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あけましておめでとうございます
本年もよろしくお願いいたします
年頭のあいさつ
斐川町商工会長

長 岡 秀 治

新年明けましておめでとうございます。会員の皆様

組織強化では、若手経営者を中心に「斐川町商工会活

には健やかに新年をお迎えのこととお喜び申し上げま

性化委員会」を発足させました。今後、検討を重ね組

す。

織活性化につながる具体的な取り組みを期待している

昨年を振りかえってみますと、世界的にはトランプ

ところです。

旋風が吹き荒れた年でありました。１月に米大統領に

さて、今年はどのような一年になるのでしょうか。

就任以来、ＴＰＰやパリ協定からの離脱、エルサレム

戌年は諸説ありますが、
「守りの年」ともいわれていま

の首都認定など、ＥＵなどからの批判にも意を介せず

す。商売繁盛の酉年と突き進む亥年に挟まれ、今一度

実行に移しました。また、北朝鮮では核実験や相次ぐ

自分を見つめ芯を固めるという意味です。そこで、斐

ミサイル発射が行われ、日本の安全保障にも大きな脅

川町商工会でも、原点に立ち返り、将来につながる施

威を与えました。

策を講じていかなければなりません。

一方、国内では秋に突然の総選挙もありましたが、

具体的には、これからの商工会のあり方を定めた「斐

経済全般は景気回復の波に乗ることができました。す

川町商工会中期行動計画」と、個社支援を目標とする

でにいざなぎ景気を超え、戦後２番目の景気拡大に入

「経営発達支援計画」を策定することにしています。

ったといわれています。町内においてもその一端と思

また、出雲縁結び空港では新たに仙台と静岡に就航す

われる動きがありました。電気自動車の普及などを見

ることから、観光はもとよりＢtoＢの事業展開をめざ

据え、電子部品を製造する大手企業が積極的な設備投

します。さらに、懸案となっている会員増強は引き続

資を行うとともに、大幅な雇用増に取り組みました。

きすすめてく考えであります。活力を維持していくた

また、秋には荘原地区に大型ショッピングセンターが

めには、一定の数と力が必要であり、そのために役職

オープンしました。地元商店を含め、消費者の支持を

員が一体となって取り組んでまいります。なお、現役

獲得するための厳しい競争が続くことになります。

員の任期は本年５月末までとなっており、総代会にお

斐川町商工会においては、会員の皆様のご協力のも

いて新体制を選出して頂く必要があります。こうした

と、さまざまな活動を展開することができました。最

意味から、今年は非常に大切な一年であるといえます。

大の事業である商工まつりでは、天候にも恵まれ多く

引き続き、皆様のご協力をお願いいたします。

の来場者がありました。出店を回ったり、石見神楽の

最後になりましたが、本年も変わりませず格別のご

大蛇などのステージイベントで楽しんで頂けたのでは

支援を賜りますと共に、皆様のご多幸を心からご祈念

ないかと思います。また、近年の課題である商工会の

申し上げ、新年のご挨拶といたします。

「山陰の経済、文化をリードする
元気な地方都市 出雲」をめざして
出雲市長
平成３０年の新春にあたり、謹んでご挨拶申しあげ

長 岡 秀 人

そのような中、本市としましては、昨年制定しまし
た「出雲市地場中小企業・小規模企業振興基本条例」

ます。
斐川町商工会会員の皆様におかれましては、輝かし
い新年をお迎えのこととお慶び申しあげます。

皆様には、平素から地域経済の発展や雇用の維持等

に基づき、商工団体をはじめ市内経営者、有識者の皆
様からご意見をいただきながら、人材確保、経営基盤

強化等、様々な課題に対応する総合的な振興計画の策

あけましておめでとうございます

にご尽力いただくとともに、本市のまちづくりに格別
のご理解とご協力を賜っておりますこと、心から感謝
申しあげる次第です。

定を進めているところです。

また、まちづくりの指針である新たな出雲の國づく
り計画「出雲未来図」について、平成２９年度からの

本年もよろしくお願いいたします

昨年を振り返りますと、
「日が沈む聖地出雲～神が

５カ年における「後期基本計画」を策定いたしました。

創り出した地の夕日を巡る～」として日本遺産に認定

その中に基本方策のひとつとして掲げております「産

されたほか、「島根半島・宍道湖中海ジオパーク」が

業・観光都市の創造」に向けて、産業支援体制の更な

日本ジオパークに登録され、出雲の歴史風土が注目を

る充実を図ってまいります。

集めた一年となりました。また、豪華寝台列車「瑞風」

貴商工会におかれましては、引き続き、地域資源を

の運行が開始されたことも大きな話題となり、多くの

活用した特産品の開発やものづくり企業への支援な

観光客の皆様に出雲の魅力を感じていただくことが

ど、地域の特性を生かした魅力と元気あふれる企業づ

できました。

くりにご尽力いただき、本市まちづくりの一翼を担っ

本年も、出雲の地域資源により磨きをかけ、市内外

ていただきますようお願い申しあげます。

へのＰＲを更に進めるとともに、市内の産業全体への

本年も貴商工会の皆様との連携を強化し、地域経済

波及効果をもたらすことができるよう努めていく所

の発展に全力で取り組んでいく所存ですので、本市が

存です。

推進する『山陰の経済、文化をリードする元気な地方

くわえて、本年春には、出雲縁結び空港と仙台・静

岡を結ぶ両路線が開設の運びとなりました。これによ
り、今後、本市へのアクセスがより便利なものとなり、

都市

出雲』の実現に向けて、今後ともご協力を賜り

ますよう重ねてお願い申しあげます。
結びとなりますが、新しい年が夢と希望にあふれる

観光・ビジネスをはじめ、地域間交流の拡大につなが

一年となりますことを願うとともに、斐川町商工会の

るものと大きく期待を寄せております。

益々の発展と、会員の皆様のご多幸を心からお祈り申
しあげ、新年のご挨拶といたします。

斐川町商工会へ新規会員様をご紹介ください！
☆ご紹介いただいた会員様に報奨金制度あり♪☆
ご紹介の方が新規会員様になられますと、１事業所につき壱萬円の報奨金がでます♪
≪加入のメリット≫
・経営のお悩みについて経営指導員がアドバイスをいたします。
・小規模事業者の方には、無担保・無保証・低利の融資制度が
あります。
・記帳のお手伝いをします。
・労働保険の事務委託等が受けられます。
その他にもたくさんのメリットがあります！

会費（年額）は、個人事業所６,０００円～、
法人事業所１１,０００円～
※１ 従業員数や資本金の規模額に応じて算出
します。
※２ このほか入会金５,０００円（新規入会時
のみ）
・支部会費（年額）５,６００円～（事
業規模に応じ支部で算出）が必要です。
詳しくは、お問合せ下さい！

平成２９年度中小企業庁長官表彰

平成２９年度中小企業庁長官表彰

女性部功労者

斐川町商工会青年部

昨年１１月にＮＨＫホール（東京都渋谷区）で

斐川町商工会青年部の長年の功績が認められ、

開催された、第５７回商工会全国大会にて、

中小企業庁長官賞を受賞されました。そのため、

当会女性部部長 青野幸子 氏が中小企業庁長

平成３０年１月１２日（金）華満にて伝達式が

官表彰女性部功労者を受賞されました。この受

行われました。青年部を代表して土江部長が授

賞は、組織運営及び実施する経営改善普及事業

与され、これまでの諸先輩たちのおかげで受賞

が特に優良であり、他の商工会の模範とするに

につながったことへの感謝とこれからにつなげ

足ると認められたことによるものです。

るためにも青年部対象者のおられる事業所から

青野 部長 本 当に おめ で と うご ざい ま した ！

新入部員の加入のお願いについて挨拶がありま

今後益々のご活躍をご祈念申し上げます。

した。青年部の益々のご活躍をご祈念申し上げ
ます。

確定申告の時期になりました！！
記帳機械化事業者の皆さま、決算資料の提出をお願いします。
≪提出書類≫
◆棚卸在庫表、売掛金額、買掛金額、未収・未払金額等の明細、その他機械等購入された方は明細。
◆国民健康保険料、生命保険料等の控除証明。
◆医療費控除を受けられる方は集計表（氏名、病院ごとに集計）
≪提出期限≫

平成３０年２月１６日（金）
※期日を過ぎますと、来年度の記帳料に付加基準額が追加されます
ので、ご了承ください。

☆平成２９年分確定申告コーナー（出雲市役所くにびき大ホール）は、
平成３０年２月１６日（金）から平成３０年３月１５日（木）です。
※期日が近づくと大変込み合いますので、早めの申告をお願いします。
☆平成２８年分以降の確定申告書には、申告の都度「マイナンバーの記載」
と「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要となります。

マイナンバーカードがあれば、

身分証明書として使えたり、住
民票の写しや印鑑登録証明書、
戸籍証明書をコンビニで取得で
きます。

＊＊＊斐川商工会報 第１００号発行記念＊＊＊
～ 過去の会報誌を見てみよう！！ ～
定期的に発行している「斐川商工会報」が、今回で第１００号となりました！
過去の会報誌を見返すと、「多くの方々が、企業のため、地域のために歴史をきざんでこられたのだな～。」と感慨深く
なります。みなさまの心にはどのような出来事が残っているでしょうか。

●ＮＯ.１／昭和４８年８月１日
昭和４７年３月、商工会館竣工。
第１号発刊にあたり、斐川町商工
会の事業概要が詳しく説明されて
います。

●ＮＯ.９／昭和５２年６月１０日
宮山公園で、第 1 回つゝじ祭り
を開催！第１回ミスつゝじが発表
されました。

●ＮＯ.４０／平成８年１月
総勢８５名による、やる気集団「やっちゃら会」が発足！マス
コミでも大きく取り上げられました。青年部まつり委員会は、商
工まつりで集まった阪神大震災チャリティー義援金を被災地へ持
参し、しじみ汁を振る舞うボランティア活動を行いました。

●ＮＯ.２０／昭和５８年６月１０日
この号から、一部カラー印刷となり
ました。企業の応待力が盛んに求めら
れていることから、「新入社員べから
ず集」として、新入社員の心得が列挙
してあります。

●ＮＯ.５０／平成１３年１月
平成１３年４月にオープンした「斐川町企
業化支援貸工場」について掲載しています。
この頃は、年２回の発行でした。

●ＮＯ.６７／平成２１年１月
経営革新塾「５年後わが社はこうなる
ぞ！」と目標を持ち、会員企業が定期的
に勉強会を実施していました。

●ＮＯ.７８／平成２６年５月
この号から現在のスタイルになって
います。定期的に情報提供しようと、
手作りで年６回の発行となりました。

★需要動向のあれこれ★

～ １３ ～

～２０１８年ヒット予想のキーワードは『ひとり助け』～

２０１８年ヒット予想ランキング（全体）

博報堂生活総合研究所が発表した「生活者が選ぶ“２０１８年

１

格安スマホ

ヒット予想”ランキング」をご紹介します！これは２０１７年

高齢ドライバーの事故防止策

２

に世の中で注目されたと思われる商品やサービス、コンテンツ

宅配ボックス

などを生活者に提示し、調査・分析しまとめたものだそうです。

４

ドローン

単身者や共働き世帯の増加などの社会的背景から自分ひとりで

５

電気自動車

やらなければならないことが増えているなかで、
“自分ひとり

６

自動運転システム搭載車

でなんとかする”を支える商品やサービスに注目が集まってい

７

ＶＲ（仮想現実）

るそうです。ランキングはトップ３０まで発表されていますが、

８

無人レジ

ここではトップ１０をご紹介します。

９

フリマアプリ

☆調査は、
「性別」
「性年代別」でもまとめられています。あわ

10

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

せて、「生活者が選ぶ“２０１７年ヒット商品”ランキング」
もまとめられています。博報堂のホームページで見ることが
できます。

『博報堂

２０１８年ヒット予想』で検索！

★ 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

