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新年最初の行事である世羅町商工会令和２年新年互礼会が、会員７０名の出席とご来賓２２名のご臨席により 

盛大に開催されました。 

開会に際して玉浦洋明会長があいさつに立ち「人口減少が確実に進行している中で、消費人口の減少と働き手 

不足の深刻化、後継者不在など、厳しい経営環境にあり、新規顧客獲得のための販路拡大や経営基盤の拡充、 

事業承継のための取り組みはますます重要な課題となっています。昨年５月に小規模企業振興基本法基本計画が 

見直され、小規模事業者だけでなく地域の持続的発展も重要であることが盛り込まれ、これまで以上に行政と連 

携した取り組みが求められています。世羅町商工会は、行政との連携を強化し、会員の皆様の持続的発展と、 

世羅町の持続的発展を支えるため、具体的な支援に取り組んで参る所存です。本年は東京オリンピック・パラリンピックが開催され、当会に   

とっては設立６０周年を迎える記念すべき年になります。会員の皆様の数年先の「あるべき姿」を具体的に描き、そこに向かって着実に前進   

すべく、頑張っていきましょう。」と新年の決意を述べました。 

続いてご来賓を代表して、公務のため欠席された厚生労働大臣政務官衆議院議員 小島敏文様代理 小島敏文事務所事務局長 岡田照史様、

広島県議会議員 桑木良典様、世羅町長 奥田正和様の３名から祝辞を頂戴しました。 

祝辞ののちは、世羅町議会議長 徳光義昭様の発声により乾杯し、時間の限り、交流。地域経済の活性化等についての熱い語らいが其処彼処

でみられ、中締めの後も多くの方々が会場に残って意見を交わされるなど、会場は終始熱気に包まれていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年互礼会開会に先立ち、世羅町商工会職員２名（立田祐智経営支援課長、佐倉 

喜代美主任主事）が昨年１１月に開催された第５９回商工会全国大会において、 

永年勤続者として、全国商工会連合会会長表彰を受けたことが報告され、被表彰者 

２名にはそれぞれ、玉浦会長から表彰状を授与されました。 

２名は旧甲山町商工会時代から長きにわたり、商工会職員として職務に精励して 

こられました。 

今回の表彰を励みにこれからもよろしくお願いいたします。 

世羅町へ令和２年度に向けた要望書を提出 

１月７日（火） 玉浦会長、鍛治谷副会長等５名が世羅町商工会を代表して奥田町長に対し、令和２年度に向けた要望書を提出しました。 

今回の要望では、会員事業所から寄せられたご意見を基に、地域経済の発展・継続のための支援強化に向けてこれまで支援制度を利用でき  

なかった事業者に対する支援制度拡充と人手不足に悩む事業者が地域内で働き手を確保できるようになることを目的に、世羅町行政の協力が  

特に必要なものとして、【１．当会が実施する小規模企業振興施策、地域振興策に対するご理解と特段の財政上の措置】、【２．地域経済を下支え

している小規模事業者を対象とした持続化支援事業等各種助成制度の維持拡充】、【３．地域経済の中核を担う中堅企業（従業員規模等により  

小規模事業者とならない企業）に対する支援制度の創設】、【４．働き手不足が深刻化する中で、雇用確保に向けた環境整備と雇用創出に対する

支援施策の創設】の４点を柱として、世羅町独自の各種支援制度の維持・拡充とそれに伴う予算措置について要望を行いました。 

 

 

  

このたび新たに、右記の８事業所の皆様が世羅町商工会へ

加入されましたのでお知らせいたします。 

当会では世羅町の協力により、他市町に無い助成金制度が

ありますので、事業でお悩みの事業者様はもちろん、まだ   

商工会に加入されていない方、これから創業される方にも 

是非、当会をご紹介いただければと思います。 

 

なお、令和2年１月8日時点の商工会員数は６１８会員です。 

新 年 互 礼 会 盛 会 裏 に 開 催 

 
抱負を述べる玉浦洋明会長 

世 羅 町 商 工 会 報 

 Facebookでも情報発信中!! 

 

 

世羅町商工会 

  

永年勤続表彰を受けた立田祐智課長と佐倉喜代美主任主事   

 

事 業 所 名 代表者名 業 種 地区

A・K塾 橘高 明子 学習塾 甲山

H. Forest General 原 隆之 林業サービス業 甲山

株式会社 佐々部材木店世羅支店 佐々部 憲壮 金物小売業 世羅

シンクファーム（株）
アイデザイン設計事務所 世羅営業所

加藤 卓 広告業 甲山

ほぐし専科 ほそい 細井 雅也 リラクゼーション業 甲山

光岡建築 光岡 巳樹雄 木造建築工事業 甲山

山本建設 山本 雅也 木造建築工事業 甲山

株式会社 優心 中村 一浩 一般貨物自動車運送業 世羅

永 年 勤 続 職 員 ２ 名 を 表 彰 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

広島県特定（産業別）最低賃金が改定されました 

 特定（産業別）最低賃金が適用される業種の詳細等につきましては、

広島労働局労働基準部賃金室(082-221-9244)、または、尾道労働  

基準監督署(0848-22-4158)までお問合せください。 

 

 

お子さまの教育資金を 

「国の教育ローン」（日本政策金融公庫）がサポート！ 

高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度です。 

【ご 融 資 額     】お子さま１人あたり３５０万円以内 

【金     利】年１．６６％ 固定金利 

       ※「母子家庭」、「父子家庭」、「世帯年収 200 万円（所得 122 万円）以内の方」または 

「子ども３人以上の世帯かつ世帯年収 500 万円（所得 346 万円）以内の方」は 

年１．２６％（令和元年１１月１日現在） 

【ご返済期間】１５年以内 

※「交通遺児家庭」、「母子家庭」、「父子家庭」、「世帯年収 200 万円（所得 122 万円）以内の方」または 

「子ども３人以上の世帯かつ世帯年収 500 万円（所得 346 万円）以内の方」は１８年以内 

【お使いみち】入学金、授業料、教科書代、アパート・マンションの敷金･家賃など 

【ご返済方法】毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能） 

【保   証】（公財）教育資金融資保証基金（連帯保証人による保証も可能） 

詳しくは、ＨＰ（「国の教育ローン」で検索） 
または教育ローンコールセンター（０５７０－００８６５６（ナビダイヤル）
または （０３）５３２１－８６５６）までお問い合わせください。 

 

 

令和元年 11月 9日（土）工業部会員 

の意識高揚と相互交流を図ることを目的 

に、世羅町内の先進的事業所の視察研修 

を 12名の参加で実施しました。 

今回は世羅町青水の株式会社ミクロ様 

を訪問見学させていただきました。 

 

中坂栄一会長と中坂大輔社長から機械設備や主力商品、沿革や福利厚生など

について詳しく説明をいただきました。 

また、社員の方による工作機械のデモンストレーションを行っていただき、

高精度の加工品を目の当たりにし参加者一同から感嘆の声が上がりました。 

ミクロ様には当日は定休日にもかかわらず、快く視察をお引き受けくださり、

誠にありがとうございました。 

工業部会では次年度以降も世羅町内の先駆的企業の視察研修を企画して参り

ますので、視察を受け入れ可能な事業所様はご一報いただけますと幸いです。 

 

 

年末の高野山・世羅西支所の清掃活動やフラワーア

レンジメント活動に加え、新年になりましてからは 

１月１９日に気象予報士の勝丸恭子さんを講師に 

女性部研修会を開催し、『天気予報から考える災害に

対する備え方』をテーマに普段テレビでは聞けない裏

話も交えて楽しく学びました。研修会後の交流会で

は、賑やかに親睦を深めることができました。 

２月には各地区での地域懇談会を開催予定で、今年

も「楽しく実になる女性部活動」を展開していきたい

と考えています。 

 

12月 7日（土）、備南地域協議会 8商工会の青年

部員が主体となって、フジグラン神辺において献血 

事業を実施しました。来場者に広く呼びかけること

で、不足する冬場の血液需要に貢献しました。 

当日運営に参加した青年部員も献血に参加し（当青

年部からは 4名）、目標に近い、受付者数 98名、採

血者数 76名の方からご協力をいただきました。 

ご協力いただいた方には抽選で備南地域の特産品

（神石牛ほか）をプレゼントし大変喜んでいただけま

した。広島県青連では 2月 9日（日）大野かきフェ

スティバル会場でも献血活動を行いますので、お近く

にお立ち寄りの際はご協力をお願いいたします。 

編 集 後 記 

新年明けましておめでとうございます。 

今年のお正月は思いのほか暖かく良い 

お天気でしたね。 

皆様、初詣でなど行かれましたか？  

私は毎年、良い一年でありますようにと御祈願をする

のですが、さて、今年はどんな年になるのやら心配で

なりません。   

なぜなら、、、参拝の後のおたのしみ！！おみくじを

引いたら、なんと『凶』が出たではありませんか（泣） 

すぐさま「おみくじ 凶が出たら」とググります。 

すると【凶と言う漢字は、メの上は囲まれていません。

これは、これからメが大きく飛び出すと言う意味で、

上昇運🆙を表しています。】とのこと。 

 

そうです！！  

今年はいいことしかないのです（笑） 

皆様にとっても良い一年でありますように。 

本年も、どうぞよろしくお願いいたします。（N） 

相談・お手続きの際はご予約ください❕ 

事前にご予約いただくことで・・・ 

① お客様のご都合にあわせて、スムーズに  

相談できます❕ 

② 相談内容にあったスタッフが事前に準備の

うえ、丁寧に対応します❕ 

 

 

ご予約は専用電話番号 

0570-05-4890まで 

～年金事務所からの国民年金に関するお知らせ～ 

 

 

 

賃金引上げのための各種

助成金制度があります。 

助成金に関する相談には

広島働き方改革推進支援 

センターを利用できます。 

(相談無料) 

 

センターの 

HP はコチラ 

 

 

口座振替での前納・早割が便利でお得❕ 

口座振替による前納・早割を利用すると、国民 

年金保険料が割引されます。 

口座振替による納付を当月末とする早割を利用

すると月額５０円が割引、年額６００円お得に！ 

さらに、まとめて納付する前納を利用すると、 

６か月分前納すると 1,120円 

１年分を前納すると 4,130円 

２年分を前納すれば 15,760円の割引❕❕ 

(平成 31年度の保険料での場合) 

工業部会活動報告 

 

受給開始の繰り下げで年金を増額❕ 

 年金の受給開始時期は60歳から70歳まで自由

に選択できますが、受給開始を遅らせるほど、受け

取れる年金額は増えていきます。 

もし、70歳まで受給開始を繰り下げると・・・ 

最大 42%UP 
◆老後の生活設計を考えてみませんか？ 

◆繰下げ額など、条件に応じて試算できます。 

詳しくは  ねんきんネット     検索 

 

 

 

 

 

 

 

 


