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世羅町商工会【人材育成助成金】制度のご案内  

【研修会等受講】支援 
事業主、従業員のスキルアップに！ 

【専門家派遣】支援 
専門家の個別アドバイスで問題を解決！

 

商工会員である事業主、事業専従者、後継者及び従業員が、事業継承に必要な

知識、技術の習得および資格取得のために各種研修会・講習会を受けた場合の

受講料に対し、受講料の 2/3 の額を助成します。 

（１事業者あたり年間【最大】６0,000 円まで） 

 

 

平成 29 年度は 74 件 98 名の方が活用されました。 

（助成金交付額 1,367,000 円）。 

研修・訓練内容 （一部抜粋） 

玉掛け技能講習 パソコンスキルアップコース 

フォークリフト運転技能講習会 建設業経理士２級受験講座 

1 級土木施工管理技士 ＪＧＡＰ指導員基礎研修 

1 級建築施工管理技士 木下カットスクールテクニカルコース 

危険物取扱者保安講習 中型免許取得 

ガス溶接技能講習 リョーシン経営塾 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手続きも簡単で利用しやすい制度です。 

助成金の詳細・各種様式のダウンロードは、商工会ホームページ「まるせら」を

ご利用ください。 「まるせら」で検索  http://www.marusera.com 

     

経営上の諸問題に対処するため、各分野に精通した専門家を派遣し、その費用の

一部（専門家謝金・交通費等）を助成します。 

※専門家謝金・交通費等に関しては中小企業庁が実施する「中小企業・小規模事

業者ワンストップ総合支援事業専門家謝金及び旅費支出基準」に準ずるものと

します。 

 

 

平成 29 年度は 14 回の派遣実績がありました。 

資金繰り、販路開拓、労務、税務、IT など様々な相談を受け付けています。 

内 容（一部抜粋） 講 師 名 

メニュー開発・広報戦略 平山友美フードトータルプランニング 平山友美 

所有株式等に係る法律相談 金本司法書士事務所 金本佳三 

販売スタッフの接客指導 (有)パシオン 西藤諭美子 

ビジュアル戦略によるディスプレイ ＡＢＣスタジオ 竹本宗文 

販売促進・パッケージ (株)デザインビズ 柏原秀昭 

リーダー育成研修 Ｎｏａｌ 榎 志織 

 

 

中小企業診断士、経営コンサルタント、社会保険労務士、司法書士、IT コーディ

ネータ、デザイナーなど。ご希望の専門家を派遣することもできます。また商工

会の人材データベースの中からご提案もできます。 

 

 

商工会担当者へ事前にご相談ください。 

事業者より専門家派遣依頼を受け、世羅町商工会が支援適格と判断したものに対

し、予算の範囲内で費用の一部を助成します。 

 

 

世羅町商工会の会員事業所は、上記の他に、国の専門家派遣制度（ミラサポ 年 3

回まで無料）等もあり、町外の商工会よりも多く利用できるメリットがあります。

個別の事案に対応でき、問題解決の近道になるこの制度を有効にご活用下さい。 

商工会のセミナーで商売繁盛！  
 

 

 

 

 

 

消費者心理を徹底解剖して 

お客様の『買う』を科学する 

           顧客リピート総合研究所(株) 

           代表取締役 一圓 克彦氏 

 

「商売の考え方が１８０度変わった」など全国で反

響を呼んでいる人気セミナー。製造業から福祉、IT、

飲食まで 7 業種の経営経験をベースとした「心理・

感情」を動かす営業・販売の手法を伝授します。 

【日  時】平成30年 9月 4日（火） 

19 時00分～ 21時00分 

（受付18時30分～） 

【場  所】世羅町商工会【本所】2 階大研修室 

【参加費用】（お1人様）1,000 円  

商工会員事業所は【無料】 

案内チラシを同封していますのでご覧ください 

 

 

 

 

 

 

 

マスコミからドンドン取材が来る 

プレスリリース作成講座 

(株)マジックマイスター・コーポレーション 

代表取締役 大谷 芳弘氏 

 

プレスリリース（売上に繋がる情報発信）を５００

回以上実施し、成功した事例を具体的に分かりやす

く解説し、広報と同時に『販路開拓』を行なうこと

で売上げを倍増させるノウハウを一挙公開します。 

【日  時】平成30年 9月 10日（月） 
18時00分～ 21時00分 

（受付17時30分～） 

【場  所】世羅町商工会【本所】2 階大研修室 

【参加費用】（お1人様）1,000 円  

商工会員事業所は【無料】 

案内チラシを同封していますのでご覧ください 

 

 

 

 

 

 

4 日間のカリキュラムで「事業承継計画書」を作成、 

「個別相談会」も開催されます。 

会社を継ぐ予定はあっても具体的な計画を作成し 

たことがない方、事業承継に不安を感じている等 

お悩みをお持ちの方はぜひご参加ください。 

【日  時】 9 月 6 日(木)・13 日(木) 

20日(木)・27日(木) 

13時30分～16時30分 

【場  所】広島ＹＭＣＡ国際文化センター 

      本館407号室 

【対 象 者】中小企業、小規模事業者の後継者 

      後継予定者 

【定  員】20名（定員になり次第締め切り） 

【参加費用】無 料 

 案内チラシを同封していますのでご覧ください 

案内チラシを同封していますのでご覧ください 

世 羅 町 商 工 会 情 報

 
 

最新情報は Facebook『世羅町商工会』

羅町商工会』 

 

世羅町商工会 

①事前申請 

研修会等を受講する前に、

下記の書類を商工会に提

出して下さい。 

①事前申請書（様式 1-1） 

②町税の納税証明書（様式2） 

※同年度1度の提出で可 

③受講内容と受講料が把

握できる書類 

（受講案内などの写し） 

②審査・交付決定 

申請内容を審査し

た後、助成が決定

した申請者には

「交付決定通知

書」をもって通知

します。 

③支給手続き 

交付決定通知後に以下

の書類を提出してくだ

さい。内容の確認後に申

請者の指定口座にお振

込します。 

①受講終了報告書 

（様式 1-2） 

②受講終了書（写し） 

③受講料領収書（写し） 

申請方法 

支援内容 

活用事例 

支援内容 

派遣事例 

申請方法 

 

派遣する専門家 

その他 

 

https://1.bp.blogspot.com/-lntmGjyV1ik/WRkuqkBSHRI/AAAAAAABETM/hyLgXdrgYvEWL8NHa7nR6Fh0s8eEiZ3wwCLcB/s800/soudan_setsumei_business_old.png


国の【補助金】情報  世羅町商工会から 

     

 
3 月発行の本紙でご紹介した国の補助金公募の結果が発表され、「ものづくり・

商業・サービス経営力向上支援補助金」(4 月 27 日公募締切)は世羅町商工会から

1 件申請中 1 件採択、小規模事業者持続化補助金（5 月 18 日公募締切）は 3 件

申請中 3 件採択されました。 

今後商工会では採択された皆さんと共に、事業計画を進めていきます。一緒にが

んばりましょう！まだ事業計画を立てたことがない事業所の皆さん、やりたいこと

を叶えるために取り組んでみませんか？ 商工会までお気軽にご相談下さい。 

平成 29 年度補正予算 ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金 
認定支援機関と連携して、生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセス改善を
行うための設備投資等を支援 
【小規模型・設備投資のみ】【補助額】100～500万円 【補助率】小規模事業者 2/3 その他 1/2 

【採択結果】全国申請 17,112件 採択 9,443件（そのうち広島県内採択 240件） 採択率 55.1％ 
事業所名 事業計画名 

(株)おへそ 高速冷凍技術の導入による販売機会の確保と生産効率の向上 

 

平成 29 年度補正予算 小規模事業者持続化補助金 
小規模事業者が、商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取
り組む費用を補助 
【補助上額】50万円 【補助率】小規模事業者 2/3  

【採択結果】広島県内商工会申請 355件 採択 242件 採択率 68.1％ 

事業所名 事業計画名 

(有)世羅日産自動車興業 カーディテイリング事業による顧客獲得と売上拡大 

(有)高山工業 生産工程の機械化による高品質・低コストを強みとした受注拡大 

松見寿し 接待利用獲得に向けた客室改修事業 

 

平成 30 年度 広島県商工会青年部連合会 

『主張発表大会』 備南地域予選会 

世羅町商工会青年部部長 沖
おき

聖人
せ い と

さん

（㈲石の店沖）最優秀賞獲得！！ 
去る、6 月 14 日（木）福山ニューキャッスルホテルにて、備南地域協議会

８商工会（世羅、尾道しまなみ、上下、神石高原、沼隈内海、福山あしな、福

山北、神辺）から各 1 名の発表者による予選会が開催され、当会青年部からは、

沖聖人部長が出場し「私を変えた青年部活動～世羅町で繋ぐ大切な事～」と題

し場内の聴衆を惹きつける発表をされました。 

審査の結果、沖部長が見事『最優秀賞』の栄誉に輝き、7 月 5 日（木）グラ

ンドプリンスホテル広島で開催される広島県大会に備南地域を代表して出場が

決定しました。 

広島県大会では県内地域協議会の代表 5 名による特色ある活動を盛り込んだ

主張発表が繰り広げられました。沖部長の発表も審査員から高い評価を頂きま

したが、惜しくも優良賞

という結果となりまし

た。沖部長の発表時の姿

はもちろんのこと、仕事

の合間を縫って積み重ね

た努力や練習会の姿な

ど、応援した部員にとっ

ても貴重な財産になりま

した。 

ふるさと納税のお礼品に登録しませんか？ 

～お礼品協力事業者 募集中！～ 

ふるさと納税の寄附者へ贈るお礼品として商品を提供していただける事業者の

方を随時募集しています。次のようなメリットがありますので、お気軽にご相談く

ださい。    ≪お問い合わせ先≫ 世羅町役場 財政課 ☎２２-１１１５ 

 

 

 

 

 

 
 

 

7月西日本豪雨被災地域への 

物資支援等の協力御礼 
7 月 6 日（金）からの豪雨により西日本各地で土砂流入、浸水、断水、停電な

ど様々な災害が発生しました。それらの被災状況を目の当たりにした世羅町商工

会青年部が 7 月 9 日（月）と 11 日（水）に本郷町へ給水と食料および生活物資

の支援活動を行いました。当会青年部による支援活動に対し、町内事業所の皆様

からも快くご協力いただきましたこと心より御礼申し上げます。 

世羅町商工会 事務局長 森祐志 

 

本郷町の方から「昨日は美味しいおにぎりに焼きそばありがとうございました。

美味しかったです。暑い中ご苦労様でした。」とお礼のメールが届きました。 

 

【急遽事務局からの要請にご協力いただきました事業所の皆様】 

特産品センターかめりあ／峠の駅／株式会社 greenhand／一般社団法人世羅町

観光協会／有限会社小林商店／協同組合夢高原市場／生活研究グループ 

                                    

夏のイベント予定表 

●８月１９日（日）～２０日（月）    ●８月２０日（月） 

甲山廿日えびす       第 52 回せら商工祭花火大会 

 

 

 

販売報告 
6 月 24 日（日）は発売開始前に約 100 人が列を

なし、初日は過去最高の販売数となりました。 

27 日（水）からは町外の方への一般販売も開始し、

13 時半に完売しました。引換券利用数は 1966 枚 

（昨年度 2125 枚）、引換券 1 枚当たりの平均購入金額は 122,075 円でした。 

今年も購入時にスタンプラリー台紙を配布しています。スタンプの押印が終わ

った台紙は、各店舗で回収して頂き、10 月 10 日までに商工会に提出をお願い

致します。 

 

毎年３回シリーズで開催している女子力アップ

セミナー。 

今年度第１回目のパン作りを７月９日（月）に開

催しました。 

９名の部員が参加し、講師の指導の下、２種類

のパンを作りました。パン作りは３回目でしたが、

和気あいあい楽しく行うことが出来ました。 

編集後記 暑い夏がやってきました！ 

私にとって夏と言えば、高校野球！甲子園！！今年は第 100 回の記念大会で

すが、7 月初めの豪雨災害の影響で、開会式は縮小、大幅なスケジュール変更に

より、7 月 28 日にようやく広島県代表が決定しました。延長 10 回の末に広陵

高校が 2 年連続 23 回目の出場を決めました。新庄高校の 1 つのミスで試合は一

変。先にリードしていた新庄高校の選手たちの涙は止まりません。数十分前まで

甲子園に行ける！！と思っていたのに・・・三年生は引退となります。最後の最

後まで油断大敵。いつでも気を引き締めていたいものです。甲子園は 8 月 5 日開

幕。広島県民に勇気と希望を与えるためにも、広陵高校の活躍を期待します。（Ｎ） 

【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！ 

ふるさと納税専門サイトを通じて、寄附者は 

お得な商品を知り、商品の提供事業者の皆さ 

んは自社商品を全国にＰＲできます。 

ふるさと納税に対する注目度から、通常の 

ネット販売に比べても、全国の方々の目に 

触れる機会は多いと思われます。       ふるさと納税サイト「さとふる」 

 

【メリット２】 サイト登録料、販売手数料、送料は【不要！】 

ネット販売では登録・販売に係る費用が必要ですが、専門サイトの 

登録などの費用は不要です。また、発送時の送料は世羅町が負担 

しますので、新たな費用負担はまったく発生しません。 

 

【メリット３】 商品発送に係る面倒な作業は一切なし！ 

商品発送に係る面倒な作業は、一切ありません。指定日までに①商品を準備・

梱包し、②配送事業者が持参した送り状を貼り、③配送事業者へ渡すのみの

簡単な作業です。 

「広島県泥んこバレー2018in せら」開催中止のお知らせ 

豪雨災害の被災状況を鑑み、8 月 25 日(土)開催予定の“広島県泥んこバレー

2018in せら”（世羅町商工会青年部主催）を中止とさせていただきます。 

当会青年部としましては、被災地の復旧支援に可能な限り尽力し、地域のため

に行動していく所存です。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。 

 


