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●出雲市緊急地域経済対策第 7 弾
新型コロナウイルス感染症の影響が 引くなか、出雲市では緊急地域経済対策として総額約 10 億円の
補正予算が編成されました。商工業に関連する主な事業を紹介します。
事業名

事業費

（所管課）

(単位：千円)

①出雲のお店応援プレミ

事業の概要

555,000 売上急減など大きな影響を受けている市内中小企業等の

アム付商品券発行事業

売り上げ回復 援のため、個

消費を喚起する市 向け

プレミアム付商品券を発行

（商工振興課）

【5,000 円分の商品券を 3,000 円で販売】
②出雲の観光応援クーポ

112,000 消費を喚起し観光事業者を支援するため、市内宿泊者に

ン券発行事業

飲食店や土産物店で利用できるクーポン券を発行

（観光課）
③中小企業等新事業展開

【2,000 円分（1,000 円×2 枚綴り）】
101,500 売上確保のための新規事業展開に要する経費の一部を補助

支援事業（商工振興課）
④出雲のお宿応援キャン

【補助率 3/4 以内、上限 50 万円】
35,000 観光宿泊需要の回復を図るため、宿泊費用の一部を助成

ペーン事業（観光課）
⑤飲食店感染症予防支援

【島根、 取県 限定、上限 3,000 円】
10,000 感染予防対策や衛生管理に取り組む飲食店を支援するた

事業
（商工振興課）

め、専門家による個別指導経費や飲食店利用促進に向けた
PR 経費等を助成

詳細は、出雲市のホームページをご覧ください。

●商工貯蓄共済の推進にご協力をお願いします！
令和３年度は、9 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、この機会に新規
加入をご検討下さい。
また、契約者の皆様へ日頃の感謝の気持ちと、新規契約者開拓のた
め、プレゼント企画を予定しております！この機会に従業員の方にも、
お得な共済制度として商工貯蓄共済を紹介し、加入をお勧めしたいと
思っておりますので、よろしくお願いいたします。(6 月号で案内予定)
なお、無料の保険相談・保険説明会等は随時受け付けておりますの
で、お気軽に商工会までご連絡ください。

★新規会員のご紹介 令和

年

支部＊＊＊＊＊

月

令和

年

月

直江支部＊＊＊＊＊

●

●まつ毛専門店

門脇 秀実

美容業

藤井 美里

●

美容業
まつ毛エクステ、まつ毛パーマ、
アイブロウをやっています。
よろしくお願いいたします。

スナック

持田百合子

お手入れが楽で、簡単にお洒落に
なれるヘアスタイルを提供してお
ります。宜しくお願いします。

皆様の憩いの空間となれるよう
努力して参りますのでご指導賜り
ますようお願いいたします。

荘原支部＊＊＊＊＊

伊波野支部＊＊＊＊＊
● 有 坂根屋ゆめタウン斐川店

坂根壮一郎

飯塚 真紀

審美的な歯のかぶせ物を作ってい
ます。皆さんの健康を少しでも支
えることができたらと思っていま
す。よろしくお願いします。

●

日 ★

菓子小売業

●整理収納アドバイザー

藤原 郁

自分らしい心地良い暮らしを広め
えていきたいと思っています。
よろしくお願いします。

創業明治五年の和菓子のお店で
す。四季折々の和菓子をご用意し
ております。進物からお茶口まで。

特別会員＊＊＊＊＊
●ヤマモト建装

(内装工事業)

●

山本 正治

美容・心身機能ケア

渡部早智子
よろしくお願いします。

●

作業療法士として知識も活かしなが
ら、美容や健康についての情報発信・
アドバイス・施術が得意です。活き活
きと生きるお手伝いをさせて頂きま
す(^^)よろしくお願いします！

(学習塾)

飛石美智子

●島根県厚生農業協同組合連合会
コロナ禍においても自分の力で勉
強できる「自学力」と「英語力」ア
ップを目指している英語塾です。

(健診実施機関)

健康管理センター
今年度から会員の皆様の事業所健
診をさせていただきます。
ぜひ皆様受診ください。
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。

★需要動向のあれこれ★

32

電子申請の需要増にともなう『 ビズ

ジービズアイディ 』取得について

G ビズ ID とは、複数の行政サービスを１つのアカウントにより、利用することのできる認証システムで
す。G ビズ ID においてアカウントを登録すると、このシステムにつながる行政サービスでの利用が可能と
なります。最近の補助金申請において電子申請化がすすんでおり、G ビズ ID は補助金申請システム
『jGrants(J グランツ）』のアカウントとしても利用できます。補助金によっては
jGrants を利用した申請には加点ポイントが付くものもあり、電子申請増加への取組
みがおこなわれています。
補助金活用をお考えの方は『G ビズ ID』の取得をお願い致します。申込から取得
までには 3 週間程度の時間がかかるため、早めの手続きをお願い致します。
詳しくは下記 URL 先、もしくは QR コードを読み取ってご確認ください
ビズ

●申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和 3 年 4 月 15 日（木）まで
今般、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税（及び復興特別
所得税）、贈与税及び個人事業者の消費税（及び地方消費税）の申告期限・納付期限について、令和 3 年 4
月 15 日（木）まで延 することといたしました。
〇 申告期限・納付期限
従 来

延 後

申告所得税

令和 3 年３月１5 日（月） 令和 3 年４月１5 日（木）

個人事業者の消費税

令和 3 年３月３１日（水） 令和 3 年４月１5 日（木）

贈与税

令和 3 年３月１5 日（月） 令和 3 年４月１5 日（木）

振替納税をご利 の へ
口座からの振替日が変更になりました。振替納税をご利用の方は口座残高をご確認ください！
・申告所得税及び復興特別所得税

令和 3 年 5 月 31 日（月）

・消費税及び地方消費税

令和 3 年５月 24 日（月）

そのほか、期限延 の対象となる 続きがありますので、下記のホームページでご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/00.htm

●事業所健康診断について
今年度より、斐川町美南の JA 島根厚生連健康管理センターにて健康診断を実施します。JA 島根厚
生連の健診にあわせて、出雲市が実施する乳がん検診は「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。
【日程】
・ＪＡ島根厚生連 10 月 7 日(木)、8 日(金)、26 日(火)
・まめなが一番館 10 月 26 日(火) 午前 9：00 ＜乳がん検診のみ＞

【利用方法】
受診者や希望オプション検査、健診日時毎の受診人数等の詳細については、7 月頃に JA 島根厚生連
から送付されます資料をご確認いただき、お申込みいただきますよう、お願いいたします。なお、3 月
に健診内容や受診人数等の確認を行っております。内容確認事項を提出されていない場合は、JA 島根
厚生連までご提出をお願いします。
また、今年新たにご利用いただく場合は、事前に申し込みが必要となりますので斐川町商工会
（担当：川上 ℡72-0674）までご連絡ください。
★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 円を上限にジョイメイトしまねの補助が受けられ
ます。

●異動のご挨拶
●金山

英生 (経営指導員)

この度、4 月 1 日付で出雲商工会へ異動すること
となりました。皆様、今まで大変お世話になり、あ
りがとうございました。
斐川町商工会では平成 24 年から 9 年間、とても
たくさんの経験をさせていただき、やりがいを感
じて充実した日々を過ごすことができました。

●石飛

優美 (指導職員）

この度、３月３１日付で斐川町商工会を退職す
ることにいたしました。
平成２７年に斐川町商工会で採用していただき
６年が過ぎました。日々貴重な経験をさせていた
だき、大切な時間を過ごさせていただきました。
至らないことが沢山あったと思いますが、会員

楽しいことばかりではなく、しんどいこともあ

の皆さまに助けられ楽しく過ごさせていただきま

りましたが、皆様の温かな声や心づかいのおかげ

した。今まで大変お世話になりありがとうござい

で頑張ってこれたと思っています。

ました。

4 月からはここで学んだことを活かし、初心と若
作りを大切に初々しく頑張っていきます。本当に
ありがとうございました。

斐川町商工会
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