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１０月８日（日）出雲いりすの丘にて『第４５回斐川町商工まつり』を開催しました！
「絆～今こそ地域の絆を強めよう～」をテーマに、斐川町をはじめ近隣から約５０店の出店があり、天候にも恵まれ、
たくさんの来場者（約５,０００人）で盛大に開催することが出来ました。各支部・女性部からも出店があり、魅力溢れ
る商品が会場中を埋め尽くし、笑顔で買い物を楽しむ来場者の姿が見られました。

新規イベント大声コンテスト開催！！
ステージでは、ＶｉＶｉダンスをはじめ子供たちの活気あふれる
パフォーマンスが随所に見られました。メインステージに石見神
楽「大蛇」が舞い大勢の客でステージ付近は溢れんばかりとなり

ました。また、今年度も全町の保育園・幼稚園の子供たちの夢が
描かれた「夢の花イベント」を開催し、夢の花は満開に咲き誇り
ました。その景色をみて心温まった方も大勢おられると思います。
新規イベントでは「大声コンテスト」を開催し、子供から大人ま
で、ユーモアたっぷりの大きな声がこだましました。

地域に根差した祭りとなるために
親会・女性部・青年部をはじめ、たくさんのご協力のおかげで盛大に開催出来まし
たことに深く感謝します。特に、会員の皆様のご協力のおかげで昨年以上の協賛広
告を集めることができ、これだけの賑わいをつくることが出来ました。今後もより
よい祭りにしていくために更に改善を図ります。祭りに携わる多くの方々や地域か
ら必要とされる魅力ある祭りとなるよう、引き続きご協力をお願いします。

『ＮＥＸＴ ＳＴＡＧＥ２０１７』次世代経営者・後継者交流会を開催しました！
会員企業の中には、新しく起業された方、新事業に取り組む方、新商品を開発された方が多
数おられます。そして、異業種の方と交流を深め、ビジネスパートナーとして、あるいは良

き相談者としてネットワークを広げたいという方も多数おられます。そこで、各企業が現状
やこれから（ＮＥＸＴ）について「思い・考え」を語りあえる場として、１１月１４日（火）
に出雲空港ホテルにて企業交流会を開催しました。
企業紹介では、さんいん食まる、フレンドの２社

参加者の中には、これからの時代を担う

から事業内容や新商品について熱い思いを発表い

後継者の方も多数おられました。発表や

ただきました。また展示コーナーでは、フレンド、

展示をはじめ、多くの経営者と交流を深

伊藤木材工業の魅力あふれる商品が紹介され、大

める中で今後のヒントや新しいネット

勢の参加者に囲まれ賑わいました。

ワークが得られることを願っています。

医療費控除等に関する添付書類の見直し＊＊＊＊＊
医療費控除及びセルフメディケーション制度適用を受ける際に添付する書類が、
医療又は医薬品購入費の「領収書」に代えて、「医療費等の明細書」又は「医療
保険者等の医療費通知書」となります。改正前も慣例的には、領収書とともに
「医療費等の明細書」を作成し確定申告書に添付していましたが、改正後は領収
書の添付は不要となることから、確定申告において納税者の負担が軽減されます。
≪注意事項≫
●「医療費等の明細書」を作成し確定申告書に添付す

≪適用時期≫
●平成２９年分以後の確定申告書を平成３０年１月１日

る場合、確定申告期限等から５年間は領収書を保管
する必要があります。

以後に提出する場合。
●経過措置として、平成２９年分～平成３１年分につい

●「医療保険者等の医療費通知書」
（一定期間に医療機
関等で診療を受けた際にかかった医療費等の額をと

ては、明細書等は提出せず領収書の添付又は提示でも
よいとなっています。

りまとめた通知書）を確定申告書に添付する場合は、
領収書の保管は不要です。

年末調整について＊＊＊
年末調整とは、毎月の給与から徴収された源泉所得税を１年間の

給与総額が確定する年末に再計算を行い、差額を還付又は徴収し
精算する手続きです。１０月下旬に税務署から年末調整書類一式
が郵送されていますので、お早めに手続きをお願いします。また、
納付税額がない場合も納付書の提出が必要です。忘れずに税務署

≪源泉所得税の納付期限≫

●毎月納付の事業所
平成３０年１月１０日（水）
●納期特例適用事務所
平成３０年１月２２日（月）

までご提出ください。

生産性向上支援訓練のご案内＊＊＊＊
従業員に、「品質管理の基本を学ばせたい！」「企画力・開発力を向上させたい！」「効率的な時間管理の方法を学ばせ

たい！」「問題解決力を習得させたい！」といったご要望はありませんか？生産性向上支援訓練とは、労働生産性の向
上を目指して従業員に知識やスキルを習得していただくための訓練です。専門的な知識やノウハウを持つ機関等が企業
のニーズや課題にあわせオーダーメイドで訓練を実施します。

≪ここがポイント！≫
●訓練内容や日程・会場など、ご要望に合わせて

≪訓練実施までの流れ≫
課題の
洗い出し

生産性向上のための自社における
課題を検討

コーディネートします！
●各企業の課題やニーズにあわせて、訓練内容を

カスタマイズできます！

訓練コース
の決定

例）生産管理、原価管理、組織マネジメント、
事務処理、営業・販売、マーケティング、
安全衛生活動、個人情報保護と情報管理等
●受講料は、１人当たり５,０００円～６,０００円！
●訓練を実施した企業は、人材開発支援助成金を

実施機関
の選定

課題解決のためのカリキュラムや
日程等を調整し、訓練コースを決定
訓練の実施方法や会場等の調整
※実施機関の選定、契約は支援機関
が行います

受講申込
振込

受講料の振込み

訓練受講

訓練の実施

利用し経費や賃金助成を受けることができます！
※詳しくは「生産性向上支援訓練」で検索！

最低賃金、確認したかや？
平成２９年１０月１日から最低賃金が７４０

最低賃金には、
「地域別最

円に引き上げになりました。正社員、パート、

低賃金」と「特定（産業

アルバイト等に関わらず、島根県内の事業場で

別）最低賃金」の２種類

働く全ての労働者に適用されます。

があります。自社の業種
を確認し、正しい最低賃

厚生労働省は、「最低賃金ＷＥＢ」サイト内の
特設コンテンツとして、「あなたの働く街では
どういうの？遠藤憲一の『確認した？』方言編」
を期間限定で公開しています。最低賃金が各都
道府県で異なることを、都道府県別の方言で確
認できるコンテンツとなっていて、「この地域
ではこういうふうに言うのか」と見ても楽しめ

金を適用しましょう。
※厚生労働省ホームペー
ジに、最低賃金を簡単
に比較チェックできる

サイトがあります。
「あなたの賃金を比較
チェック」で検索！

るコンテンツになっています。

労働者の募集・採用に当たり、
年齢制限を設けることはできません！
求人票は年齢不問としながらも、年齢を理由に

島根県衛生管理アドバイザー派遣＊＊＊
衛生管理に課題等を持つ食品・飲料品等製造事業者に対し、無料
で専門家を派遣し課題解決を図ります！ぜひご利用ください！

募集を断ったり採否を決定する行為は、法の規
定に反します。年齢にとらわれない、人物・能

≪例えばこんな時に≫
●自社の製造現場での衛生管理や品質管理を改善させたい！

力本位の募集・採用をお願いします。

●食品の安全や衛生に関する情報を提供してほしい！
●ＨＡＣＣＰやその他の国際基準に関する情報が知りたい！
●衛生管理や品質管理について相談に乗ってほしい！

≪派遣先≫
●食品及び清涼飲料、酒類、茶、コーヒーを製造する事業者
●島根県内に製造拠点を有する事業者

例外として年齢制限が認められる場合があ
ります。詳しくはハローワークにてご相談
ください。

≪申込方法≫
商工会までご連絡ください。

第５７回商工会全国大会中小企業庁長官表彰
１１月１６日（木）、東京都「ＮＨＫホール」にて
商工会全国大会が行われ、次の方が中小企業庁長官
表彰を受賞されました。おめでとうございます。

＊商工会費の納入について＊
商工会費（後期分）の引落日は、
１２月５日（火）です。ご不明な点
がありましたらお問い合わせくだ

☆中小企業庁長官表彰 女性部功労者
青野 幸子 様（
（株）ホンダカーズ出雲）
☆中小企業庁長官表彰 優良商工会青年部
斐川町商工会青年部

さい。よろしくお願いいたします。

☆告白タイムなし☆コンビニのように気軽な婚活♪婚美２（コンビニ）のお知らせ☆
青年部主催の出会いパーティー「婚美 2（コンビニ）」を開催します。
新しい出会いと一緒に、日本料理ほう吉やＦＵＪＩＯＮのお料理とお
酒まで楽しめる♪なんてお得！今回は募集定員が少ないので、早く申
込みしないと定員オーバーになってしまいますよ！
♡会

♡日

場

時

一次会

日本料理ほう吉

二次会

ＷＩＮＥ ＢＡＲ ＦＵＪＩＯＮ（フュージョン）

平成３０年２月１０日（土）
受

付：１５：００～

一次会：１５：３０～

二次会：１８：００～（約 2 時間）
♡締

切

平成３０年１月１６日（月）

♡定

員

独身男女各１５名（２３～４０歳）

♡参加費

男性７,０００円

女性２,０００円

※二次会は参加費無料！
詳しくはチラシや斐川町商工会ホームページをご覧になるか、商工会へお問い合わせください！

★需要動向のあれこれ★

商工会ホームページをご覧ください！

～ １２ ～

２０１９年１０月に予定されている消費税増税と同時に軽減

会員のみなさまへ情報をお届けするために、ホー

税率制度が導入されます。「飲食料品を扱う企業や小売業、課

ムページを開設しています。研修会や補助金など

税事業者が関係することで、自社には特に影響ないだろう。」

のお役立ち情報を掲載していますのでぜひご覧く

と思うかもしれませんが、実は多くの企業に関係します。

ださい！

例えば、贈答用の食品や会議や接客用の茶菓子などを購入して
いれば、経理処理をする際に区分する必要があります。また、
取引先から新たなルールに基づいた請求書等の発行を求めら
れることも考えられます。免税事業者においても、軽減税率対
象商品であることや税率ごとに合計額を記載することを求め
られるかもしれません。このような場合、経理システム等の変
更や改修が必要になる可能性もあります。ぜひ、自社にどのよ
うな影響があるか考えてみてください。

市内６団体合同「第４回会員交流会」を開催します＊＊＊
斐川町商工会、出雲商工会、出雲商工会議所、平田商工会議所、２１世紀出雲産業支援センター、ビジネスサポートひか

わの６団体合同で、会員交流会を開催します！広域的なエリアでの情報交換や異業種企業との出会い、自社ＰＲなどの場
としてぜひお役立てください！また、今回は高校の就職指導の先生方にもお出かけいただきます。この機会に交流を深め、
新たな人材の確保に繋げてください。事業主や幹部社員、営業社員の皆様など多くの方のご参加をお待ちしています！
●日

時 平成３０年２月２３日（金）午後６時～８時

●参 加 料

１人３,０００円

●場

所 出雲ロイヤルホテル

●内

１．頑張る企業ＰＲタイム（５社程度）

●参加資格
●定

６団体の会員事業所の事業主・社員の皆様

員 ２５０名

容

２．自由交流会（立食パーティー）
☆テーブルトーキング
☆伝統工芸品展示コーナー

※詳しくは「斐川町商工会ホームページ」で検索！

☆食品の試食コーナー

「情報配送メール便」を始めます！

出雲市からのお知らせ

会員のみなさまへの販売促進機会の提供及び相互の情報交流の場

出雲市は、市役所での各種手続きや制度、相

を提供するため、今月から「情報配送メール便」を始めます。これ

談窓口等を掲載した「出雲市くらしの便利帳」

は、会報と一緒にチラシ・パンフレット（Ａ４サイズ）を同封し、

を、
（株）サイネックスとの官民協働事業を活

約６００名の会員に発送するサービスです。

用し発行します。具体的には、市が行政情報
を提供し、編集・印刷などはサイネックスが

○企業やお店のＰＲ

行います。編集、印刷に必要な経費は、サイ

○各種イベントのご案内

ネックスが募集する市内の事業所や団体等か

○新商品や新サービスの情報

らの広告掲載料が充てられます。広告は、名

○忘新年会などの宴会プランのご案内

刺サイズ程度の大きさから掲載できますの
で、ご協力をお願いします。なお、発行・配

など、いろいろなケースで活用してみませんか。料金は１回あたり

布時期は平成３０年４月を予定しています。

１０,０００円（税込）です。印刷物の内容によってはお断りする場

おたずねは、出雲市広報情報課へ。

合があります。詳細については、商工会にお問い合わせください。

（ＴＥＬ０８５３―２１―８５７８）

★ 会場＆備品使用料のお知らせ ★
●会館（税別）

●コピー機、印刷機 1 枚当たり（税別）
用紙種類

コピー

印刷機

用紙持込み

ハガキ

10 円

3円

―

B5、B4、A4

10 円

5円

-１円

A3

20 円

10 円

-2 円

※両面印刷・カラーコピーの場合は基本料金の 2 倍とする
※印刷機は 1 原稿 30 枚以上とする
※ハガキのコピー・印刷は用紙持参とする

区分

単位

基本使用料

大会議室

1 時間

800 円

中会議室

1 時間

300 円

※1 時間に満たない場合は 1 時間として計算する
※営利目的の場合は基本使用料の 10 割相当額を加算する
※冷暖房装置利用の場合は基本使用料の 4 割相当額を加算する
※準備・片付け・リハーサルで利用の場合は基本使用料の 5 割
相当額とする

●タグシール（宛名シール）印刷（税別）
【240 円】A4 サイズ 1 枚

【500 円】原稿作成料 A4 サイズ 1 枚

ご利用
ください。

●備品（税別）
【30 円】

椅子１脚、コンパネ１枚

【300 円】ドラム１台

【100 円】机１脚（45cm×180cm） 【500 円】ビンゴゲーム１日、スクリーン１台
【800 円】プロジェクター１台

【クリーニング】紅白幕（1.8m×10m）
、ハッピ

広告の掲載をしませんか！
手頃な料金でお店や会社の広告を掲載されませんか。この会報は、年６回奇数月末の発行で、
約５８０件の会員事業所と、約２０件の関係機関に配布しています。広告のスペースと料金
は次のとおりです。（税別で１回当たりの単価です）

Ａ４版の

全面

→

２０,０００円

１／２

→

１０,０００円

１／４

→

５,０００円

１／８

→

２,５００円

紙面作りの都合上、当面は毎号継続でお願
いしたいと思います。会報を広く会員の皆
さまにも活用していただきたいと考えて
いますので、ご意見もお寄せ下さい。

文具・事務用品・学校教材・保育教材・紙製品・ＯＡ機器
オフィス家具・学校施設備品・印鑑・ゴム印・名札
～事業所・ご自宅まで配達いたします。お気軽にお電話ください～

斐川文教堂

HIKAWA BUNKYODO

斐川町直江町 4929-1
代表

℡ ０１２０-９６８-９６３

加入のお申し込みは、斐川町商工会（☎0853-72-0674）までお願いします！

藤江浩貴

