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●第 46 回斐川町商工まつりを開催しました
10 月 14 日(日)に出雲いりすの丘にて『絆〜今
こそ地域の絆を強めよう〜』をテーマに開催されま
した。斐川町をはじめ近隣から約 50 社の出店のほ
か、各支部・女性部からの出店もあり盛大に開催さ
れました。開会直前まで雨がぱらつく天候でしたが
開会後は天候に恵まれたこともあり約 6,000 人の
来場者で会場内は大いに賑わっていました。

今回も会員の皆様のご協力により、商工まつりが
盛大に開催できましたことに感謝申し上げます。親
会・青年部・女性部の皆様をはじめ、会員の皆様の
協賛広告の掲載により、多くのお客様に来場してい
ただき、楽しんでいただくことができました。今後
も魅力のある商工まつりにするため、引き続きご協
力をお願いいたします。

●次世代経営者･後継者交流会『NEXT STAGE 2018』を開催しました
11 月 20 日(火)に出雲空港ホテルにて、次世代を担う企業の経営者並びにその
後継者・従業員を対象とした交流会『NEXT STAGE 2018』が開催されました。
企業紹介タイムでは『心美カウンセラー』
『株式会社ゆず』
『株式会社桃翠園』の 3 社から事業内容の紹介や新規事
業の取組みについて発表していただきました。展示ブー
スでは『ガラス工房 Izumo』
『シュブスタンス合同会社』
『有限会社直江薬品』
『有限会社タナベ』の 4 社の商品展
示がおこなわれ、出席者の方々へ商品の PR がおこなわれ
ました。また、今回は特別企画として島根県立大学総合
政策学部の久保田教授をお招きして、
『大学と行政・企業との連携による地域振興
の取組み』をテーマに、島根県立大学と商工会や中小企業との連携事例について
講演をおこなっていただきました。

●消費税増税に伴う工事請負契約の経過措置について
経過措置とは?
消費税 10％の増税日(2019 年 10 月 1 日)の半年前の 4 月 1 日を指定日として、
その前日の 3 月 31
日までに請負契約すれば、増税日以降の引き渡しでも、消費税 8％となる特例です。

消費税額は引き渡し時の税率で決まります

経過措置の適用を受けるためには、
「指定日の前日」までに工事請負契約を締結しなければなりません。
「指定日以降の工事請負契約」で、「増税実施日以降の引き渡し」となる場合(下図の例 2)の消費税額
は新税率になりますので注意が必要です。

経過措置適用のためには 3 月 31 日までの契約が必要です
消費税が 2019 年 10 月１日から 10％となる場合の「指定日」は 2019 年４月１日です。したがっ
て、経過措置の適用を受けるには３月 31 日までに契約する必要があります。

●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。
忘れずに税務署までご提出ください。
≪源泉所得税の納付期限≫
●毎月納付の事業所
平成 31 年１月１０日（木）

●納期特例適用事務所
平成 31 年１月 21 日（月）

●消費税軽減税率制度、税制改正セミナーの開催について
日時：平成 31 年 1 月 22 日（火）13：30〜15：00
場所：斐川町商工会館 2F 大会議室
内容：消費税軽減税率制度のポイントについて解説いたします。
セミナーの詳細、お申込みについては、同封の案内チラシをご参照ください。

チェックしなくちゃ。最低賃金
平成 30 年 10 月 1 日から島根県でも最低賃金が、740 円から 7
６４円に引き上げになりました。正社員、パート、アルバイト等に関
わらず、島根県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。
ちなみに、全国加重平均額は 874 円です！

最低賃金には 2 種類あります！
最低賃金には、
「地域別最低賃金」と「特定（産業別）最低賃金」の
２種類があります。あなたの働いている事業場の産業が「特定（産業
別）最低賃金」の対象である場合は、
「特定（産業別）最低賃金額」が
適用されます。ただし、
「地域別最低賃金額」が「特定（産業別）最低
賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。
島根県の特定最低賃金

時間額（円）

発効年月日

製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業

886

H30.11.24

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業

867

H30.11.25

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

800

H30.12.9

自動車・同附属品製造業

859

H30.12.1

百貨店，総合スーパー

750

H29.11.22

自動車（新車）小売業

838

H30.11.29

なお、特定最低賃金は、適用対象となる労働者などをそれぞれ詳細に定めています。詳しくは、都道府県労働局また
はお近くの労働基準監督署にお問い合わせください。

★受賞おめでとうございます★
10 月 9 日(火)、サンラポーむらくもにて平成 30 年度商工会しまね県大会が行われ、次の方が島根県商
工会連合会長表彰を受賞されました。おめでとうございます。
☆島根県商工会連合会長表彰 役員功労者

☆島根県商工会連合会長表彰 女性部功労者

吉岡 登 様（㈱吉岡製菓）

大西 静子 様（大西電機）

●出雲市長へ要望書を提出
市内には斐川町商工会をはじめ、出雲商工会議
所、平田商工会議所、出雲商工会の 4 つの経済団
体があります。これまでは、適宜会議等を開催し
ながら連携していましたが、厳しさを増す人手不
足などの状況に一体となって対応するため、本年
7 月出雲市商工団体協議会が発足しました。
協議会では、最初の取組みとして 4 団体からの
要望を取りまとめ、さる 10 月 22 日出雲市長と
市議会議長に対して 41 項目にわたる要望書を提
出しました。要望内容の主なものは、①まちづくりの在り方②交通ネットワークの整備③観光振興④中小企
業への支援⑤労働力不足への対応などです。
要望に対し、長岡市長からは「山陰の中の出雲という視点で、様々な取り組みをすすめていきたい」との
コメントがありました。今後、市から文書による回答が出る予定であり、詳細は改めて報告します。

女性部の活動紹介や部員の方の事業所紹介等を広報委員で記事にしていきます。部員の方で、うちの店も
取材してほしい！等ありましたら、商工会女性部事務局(原、森田)までお問い合わせください。
※今後の活動について
・ふれあい交流会

１２月２０日(木)18：00〜 斐川町商工会 2 階大会議室 正月用フラワーアレンジ

メント&お食事
・福祉活動『フードバンク』１２月１７日(月)〜20 日(木)
・女性部新年会 平成 31 年 1 月 18 日(金)18：30〜

斐川町商工会

湖静荘

※新入部員紹介
お名前
原
持田

幸子
久美子

事業所

業種

場所

電話

自動車ガラスウィズ

自動車ガラスフィルム施工 荘原 1639-2

72-5084

持田屋

小売・仕出し

72-0847

学頭 375-1

女性部の活動報告！
商工まつり
今年の商工まつりも、女性部は特産市へフランクフルトと飲み
物の販売、ふれあいバザー、ガラポン抽選会のボランティアと盛
りだくさんに参加しました。
お天気も良く、たくさんのお客様に喜んで頂き、忙しいけれど
充実した一日を過ごすことができました。
島根県商工会連合会長表彰・女性部功労者賞の表彰！
大西静子さんが会長表彰を受賞されましたので、商工まつりの準
備の前にプチ表彰式をしました。
大西さん、おめでとうございました！
第 20 回商工会女性部全国大会 in 兵庫
11 月 6 日、会場のポートピアホテル大輪田の間は、全国から
集まった 2,400 名の女性部員で華やかに賑わっていました。オ
ープニングセレモニーの楽しいサンバで始まり、主張発表では、
中国・四国ブロック代表として島根県の豊島さんが優秀賞を受け
られました。会場外のホールでは、県産品を広く周知・PR する
ための兵庫県ご当地物産展があり、各商工会から沢山出店されて
いました。
次回は島根県で開催されますので、ご協力をお願いすることもあ
るかと思いますが、その際はよろしくお願いします。

女性部の輪を広げていくために！
女性部では、今年度と来年度において部員増強活動と次世代に繋げるための活動に取り組むこととしてい
ます。そのため、この商工会報にも、『女性部コーナー』を作っていただき、活動のお知らせや報告をして
います。
そして今回は、みなさまにもっと女性部のことを知っていただきたいと、ふれあい交流会にご案内をいた
します。フラワーアレンジメントやお食事をしながら、楽しく語り合いましょう。
女性部員はもちろん、会員の方、会員の家族の方、従業員の方も大歓迎です。
たくさんの女性のみなさまの参加をお待ちしています。
◎ 日

時

平成３０年１２月２０日（木）１８：００〜２０：３０

◎ 場

所

斐川町商工会 ２階

◎ 参加対象

女性限定

大会議室

会員・会員の家族・スタッフ（従業員）

詳細については、同封のピンクのチラシをご覧ください。
お申込み・お問い合わせは、斐川町商工会（原・森田）までお願いします。

★需要動向のあれこれ★ 〜18〜 電子マネー

●黎明塾開催中！

電子マネーとは、貨幣価値の交換（決済）をコン

企業が今の時代を生き残り、継続して成長発展し

ピュータ上で実現する技術です。この技術により、

ていくために、経営者・後継者として備えておくべ

現金である紙幣や硬貨を介さずに電子的に決済を行

きスキルを体得することを目的に『黎明塾

うことができます。今までお金といえば紙幣や硬貨

営者･後継者改革セミナー』を開催しています。

若手経

でしたが、その紙幣や硬貨が担ってきたお金の価値

セミナーは全 6 回コースで、税務財務、販路開拓、

を、電子的なデータに置き換えたのが電子マネーで

IT 利活用、事業計画作成をテーマに 3 名の講師にご

す。これにより、電子マネー利用者は現金や小銭が

講義いただいています。

不要になるなど、現金を持ち歩かなくても、商取引
ができるようになります。
電子マネー導入の効果は、顧客の増加や顧客維持
及びコスト削減等がありますが、電子マネー導入を
検討する際には、これらのうちのどれを選択するの
か、あるいはいくつかを組み合わせた効果を期待す
るのかを、きちんと設定しておきます。そのうえで、
さまざまな種類と特徴のある電子マネーの中から戦
略にあったものを選択していきます。
なお、電子マネーを導入すると、顧客が商品やサ
ービスを購入するのにともない数パーセントの決済
手数料を、電子マネー事業者に払わなければなりま
せん。また、カード読み取り機の設置など、多少の
イニシャルコストが発生します。消費者にとっては
手軽でスピーディな決済手段であっても、企業の側
からみればコスト増加要因となる部分があることも
忘れてはなりません。
出典：中小企業ビジネス支援サイト J-NET21
http://j-net21.smrj.go.jp

現在 23 名の方が受講されておりこれまでに 3 回
が終了、グループワークでは活発な意見交換や、セ
ミナー終了後も講師に質問するなど積極的に取り組
む姿がみられました。

●「情報配送メール便」をご活用ください
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を提供するため、「情報配送メール便」
をご活用ください。これは、商工会報と一緒にチラシ・パンフレット(Ａ4 サイズ)を同封し、約 600 名の
会員に発送するサービスです。
○企業やお店のＰＲ

○各種イベントのご案内

○新商品や新サービスの情報

○忘新年会などの宴会プランのご案内

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 10,000 円(税込)です。
※印刷物の内容によってはお断りする場合があります。詳細については、商工会にお問い合わせください。

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！

