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「絆～今こそ地域の絆を強めよう～」
１０月９日（日）、『第４４回斐川町商工まつり』を出雲いりすの丘を会場に
開催します。近年、たくさんの来場者（約５０００人）にお越しいただき盛
大に開催されています。今年度においても、親会、女性部、青年部が一丸と
なって、例年以上に盛大に行うため工夫を凝らそうと議論を重ね、準備を進
めてまいりました。

商工まつりの一番の魅力となるふれあい市には

会員事業所のご理解ご協力のおかげで今年も５
０社の出店があり、色とりどりの商品が並ぶこ
ととなります。出店者の中には新会員の姿もみ
られ、新たな力を加えていただけそうです。
今年度は、来場者の皆様により楽しんでいただけるよ
うにと、
「食」
「スイーツ」「美」などのコンセプトを
持たせたレイアウトとなっています。そして、親会、
女性部のご協力による屋台村、青年部による参加型イ

ベントや協力団体による催し物と、いりすの丘はたく
さんの「楽しみ」が凝縮されたテントがところ狭しと

ステージイベントでは、ＶｉＶｉダンスをはじめ、地域の

並びます。

皆様によるステージによって盛り上げ、今年の目玉には石
見神楽が舞い踊るという盛りだくさんの内容となっていま
す。好評のチラシの半券を持参いただく抽選会も昨年以上
に充実させ、商品は当日のみ有効の商品券等、祭りをさら
に楽しむチャンスが待っています。もちろん大抽選会も例
年通りあり、多数の豪華商品を準備しています。その他、
斐川で長く愛された歴史ある踊り「斐川踊り」を今年も親
会、女性部、青年部がステージ前に大きな輪を描き踊り、

フィナーレには、建築組合の協力の下、
ミニ上棟式を行います。そして、餅まき
では、当りの餅袋に湯の川温泉利用券を
入れ、楽しみを増やします。昨年より始
めた「夢の花イベント」も行います。全
町の幼稚園・保育園の子供たちが書いた
夢の花が咲く光景は、きっと見るものに
希望を与えてくれることでしょう。

懐かしい音色とともに温かな雰囲気を会場に作ります。
今回、これだけの祭りを行うために、昨年以上の協賛広告を会員の皆様の
ご協力のおかげで集めることができました。大切な資金を有効に活かし、
よりたくさんの来場者が足を運び、いりすの丘がにぎわいで溢れることを
願っています。そして、地域にとって必要な祭りへ、出店された皆様をは
じめ関係業者にとっても今後につながるきっかけとなる祭りへ。地域活性
化の大切な一役となれるよう今後ともご協力よろしくお願いします。

中小企業等経営力強化法が施行されました（平成２８年７月１日）＊＊＊
「新聞やニュースで見たことはあるけれど、内容がよくわからない。
」という方
もおられるのではないでしょうか。この法律は、日本や地域が抱える大きな課
題である「少子高齢化による労働人口の減少」や、
「経営におけるグローバル化」
など、激変する経営環境の中で、これまで以上に求められる生産性・効率性に
うまく対応できるよう “中小企業・小規模事業者の経営力を強化していこう！”
と制定された法律です。

中小企業・小規模事業者にとってのメリットは？
●固定資産税の軽減措置

Ｑ．とはいっても、具体的には何をするの？

「経営力向上計画」に基づき取得する新品の機

Ａ．法律に基づき、
「経営力向上計画」を策定し、国の認

械装置で、下記の要件等を満たせば、３年間固

定を受けます。そして、記載した計画を実行します。

定資産税が半額になります。

Ｑ．「経営力向上計画」って、どんな計画？

・法施行日（平成２８年７月１日）以降に取得

Ａ．人材育成、財務管理、設備投資等により、「生産性を

・取得価格が１６０万円以上

向上させるため」の計画です。実質２枚の様式に現状

・販売開始から１０年以内の製品

認識、目標、取組内容などをまとめて書きます。

・旧モデル比で生産性が年１％以上向上する

Ｑ．生産性が上がる計画なら、どんな計画書でもいいの？

●円滑な資金調達を支援

Ａ．国が定めたハードルを越えられる計画を策定する必

「経営力向上計画」の実行にあたり、民間金融

要があります。このハードル（指針）は、事業分野ご

機関から融資を受ける場合、信用保証協会の保

とに担当省庁が策定しています。つまり、業種によっ

証枠が拡大されます。但し、自社にとって新し

て超えるべきハードルが異なるということです。

い取組に限ります。

法人の登記申請手続き（変更登記を含む）が変わります！
＊＊
株主総会決議を要する登記申請について、株主総会議事録に加え、
「株主リスト」の添付が必須となります。この「株主リスト」は、
株主総会決議を必要とする登記事項が発生した都度添付する必要が
ありますので、日頃から株主名簿の整備を行っておきましょう。
（平成２８年１０月１日以降の申請）
【株主総会の決議を要する主な登記事項】

≪背景≫
虚偽の内容を記載した株主総会議事録等
をもとに登記を行い、会社の役員になりす
まして会社の財産処分をするなど、商業・
法人登記を悪用した違法行為が発生してい
ることから、登記の真実性を強化し、法人
格の悪用を防止するため実施されます。

【株主リストの内容】

【必須となる記載事項】

①目的、商号、本店の所在地、資本金の額

議決権数上位１０名の株主又は

①氏名又は名称

②住所

②代表取締役の氏名及び住所

議決権割合が２／３に達するま

③株式数

④議決権数

③取締役の氏名

での株主のいずれか少ない方

⑤議決権割合

いよいよ１０月！
商工貯蓄共済の推進月間が始まります！

★会場＆備品貸出のお知らせ★
（税別）

毎年恒例になりました、商工貯蓄共済の推進期間（１０月
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３日（月）～２８日（金））が始まります！今年度も昨年
度に引き続き、商工貯蓄共済にあわせて、福祉共済「生命
保障」のご案内もさせていただきます。職員一丸となって、
全会員の皆様のところへ伺いますので、新規・更新のご加
入をご検討下さい。また、この機会に従業員の方にも、お
得な共済制度としてご紹介、ご加入のお勧めいただきます
よう、よろしくお願いします。なお、ジブラルタ生命保険
による無料保険相談は、随時受付けておりますので、ぜひ
お気軽にお申し込みください。
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【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

「マイナンバー制度」が開始されました！！
皆さんご存知のとおり、
「マイナンバー」は、昨年、
住民票を有する全国民に１２桁の番号（法人１３桁）
が通知されました。これは、国の行政機関や地方公

例えば、事業者の方はこんな場面でマイナンバーを使います。
☆税務当局に申告書、届出書、調書を提出するとき。
（個人事業主は個人番号、法人決算の場合は法人番号）

共団体などにおいて、社会保障・税・災害対策の分

☆従業員の源泉徴収票を作成するとき。

野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する

☆従業員の健康保険、雇用保険などの手続きをするとき。

個人の情報が同一人の情報であることを確認するた

ｅｔｃ

めに活用されるものです。
その他、個人で年金手続きをするときや、福祉や介護の制度を利用する

とき、災害が起きた時などの手続き等にも必要ですので、必ず番号は大
切に保管しましょう。

平成２９年１月から
マイナポータルの
閲覧が出来るように
なります！！

尚、平成２９年１月からマイナポータルで個人情報のやりとりの記録（自
分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのかなど）が確認できるよう
になりますので、ぜひご活用ください。

９月から取り扱いを始めました！
近頃、地震や台風、洪水などの災害が多く発生し
ています。万が一の際に備える共済「休業対応応
援共済」を、新しく取り扱いを始めました。詳し
くは、斐川町商工会までお問い合わせください！

青色申告１０万円控除と６５万円控除の違いは？
青色申告者のみ活用するこのできる青色申告特別控除の
控除額には、“１０万円”と“６５万円”があります。
☆１０万円控除を受けるには
・簡易帳簿による記帳を行うこと
・現金主義による所得計算の特例を受けていること
・事業的規模でない不動産貸付業を営んでいること
※簡易帳簿とは、現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳
固定資産台帳の５種類です。
☆６５万円控除を受けるには

・不動産所得又は事業所得がある事業を営んでいること
・複式簿記による記帳を行うこと
・貸借対照表や損益計算書を作成すること
正しく帳簿をつけて、控除を受けてみませんか！

「空の日まつり」盛大に開催される
９月１１日出雲空港で、空の日まつりが開催されました。これは、９月２
０日が空の日に制定されていることから、毎年この時期に行われるイベン
トです。今年は、好天に恵まれ、朝９時の開会とともに多くの家族連れな
どが訪れました。普段は入ることのできない管制塔や飛行機を間近に見学
できるなど、多彩な催しがありました。

これまで、商工会はこのイベントに参加していませんでしたが、地元にある出雲空港をさ
らに活用、連携していく観点から、今年初めて出店しました。ターミナルビル 1 階にある
国際線搭乗窓口付近にブースを設け、斐川の特産品やぜんざいの振る舞いなどを行いまし
た。多くの搭乗客や来場者に喜んで頂き、斐川町を大いにアピールすることができました。

今後も、出雲空港と連携し、イベントにも積極的に参加していくことにしています。

最低賃金が上がります！

福祉共済「けが」の補償がパワーアップします！

平成２８年１０月１日（日）から

福祉共済「けが」の補償：損害プランに個人賠償責任保険が自動付帯され

島根県でも最低賃金が７１８円に

ます。日常生活の事故やトラブルで損害賠償が生じたとき最高１億円まで

引き上げになります。正社員、パー

補償します！しかも、掛金はそのまま！（２０１６年１１月１日加入分よ

ト、アルバイト等に関わらず、島根

り）
。詳しくは、斐川町商工会までお問い合わせください。

県内の事業場で働く全ての労働者
に適用されます。

★新規会員のご紹介（平成 28 年 3 月 1 日～平成 28 年 9 月１日）★
直江支部＊＊＊＊＊

荘原支部＊＊＊＊＊
●岡田商店（運送業）
岡田

●Hair
小林

力

Room ふわり（美容業）
純子

●オッペン化粧品ジュウィール営業所

足を運んで来て下さったお客様との
時間を大切に、笑顔で帰っていただけ
る様お手伝いさせていただきます。

（化粧品販売、エステ、メイク）
高橋

聡美
まちのキレイ屋です。美容に関するお悩
みや、ご相談もお気軽にお尋ね下さい。

●栄進塾（小・中・高対象 個別指導塾）
石橋

隆史

●ほっかほっか亭浜山通り店（お弁当の製造販売）
浅津

主に生徒 2 人に先生１人の個別指導を
行っています。ホワイトボードを使っ
た、きめの細かい指導が特徴です。
どうぞよろしくお願い致します。

いづみ
●（有）プレアティス【メガネの三城斐川店】

●活き活き介助福祉タクシー（介護福祉事業）
加藤

稔

（眼鏡小売業）
田川

一義

お体に障がいのある方、高齢者、要介護、
要支援、歩行に不安のある方々の笑顔を運
ぶ福祉タクシーです。

６００本のフレーム、防音室完備でお待
ちしています。眼と耳の悩みを聞かせて
下さい。補聴器も取り扱っています。

出東支部＊＊＊＊＊
●（株）リーバン（携帯電話基地設置等）
大谷

訓

●一畑工業（株）鉄道部（線路補修作業）
代表取締役社長 田村

出西支部＊＊＊＊＊

立原 有史

●ガラス工房Ｉｚｕｍｏ（ガラス製品小売、体験）
川辺

雅規

手作りのガラス作品の販売、吹きガラス
体験など楽しめる工房です。ご贈答品な
どの製作も承ります。

陽介

ＪＲ、一畑電車で線路の作業を行っ
ています。お客様に快適に利用して
いただけるよう頑張ります。

●出雲空港ターミナルビル（株）（不動産業）
代表取締役

大谷

厚朗

久木支部＊＊＊＊＊
●三島建築（大工）
三島

裕司

開港５０周年を迎えました。これをスター
トに地元に親しまれ、愛される空港を目指
して頑張っていきます。

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！

