川

平成 31 年度

「商工会は行きます

町

商

工

会

TEL (0855)72-0123 FAX(0855)72-2516
MAIL: kawa-sho@skyblue.ocn.ne.jp
H P : http://kawamoto.shoko-shimane.or.jp

聞きます 提案します」

川本町商工会情報誌 №244 平成 31 年 2 月発行

消費税の軽減税率対応のためのレジ・システム補助金

年頭のご挨拶

新年、明けましておめでとうございます。

本

川本町商工会 会長 伊藤義武
消費税の軽減税率制度開始と、レジ補助金期限まで・・・残り

昨年は、商工会の各事業につきましてご協力とご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

1 年を切りました！！

0120-398-111
（通話料無料）

レジや受発注システムを導入・改修する方への国の補助制度があります

本年も昨年と同様宜しくお願い申し上げます。
さて、平成３０年を振り返りますと、全国的にも自然災害が多く発生した年でした。川本町に於い
ても江の川が氾濫し沿線の集落に沢山の被害をもたらしました。幸いにも人的な被害は無かったもの
の、事業所や家屋などに大きな被害を受けました。被災された会員の皆様に改めてお見舞い申し上げ
るところでございます。
さて、全国的にも過疎地域の少子高齢化は急速に進んでおり、川本町に於いても例外ではありませ
ん。事業を継続するには将来に向けて見通しが見えないところに問題があり、そこに後継者が居ない
事も拍車を掛けています。川本町商工会は昨年の総会時に決定致しました計画に基づいて、事業承継
や空き店舗対策を現在、行政が検討している町づくり計画の中でこれを上手く利用しながら事業者が
将来を見通せる町づくりになるように行政へ要望しております。昨年３月に惜しまれながら廃線とな
った三江線の跡地についても、町の玄関となっている旧石見川本駅を中心に町づくりの起爆剤となる
ように跡地利用についても行政へ要望しています。
た この様に、商工会は事業者の経営指導は勿論ですが、町づくりという大きな視点で行動して行く必
要があると思います。会員の皆様の御支援をお願い申し上げます。

お問合せは、軽減税率対策補助金事務局まで

複数税率に対応して

レジの導入・改修の支援

区分経理等を行うレジ

2019 年 9 月 30 日までに

軽減税率制度の導入に伴い、
電子的に受発注を行う
システムの改修

導入・改修・支払を完了し、
請求書管理システム

2019 年 12 月 16 日までに

の導入

補助金を申請する。
受発注・請求書システム改修
等の支援
2019 年 9 月 30 日までに完了。
システム会社に改修を依頼す

最後になりましたが、本年も、商工会の組織力強化と職員の資質やヤル気とスキルの向上に務め、
信頼される商工会、必要とされる商工会、企業支援と地域振興に貢献する商工会を目指して、全役職
員精一杯努力する覚悟でありますので、本年も引き続きご支援頂くことをお願い申し上げ、年頭のご
挨拶と致します。
平成 30 年度

「歳末大売出しスタンプラリー」結果報告

昨年末に催されました、歳末大売出し
スタンプラリーにご協力いただき、
誠に有り難うございました。
結果について報告させていただきます。
３０年度
参加店舗

37 店

川本町商工会
会長 伊 藤

でに事前申請が必要。
補助金の詳細はこちらの URL をご覧ください。

別紙参照ください

武
事業承継に関する個別相談会を開催します！

【完全予約制】

2 月 5 日（火）

会議室

商工会館２階

厳正なる抽選

●株式会社 GLOCAL 大倉宏治 先生

が行われました

●かとり司法書士・行政書士事務所 香取亜希 先生

29 年度 28 年度

31 店

義

る場合は 2019 年 6 月 28 日ま

9：00～12：00
13：30～16：30

無料で専門の先生に直接相談できるチャンス！

枚数

538 枚

509 枚

454 枚

年々、参加店舗も増えており誠にありがとうございます。応募枚数も
増加しており、今年度は町外からのご応募もいただいておりました。
当選された方 60 名様が、景品の商品券をまた町内でご利用いただく
ことにより活性化に繋がれば
と思います。

平成 30 年分の確定申告の時期がやってまいりました。
納税者の方には、早めの準備をしていただき、必ず申告をして
いただきますよう、よろしくお願いいたします。
所得税および
復 興特 別所得 税 ・贈 与
個人事業者の消費税
税
および地方消費税

3 月 15 日（金）
まで！

4 月 1 日（月）
まで！

決算申告に必要なもの

30 店

クレジット決済導入説明会を開催します！
ﾊｶﾞｷ応募

平成 30 年分 決算・確定申告

２ 月 ７日（木）
● 講師 ごうぎんクレジット

商工会館２階 会議室
14：30～15：30

キャッシュレス時代は目前！売上アップのチャンス！

●平成 30 年 12 月末の決算棚卸表
●預金、借入金の残高証明
●平成 29 年分の決算申告書の控
●一年間の収支が確認できるもの
●医療費等の証明書
（補てんがあった場合は金額がわかるもの）

●公的年金の源泉徴収票
●国民年金、国民年金基金の
支払証明
●生命保険料、地震保険料の
控除証明
●国民健康保険税の納付額

30 年度被災された事業所の方には、個別に対応させていただき
ますので、お早めに商工会までご相談ください。

新規商工会会員様を紹介します♪
不動産コンサルタント イチヤマ屋
株式会社 TIK ソシアルクルー

三原の郷 どぶろく作ろう会
代表 山口 基昭 様

市山克彦様

大阪で、証券会社・不動産会社勤務の後、平成７年に
川本町の建設会社に就職し、神戸市で勤務していまし
たが、平成１１年に島根県に戻りました。その後、解体工
事業者や建築会社勤務を経て、平成 22 年に現在の会
社を設立し、川本町内の介護施設の運営にも携わりな
がら、いつかは以前この場所で両親が開業していた
「イチヤマ屋」を再興することを考えていました。
不動産業者として、過疎地域で問題となっている空
家等の住まい・暮らしの相談にお答えさせて頂く事
が、川本町の人口減少
問題の解決につながり
町の賑わいを取り戻す
事になると思います。
今後は「イチヤマ屋」の
存在を広めていき、暮ら
しのコンサルタントとし
て町の皆さまに愛され
るお店になりたい
と思っています。
赤い看板が目印のお店です！

大迫行政書士事務所
大迫 幸人 様

米を使った新たな産品を作り、観光や都市
交流につなげていきたいとの思いで、平成 29
年 1 月に会員 9 名“三原どぶろく作ろう会”を
立ち上げました。どぶろくの名称を公募し【五
砦（いつしろ）】と決定。町がどぶろく特区の認
定を受けたので製造を開始しました。
どぶろくは、無農薬、減農薬米を使用してお
り、井戸水を使って辛口と甘口の 2 種類のも
のを製造しています。とてもまろやかで、辛
さ、甘さを味わって頂き、是非飲み比べてみて
ください！＊農家民宿（やんちゃんの里）も営
んでいます。こちらのご利用もお待ちしており
ます。

この度川本町商工会員に入会させて頂きま
した大迫行政書士事務所で御座います。
平成 29 年より川本駅前新栄寿司店横で事
務所開設しております。
業務内容は、国・県・市町への許認可申請事
務で、田畑農地を売買、地目変更される場合
の農業委員会への申請や墓地の新設許可、自
動車購入時の警察への車庫証明申請、陸運局
での車番登録手続き等の事務を行っておりま
す。また、相続・遺言の相談も承っております。
お気軽にお立ち寄りください。

入口ここです

合併のご案内
皆様には平素より格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。
この度、株式会社綜合保険は、新しい時代に対応したお客様サービスの充実
と事業の一層の発展を期し、平成三十年十二月一日に新しく設立しました株式
会社東海日動パートナーズ中国四国山陰支店浜田支社（東海日動パートナーズ
浜田 ）と事業統合しました。
今般の統合により、これまで以上のお客様サービスの向上につながるものと確信
し、一層努力する所存でございますので、今後とも何卒、倍旧のご支援ご愛顧ご
鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
新 会 社 名 株式会社 東海日動パートナーズ中国四国
山陰支店浜田支社
略 式 名

東海日動パートナーズ浜 田
大迫 博幸

連 絡 先

0855-72-2028

川本事務所

090-7597-4744

新春講演会のお礼

【事業承継セミナー】 1 月 24 日（木）本町会館にて開催されました。
講師 西村伸郎
ジャイロ総合コンサル
ティング(株)
参加人数 52 名
ご多忙中の折、多数のご参加、
誠にありがとうございました。

ここ出産後チラシ

市原ファーム
代表者 市原弘明 様

川本町の特産品「えごま」を使用し、美味し
くて体にいい「えごま鴨」を志して運営してい
ます！
川本町は手つかずの自然がたくさん残って
おり、空気も水もきれい。農業で「本物」を目
指し突き進んでます！
市原ファームの鴨は最初から最後まで愛情
がたっぷり注がれているため「ビタミン I」が
豊富です。飼育は自然豊かな環境でのびの
び育て、処理は確実丁寧に行い、販売は顔の
見える安心をお届けしております。
主な製品
地元に根付き、
☆胸肉
地元に愛される事業を目指し、
（ﾌﾞﾛｯｸ・ｽﾗｲｽ）
地元のイベントに積極的に参加
☆もも肉
（骨付き・骨抜き）
しています。
☆その他
（手羽・内臓・中抜き・ｶﾞﾗなど）

