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プレミアム付商品券事業の実施について 
 消費税率引き上げに伴う住民税非課税者及び子育て世帯の消費に 

与える影響を緩和し、地域における消費を喚起することを目的とした 

世羅町プレミアム付商品券事業の実施が決定しました。 

 商品券取扱登録店の募集が間もなく開始されますので、多くの事業者

の皆様の登録申請をお願いいたします。 

 

 参考：「世羅とくとく商品券」と異なる点 

 購入者関係 ①購入できる人に制限がある（対象者：約 4300 人） 

       ②プレミアム率は２５％ 

       ③購入限度額は一人当たり２５，０００円 

 店舗関係  ①取扱登録申請に当って指定金融機関に口座が必要 

（広島銀行甲山支店、もみじ銀行甲山支店） 

       ②登録料・換金手数料は無料 

 使用期間  令和元年１０月１日から令和元年３月３１日（火）まで 

 

 

 毎年、テーマ別に開催しております『商売繁盛セミナー』、今年度の  

第１回は『“選ばれるお店になる！”繁盛店 POP セミナー』と題し、次

の内容で開催します。ご案内は改めて送付させていただきますので、ぜひ

ご参加ください。 

 

講 師：ポップアート研究所 臼井 浩二 氏 

日 時：９月１３日（金）１３時３０分～ 

場 所：世羅町商工会本所 ２階大研修室 

参加費：無料（非会員１，０００円） 

 

 

昨年度に当商工会が実施した事業承継アンケート（対象：代表者が60

歳以上の事業所、実施数 ２２０社（対象の７３．８％））の結果によ

れば、４３％の方が『自身の代での廃業』を検討しておられ、事業承継

を希望している中で『後継者が不在』という事業所も５％強という結果

が得られ、今回の調査実施企業の約半分が将来的に地域からなくなって

しまう可能性がデータとして表れました。 

調査から半年余りが経過し、既に廃業された事業所も出てきているの

が実情です。その中には後継者不在による廃業を余儀なくされた事業所

もあり、こういった廃業による地域の事業所の減少に歯止めを掛けるこ

とが地域の生活を維持していく中でも重要な課題となっています。 

そうした状況の中で、広島県では事業承継を支援するため対象者別に

２つの支援機関を組織化しました。 

①『事業承継ネットワーク』 親族間での事業承継を支援 

②『事業引継ぎ支援センター』第三者への事業承継（譲渡）を支援 

世羅町商工会管内でも既に数件の相談を受け付けており、地域の事業

所の維持と地域の生活の維持に向け取り組んでいるところです。 

調査にもあるように、事業承継の問題は『誰にでも、いつかはやって

くる』と言え、『もっと早くに取組んでおくべきだった』という事業者

様の声もよく耳にします。 

「少し早いくらいがちょうど良い」、一度、事業の承継について考え

て見られてみてはいかがでしょうか？ 

 

 
消費税率が引き上げられる予定の１０月１日がいよいよ間近に迫ってきまし

たが、皆様、準備はお進みでしょうか？ 

特に飲食料品等の軽減税率(8％)の対象となる商品をお取扱いの事業者の方は

複数税率に対応していかなければなりません。レジの入れ替えが未だお済でない

方は『軽減税率対策補助金』活用のためにも早期の行動を！ 

また、飲食料品等の販売を行わない業種の事業所においても、仕入税額控除の

ため、会議等に使用する茶菓代等は軽減税率を反映させ、税率毎に区分して経理

処理する必要がありますのでご注意ください。 

 

商工会では消費税率引き上げへ備えていただくため、 

８月２７日（火）１４時より本所にて「消費税10％対策」 

セミナーを開催します。同封のご案内をご確認ください。 

 

 

 この他にも一社）世羅町観光協会主催の『軽減税率制度に関する勉強会』が  

８月5日（月）１６時より世羅町商工会本所２階大研修室にて開催されます。  

参加をご希望の方は一社）世羅町観光協会（電話２２－４４００、担当：西原、

土田）までご連絡ください。 

 

世 羅 町 商 工 会 報 

 Facebookでも情報発信中『世羅町商工会』 

 

世羅町商工会 

読み物：『事業承継』、他人事から自分事へ 消費税率引上げ迫る！！ 

“選ばれるお店になる！”POP セミナー開催 

商工会ホームをページリニューアル 

事業所名 代表者 業種 地区 

西日本グリーンせら 山口 孝子 肥料飼料小売業 世羅 

ラピアビンヤード ラピア ゲータン 果実卸売業 世羅 

児玉瓦 児玉 成章 屋根工事業 世羅 

味世ちゃんのキムチ工房 柳川 浩次 野菜漬物製造業 世羅 

 井出 祐子 不動産・貸家業 町外 

プロショップ厨房 貞兼 侑洋 厨房機器小売業 世羅 

 

 

左記の６者（社）の方が新たに世羅町商工会へ加入され

ました。どうぞよろしくお願いいたします。 

今回の加入承認により当会の会員数は７月１日時点で

６１３会員となりました。 

商工会では引き続き、皆様の経営支援に取り組んで参り

ますので、お知り合いで創業予定の方や未加入の事業所

等ございましたらぜひご紹介ください。 

 

POPをやれば間違いなく今より業績がアップします。 

あなたのお店が繁盛店になることをお約束します！ 

新しくなった商工会ホームページを公開しました。 

これまでの「まるせら.com」同様に事業者の皆様を紹介するページや

助成金等の申請様式の提供はもちろんのこと、基本構成を変更したことで

事業者の皆様でも簡単に記事を作成・掲載できるようになりました。 

新商品の情報や展示会等の催事情報だけでなく、求人情報などの掲載も

出来ますので、積極的なご利用をお待ちしております。（利用料は無料！） 

URLはこれまでと変わらず 『 http://marusera.com 』です。 

 

世羅町商工会のホームページで出来ること 

①各種補助金などの施策情報の入手 

②世羅町商工会で使用する助成金・労働保険等の様式の入手 

③自社記事の掲載による宣伝やマッチング 

④求人情報などの掲載  

 

 ※記事の公開判断は商工会事務局にて行いますので、内容によっては 

修正をお願いする場合がありますので予めご了承ください。 

  ホームページ活用方法・ご要望などございましたらご相談ください。 

新
入
会
員
紹
介 

クレジットカード等のキャッシュレス決済を導入されている事業者の

皆様は消費税率引き上げに合わせて実施される「キャッシュレス・消費者

還元事業」への事業者登録・申請を忘れずに行ってください！！ 

http://marusera.com/


 

 

 

世羅高生を対象とした合同企業説明会が開催される 

去る６月２０日に世羅町内では初の試みとなる世羅高生を対象とした

合同企業説明会が開催され、町内２７の企業が世羅高校の１、２年生に

対して会社説明を行いました。参加した企業の８割が『参加して非常に 

良かった』と回答。地元の高校生との接触機会が持てたことで地域内で

の人材確保に繋げられるという期待感がみられました。 

今回の経験を基に、今後も地元の学校と企業を繋ぐ取組みが展開され

ていくと思いますので、今回参加を見送られた企業の方も是非参加を 

ご検討ください。 

 

子育て世代は短時間のパートタイムを求めている 

 認定こども園は３歳から入園できますが、両親のいずれかがフルタイ 

ムで就労していない家庭の場合は短時間の預かりしか利用できません。 

フルタイムでの就業も難しいことから、小さな子どもを育てている 

世代の方は『朝、子どもを園へ預けてから１４時のお迎えまでの間の  

３～４時間の働き先』を探しています。 

 そういった働き手側のニーズを把握することで企業の人手不足の解決

の一つの策になるかも知れません。 

 双方のマッチングのため活動する地域の子育て応援ボランティアの方

もおられますので、興味のある事業所の方は商工会までご連絡ください。 

 

広島県への移住者との人材マッチング事業 

広島県地域政策局地域力創造課では東京在住の移住希望者と広島の 

企業を結ぶ移住サポート・人材マッチングサポート事業「HIROBIRO」

を行っています。   

（詳しくは同封のパンフレットをご確認ください） 

 

 

 

世羅町生活支援・介護予防サービス体制整備協議会では世羅町内の高

齢者の生活支援を目的として、出張・宅配サービス等を行う事業者を一

覧化した冊子『困った時の便利帳』を製作し、配布しています。 

 この度、一層の利便性の向上を目的として、改めて事業者情報を募り、

町内全世帯へ配布されることとなりました。 

 自社サービスの情報提供をいただけます事業所には担当者がお伺い

いたしますので、先ずは商工会事務局までご一報ください。 

 住み慣れた地域で暮らす皆様の生活を支えていくためにも、皆様のご

協力を重ねてお願いいたします。（８月２０日募集締切） 

 

【参考】   「困った時の便利帳」記載内容 記載例 

 
 掲載業種：各種小売業、理美容業、各種交通業、その他サービス業 

 

 

 

世羅町では、世羅町へのふるさと寄附金（ふるさと納税）をされた方

に対するお礼品の商品登録をしていただける事業者を“随時”募集して

います。メリットの多い「お礼品協力事業者」へ是非ご登録ください。 

 

メリット① インターネットの専門サイトから全国へ情報発信！ 

メリット② 専門サイト登録料、販売手数料、配送料は不要！ 

メリット③ お礼品配送に係る面倒な作業は一切なし！ 

詳しくは同封のパンフレットをご確認ください。 

 

 

公益財団法人ひろしまベンチャー育成基金では新規性・独創性のある

技術やビジネスプラン等をお持ちで所定の要件を満たす方に５０万円～

５００万円の助成金を交付する『ひろしまベンチャー助成金』の申請者

を募集しています。 

これから創業を志す方だけでなく、既に事業を行われている方も対象

となりますので、これまで実現できなかった アイディアを実現する 

チャンスに、チャレンジされてみてはいかがでしょうか？ 

 本会報にパンフレットを同封しておりますので是非ご一読ください。 

  

 お問合せは、（財）ひろしまベンチャー育成基金 事務局 

         （株式会社 広島銀行法人営業部内） 

電話：０８２－５０４－３８６１ 

        H P：http://www.hiro-venture.or.jp 

 

 

 今年で第１３回を迎えるファミリー・フェスタ（主催：「世羅町で、

楽しい子育てを考える会」）が１０月６日（日）にせら文化センター・

陽だまり公園で開催されます。 

 当日来場する子どもたちへのプレゼントの協賛についての依頼文・ 

趣意書を本会報に同封しておりますので、主旨をご理解いただき、引き

続きご支援くださいますようお願い申し上げます。 

 協賛いただいた事業所は当日会場にてパネルにより紹介させていた

だきますので、ご協力の程、重ねて、よろしくお願い申し上げます。 

（８月２３日受付締切） 

  

同封物：第１３回ファミリー・フェスタへの協賛について（依頼） 

    「世羅町で、楽しい子粗朶を考える会実行委員会」 

    （参考）第１２回ファミリー・フェスタチラシ  

 令和の女性部は一味も二味も違います。 

 ７月１１日に広島市の中区スポーツセンターで開催 

されました広島県女性部連合会第１回レクリエーション 

大会のビーチボールバレーの部で、当女性部は一般の部・ 

シニアの部にそれぞれ１チームが出場し、見事、アベック 

優勝を飾りました！ 

 今回の大会は県女連としても初の試みとして他の競技 

の体験会も開催されるなど賑やかな会場の中で息を飲む 

真剣勝負を勝ち抜いての戴冠となりました。 

（勝利の美酒はいつもに増して美味しかったでしょう!?） 
 

６月には第１回女子力アップセミナー、視察研修旅行での糠床造り体験など 

女性部ならではの活動を行いました。交流事業だけでなく、１０月に予定される 

消費税率引き上げに向けた勉強会を開催し多くの部員が参加し、必要な備えにつ 

いて学びました。 

 今年度はこれからも夏のフラワーアレンジメントや『モノとココロの整理術』 

といった交流と学びの場を作っていきます。事業に必要なことだけでなく楽しい 

ことも交えて今後も女性部活動に取り組んでいきたいと思います。 

まだ女性部に入られていない方も一緒に楽しく活動してみませんか？ 

新しい仲間が増えることを部員一同、心待ちにしております。 

 

編 集 後 記 

 

来年2020年はオリンピックが

東京で開催されます。メディアで 

チケット抽選に関するニュースが

賑わったのは記憶に新しいところ。 

かくいう私は２つ申し込んだと

ころ１つが目出度く当選しました。 

しかし対戦カードは不明、宿泊で

きるのかも不明、ましてや現地に 

たどり着けるのかも不明･･･。 

でも一生の間で観戦できるのは

最初で最後になる筈なので、宿泊と

交通機関のチケット確保に奔走し

なくては！ 

職場の皆さん、会員の皆さん、 

来年７月末は暫く不在となります

ので、宜しくお願いしますm(. .)m 

もともと用事がないとは、言わない

でくださいね（Ｔ） 

営業時間
・定休日

8時３０分～ 飲食料品 電話で注文
17時15分 日用品 配達料無料
土日祝 配達時間要相談

事業所名 住所 電話番号 内容 備考

○○商店 甲山 22-xxxx

ひろしまベンチャー助成金のご案内 第１３回ファミリー・フェスタ協賛のお願い 

 

『困った時の便利帳』への情報提供のお願い どうする？これからの人材確保 

お
礼
品
登
録 

ふるさと寄附金のお礼品登録について 
 

 


