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フォークリフト運転技能講習会 
 
毎年多くの方にご参加いただいておりますフォークリフト運転技能

講習会（主催：広島県労働基準協会）を下記の日程で開催します。  
開催日時及び場所 
【学科】日時：令和４年１０月１０日（月） 8時 50分～18時 

場所：世羅町商工会 2階大研修室 
【実技】日時： 

（B区分）令和４年 10月 11日(火)・12日(水)・13日(木) 
             各日 8時～17時（最終日に実技試験） 

(C区分)        10月 14日(金) 8時～(午後に実技試験) 
 
場所：せら文化センター南側駐車場（全日程共通） 
 

受講料等の詳細・お申込み方法については、チラシを 
本会報に同封しておりますのでご確認ください。 

防災意識高揚のための視察研修 
 
 近年相次ぐ自然災害を受け、地域の事業者に必要な備え・求められる  
役割も多様化・複雑化しています。国や県も国土強靭化・防災・減災に  
向けた様々な取組を展開しており災害時の事業継続・事業復興のための
「事業継続力強化計画」等の中小・小規模事業者向けの制度も創設されて
います。 
そういった昨今の状況を踏まえて、部会員の災害に対する意識向上と 
知識獲得のため、ひいては地域防災力強化に向けて地域防災拠点の視察
研修を企画いたしました。部会員の皆様へは追ってご案内をお送りいたし
ますので、まずは日程・内容をご確認いただけましたら幸いです。 
 
工業部会視察研修 開催日時 令和4年 11月 11日(金) 13時30分～ 
             視 察 先 ①広島県防災航空センター及び備蓄倉庫 

                    ②三原市消防本部 三原消防署 
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中元売出し（世羅西地区） 
7 月 30 日(土)～8 月 13 日(土)の期間中、世羅西地区部会員店  

（売出加盟店）26店舗において中元大売出しを開催します。 

お買い上げ 1,000円毎にスピードくじが 1枚引けます。空くじなし・ 

その場で現金が当たります。また縁喜祝金種(5 円券)が当たった方に

はWチャンスとしてチェスト式冷凍庫やサーキュレーター等の 

各種豪華賞品が当たります。 期間中はぜひ、世羅西地区売出し 

加盟店舗でお買い物いただけましたら幸いです。 

研修事業を企画中❕❕ 
商業部会では部会員の皆様の事業に役立つ事業実施に向けた企画を

幹事を中心に進めております。世羅町でも光回線ネット環境が整備された

こともあり、時代に対応した個店でも出来るオンラインを活用した販売 

方法の導入についてや SNS を活用した広報・集客の始め方など、今まで 

手を出せなかった方向けの内容を中心に企画を進めております。 

この他、こういった研修を受けたい❕・学びたい❕というご希望がございま

したら、お気軽に事務局までお知らせください。 
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子どもたちにこの夏最大の思い出を  
～Drive in Theater～ 

 
昨年大好評をいただいた世羅町商工会青年部主催のドライブ 

インシアター。今年は 8 月 27 日（土）19 時 30 分より、せらにし  
青少年旅行村で開催します。 
上映するのはユニバーサルスタジオ制作の大ヒットアニメ映画

『SING』で、当日は青年部事業所等によるグルメ屋台も出展   
（飲食は車内で！）し、子どもたちにこの夏最後で最大の思い出を
お届けします。 
上映場所の都合上、観覧には事前予約が必要です。（申込多数

の場合は抽選となります。）  
 
予約はオンライン限定で、8月 8日(月)締切と 

なっておりますので、観覧をご希望の方はお早め 
にお申し込みください。お申込みはコチラから➡➡➡ 
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令和４年度新規事業『おとなの図工教室』 
 
新型コロナの影響で約 2 年半ぶりの開催となった女性部研修事業。
今年度は「おとなの図工教室」と題して、全６回、アートプログラムや 
紙バッグづくり、豆ノートづくりなどを行います。 

7月 15日に開催された第 1回では「アートプログラム＆大人の塗り
絵」を題材に、13 名が参加。かつて学校で学んでから時を経ての  
『図工』は、新しい気付きも多く、いつも以上に集中して、各々の作品 
作りに没頭していました。 
今回の図工教室は、コロナ禍で改めて必要と感じられた地域の人間

関係や次代を担う子どもたちとの世代を超えた交流に活用できる   
コミュニケーションツールを身に付けるという目的もありますが、参加 
した女性部員が思い思いに作品を仕上げ、日ごろの雑務からの解放と 
リフレッシュにもなる楽しい事業となりそうです。 
新規入部をいつでも受け付けておりますので、活動が気になった  

そこの貴女、ぜひ、一緒に楽しみましょう！ 

新入会員のご紹介  

6 月 28 日開催の理事会にて新たに次の 12 事業所の新規入会が承認

されましたのでご報告いたします。今回の新規加入の承認分を含めて、 

7 月 20 日時点の商工会員数は年度当初から７会員増えて 629 会員と 

なりました。 

 

県立都市公園の民間活力導入に向けた意見を募集中 
 
広島県では、令和４年８月３１日（水）までの間、せら県民公園等の県立 

 公園への民間活力の導入等による公園の魅力向上を目指しており、今回、民間

事業者から幅広く意見を募集し、民間活力の導入手法等の検討に活用します。 

 今回の意見募集の対象となっているのは『せら県民公園』『みよし公園』  

『びんご運動公園』の３公園で、主な意見募集の内容は次の４点です。 

(1)公園の活性化について（利用者の増加策、魅力の向上策 等） 

(2)収益施設の整備について（アーバンスポーツ・グランピング等の宿泊施設 等） 

(3)収益の活用による公園の整備・維持管理について 

(4)今後の事業公募方法について（民間と行政の役割分担、事業者選定方法 等） 
 

 本意見募集に関するお問合せ先 

 広島県 土木建築局 都市環境整備課（下水道公園グループ） 

 ☎ 082-513-4142 

 応募方法等の詳細は 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/262/minkatu.html 
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暑中お見舞い申し上げます。 

空梅雨で水不足が危惧されましたが、ここ数日の降雨では逆に災害の恐れも。  

事業主の皆様におかれましては健康が何よりの資本、くれぐれも無理のないようお過ごしくださいませ。                    

令和４年７月吉日 世羅町商工会 職員一同  しょこぱん 

 

しょこぱん 
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商工会の福祉共済のご紹介 
 
全国商工会連合会では商工会員のみなさまの事業・ 

 生活をサポートするため、そのスケールメリットを活かした 

 特別な共済制度『全国商工会会員福祉共済』を運営して 

 います。 

事業や生活を取り巻くリスクは様々にあります。皆様におかれまして

は、昨今頻発する自然災害や新たな感染症など、今まで以上にリスクに

対する備えの必要性を感じていらっしゃることと思います。商工会では

全国約 78 万会員の組織規模を活かし、会員の皆様のための各種共済

制度を運営しています。世羅町商工会でもここ数年、お申し込みが増え

てきておりますが、 特にご利用いただいているのが『福祉共済』です。 

この福祉共済は補償内容に合わせて【けが】【がん】【生命】の３種類を

ご用意。【けが】の共済では 2000円・3000円・4000円と掛金が選べ

ることに加え、医療特約を付加出来るなど、スケールメリットで充実の 

補償を実現しています。 

世羅町商工会では１０月を福祉共済・商工貯蓄共済の推進月間として

ご提案予定です。既に様々な保険・共済に加入されていることと存じ  

ますが、補償の見直し・リスクの見直しの際には、ぜひ、商工会員だから

加入できる【福祉共済】をご検討ください。 

 

数ある共済の中でも特にオススメしたいのが福祉共済【がん】です。

「日本人の2人に1人が生涯でがんになる」とも言われていますが、そう

いった実態も踏まえ、充実の補償でもしもの際の事業主の負担軽減・

従業員の福利厚生の充実をサポートします。 

 

トータル「がん」プラン(契約年齢満 6歳～65歳)の補償例 

月払掛金        3,000円 

がん診断共済金   100万円(再発・転移も対象)  

がん手術共済金   40万円～7.5万円（手術種類により） 

がん入院共済金   10,000円／日 

放射線治療共済金  5万円 

先進医療共済金   305万円～5万円(実費の半額程度) 

＋がん以外の病気・けがも補償 （入院日額 5,000円相当） 

 

 満 66歳～74歳の方が加入できるシニアプランもあります。 

 事業を取り巻くリスクと備えのチェック表  

事業活動のリスクに総合的に備えるには商工会のビジネス総合保険 
 

PL、リコールによる賠償責任、施設・業務遂行・管理財物に対する賠償責任 
など事業者を取り巻く様々な事業活動リスクを補償する『商工会のビジネス総合 
保険』は、業種に応じた細やかな保障に加え、リコール特約、情報漏えい補償など様々
な特約で事業者に必要な補償を提供します。 
 一部のリスクには補償があるが漏れがある・既に補償はあるが契約先がバラバラ・ 
補償の内容が整理出来ていない等々、リスクへの備えの状況は事業者ごとに異なると
思いますが、商工会のビジネス総合保険では、必要な補償内容に応じて東京海上日動
火災保険(株)・損害保険ジャパン(株)・三井住友海上火災保険(株)・あいおいニッセイ
同和損保保険(株)の4社から選ぶことが可能で、保険料も商工会のスケールメリットを
活かした割安な制度設計となっています。 

労働保険事務組合連合会管掌労災保険(上乗せ労災) 
 
労働保険事務組合連合会の「労働災害保険」は労災事故が発生した

際の補償を、国の労災保険に上乗する制度です。労働保険事務組合を
運営している世羅町商工会も令和 3 年度から取り扱いを始めており、
事業所のもしもへの備えをご提供しています。 

 

労保連労働災害保険のメリット 

一般の事業 建設の事業 
①事業主が負担する保険料は損金に 

算入でき、支払われる保険金は非課税

となります。  

②労災保険に特別加入している事業

主・一人親方等も加入できます。 

③一定の要件を満たした場合、保険料の

割引（メリット制度）が適用されます。 

左記に加えて 

①公共工事入札の際の経営事項審査に

おいて 15 点の加点を受けられます。 

②元請から下請けした工事に係る労災 

事故について、下請けした工事の  

すべてを一括して下請事業担保特約

に加入することで補償を受けられる

ようになります。 

 
国の労災保険への上乗せのため、「保険料は賃金総額から計算」 

「通勤災害も対象」「加入時審査なし」「保険支給は原則 30 日以内」
など多くの特長があります。 
商工会に労働保険事務の委託をしている事業所におかれましては

是非、加入をご検討ください。 

   働き方・法改正の対応には専門家を 
  

広島働き方改革推進支援センターでは、働き方改革関連
法や改正 育児・介護休業法、男性の育児休業取得促進、 
仕事と育児や介護の両立支援、不妊治療と仕事の両立、 

職場におけるハラスメント防止措置、良質なテレワーク、多様な  
正社員制度、副業・兼業など働き方・労務管理に関連する様々な  
課題・問題解決を通じて多様な働き方の実現に向けて支援。 
企業の要望に応じて事業所への訪問やオンライン相談など幅広い

相談方法で対応しています。  

  

 

令和 4 年 10 月から雇用保険料率が変わります 

 

事業承継支援・引継ぎ支援センター事業のご紹介 

 事業承継・引継ぎ支援センターは、「産業競争力強化法」に基づき、広島商工会議所が中国経済 

産業局から委託を受けて実施している事業です。中小企業の中には将来の事業継続に課題や悩み 

を抱える企業や、親族内に適切な後継者がいないという企業が多くあります。 

  センターは、このような現状に対して円滑な事業のバトンタッチを支援し、次世代へのスムーズ 

な承継を促進させるために設置されたもので、親族、又は第三者への事業引継ぎの相談窓口として、 

事業承継に関するお悩みに、相談員が対応します。商工会はセンターを中心とした「事業承継ネット 

ワーク」の構成機関として、より皆様に近い立場から、地域になくてはならない事業所の存続のため 

の支援を協力しておこなっています。 

   事業承継は親族間承継であっても時間が掛かります。まだまだ先のことと思われている方も多いと 

 思いますが、将来に向けて一度、相談されてみませんか？ 

 

 

 

 

詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.fukushi-kyousai.com/data/allplan_202108.pdf 

 

 

広島働き方改革推進支援センター 

電話 0120-610-494 

 

 

http://www.fukushi-kyousai.com/data/allplan_202108.pdf

