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●通常総代会を開催
5 月 15 日、午後 5 時 30 分から斐川町商工会館において、池田県
議をはじめ多数の来賓を迎え、
第 59 回斐川町商工会通常総代会が開催
されました。
冒頭、永年勤続優良商工業従業員表彰が行われ、今年は 23 名の方々
が受賞されました。続いて、長岡会長はあいさつで、「平成 30 年度に
様々な活動が展開できたのも役員、総代をはじめ会員の皆様のご協力
の賜物」とお礼を述べました。また、
「令和元年度の主な取り組みとし
ては、働き方改革への対応、消費税引き上げへの対応、商工会創立 60
周年への対応の三点を中心に取り組む」との表明がありました。
続いて、出東支部の曽田克之氏を議長に選出して議事に入り、慎重審
議の結果、平成 30 年度の事業報告や収支決算、令和元年度の事業計画
や収支予算は原案通り承認されました。

永年勤続優良商工業従業員表彰者
【30 年以上勤続者】

7名

【15 年以上勤続者】
福島 祐子

様

1名
ペットショップ

家島 洋一

様

ヒカワ精工(株)

森山 一朗

様

ヒカワ精工(株)

成相

悟

様

ヒカワ精工(株)

高木 正和

様

ヒカワ精工(株)

高橋 明男

様

(株)ランコン

池淵

正

様

ヒカワ精工(株)

角

芳夫

様

(有)池田電工

高橋 安夫

様

青木建具店

田中 良太

様

ヒカワ精工(株)

小川 治美

様

斐川町商工会

松本 永世

様

ヒカワ精工(株)

原

健太朗

様

ヒカワ精工(株)

4名

黒田 健裕

様

ヒカワ精工(株)

(有)サトーガス圧接

多々納 拓真 様

ヒカワ精工(株)

多々納 万喜 様

ゆり美容室

錦織 誠治

様

ヒカワ精工(株)

渡部 貴光

様

ヒカワ精工(株)

石倉 秀司

様

ヒカワ精工(株)

中島 慎治

様

ヒカワ精工(株)

山下 未奈子 様

ヒカワ精工(株)

岩崎 香美

ヒカワ精工(株)

【20 年以上勤続者】
加村 恭子

様

コタケハラ
【10 年以上勤続者】

様

11 名

平成 31 年度斐川町商工会青年部通常総会開催！
4 月 17 日(水)、湖静荘にて斐川町商工会青年部

任期:平成 31 年度総会〜令和 3 年度総会

通常総会が開催されました。土江部長からは、「商

役職

氏名

工会の目的の一つに地域の活性化があります。皆様

部長

陰山 正広

の企業が持続的発展することが地域活性化につな
がると思います。商工会を有効に活用して持続的発
展につなげていただければと思います」と挨拶があ

副部長

りました。今年度は役員改選があり、指名推薦によ
り役員候補者が選出され、採決の結果、陰山新部長
をはじめ右の方々が新しい役員に選任されました。
今年度は、有限会社伊藤製材所より伊藤篤さんが

理事

新たに入部され、青年部活動への期待と抱負につい
てあいさつされました。総会終了後、交流会を行い、
青年部活動を盛り上げていくため意見交換が行わ
れました。

監事

事業所名
山左官工業所

青野 武文

(株)ホンダカーズ出雲

錦織 敦史

錦織板金

儀満 宏佳

(株)三昌

井原

佑

(有)斐川水道

吉岡

洸

(株)吉岡製菓

福島 俊洋

(株)福島造園

土江

福泉堂

徹

曽田 克之

曽田土地家屋調査士

辻ノ内将太

(有)辻木工

飯塚 正明

(有)八雲電機

岡

(株)桃翠園

大樹

●軽減税率への対応はお済みですか？
令和元年(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で

び地方消費税の税率が８％から 10％に引き上げ

きる補助金制度も用意されています。詳しくは国

られると同時に、消費税の軽減税率制度が実施さ

税庁ホームページのほか、商工会にパンフレット

れます。

を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。

(数に限りがありますのでお早めに)

女性部の活動の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！その他、女性部へのご意見、自薦・他薦等ありましたら、商
工会女性部事務局(原、石飛)までお問い合わせください。
※今後の活動について
・出雲ブロック女性部研修会

6 月 12 日(水) 10：00〜

「華満」斐川本店

講演 「共感力を高めるコミュニケーション」 講師 株式会社島根人材育成 代表取締役 江角尚子氏

・福祉活動「フードバンク」

6 月 3 日(月)〜6 月 11 日(火)

商工会で受付

6 月 12 日(水) 出雲ブロック女性部研修会会場「華満」で受付
・よさこい祭り

7 月 27 日(土) グリーンタウン(給水ボランティア)
いりすの丘(屋台村出店)

※新入部員紹介
お名前
高橋

さつき

事業所

業種

(有)高橋工務店

建築業

場所
斐川町荘原 3968

電話
72-2277

女性部の活動報告！
●県女性連総会
4 月 24 日(水)に「玉造温泉ゆ〜ゆ」にて、県女性連総会と研修
会があり、斐川町から 18 名が参加しました。
わが斐川町商工会女性部は、
【加入推進優良女性部表彰】の時に
増員数 10 名で一番に表彰を受けました！
講演「おがっちのハッピーになるコミュニケーション術」では、
出雲市(旧平田市)生まれのローカルフリーアナウンサー小片悦子
(通称おがっち)氏の面白くてためになる講演で、日常を明るく楽し

おがっちさんの面白くてためになる講
演の様子

く生きるための術を教わりました。
その後、場所を「出雲神々

縁結びの宿 紺家」に変えて交流会

が行われ、フラダンスや銭太鼓、
「みんなが英雄」のダンス等のお
もてなしを受け、全国大会の視察に来ておられた全国商工会女性部
連合会の末武会長や島根県商工会女性部連合会の大谷会長、講師の
おがっちさんと一緒に盛り上がりました！

全国女性連の末武会長(前列青い服)や
県女性連の大谷会長(前列ブラウンの
服)と一緒に記念写真を撮りました。

●女性部通常総会
5 月 13 日(月)に「荒神谷博物館」体験交流室にて、斐川町商工会女
性部通常総会を開催しました。本人出席 28 名、委任状出席 44 名で
会は有効に成立し、議案はすべて原案通り承認されました。その後、
窓の外の新緑がとてもキレイ！

荒神谷博物館学芸顧問の平野芳英氏による講演「銅剣発見と荒神谷の
活動について」では、荒神谷が全国的にも稀にみるすごい発見だった
ことを改めて学びました。
とても良いお天気のなか、爽やかな新緑に囲まれ、美味しいお弁当を
食べ、楽しみながら情報交換して有意義な時間を過ごすことができま
した！

荒神谷も奥が深いですね！

●平成 31 年度新入社員研修
4 月 9 日から 10 日の２日間において、平成 31 年度新入社員
研修を開催。今年度もサンレイクにて実施しました。町内 8 事業
所から総勢 21 名の参加があり、ピークリエイトの松下香寿美先
生を講師にお招きし、社会人としての心構え、適切なコミュニケ
ーション、挨拶や接客マナーといった社会人としての基本を学び
ました。
初対面ということもあり人間関係やコミュニケーションに不安
があったと思いますが、研修初日から打ち解けはじめ仲間意識も
芽生えたことで、グループ討議では積極的に話し合うなど真剣に
取り組む姿が見られました。研修を通して学んだこと、感じたこ
とを大切にして、企業の発展、地域の発展に繋がるよう成長を重
ねていかれることを願っております。

★需要動向のあれこれ★ 〜21〜

●今年も商工会で共同健康診断を行います!！
斐川町商工会では、島根県環境保健公社の検診車

QR コード決済
QR コード決済とは、買い物の際の支払情報を含
んだ QR コードを用いて決済を行う仕組みで、その
実現には 2 つの方法があります。

による健康診断を実施します。今年度も、商工会の
検診にあわせて出雲市が実施する乳がん検診も「ま
めなが一番館」で受診できます。この機会にぜひ受
診しましょう。
【会場と日程】

1 つ目は、来店客側のスマートフォンのアプリで
支払情報を含んだ QR コードを生成し、店舗側のバ

商工会館 10 月 16 日(水)、29 日(火)
11 月 1 日(金)

ーコードリーダー(スマートフォンやタブレット端
末のアプリでも可)で読み取る方法です。
2 つ目は、
店舗で表示している QR コードを来店客側のスマ

企業化支援センター 10 月 4 日(金)
まめなが一番館

11 月 1 日(金)
＜乳がん検診のみ＞

ートフォンのアプリで読み取る方法です。来店客側、
店舗側ともに専用の機器を追加する必要がないた
め、低コストで導入できる利点があります。主なサ
ービスとして、楽天ペイや PayPay などが知られて

また、ジョイメイトしまねの会員さまは、各種健
康診断、人間ドックの補助があります。健康実施機
関から事業所（個人）への請求金額のうち 6,000

います。
QR コード決済には、来店客側、店舗側それぞれ
にメリットがあります。手軽に買い物ができるよう

円を上限にジョイメイトしまねの補助が受けられ
ます。
※詳細は別紙をご覧ください。

になるといった来店客側のメリット以外に、店舗側
にも『事務作業の軽減』、『売れ筋商品の把握と活
用』、『顧客情報の把握と活用』などもあります。
少子高齢社会のますますの進展により、顧客減少
が予想される中で、QR コード決済の導入により、
競合に先んじて「個客」視点のマーケティングにい
ち早く取り組み、売上拡大に取り組んでみてはいか
がでしょうか。
出典：中小企業ビジネス支援サイト J-NET21
http://j-net21.smrj.go.jp

○新任のご挨拶

指導職員

このたびの 4 月より縁
あって斐川町商工会で働
かせていただいておりま
す、川上麻里と申します。
斐川町の活性化に少し
でも力になるべく精進し
て参りますので、どうぞよ
ろしくお願いいたします。

川上麻里

●キャッシュレス・消費者還元事業のご案内
キャッシュレス・消費者還元事業は、2019 年 10 月 1 日の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策
として、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の
9 カ月間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援する事業で
す。この機会にキャッシュレス決済の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

※キャシュレス決済のメリット･デメリット
キャッシュレス決済は現金決済と比べ会計をスムーズにおこなうことができます。お客様との現金の
受け渡しが省略できるので、金額の間違いを防ぐ、決済にかかる時間短縮、飲食店においては衛生面の
向上が期待できます。また、都市部からのお客様やインバウンド客は現金を多く持ち歩かない傾向にあ
ります。キャシュレス決済を導入することで顧客が増える可能性もあります。
デメリットとしては専用端末等の導入費用がかかることや、決済手数料、入金が遅くなることが挙げ
られますが、導入費用・決済手数料についてはキャッシュレス・消費者還元事業を利用すれば機器や設
置費用が無料になるほか、事業期間内は決済手数料が 3.25%以下に抑えられるほか手数料に対して補
助金(補助率 1/3)がでます。

●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。

●「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！

職場復帰

