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世羅町商工会では、事業者と共に計画策定から実行まで一貫した『伴走型支援』を行っています

事例① 商工会の『後継者育成支援』を活用して  

円滑な 事業承継に取り組む！ 

株式会社 小川電気工事  

代表取締役 小川 勝則 

後継者   小川 浩典 
 
 
世羅郡世羅町西上原 617-2 
TEL 0847-22-3171 
定休日 日曜日 

世羅町商工会では、円滑な事業承継を後押しするための支援策として 

「人材育成助成金」”後継者育成雇用支援”のメニューを用意しています。 

これは商工会員である事業主が、４５歳以下の者を後継者として新たに雇用する 

場合、月額５万円、12 ヶ月分の人件費の助成を受けることのできる制度です。 

世羅町に住所があること、正社員で継続雇用するなど一定の交付要件があります。 

今回、本制度を活用して事業承継に取組む事例をご紹介します。       

 

電気・空調・防災設備 設計施工一式、畜産設備施工メンテナンス一式を行う㈱小

川電気工事。後継者の浩典さん（28 歳）は、大学を卒業後、電気工事の専門学校に

通い、電気工事士・消防設備士の資格を取得。平成 26 年福山市の双葉電機㈱に就職

し、JFE スチール西日本製鉄所構内でプラント設備の電気工事を主に担当。平成 28

年 8 月から(株)小川電気工事へ従事しています。その際に活用したのが人材育成助成

金“後継者育成雇用支援”でした。 
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帰郷してからは、様々な意見や考え方を吸収し新たな気づきを得るため、公私と

もに新しい環境へ意識して飛び込むようになりました。「特に世羅町商工会青年部で

の、幅広い経営者・後継者との活動が貴重な経験になっています」と浩典さん。   

「経営計画策定セミナー」にも積極的に参加、事業承継に向けて準備が進んでいます。 

現在では住宅の配線工事、中国電力の配電柱工事、工場の受電配電設備の設計施工

を担当し中心的な役割を任されるように。「この地で事業を継続していく法人企業と

して、出来る限りの雇用創出をしていく責任があると思っています。そのために満足

度の高い施工を行い、町外事業者に勝る競争力を身に付けていきたい」と高い志を胸

にがんばる浩典さんを、商工会はこれからも応援していきます。 

事例② 商工会の『新規創業支援』を活用して 

鶏料理専門店「世羅つづみ鶏」を開業 

世羅つづみ鶏  

代表 橘高 裕大 
 
世羅郡世羅町本郷 681-3 
TEL 0847-22-0560 
営業時間／11:00〜14:00 17:00〜23:00 
定休日／月曜日(祝日の場合は翌日) 第 1・第 3 日曜日 

https://www.sera-tuzumidori.com/ 

世羅町商工会では、世羅町内で創業を志す方に、2 つの支援を用意しています。 

♦新規創業支援助成金  

（創業時に要する自己負担費用に対し最大 50 万円助成 助成率 1/2） 

♦新規創業資金利子補給金 

（創業資金を借入した場合、年 1.5％以内の利子補給（年間上限 10 万円・3 年間） 

今回、本制度を活用して創業された方をご紹介いたします。 

 

広陵高校野球部出身の橘高裕大さん（26 歳）は、大阪にある宮崎地鶏料理の専

門店で 7 年間経験を積み、故郷で店を持つ夢をかなえるため平成 29 年 4 月に奥

様と帰郷。「前職の上司の勧めで、商工会に相談すると決めていた」こともあり、

すぐに商工会を訪問。裕大さんの夢を形にするべく経営指導員が一緒に事業計画を

策定、創業資金の一部に商工会の新規創業支援助成金を、創業資金の借入利子に対

しては新規創業資金利子補給金を使うことを提案しました。金融機関の融資相談に

も同行し、文字通りの伴走型支援を実行。また福山ビジネスサポートセンター（フ

クビズ）と連携し、コンセプトや店名、集客方法などマーケティング全般について

幅広くアドバイスを受けました。自宅を改装した店舗（テーブル 16 席、座敷 8 席）

も完成し、同年 10 月に「世羅つづみ鶏」がオープンしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

店のコンセプトは「地元食材にこだわった世羅随一の鶏料理専門店。妥協しない味

と心が伝わる暖かなサービス」。火力の強い備長炭で一気に焼き上げ、うま味を閉じ

込めた「つづみ焼（480 円）」は、町内の契約農場から直接仕入れる鮮度抜群の肉を

使用。ほどよい弾力と噛めば噛むほどに増す、肉のうま味が魅力です。昼は自慢のタ

ルタルソースたっぷりの「元祖チキン南蛮定食（900 円）」など 3 種類の定食を用

意。夜はめずらしい地鶏料理の単品から宴会コース（飲み放題付 4000 円～）まで

充実のラインナップ。「地元に長く愛されるようなお店にしたい」と裕大さん。商工

会では、今後も引き続き支援を行っていきます。  

 

 

 

世羅町商工会は日本政策金融公庫尾道支店と連携して、事業者の皆さまのあらゆ

る金融相談に対応するため「一日公庫」を下記日程で開催します。 

年末の仕入資金はもちろん、新たな設備投資、事業を始めるための創業資金など、

幅広い資金調達をお考えのみなさまは是非「一日公庫」をご活用ください。 

早めの申込みにより事前の手続きが完了された場合、当日の面談時に“審査結果”

をお伝えすることも可能です。 

 

 

 

 

案内文書を同封していますのでご覧ください 

福山地区広域取引商談会（工業系） 
発注企業の資材調達担当者と個別面談による商談会が開催されます。 

新たなパートナー探しに！ 効率よく個別面談や情報収集できるチャンスです！ 

 

 

 

 

 
 

 

    工業部会の方には案内文書を同封していますのでご覧ください 

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 

『一日公庫』のご案内 
 

開催日時：平成 30 年 12 月 4 日（火）10：00～16：00 

開催会場：世羅町商工会本所 

対 象 者：事業を営んでいる方、創業予定の方、農業の方など 

申 込 み：世羅町商工会へお問合せください（☎22-0529） 

■日  時  平成 31 年 2 月 7 日（木）13：00～17：00 

■会  場  福山ニューキャッスルホテル 3 階「光耀の間」 

■発注企業  発注企業 42 社 

■参加要件  ①広島県内に本社または工場等生産設備を持つ企業 

       ②金属・樹脂・電気機器部品等の加工・製造を行っている企業 

■参 加 費  無 料（ただし交通費は自己負担） 

■申込期限  12 月 6 日（木）必着 

       参加回答書に記入し FAX または E-mail で申込下さい 

■お問合せ先 ひろしま産業振興機構 販路開拓支援担当 渡辺、多川       

TEL 082-240-7704（https://www.hiwave.or.jp/） 



 
今年度初めての世羅町持続化支援助成金の審査が平成 30 年９月 12 日に行われ、 

１4 事業所が申請し、１4 事業所が採択されました。 

この助成金は小規模事業者の「持続的発展」を支援するためのもので、経営計画に基

づく「販路開拓」「生産性向上」につながる取組みに対し上限 30 万円（補助率 2/3）

を助成するものです。広告宣伝、店舗改装、機械・設備の導入など「販路開拓」「生産

性向上」につながるアイデアをお持ちの方は、商工会までお気軽にご相談ください。 

今年度は 2 月に 2 回目の審査会を予定しています。 

 

事業者名 事業計画名 

世羅菜園(株) 世羅町産エゴマ油の成分分析による付加価値の向上と販路拡大 

ママショップおくがわ 顧客要望を満たす店づくりで売上確保と店舗存続 

セラ資源(有) 遊休施設の改修による多目的施設の完備、貸出利用で売上獲得 

(有)京面 来店頻度の向上、新規顧客獲得による売上増進に向けた広報事業 

フジカワ 化粧品及び洋品販売に注力して売上獲得により新聞販売店の維持 

世羅重機工業(有) 建設機械等の高圧・油空圧ホースの修理部門の確立で売上拡大 

世羅つづみ鶏 設備導入による原価抑制と新メニュー開発による顧客獲得と売上拡大 

上野鉄工所 新型溶接機の導入による作業効率向上計画 

めばえ行政書士法人 地域における「頼れる町の法律家」を目指すための周知宣伝事業 

長村タイヤ工業 レバーレス・タイヤチェンジャー導入で永続的な経営を実現 

上野農機商会 顧客ニーズ対応の機械導入により農作業請負の強化で売上拡大 

ジェラート工房ドナ 案内看板の設置でチャンスロスしていた顧客獲得と売上拡大 

(株)藤岡 薪ストーブ・リフォーム工事の提案力向上計画 

料理旅館 玉乃家 滞在快適性向上に向けた Wi-Fi 環境整備事業 

 

のご案内 
給与支払をされている事業所では、平成 30 年分給与の年末調整を行う時期とな

りました。従業員の皆様へ提出物依頼など早目の準備が必要です。商工会では下記

日程で『年末調整 個別相談会』を開催します。 

尚、各種税務提出物には『マイナンバー』の記入が必要となっています。 

また平成 30 年分は申告書様式が変更になりました。「給与所得者の保険料控除申

告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の 2 種類に分かれましたのでご注意

ください。（平成 29 年分は兼用書式）。 

世羅西支所  平成31年 1月 10日（木）9時～16時 

本   所  平成31年 1月 11日（金）9時～16時 
★相談時にご準備いただくもの★ 

① 番号通知カードまたはマイナンバーカード 

② 身分証明書（免許証など） 

③ 平成 30 年分年末調整の封筒一式（税務署より送付済）  

④ 平成 30 年 7 月納期分の源泉所得税の領収書 

⑤ 各種控除証明書 

（生命保険、地震保険、社会保険、国民年金、国民健康保険、住宅借入金控除申告書など） 

⑥ 源泉徴収簿（給与、社会保険料、源泉所得税等を記入済みのもの） 

⑦ 給与支払総括表（12/3 に役場より送付予定） 

⑧ 印 鑑 

★スケジュール★ 

源泉所得税の納付期限              平成 31 年 1 月 21 日（月） 

税務署、各市町村へ給与支払報告書の提出期限    平成 31 年 1 月 31 日（木） 

 

 

 

2019 年 4 月～  年次有給休暇の確実な取得 が必要です！ 

（全企業）    使用者は 10 日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年 5 日、時季を指

定して有給休暇を与える必要があります。 

2020 年 4 月～  時間外労働の上限規制が導入されます！  

（中小企業）    月 45 時間、年 360 時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年 720 時間、

単月 100 時間未満、複数月平均 80 時間を限度に設定する必要があります。 

2021 年 4 月～  正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます！ 

（中小企業）    同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者（パートタイム、有期雇用、派遣

労働者）の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。 

世羅町商工会は「働き方改革」の相談を承っています。お問合せは ☎22-0529 （担当 田辺・中元） 

 

 

 

 

毎年好評の『ビジネスノート』を

今回も配布します。 

B5 サイズのノートカレンダーと

してスケジュール管理はもちろ

ん、融資制度や各種共済・社会保

険制度・労働保険制度・青色申告

制度などの詳細な説明を掲載して

おり、実用的で非常に役に立ちま

す。必要な方は11月20日以降に商工会本所・世羅西支

所まで。（数に限りがございます） 

2018商業部会  

◆世羅・甲山地区◆ 

★ ★
 

世羅・甲山地区の 86 店舖では 11 月 11 日（日）

～12 月 24 日（月）の期間中、500 円以上お買い上

げされるとスタンプ１個進呈、異なる４つのスタンプ

を集める「スタンプラリー」を開催しています。抽選

でＪＴＢ旅行券 1 万円×３名様、売出し加盟店で使用

できる商品券 3000 円分×100 名様が当たります。

（抽選は１月中旬予定）是非とも、加盟店でお買い物

。 をして、旅行券・商品券をゲットしてくださいね

2018商業部会  

◆世羅西地区◆ 

★  ★
世羅西地区では 12 月 9 日（日）～30 日（日）ま

での 22 日間、2018 年の一年のご愛顧に感謝して、

お買い上げ 1,000 円毎に“スピードくじ”を進呈。1

等の“オーブントースター”“コーヒーメーカー”を

始め“現金 5000 円”“缶ビール”“焼酎”“みか

ん”“お食事券”“理美容券”など素敵な商品が多数

当たります。売出し期間中に加盟店でお買い物をして、

 素敵な商品をゲットしてくださいね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/11 を過ぎますと換金ができませんので 

お早目にご提出ください 

10月11日(木)に広島県立体育館で開催された平成30年度(第33回)広島県商工

会女性部連合会親善ビーチボールバレー大会に世羅町からは２チームが参加。両チー

ム共に準決勝まで勝ち進み、最後は３位決定戦対決。同士討ちという難しさの中で互

いに最後までボールを追いかける真剣勝負はフルセットの大熱戦となりました。 

いい汗をかいた後は世羅町内にて反省会。和気あいあいと試合を振り返る一方で早

くも来年の大会に向けた作戦会議が始まるなど、普段はお淑やかな女性部員の勝負師

としての一面が垣間見える１日となりました。 

10 月 15 日(月)には広島市内で視察研修を実施。The Outlets Hiroshima を散

策した後、川中醤油株式会社（広島市安佐南区）にて醤油に関するお話を聴き、工場

内を見学。普段なかなか目にすることのない工程を見ることが出来、良い刺激となり

ました。見学後は醤油を使ったソフトクリームに長蛇の列が出来ていました。 

 

 

 

 

編集後記 冬のおとずれ 

農家民宿 中吉屋の庭先と畑に柚子の木

が 5 本あります。この柚子は、30 数年前？大見の空口を

柚子の里にしようと植えつけたものです。（結局は柚子の

里づくりは中断） この 5 本の木に、毎年、たくさんの

柚子が実をつけます。日本には冬至に柚子湯に入る風習が

ありますが、柚子湯は血行促進や肌の保湿効果があると言

われているので、寒い今の時期には最適です。また、すっ

ぱい香りは神経をリラックスさせる効果があるそうです。

（今年の冬至は 12 月 22 日（土）） そんな柚子を今年

から道の駅世羅などで販売していますが、寒さが増して鍋

のシーズンが到来するこの季節から売れ行きはまずまず

順調のようです。今年も、あっという間に 11 月、酷暑だ

った夏も忘れて冬支度を始める季節になり、アツアツの鍋

を囲み柚子の香りと美酒をいただきながら、駅伝談義に花

を咲かせる時期になりました。（Ｍ） 

11 月 21 日(水) 女子力アップセミナー(ハーバリウム)、12 月 2 日(日)、3 日(月) 奉仕清掃活動、 

12 月 19 日(水) フラワーアレンジメントと女性部では活動が目白押しです。来年１月２０日(日)には 

女性部研修会も計画中です。女性部では新規入部をいつでも受付けております。お気軽にご連絡ください。 

2019ビジネスノートを 
11/20より希望者に配布

します 

 

世羅とくとく商品券 
取扱店さまへ 

お預りの 
商品券は 

12/11（火） 
までに商工会へ 

 

商品券の 
使用期限は 

11/30（金） 
です 

 

来年 4 月 1 日から「働き方改革関連法」が施行されます

従業員を雇用している事業所は対応が必要です！ 「働き方」が変わります！ 

今
後
の
予
定 


