2019．1.25 NO.106

会員と商工会をむすぶ機関誌

斐川町商工会報

《 発 行 》
斐川町商工会
〒699-0505 出雲市斐川町上庄原 1749-3
TEL:0853-72-0674 FAX:0853-72-0765
URL:http://hikawa.shoko-shimane.or.jp/
E-mail:hikawasho4011@shoko-shimane.or.jp

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
新年明けましておめでとうございます。会員の
皆様には健やかに新年をお迎えのこととお喜び申
し上げます。
昨年を振りかえってみますと、世界的には混乱
と分断がすすんだような気がいたします。アメリ
カでは移民問題をめぐって大統領と連邦議会が対
立し、年末には一部の連邦政府機関が閉鎖に追い
込まれました。イギリスではＥＵからの離脱協定
を巡って議会の承認が得られない状況にあり、フ
ランスでは自動車燃料増税をきっかけに激しい反
政府デモが発生しました。米中の間では双方が輸
入品に高額の関税をかけ合う 貿易戦争 になっ
ています。
一方、国内の経済全般について、日銀は「緩や
かに拡大している」との見方を維持しています。
すでに景気拡大は 73 か月に及んでおり、戦後最
長に並びました。ただ、実質所得の伸び悩みもあ
って実感の乏しい景気拡大になろうとしています。
また、有効求人倍率は高水準で推移しており、中
小企業を中心に人手不足の深刻度が増しました。
町内でも「求人を出しても人が集まらない」とい
う声をたくさん耳にしています。
斐川町商工会においては、会員の皆様のご協力
のもと、さまざまな活動を展開することができま
した。最大の事業である商工まつりでは、天候に
も恵まれ多くの来場者がありました。また、商工
会の組織強化では、新たな役員体制のもとで会員
増強などの取り組みを行いました。国の制度を活
用した持続化補助金やものづくり補助金において
も、県内トップクラスの実績を上げることができ

長岡

秀治

ました。改めて、会員の皆様のご支援にお礼申し
上げます。
さて、今年はどのような一年になるのでしょう
か。干支でいえば己亥（つちのとい）年になりま
す。諸説ありますが、
「現在の状況を維持し守りの
年」ともいわれています。
前回の己亥の年は 1959
年。時代はまさに高度経済成長の最中であり、こ
の年を代表する出来事といえば皇太子様と美智子
様のご成婚です。60 年前にご結婚された皇太子
様が、60 年後の 2019 年に天皇を退位されるの
は、不思議なめぐり合わせを感じます。新天皇の
即位に伴って新しい元号も制定されることから、
飛躍に向けた準備期間と位置付けたいものです。
斐川町商工会でも、原点に立ち返り将来につな
がる施策を講じていかなければなりません。具体
的には、会員の皆様に信頼される組織となるため、
訪問活動を強化します。また、来年の東京オリン
ピックを控え、訪日外国人も増えることから、観
光分野を充実させていきます。そして、外国人労
働者も多いことから、市がすすめる多文化共生の
取組みに積極的に関わってまいります。併せて、
将来を見据えた道路整備や土地利用のあり方につ
いても、積極的に市へ提言していく考えです。さ
らに、地域の活力を維持していくためには、一定
の数が必要であり、そのために役職員が一体とな
って会員増強にも取り組んでまいります。引き続
きみなさのご協力をお願いいたします。
最後になりましたが、本年も変わりませず格別
のご支援を賜りますと共に、皆様のご多幸を心か
らご祈念申し上げ、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３１年の新春にあたり、謹んでご挨拶申し
あげます。
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。

長岡

秀人

そのような中、出雲市としましては、
「出雲市地場
中小企業・小規模企業振興基本条例」に基づき、
昨年８月に「出雲市中小企業・小規模企業振興計
画」を策定したところです。

皆様には、平素から地域経済の発展や雇用の維持

この計画では、
「事業発展の支援」
「人材の育成・

等にご尽力いただくとともに、本市のまちづくり

確保」
「円滑な事業承継支援と創業支援」を基本方

に格別のご協力を賜っておりますこと、心から感

針として掲げ、市内中小・小規模企業、商工支援

謝申しあげる次第です。

団体、金融機関等の自主的な努力と創意工夫を尊

昨年を振り返りますと、出雲縁結び空港と静

重し、本市経済の将来的な持続・発展に向けて、

岡・仙台を結ぶ新規路線が就航しました。両路線

関係機関等と一体となった中小・小規模企業への

とも搭乗率は好調を維持しており、観光誘客の促

支援に取り組むこととしております。

進のみならず、出雲へのアクセス向上による経済

貴商工会におかれましては、今後とも市内企業

活動の活性化、地域間交流の拡大等、本市経済全

へのきめ細やかな経営支援を通じて、技術、製品

体へもたらす波及効果に大きく期待するとともに、

の高付加価値化や企業ブランド力の向上に取り組

出雲の地域資源に更なる磨きをかける好機ととら

んでいただき、魅力と活力あふれる企業づくりに

え、市内外へのＰＲを更に進めていく所存です。

ご尽力賜りますようお願い申しあげます。

他方、市内の経済動向に目を向けますと、設備

本年も斐川町商工会をはじめ、商工支援団体の

投資額の増や雇用情勢の改善等、緩やかな回復基

皆様との連携を強化し、地域経済の発展に全力で

調にあるとされています。しかしながら、経営基

取り組んでいく所存でございますので、引き続き

盤の強化や人材の確保・育成等、各企業における

ご協力を賜りますよう重ねてお願い申しあげます。

日々の事業活動には様々な課題が生じており、そ

結びとなりますが、斐川町商工会の益々の発展と

の事業活動を支える斐川町商工会が担われる役割、

会員の皆様のご多幸を心からお祈り申しあげ、新

また会員企業の皆様から寄せられる期待もこれま

年のご挨拶といたします。

で以上に大きくなっているものと存じます。

●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。

●軽減税率への対応はお済みですか？
平成 31 年(2019 年)10 月 1 日から、消費税及

また、レジの入れ替えやシステムの改修に利用

び地方消費税の税率が８％から 10％に引き上げら

できる補助金制度も用意されています。詳しくは国

れると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されま

税庁ホームページのほか、商工会にパンフレットを

す。

用意していますのでご利用ください。

軽減税率制度は、全ての事業者の方に関係があり

(数に限りがありますのでお早めに)

ます。特に、飲食料品を取り扱う(販売する)事業者
の方は、税率ごとの商品管理やレジ・受発注システ
ムの整備などの事前準備に相応の時間が必要な場
合がありますので、早めの準備をご検討ください。

●確定申告の時期になりました
確定申告の時期になりました。仕訳のチェックと決算資料の準備をお願いします。
商工会に確定申告を依頼されている方は、以下をご確認ください。
≪準備書類≫
◆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 31 年 2 月 12 日（火）
☆ 平成 30 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 31 年 2 月 18 日(月)から平
成 31 年 3 月 15 日(金)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。

★需要動向のあれこれ★ 〜19〜 AI
AI とは「Artificial Intelligence」の略語で、人間の知能に近づけたコンピュータシステムのことを指し
ます。SF 映画などでは、
人間顔負けの高度な知能と自律的な思考力をもつ存在のように描かれていますが、
現段階ではまだそのレベルには至っておらず、私たちの知的作業を代替させるツールとして活用が始まって
います。AI を実際に小売・飲食業界で導入する事例を以下に二つ示します。
1.パン屋に導入されているレジ装置
購入客が複数のパンをトレーに載せ、レジ横のカメラの下に置くと、こ
のシステムがパンを画像認識し、パンの種類を判別して、価格・数量から
購入金額を算出する仕組みです。
2.ラーメン店に導入された顧客コミュニケーションロボット
東京のあるラーメン店では、顔認識システムをもつ AI とロボットを活
用したシステムを導入しています。来店客はロボットに顔登録を行い、店
頭で食券を購入する前に、コミュニケーションロボットに顔を見せることで、おすすめのラーメンを教え
てもらったり、認証によって 3 回の来店ごとに無料トッピングをもらったりできるようになっています。
出典：中小企業ビジネス支援サイト J-NET21
http://j-net21.smrj.go.jp

〜 新年のご挨拶 〜
新年あけましておめでとうございます。
日頃は、女性部活動に対しまして深いご理解、ご協力を頂きまして厚くお礼
申し上げます。
昨年は、部員増強に力を入れ、ふれあい交流会には部員以外の女性会員にもお
声がけをし、アレンジフラワーをしたり一緒にお食事をしてとても喜んで頂き
ました。引き続き会員増強と福祉活動に取り組んでまいりますので、ご支援、
ご協力を頂きますようお願い致します。
皆様にとりましてこの一年が幸多き年となりますよう心よりお祈り申し上げ
ます。本年もどうぞ宜しくお願い致します。
斐川町商工会

女性部

部長

青野幸子

女性部の活動報告
新年会を開催しました！
平成 31 年 1 月 18 日に湖静荘で新年会を開催しました。
フォークバンド「ゴールデンフィールズ」の素晴らしい演奏や豪華景
品の当たるビンゴ大会で盛り上がりました！
今年は全国大会が島根県(松江市)で開催されますので、さらに一致団
結して頑張ります！

ふれあい交流会（部員増強のための交流会）
・福祉活動(フードバンク)！
平成 30 年 12 月 20 日のふれあい交流会は、部員増強のための交流会
として女性部員ではない方にも活動を体験していただき、お正月用のフラ
ワーアレンジメントと美味しいお食事で楽しいひと時を過ごすことができ
ました。参加者の方から、｢お正月用のお花買ったら高いのに、食事もつい
てお得なうえに、とても楽しかったわ！｣とほめていただきました。
福祉活動は今年度初めてフードバンクを行い、皆様のご協力によりたく
さんの食品が集まりました。
12 月 21 日に出雲市社会福祉協議会 斐川支所へお届けしましたとこ
ろ、とても喜んでいただきました。
｢もったいない｣から｢ありがとう｣への心がみんなに広がっていくよう
に今後も継続していく予定です。次回は、ぜひご協力いただきますようお
願いいたします。
社協のＨＰ http://www.izumoshakyo.jp/shakyo-blog/2018/12/post-179.html (掲載中)
社協だより 2 月号(掲載予定)

女性部のからのお知らせ
※今後の活動について
・県女性連総会

平成 31 年 4 月 24 日(水) 玉湯町

・女性部通常総会

平成 31 年 5 月 13 日(月) 荒神谷博物館・交流学習室

・出雲ブロック商工会女性部研修会

平成 31 年 6 月 12 日(水)

華満斐川本店

※ご意見・ご質問のある方は、商工会女性部事務局(原、森田)までお問い合わせください！

※新入部員紹介
お名前

事業所

業種

場所

電話

安食

妙子

安食美容室

美容業

斐川町三分市 333

62-5131

山根

千怜

株式会社特産ひかわ

小売業

斐川町学頭 825-2

73-9327

●「自分で取り組もう心の健康

〜「こころの健康」の定期点検を！〜」

悩みやストレスから起こる、
「こころの疲れ」は、身体面や精神面、行動面での変化としてあらわれます。
体の健康とともに、こころの健康も、自分で点検してみることが大切です。まずは、左記のチェックを行い、
自身の心の状態を確認してみましょう。
★出雲市役所斐川支所では、下記のとおり「心の健康相談」を行っています。こころの不調で悩んでいる人
はもちろん、「いつもと違う」様子のある身近な人に対して、どのように対応するとよいか迷っているとい
う人にもご利用いただけます。
高ストレス群以上の方は、
早めに専門機関にご相談ください。

（出典：HMS（HItatachi mental health scale）

心の健康相談（要予約）
●対象：気分が落ち込む、眠れない等のこころの不調でお困りの方やご家族等
●日時：原則毎月第２火曜日（月により、変わることがあります）
●会場：まめなが一番館
●担当スタッフ：精神保健福祉士
●料金：無料
このほか、出雲市役所各支所及び出雲保健所でも、毎月こころの健康相談を実施しています（要予約）。
詳細はおたずねください。日程等、出雲市役所のホームページにも掲載しています。

●「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！

