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●第 47 回斐川町商工まつりを開催しました
10 月 13 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 60 社の模擬店出
店のほか、各支部・青年部・女性部からの出店もあ
り盛大に開催されました。台風の影響もあり、開催
前日まで雨・風が強い天候でしたが開催当日は天候
に恵まれ、約 6,000 人の来場者で会場内は大いに
賑わっていました。また、今回は新しいステージイ
ベントとして『サンバ』をおこないました。来場者
とダンサーが一緒に踊ることで会場が一体となり
大いに盛り上がりました。
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 2019』を開催しました
11 月 22 日(金)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 2019』が開催されま
した。今年は 40 名を超える方々にご参加いただき、異業種間交流や意見交換が
活発におこなわれました。
企業紹介タイムでは『有限会社ほくよう』
『ファインヘアーセブン』
『一般社団
法人えにし』
の 3 社から事業内容や新規事業の取組みなどについて発表がされ、
自社の PR をおこなっていただきました。また、展示ブースでは『J's Kitchen』
『Flower salon Alice』
『有限会社ほくよう』『斐川文教堂』『ファインヘアーセ
ブン』
『株式会社明乳ひかわ』の 6 社の商品展示がおこなわれ、出席者の方々へ
自社商品の PR がおこなわれました。

●65 万円の青色申告特別控除を受けるためには e-Tax または電子帳簿保存が必要になります！
平成 30 年度税制改正で令和２年分の所得税確定申告から『青色申告特別控除』
『基礎控除額』
が変わります！
◆改正１ 個人の方の所得税について
青色申告特別控除額が変わります！（現行 65 万円 ⇒ 改正後 55 万円）
基礎控除額が変わります！
（現行 38 万円 ⇒ 改正後 48 万円）
◆改正２ 「（改正後）55 万円の青色申告特別控除」の適用要件に加えて
e-Tax による申告（電子申告）又は電子帳簿保存を行うと、引き続き 65 万円の青色申告
特別控除が受けられます！
※以上の改正は、令和 2 年分以後の所得税について適用されます。

65 万円の青色申告特別控除を受けるための要件！

☆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、差額を還付または徴収し精算する手続きです。１０月下
旬に税務署より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にも、納付書は税務署に提出が必要ですので、
忘れずにご提出ください。
≪源泉所得税の納付期限≫
●毎月納付の事業所
令和 2 年１月１０日（金）

●納期特例適用事務所
令和 2 年１月 20 日（月）

チェックしなくちゃ。最低賃金
令和元年 10 月 1 日から島根県でも最低賃金が、764 円から 790
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 901 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

914 円

Ｒ1.11.29

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業

894 円

Ｒ1.12.1

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

822 円

Ｒ1.11.28

自動車・同附属品製造業

879 円

Ｒ1.11.29

自動車（新車）小売業

865 円

Ｒ1.12.1

百貨店,総合スーパー

790 円

Ｒ1.10.1

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 10 日(木)、サンラポーむらくもにて令和元年度商工会しまね県大会が行われ、次の方々が受賞さ
れました。
☆島根県商工会連合会長表彰 役員功労者
植田

孝一

様（株式会社 明乳ひかわ）

西

優治

様（有限会社 西工務店）

伊藤

浩

須田

洋一

様（有限会社 斐川中央自動車）
様（有限会社 須田工作所）

☆島根県商工会連合会長表彰 女性部功労者
儀間

茂子

様（株式会社 三昌）

また、１１月１１日、NHK ホールにて第５９回商工会全国大会が開催され、次の方々が受賞されました。
☆全国商工会連合会長表彰 役員功労者
長岡

秀治

陰山

亙

青野

幸子

様（株式会社 フクダ）
様（有限会社 陰山商事）
様（株式会社 ホンダカーズ出雲）

受賞されたみなさまおめでとうございます。 今後、益々のご活躍をお祈りします。

女性部の活動報告！
●第 21 回商工会女性部全国大会 in 島根大会
10 月 29 日(火)松江市総合体育館に約 2,000 名の女性部員が集まり全国大会が開催されました。
今年は、島根県初開催となり、準備から女性部員の皆様には大変お世話になりました。
会場の外では、島根県のご当地物産展もあり、式典が始まる前から賑わっていました。30 日(水)
は、｢道の駅 湯の川｣と｢島根ワイナリー｣で全国の女性部員さんをお出迎えしました。たくさんの皆
さんに喜んでいただき、次回の大分県の会場でまた会う約束をし、お別れしました。

●第 47 回斐川町商工まつり開催
10 月 13 日(日)の商工まつりでは、台風の影響で開催ができるか不安でしたが、当日は天気も良
く、たくさんの人で賑わいました。女性部は、ふれあいバザーや飲み物販売、ガラポン抽選会に参加
し、たくさんのお客さんに来ていただきました。そして、ステージで商姫連のみなさんと一緒に「し
まねっこダンス」や「パプリカダンス」を披露しました。小さい子供たちがステージ前に集まってく
れて、一緒に楽しく踊れました。

●出雲神戸線就航歓迎イベント
女性部員で 10 月 27 日(日)に神戸線の初到着便のお出迎えイベントに参加しました。出雲縁結び
空港の到着ロビーに横断幕を用意して、島根県観光大使と一緒に到着便の乗客の方に記念品を手渡し
歓迎しました。

※女性部からのお知らせ！
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
・女性部手帳を配布いたします！
・女性部新年会

１月１４日（火）

詳細は後日お知らせいたします。

・ふれあい交流会

２月１９日（水）

斐川町商工会２階大会議室

・福祉活動『フードバンク』

「笑いヨガ」

賞味期限３カ月以上の食品を 2 月頃に商工会までお願いいたします。

★需要動向のあれこれ★ 〜24〜
新｢食品表示法｣への移行はもうお済みですか？

●セミナーを開催しました。
事業をすすめていくうえで、今や欠かせないツー
ルとなったホームページや SNS。しかし、「今一

平成 27 年から「食品表示法」が施行されていま
す。食品表示法は、従来の「JAS 法」「食品衛生法」
「健康増進法」の 3 法の食品表示に係る規定を一元
化して、消費者、事業者の双方にとって分かりやすい
制度を目指したもので、従来の 3 法から、新ルール
への主な変更点は以下の 4 点、
1.アレルギー表示に係るルールの改善
2.栄養成分表示の義務化
3.原材料と添加物の区分を明確に表示

つ使い方がわからない」という方を対象に、斐川町
商工会主催によるセミナーを開催しました。出雲コ
アカレッジを会場に 9 月 26 日と 27 日の両日は、
SNS のなかでも利用者が多いといわれるインスタ
グラムの活用について、11 月 7 日と 8 日はホーム
ページの作成の仕方について実践的な講義を受けま
した。参加者からは「基礎がわかって良かった」
「自分で実際に登録してみたい」といった声が聞か
れました。

4.新たな製造所固有記号への移行
となっています。前述したとおり、食品表示法は平成
27 年から施行されており、現在は経過措置期間、つ
まり、移行のための猶予期間にあたります。
加工食品及び添加物の表示の移行期間は令和 2 年
3 月 31 日までとなっており、上記 1.〜4.について
は、この期間内に新ルールに基づく食品表示に切り
替える必要があります。食品表示法に違反すると、立
ち入り検査の執行や、懲役もしくは罰金の罰則があ
りますので、注意が必要です。
食品表示は商取引に大きな影響を与えます。未対

＊商工会費の納入について＊

応の場合は、早急に対応をおこなう必要があります。

商工会費（後期分）の引落日は、１２月５日（木）

細かな変更点については、消費者庁「早わかり食品

になっております。ご不明な点がありましたら

表示ガイド」「食品表示法の執行の流れ」をご確認く

お問い合わせください。よろしくお願いいたし

ださい。

ます。

消費者庁：https://www.caa.go.jp/
出典：中小企業ビジネス支援サイト J-NET21
http://j-net21.smrj.go.jp

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 600 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）
→ ２０,０００円

紙面作りの都合上、当面は毎号継続でお

１／２ → １０,０００円

願いしたいと思います。会報を広く会員

１／４ →

５,０００円

の皆さまにも活用していただきたいと考

１／８ →

２,５００円

えていますので、ご意見もお寄せ下さい。

Ａ４版の 全面

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！

