対応できるよう、これまで以上にきめ細かな伴走型支援を推進してまいりたい

と思います。私も昨年 5月に会長に就任し、皆様のご支援・ご協力を賜り、本日を迎えること

ができました。地域に根差した唯一の経済団体として、世羅町経済を土台から支えていく責務を

果たすべく今後も精いっぱいの努力を重ねてまいりますので、引き続き関係機関の皆様、会員の

皆様のご支援をお願い申し上げます。」と開会の挨拶をされました。 

つづいて昨年１１月１５日に開催された第５８回商工会全国大会で、實川瀧雄様、藤井浩則様

が、商工会役員として継続して９年以上在任され役員功労者として全国連会長表彰を受賞された

のを受け、玉浦会長より表彰状の伝達が行われました。 

その後小島敏文衆議院議員、奥田正和世羅町長の来賓祝辞、乾杯ののち、参加者は歓談を通じ

てお互いの交流を深め、熱気あふれる賑やかな互礼会となりました。 

 

良い農作物を作れば売れると思っていましたが、デザイン、マーケティ
ング、販売戦略等に関する助言を頂き、顧客目線で商品を伝えることの
大切さとその手法を学びました。  
 

事 業 名 卸売事業者向けビジネスモデルの構築と 

量販店での売上拡大 

取組内容 ① 商品パッケージの改良 

② 顧客向け「リーフレット」の開発 

③ 「真空包装機」の導入 

経費約 62 万円（うち補助金 約 41万円） 

自社生産の 

【もち麦】を 

売り出したい 

株式会社 恵 

世羅町賀茂 404 

事業者
様より 

真空包装機は複数 
セットが可能で、作業
時間が大幅に短縮 

新パッケージと顧客向けリーフレットは仕入バイヤー
から高評価を獲得。売場も最前列に移動し、 
月に 30袋の注文が、週に 200袋に変化した 
 

事 業 名 パンフレット及び案内・誘導看板のリニュー

アルによる売上拡大 

取組内容 ① パンフレットのリニューアル 

② 案内・誘導看板の作成（2台） 

③ のぼりの作成（35本） 

④ ドローンによる動画の作成 

経費約 42 万円（うち補助金 約 28万円） 

ワイナリー奥の 

【ミニＳＬ】に 

客を誘導したい 

ドリームランドせら 

世羅町黒渕 518-1 

① ② ③ ④ 
① ② ③ 

町内外の観光施設、飲食店、 
宿泊施設等に 15000部配布 

課題であった夢公園・ワイナリー
からの誘導に効果を発揮 

ドローン空撮動画を YouTubeと
Facebookにアップし、情報発信 

パンフレットのリニューアルを商工会に相談し、本事業の活用を提案し
て頂きました。自分ではそこまで認識していなかった強みと魅力が明確
になり、「ミニＳＬ」の魅力発信と集客・誘導に一貫性が出てきました。 

事業者
様より 

事 業 名 カーディテイリング※事業による顧客獲得と売上拡大 

取組内容  ① カーディテイリングメニュー提供を可能とす

る機器の導入 

     ② カーディテイリング技術の習得 

③ ＤＭ発送、チラシ配布、ＳＮＳによる情報発信 

経費約 77 万円（うち補助金 50 万円） 

顧客獲得のため 

新たなサービス 

を始めたい 

(有)世羅日産自動車興業 

世羅町本郷 715   

新たな売上獲得に向けた事業を立上げたことにより、販売修理サービス
以外での収益が獲得できました。補助金活用は敷居が高いものと思って
いましたが、商工会による伴走支援を受け、負担なく事業ができました。 

事業者
様より 

高圧洗浄機、ポリッシャーなど 
8台の機器を導入 

DM を発送後すぐに反
応があり手応えも上々 

研修を受け、コーティング技術、 
内装清掃＆抗菌作業などを習得 
 

① ② ③ 

※「カーディテイリング」とは、ボディやガラス、ホイール、内装までを 

新車時に近い状態に戻し、“キレイを復活”させることをいいます 
 

事 業 名 販路拡大、売り上げ向上のための 

ＥＣサイト構築事業 

取組内容 ①既存の自社ホームページに、ショッピング

サイト（ＥＣサイト）を構築 

 

経費約 40 万円（うち補助金 約 26万円） 

ネット販売で 

こだわり卵の 

販路を拡げたい 

(有)菅藤養鶏場 

世羅町下津田 59-1 

本事業でネット注文が可能になり、電話や FAX 注文に躊躇していた潜在
ファンの掘り起しに期待しています。ブログやＦacebook などの情報発
信から、注文画面へとスムーズに購入を促す仕組みが確立できました。 

事業者
様より 

既存のＨＰでは電話、FAX注文のみであったが、注文
から決済（カード等）までワンストップで行えるようにな
り、お客様の利便性 UP、作業時間短縮に繋がった 

“個人消費者向け（BtoC）”と“業務用利用者
向け（BtoB）”の商品構成で、新たな顧客獲
得を狙う 

国の 
小規模事業者 
持続化補助金 

 を使って
 

経営計画に基づいて実施する販路拡大等の取り組みに、経費の 2/3 が補助されます。【補助額 最大 50 万円】 

現在、昨年 7 月豪雨災害被災地域対象の当補助金【補助額拡大 最大 200万円】が公募中です。（同封のチラシをご覧ください） 

また世羅町版の持続化支援助成金【補助額 最大 30 万円】もありますので、お気軽に商工会までご相談下さい。☎22-0529 

販路開拓 売上拡大  に取り組みました！ 

世羅町商工会 
玉浦洋明会長 

全国連会長表彰 
實川瀧雄様 

（世羅重機工業(有)） 

全国連会長表彰 
藤井浩則様 

（(株)もみの木畳店） 



給与支払のある事業主の皆さまへ 
 

 

  

 

 

 

 

特別徴収とは、事業主（給与支払者）が、従業員に代わって、毎月

の給与から個人住民税を天引きし、市町に納付する制度で、法律で義

務付けられています。（従業員には、パート、アルバイト等も含みます。） 

広島県内の全２３市町は、２０２０年度までに、従業員の個人住民

税を、原則すべて特別徴収していただくよう取組を徹底しています。 

事業主の皆さまには、ご理解とご協力をお願いします。 

 【問合せ先】世羅町税務課  

℡0847-22-5300 
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を活用してみませんか？
 

今年のゴールデンウィークは天皇即位に関する休日もあり、最大で１０連休が予定さ

れています。この１０連休に下記の高速道路サービスエリアへ出展を希望される事業所

の方は、世羅町商工会へお申込み下さい。☎22-0529 

（申込期限：平成３１年２月２８日） 

■新規会員さんの紹介■ 
事業所名（事業主） 住所 業 種 

いわもと鍼灸院 (岩本 和久) 黒渕 1662-2 療術業 

ももちどり (橋本美津子) 三郎丸 18 飲食業 

中洲社会保険労務士事務所 (中洲 洋輔) 青山 93 専門ｻｰﾋﾞｽ業 

(有)重永農産 (作田  博) 重永 1308 農業、小売業 

田渕行政書士事務所 (田渕 一登) 青山 38 専門ｻｰﾋﾞｽ業 

(株)べじたぶる四季 (日下智慧子) 宇津戸 490 飲食業 

たまる製作所 (田丸 正記) 津口 1273 製造業  

新たに7事業者の皆様方に加入頂きました。 （敬称略） 

（11/20・1/10の理事会承認分） 

 

 

皆様におかれましてはお健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。 

さて、最近の女性部活動ですが、昨年末には甲山ライオンズクラブ・甲山史跡名所伝承会・

もみじ銀行甲山支店の皆様のご協力を得ての高野山清掃活動や世羅西地区部員による世羅西

支所清掃活動に励み、また１２月１９日開催のフラワーアレンジメント講習会では、クリス

マス・新年に向けたお花をいけました。 

新年になりましてからは１月２０日に尾道市より講師を招き、「健康」をテーマにイスに座

って出来る運動や正しい姿勢・歩き方についての研修会を開催。２６名の部員が参加し、研

修会後は講師を交えての懇親会やビンゴゲーム大会と楽しく汗をかいた１日となりました。 

今年は元号が変わる節目の年にもなりますが、私ども商工会女性部といたしましては、  

これからの活動がより充実したものとなるよう日々、取り組んでまいりますので、本年も皆

様方のご支援・ご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

編集後記  イノシシかブタか？
暖冬の影響か、個人的にはこれまで経験のないくら

い季節感のない年末を過ごし、迎えた平成という一

つの時代が終わる 2019年。今年の干支は 

己亥（十干
じっかん

：己、十二支：亥。前回の己亥の年は  

1959 年で天皇皇后両陛下ご成婚の年なんだとか） 

亥年生まれの人の長所は「何ごとにも熱心で勇気があり、やり遂げる」

で、短所は「頑固で厳しい物言いになりがち」とのこと。「猪突猛進」

の四文字熟語で評されることも。（皆様の周りの方はいかがですか？） 

そんな亥年、日本（とロシア）以外で干支がある国々ではイノシシ

ではなくブタの年らしい。干支の本元である中国の言葉では『猪』は

ブタのことで、だから「猪年＝ブタ年」とのこと（イノシシは野猪か

山猪（野生のブタ的な感じ？)と書かれる様子。）とはいえ、イノシシを

品種化したのがブタなのだからイノシシは猪として、ブタは家猪とす

るのが良いのではないか？とか、家猪だとなんだかペットのような、

家で横たわっている自分のような・・・、と考えてみたり。 

閑話休題、イノシシかブタかで印象が変わる亥年、皆様の無病息災

を念じつつ、時には野猪のように突っ走り、時には家猪のように愛ら

しく社会性を振り撒いて、そんな１年にしたい私は寅年生まれ。（Ｈ） 

1 月 24日現在６16 事業者の皆様で会を組織しています 

従業員の個人住民税は 

原則すべて 

給与からの特別徴収 
となります 

制度の内容や手続きなどの詳細は  

広島県 個人住民税特別徴収 検索 

 

住
民
税
が
空
欄
に 

な
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？ 

（または03－5321-8656）  

ご融資額 

３５０万円以内 
（お子さま１人あたり） 

【ご相談・お問い合わせは】 

教育ローンコールセンター 

受付時間  月～金曜日／9:00～21:00 土曜日／9:00～17:00  

商工会にパンフレット・申込書がありますのでご利用ください 

0570-008656
ハローコール

 

国の教育ローン 

詳しくは Web で！ 

検索 

お子さまの進学・在学を応援！ 

地域物産展とは・・・ 
広島県内の商工会とＮＥＸＣＯ西日本が連携して、 

高速道路サービスエリアでの“常設販売”や“商品 

ブラッシュアップ”等を目的に、各地域の特徴ある 

商品の販路開拓を支援しています。 

地域物産展は、広島・岡山エリアの主要高速道路 

ＳＡ（宮島・小谷・福山・吉備）で年間４回程度、 

週末の開催で企画・実施しています。 

出展を希望される事業所の方は世羅町商工会まで 

ご相談ください。 

2019年10月1日から10％への引き

上げが行われる予定です。工事等請負契

約締結日(基準日：3 月 31 日)による  

適用税率の違いがあるだけでなく、軽減

税率制度の導入もありますので、多くの

事業者の皆様に対応が求められます。 

消費税率が 
1０％に引上げ 

求められる対応 

・複数税率の対応（受発注システム・レジ） 

・経理処理・請求書などの帳票の見直し 

・値札の付替え、価格表示の変更 

・請負工事等の契約・譲渡日の確認 

・仕入商品等のまとめ買いの検討 

国の支援制度 

・軽減税率対策補助金（レジ・システム補助金） 

 レジの購入・受発注システムの改修費

用の 3/4 補助。現在公募中。 

完了期限 2019年９月 30 日まで。 

商工会のサポート 

個別相談を随時受付けています。消費税

講習会も計画しています｡ 

働き方改革関連法が順次施行されること

となりました。従業員を雇用する事業所

にとっては非常に大きな影響のある改正

であり、労働基準監督署の取締も強化さ

れることから、自社の状況に応じた対応

を今すぐ行うことが求められます。 

働き方改革 
関連法施行 

求められる対応 

・年次有給休暇の確実な取得 

・時間外労働の上限規制(

（原則月 45時間・年 360 時間） 

違反の場合は罰則適用（以前は行政指導のみ） 

罰則鉄 
国の支援制度 

・時間外労働等改善助成金 

 働き方改革の目標達成のため、中小事

業主が行った取組み費用の一部を助

成。 公募開始 2019年 4 月予定。 

商工会のサポート 

この機会に 36 協定、就業規則の見直し

を。専門家派遣制度もご利用ください。 

 ４ 
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 １０ 
１ 

２０１９年５月ゴールデンウィーク期間の出展者募集!! 

女性部では新規部員を募集しております 
一緒に楽しく活動してみませんか？ 

研修会・講習会へのお試し参加も受け付けていますので

 是非一度ご相談ください。

 ３５年 

以上の 

取扱実績！ 

ご入学前の 

まとまった費用 

の準備が可能！ 

固定金利（年 1.78％） 

長期返済（15 年以内） 

なので安心！ 

 
（平成 30 年 11 月 12 日現在） 


