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事業主の皆さまへ

「働き方｣が変わります!!
2019 年 4 月 1 日から働き方改革関連法が順次施行されます

① 時間外労働の上限規制が導入されます！
施行：2019 年４月１日～

※中小企業は、2020 年４月１日～

時間外労働の上限について、月 45 時間、年 360 時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合
でも年 720 時間、単月 100 時間未満（休日労働含む）、複数月平均 80 時間（休日労働含む）を限度に
設定する必要があります。

② 年次有給休暇の確実な取得が必要です！
施行：2019 年４月１日～
使用者は、10 日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年５日、時季を指定して有
給休暇を与える必要があります

③ 正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差が禁止されます！
施行：2020 年４月１日～

※中小企業は、2021 年４月１日～

同一企業内において、正社員と非正規社員（パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者）の間
で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

※

改正法の詳細は厚生労働省 HP『
「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください ※
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

●所得税・消費税の納付に振替納税をご利用の方は口座残高をご確認ください
平成 30 年分の『申告所得税及び復興特別所得税』と『消費税及び地方消費税』の振替日は以下の通りで
す。振替口座の残高を再度ご確認ください。
申告所得税及び復興特別所得税
消費税及び地方消費税

確定申告

平成 31 年 4 月 22 日(月)

確定申告（延納）

平成 31 年（2019 年）5 月 31 日(金)

平成 31 年 4 月 24 日(水)

★新規会員のご紹介（平成 30 年 9 月 1 日～平成 31 年 2 月 28 日）★
直江支部＊＊＊＊＊
●メタル技研

(配管工事)

小谷 貴也

出西支部＊＊＊＊＊
●カーボンズ

(自動車販売)

本田 淳一
メタル技研をよろしくお願いしま
す。

出東支部＊＊＊＊＊
●あろえん

(野菜作農業・販売)

杉谷 泰春

自動車販売カーボンズです。よろし
くお願いします。

●スプレッドリンク株式会社(経営コンサルティング)

矢野 俊人
地域経済の閉塞感を一緒に打ち破
りましょう！

斐川町で食用のアロエを栽培して
います。主に県外へお届けしていま
すが、道の駅でも販売しています。

伊波野支部＊＊＊＊＊

●シュブスタンス合同会社

古川 強

●美容室 mu-mu (美容業)

玉木 清美

知らない事が沢山あるので色々と
勉強したいと思い加入させて頂き
ました。宜しくお願いします。

(洋菓子製造販売)

ご来店おまちしております。

久木支部＊＊＊＊＊
●ライブハウス＆スタジオ アポロ

●有限会社花田直線工業(その他の金属線製品製造業)

伊藤 誠二

●がっちゃん畑

伊藤 節子

(貸しホール・スタジオ、イベント企画制作)

江角 健治
各種コンクリートの補強用溶接金
網を製造しております。今後とも宜
しくお願い致します。

(野菜漬物製造販売)
自家製野菜とそれを使った漬物を
作っています。シンプルで野菜の味
を活かした漬物を心がけています。

ライブは生物。その日その場所にいた人
にしか伝わらない音楽。一度来てみて下
さい。きっと何か変わります。宜しくお
願いします。

地区外＊＊＊＊＊
●株式会社真道商事

(食品製造販売)

大田 昭
株式会社真道商事をよろしくお願
いします。

斐川町商工会にご加入いただきありがとうござい
ました。

●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）５,６０
０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！

女性部の１年間の活動をまとめた女性部広報「ふれあい 2019 No.63」が完成し
ました。この女性部コーナーでも活動報告をしてきましたが、改めて振り返ってみる
と楽しかったことであふれていて、ぜひ会員の皆様にも見ていただきたいと思い、別
紙にて同封させていただきます。
女性部は年会費 2,000 円で社会福祉活動や自己啓発のための研修会等色々な活動を
行っています。入部申込書も同封しておきますので、お気軽に商工会女性部事務局(原)
までお申し込みください！
新年度も、女性部の活動紹介や部員の方の事業所紹介等を女性部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)までお問
い合わせください。
※今後の活動について
・県女性連総会

4 月 24 日(水) 玉湯町・玉造温泉ゆーゆ

・女性部通常総会

5 月 13 日(月) 荒神谷博物館・交流学習室

・日帰り視察研修旅行 5 月２６日(日) 岡山 ＲＳＫバラ園・倉敷美観地区
・出雲ブロック商工会女性部研修会

6 月 12 日(水) 華満斐川本店

※その他、年度の予定については女性部広報「ふれあい」をご覧ください。

※新入部員紹介
お名前

事業所

業種

場所

電話

作野麻実子

須田金物

建築資材販売

斐川町荘原 3896

72-0639

玉木清美

美容室ｍｕ～ｍｕ

美容業

斐川町上直江 1509-3

72-5022

●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

★需要動向のあれこれ★ ～20～
サブスクリプション

及び地方消費税の税率が８％から 10％に引き上

サブスクリプションとはビジネスモデルの一つ

げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施

で、サービスや商品の利用期間に応じて料金を支

されます。

払う定額制の方式です。

軽減税率制度は、全ての事業者の方に関係があ

Apple music などの定額音楽配信サービスや

ります。特に、飲食料品を取り扱う(販売する)事

動画配信サービス、Microsoft Office365 といっ

業者の方は、税率ごとの商品管理やレジ・受発注

たソフトウェアの利用の他、最近は定額で車の乗

システムの整備などの事前準備に相応の時間が必

換えし放題というサービスも登場しています。

要な場合がありますので、早めの準備をご検討く
ださい。

(商工会にパンフレットを用意しています)

定額制のメリットとして『安定した売上を上げ
られる』『新規導入のハードルが下がる』『日々
利用される事で様々なデータがとれる』などがあ
ります。デメリットとして『常に飽きさせない取
組みが必要』『安価で利用できる事によるブラン
ド価値の低下』などが挙げられます。

●商工貯蓄共済の推進にご協力をお願いします！
平成 30 年度もご協力いただきありがとうございました。
平成 31 年度は、7 月頃に加入推進を行う予定になっております。
職員一丸となって、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。
新規加入・無料の保険相談・保険説明等は随時受け付けております
ので、ぜひ商工会までご連絡ください。

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！

