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通常総代会が開催されました
去る５月２５日、午後３時から斐川町商工会館において、第５６回斐川
町商工会通常総代会が開催され、池田県議会議員様はじめ多数のご来賓
をお迎えし、今年は初めてＪＡ斐川地区本部の山根副本部長様にもご臨
席いただきました。今後はＪＡとの連携も考えたいと思います。
総代会に先立ち、永年勤続優良商工業従業員表彰式が行
われ、５事業所から７名の方が推薦され受賞されました。
例年は商工まつりに併せて実施していましたが、会場や人

員の問題で変更させていただ

総代会では、長岡会長があいさつで、熊本地震の

被災者の方々にお見舞いを述べ、この震災がＢＣＰ

きました。例年とは違い、表

（事業継続計画）の必要性を再認識させたと述べま

彰式にふさわしい雰囲気の中

した。また昨年度は、当商工会が経営支援事業で県

で行われましたが、受賞者が

下でも有数の実績を上げていることに触れ、今後も

少なかったのが残念でした。

会員のための商工会として、経営支援に全力で取り

議長には、伊波野支部の山崎文夫氏が選出され、９つの
議案を審議していただきましたが、すべて原案通りに承認
されました。総代会終了後、６月末で退職する藤原事務局
長と、７月から後任の高田茂明氏のあいさつがあり、続い

組むと述べました。更に、今年２回目となる「次世
代企業交流会」をよりパワーアップして実施するこ
と、年々盛大になる商工祭りは、商工会の一大イベ

ントとして定着させたいと述べました。

て今回初めて懇親会も行いました。支部ごとに行われる懇
親会は盛んですが、全体でやる機会はほとんどありません
ので、オール斐川を意識し
ての試みでしたが、１時間
の予定が１時間半にも及び

永年勤続優良商工業従業員表彰者
◎３５年勤続者
黒田

譲

様

良い懇親会でした。参加の

◎２５年勤続者

皆さま、長時間の立ちっぱ

樋野 武志

なしでお疲れ様でした。

＊新入会員の勧誘に報奨金＊

様

◎２０年勤続者
加村 恭子

様

１名
（斐川町商工会）
１名
（（有）サトーガス圧接）

１名
（（有）サトーガス圧接）

現在の当商工会の加入率は５０％を僅かに超える程度で、他

◎１６年勤続者

の商工会や商工会議所に大きく水をあけられています。中期

福島 悟史

目標を６０％台として、今年度は新規加入６０件を目指しま

◎１０年勤続者

す。役職員はもちろん、会員の皆さまのご協力が必要です。

佐藤 揚大

様

（（有）サトーガス圧接）

紹介して加入された場合には１万円の報奨金をお支払いし

竹本 大輔

様

（（有）池田電工）

ますので、是非ご紹介をお願いします。電話でご紹介いただ

高内

様

（（株）ランコン）

くだけでも結構です。

豊

様

１名
（（有）坂田土建）
３名

＊＊出産後の復職を応援します＊＊
＊＊出産後職場復帰奨励金＊＊

レジの導入や受発注システムの改修に
「軽減税率対策助成金」

従業員が出産して職場復帰した後３ヶ月以上雇用すると、島根県か

平成２９年４月１日から導入される消費税軽減

ら奨励金を受け取ることが出来ます！これは、出産後に復職しやす

税率制度（複数税率）により、中小企業等の方

い職場環境づくりを推進し、出産や育児による離職を減らすことを

が、複数税率対応レジの導入や、受発注システ

目的としています。該当者がおられましたら、ぜひご活用下さい！

ムの改修などを行う必要がある場合、その経費

≪対象事業者≫

の一部が補助されます。

県内に本社がある、従業員数５０人未満の企業

設備により
異なります

≪申請期間≫

（社会福祉法人、医療法人、ＮＰＯ法人等も含む）

平成２９年３月３１日又は５月３１日

≪支給要件≫

≪補助率≫

従業員が出産し、職場復帰後３ヶ月以上雇用していること

原則２／３（条件により変動します）

※平成２８年１月１日以降に復職された方が対象

≪補助額≫

≪事業者への支給額≫

レジ…上限２０万円／台（複数台２００万円）

１．従業員が育児休業を３ヶ月以上取得した場合…２０万円／人

受注システム…上限

２．１以外…１０万円／人

発注システム…上限１,０００万円

≪申請先≫

両方の場合

斐川町商工会が窓口です。復職日から

１５０万円

…上限１,０００万円

※上記は一般的な条件です。導入・改修設備の

３ヶ月経過した後の手続きとなります。

内容により条件が異なります。詳しくはお問

★詳しくは「斐川町商工会ＨＰ」を検索！★

い合わせください。

事業承継に関する取り組みに対して補助が受けられます＊＊＊ ～事業承継新事業活動支援事業～
県内の中小企業等の後継者や後継予定者が、経営体制の整備や新たな取組み（新事業活動）を行う場合に、その経費の一
部が補助されます。この事業は、後継者が円滑に事業を承継し、事業の維持・発展を図ることを目的としています。
体制整備型
概

要

経営革新型

経営体制を整備する取り組み

後継者や後継予定者を中心として取り組む新事業活動等

対 象 者

１０年後までに事業承継を行う予定

2 年前から１０年後までに事業承継を行った又は行う予定

事業区分

・事業承継計画策定、実施事業

・事業承継計画策定、実施事業

・人材育成事業

助成対象

・人材育成事業

・新商品新サービス開発、収益力強化事業

・販路開拓事業

補 助 率

１／２

１／２（経営革新認定事業者：２／３）

上限：１００万円～２００万円

上限：１００万円～３００万円

下限：１０万円

（経営革新認定事業者：２００万円～４００万円）

助 成 額

★需要動向のあれこれ★

～ ３ ～

下限：１０万円

★会場＆備品貸出のお知らせ★
（税別）

消費者が評価した店の魅力を示す指標「場力（ばぢから）」
。
9:00
12:00

魅力度は４つの項目で算出されており、プライベートブラ
ンド、高級アイスクリーム、いれたてコーヒー等の“新商
品や新サービス”や、“割安で豊富な品揃え”をしている
店が消費者の心をつかんでいるようです。
来店意向

購入・利用意向

推奨意向

1

セブン-イレブン

セブン-イレブン

モスバーガー

2

ザ・ダイソー

ザ・ダイソー

セブン-イレブン

3

ローソン

モスバーガ－

ザ・ダイソー

4

モスバーガー

ローソン

無印良品

5

イオン

ユニクロ

スターバックス

13:00
17:00

18:00
22:00

1 時間
超過毎

大会議室

2,000

2,500

5,000

500

中会議室

800

1,200

1,600

200

【３０円】椅子１脚

【３００円】ドラム１台

【１００円】机１脚、コンパネ１枚
【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
【クリーニングをして返却】紅白幕、ハッピ

「労働保険事務組合」って知っていますか？
商工会では、労働保険の事務委託をしています。

個別対応にはないメリットがあることをご存知ですか？

事務委託の条件が

≪事務委託のメリット≫

ありますので詳し

１．労働保険事務を事業主に代わって処理をします。

くは商工会までお

２．保険料の額にかかわらず 3 回に分割納付できます。

尋ねください！！

３．労働保険に加入できない事業主・家族従事者など
も特別加入できます。
斐川町商工会では、事業所の規模に応じて、最低 3,780 円から委託を受け付けています。

商工貯蓄共済・福祉共済「生命保障」の
加入申込書が変わりました！

平成２８年度の雇用保険料率が変更になりました！

日頃から各種共済事業にご協力いただき、ありが

主負担とも１/１０００ずつ引き下げになりました。

とうございます。５月から加入申込書に意向確認

●次に該当する労働者の方は、事業所規模に関わりなく、原則

平成２８年度の失業給付等の雇用保険料率は労働者負担・事業

書と死亡共済金受取人欄への性別・生年月日の記

として、全て雇用保険の被保険者となります。

入が追加になりました。ご加入の際にはその都度

①１週間の所定労働時間が２０時間以上である。

説明いたしますが、ご対応いただきますようにお

②３１日以上の雇用見込みがある。

願いいたします。なお、今年度は、
「１０月」に推
進期間を設けて一斉推進を行いますので、ご協力
をよろしくお願いします。

労働災害防止と安全な職場づくり！
交通災害や転倒災害などの労働災害を防止して、安
全で安心な職場を作りましょう！安全で安心な職
場環境は、働く方にとって大切なだけでなく、顧客
や利用者に対するサービスの向上にも繋がります。
≪やってみよう！安全活動！≫
●「４Ｓ活動」
労働災害の原因を取り除こう！
（４Ｓ：整理・整頓・清掃・清潔）
●「ＫＹ活動」
潜んでいる危険を見つけよう！
（Ｋ：危険、Ｙ：予知）
●「危険の見える化」
危険を共有しよう！（例：危険個所にステッカ

ーなどで注意喚起する）

詳しくは商工会までお問い合わせください。

平成２８年度新入社員研修＊＊＊＊＊
４月７日から８日の２日間において、平成２８年度新入社員研修を開催しま

した。これまでは、島根県青少年の家「サンレイク」で行っていましたが、
今年度は斐川町商工会館に場所を移し開催しました。町内１０事業所から総
勢１６名の参加があり、ピークリエイトの松下香寿美先生を講師に招き、社
会人としての心構え、適切なコミュニケーション、挨拶、接客マナーといっ
た社会人としての基本を学びました。
初めは、人間関係やコミュニケーションに不安があったと思
いますが、研修初日から打ち解け、仲間意識も芽生え、グル
ープ討議では、積極的に話し合うなど真剣に取り組む姿が見
られました。研修を通して学んだこと、感じたことを大切に
して、企業の発展、地域の発展に繋がるよう成長を重ねてい
かれることを願っております。

雲北ブロック商工会青年部研修大会開催！
５月２８日（土）
、雲北ブロック商工会

「平成２８年度斐川町商工会
青年部通常総会」開催！

青年部研修大会が島根ワイナリーに

４月１８日（月）
、湖静荘にて、斐川町商工会青年部

て開催されました。主張発表ブロック

通常総会が開催されました。曽田部長からは、部員

予選大会では、当青年部からは伊波野

数が減少する中、連携を強化し、商工まつりなど各

支部の儀満宏佳さんが「青年部活動に

事業を進めていけるよう協力のお願いがありまし

参加して」のテーマで堂々と発表され

た。総会終了後、交流会を行い、青年部活動を盛り

ました。

上げてくため意見交換が行われました。

「第４４回斐川町商工会女性部通常総会」開催！
４月２２日（金）、華満にて斐川町商工会女性部通常総会が
開催されました。総会では議案全て承認され、無事閉会いた

しました。その後、今年は「斐川町をもっと知ろう！」とい
うことで、斐川町上庄原にある「山陰中央新報製作センター」
に出掛けました。元気なガイドさんに新聞を作る過程などを
聞きながら工場内を見学しました。実際に機械が動いている
ところを見られるのは数少ないとのことでしたが、さすが女
性部のみなさん！強運の持ち主ばかり。しっかり見学するこ
とができました。

扶養控除について

～Ｐａｒｔ１～

納税者に控除対象扶養親族となる人がい
る場合には、一定の金額の所得控除が受
けられます。これを扶養控除といいます。扶養控除
を受ける要件の１つに、
“年間の所得の合計が３８万
円以下であること”があります。給与所得控除と合
わせると、６５万円＋３８万円＝１０３万円となり
ます。つまり、扶養控除を受けられる、受けられな
いで考えると、扶養親族の年間の
給与収入は１０３万以下に抑えた
ほうが良いということになります。

広告の掲載を始めます！
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。

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！

