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会 長 あ い さ つ
会員の皆様には、まつえ北商工会の運営につきまして、日頃よりご支援ご協力
を賜わり厚く御礼申し上げます。
中国を発生源とする新型コロナウイルス感染症は、世界的な感染拡大を起こ
し、我が国経済は戦後最大とも言うべき危機に直面し、経済活動の大幅な減退に
より国難とも言うべき厳しい状況が続いております。
会長 槇原 顯
今や島根県はもとより、当管内においても観光関連産業や飲食業を中心に深刻
な影響を被っており、製造業、建設業、サービス業など全ての業種に悪影響を及
ぼしております。まさに激甚災害とも言うべき事態であり、政府においては、影響の拡大・長期化
を踏まえて、事業者の実情に応じた更なる資金繰り支援を行うとともに、各種給付金事業などの緊
急支援を可及的速やかに実行に移すことが重要であり、国民の命と健康と生活を守り抜くとの重大
な決意で臨んでいただきたいと思います。
また、新型コロナウイルス感染症収束後における経済活動の回復に向けた反転攻勢についても時
期を逸することなく臨機応変かつ果断に実行し、日本経済を持続的な成長軌道へ戻すことを確実に
成し遂げて頂くことが最も重要です。
当会といたしましては、コロナ禍により甚大な影響を受けておられる会員の皆様に対し、特別融
資の斡旋、補助金制度の活用、持続化給付金の申請などの相談について迅速に対応するとともに、
親身に寄り添い、この難局を乗り越えるために全力で支援を行います。
加えて、目まぐるしく変化する経営環境の中、企業を守り、企業を維持・発展させることにより、
地域の暮らしを守り、地域経済を支えることを基軸に皆様の多様なニーズに対応してまいります。
他方、当会の組織率は著しく低下しております。商工会の組織力強化において最も重要な会員増
強運動につきましても、皆様の更なるご協力をよろしくお願い申し上げます。
「商工会は行きます 聞きます 提案します」を旗印に、会員の皆様、そして地域の皆様にとって
無くてはならない組織として、役職員一丸となって「誠心誠意」事業及び業務を推進いたしますの
で、一層のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
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令和２年度第14回通常総代会を文書開催
本年度通常総代会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止措置により、5月26日（火）に本所会議室
に於いて文書開催（書面による議決権行使）
しました。
当日は84名の総代から提出された「書面議決書」を正副会長等執行部5名が確認し、全6議案はす
べて原案どおり承認されました。

第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案
第６号議案

令和元年度事業報告、収支決算書、貸借対照表及び財産目録の承認について
令和２年度事業計画及び収支予算（案）の決定について
令和２年度予算更正を理事会に一任することについて
令和２年度会計における借入金最高限度額等について
定款の一部改正について
運営規約の一部改正について

令和２年度主要事業の概要
コロナ禍の影響を受けている会員企業の事業継続を重点支援します
１．
個別企業支援の推進

①新型コロナウイルス感染症対策支援
国・県・市の緊急経済対策に基づき、特別融資（公庫・県制度）
の斡旋、補助金・給付金制度の活用勧奨
等により、資金繰りの安定化と事業継続を支援します。
②経営発達支援事業
経営発達支援計画に基づき、
計画経営による持続的発展（収益の維持・拡大）
を伴走支援します。
具体
的には、
経営状況の把握と分析→経営課題の抽出と改善策の検討→経営計画の策定（アクションプラ
ン・収支計画等）
のスキームにて
「経営の見える化」
と
「事業の磨き上げ」
をサポートします。
③経営改善普及事業
巡回訪問を推進するとともに、
従前の金融、税務・経理、労務等の基礎的経営課題の解決、経営改善を
支援します。
④事業承継支援
事業承継計画の策定、親族内承継・第三者承継等の取組について関係機関と連携して支援します。
⑤新たな取組（法認定）
・制度改正支援
経営革新計画・経営力向上計画の策定、農商工連携や地域資源活用等の取組、働き方改革への取組
等について関係機関と連携して支援します。

２．
地域経済の振興

地域内循環の活性化や外貨獲得に向けた地域資源の活用・販路開拓等を支援するとともに、行政や関
係団体と連携して地域振興事業を推進します。

３．
組織強化と財政基盤の安定化

会員増強による組織率の向上、
業種別部会・支部組織・青年部・女性部の活動推進による組織運営の強
化、
共済推進による自主財源の確保、経費節減に努めます。

令和２年度青年部通常総会を文書開催
本年度通常総会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止措置により、
５月１１日付で文書開催（書面による議決
権行使）しました。正副部長が確認し、全２議案はすべて原案どおり承認されました。
第１号議案
第２号議案

令和元年度事業報告並びに収支決算書の承認について
令和２年度事業計画（案）並びに収支予算書（案）の承認について

令和２年度女性部通常総会を文書開催
本年度通常総会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止措置により、文書開催（書面による議決権行使）しまし
た。部員総数110名のうち過半数の89名から書面議決書が提出され、本総会は有効に成立しました。
書面議決の結果、全３議案はすべて原案どおり承認されました。
第１号議案
第２号議案
第３号議案

令和元年度事業報告並びに収支決算書、貸借対照表の承認について
令和２年度会費の賦課徴収方法の決定について
令和２年度事業計画（案）並びに収支予算書（案）の決定について

前年度は「第21回商工会女性部全国大会」が松江市で開催され、約2,000人の
女性部員をもてなしました。本年度も部員全員で力を合わせ、地域に貢献できる
よう努めてまいります。

新入会員の紹介
企

業

名

代表者名

事業内容

所在地

支部

農業法人

鹿島町佐陀本郷

鹿

島

障害福祉サービス業

鹿島町御津

鹿

島

㈱アトックス 島根事業所

ビルメンテナンス業

鹿島町（原発関連企業）

鹿

島

㈱木内計測

建設業（施設管理）

鹿島町（原発関連企業）

鹿

島

造園工事

鹿島町（原発関連企業）

鹿

島

文書管理業

鹿島町（原発関連企業）

鹿

島

建設業（設備工事）

八束町遅江

八

束

デザイン・制作業

美保関町千酌

美保関

遊漁船業

美保関町笠浦

美保関

松江市西川津町

美保関

㈱番屋

安達

隆

㈱だんだん工房

田中

宏明

中国事業部松江事業所

㈲井谷賀造園

原子力作業所

中国レコードマネジメント㈱

島根営業所

Ｍテック

門脇

誠

studio seaside

大西

大和

ＴＲＵＳＴ

林田

淳

㈱ＴＲｅＸ

熊野

正起

衣料品卸売業

ウミノマド

井上

良孝

宿泊業（ゲストハウス） 美保関町諸喰

ｒｕ建築設計事務所

松本

竜朔

建築設計業

松江市西川津町

美保関

㈱エードット 島根支社

石原

雅人

広告代理店

松江市朝日町

島

根

㈱エネルギア･コミュニケーションズ 情報システム事業本部島根営業所

情報通信サービス業

鹿島町（原発関連企業）

鹿

島

㈱こうこく 島根原子力事業所

山林調査、伐採

鹿島町（原発関連企業）

鹿

島

㈱佐藤組

原子力営業所

総合工事業

鹿島町（原発関連企業）

鹿

島

㈱中電工

島根原子力発電所現場事務所

総合工事業

鹿島町（原発関連企業）

鹿

島

ニチアス㈱

広島支店島根原子力事務所

設備工事業

鹿島町（原発関連企業）

鹿

島

富士電機㈱

島根現場事務所

製造業（電気機械器具） 鹿島町（原発関連企業）

鹿

島

鹿島建設㈱

島根原子力建築工事事務所

総合工事業

鹿島町（原発関連企業）

鹿

島

美保関

鹿島のギャラリーあいえんきえん

鎌瀬

幾美

レンタルスペース

鹿島町佐陀本郷

鹿

島

山本和良土地家屋調査士事務所

山本

和良

土地家屋調査士

鹿島町恵曇

鹿

島

令和元年度 第３回理事会(R2.2.13)・第４回理事会(R2.3.27)・令和2年度 第1回理事会(R2.5.12)承認分

（順不同・敬称略） 計 22 件

労働保険料申告・納付期限
のお知らせ

令和２年度労働保険料等の申告・納付期限が延長されました
申告期限 令和２年６月１日

延長後

納 期 限 令和２年７月１０日

延長後

～７月１０日

全期・１期分

同年

６月 １ 日
～８月３１日

同年８月３１日

ご不明な点は島根労働局までお問い合わせください。

☎０８５２-２０-７０１０ （労働保険徴収室）

「源泉所得税の納期の特例」
事務指導について

「源泉所得税の納期の特例」の適用を受
けている事業主の方は、本年１月～６月に
源泉徴収した所得税を ７月１０日（金）
までに納付することになっています。
なお、源泉所得税が０円の場合でも納付
書の提出が必要になります。
６月までの賃金支給額が確定したら、必要
書類を商工会へご持参ください。

対象の事業所へは、指導日等の詳細を
別途文書でお知らせします。

日々の帳簿付けで経営改善を！
試算表の活用で経営を「見える化」しましょう

早いもので今年も半分終わりました。帳簿付けは進んでいますか？
商工会に記帳機械化を委託されている方には、毎月の帳簿提出 をお願いしています。
毎月提出することで、どんなメリットがあるでしょう？決算申告時期の負担が少ないこと？それだけではありま
せん。
帳簿を毎月提出する最大のメリットは「試算表を活用できる」という点です。
試算表は、月次というリアルタイムに近い状態で、損益状況や財産状態を把握す
ることができます。毎月の売上高や利益について、漠然とした感覚ではなく、具体的
な数字で示されるため、経営状態が「見える化」されるのです。
そのため、問題点を早期に発見し、適切な対策をとることができます。
また、利益が多く出そうだと予見されたときは、先んじて 節税対策 を講じることが
できますし、納税額を予測 して納税資金を確保することも可能となります。
日々の帳簿付けを習慣化にして、毎月の数字を活用して経営の改善につなげま
しょう。

記帳機械化しませんか？

商工会が経理業務をサポートします
商工会では、全国商工会統一経理システム「ネットde記帳」を活用して、会員の
皆様の経理業務をお手伝いしています。
「ネットde記帳」を使えば、貸借対照表と
損益計算書を作成できますので「65万円の青色申告特別控除」が受けられます。

各事業所から提出いただい
た毎月の日計表、現金出納
帳、伝票等の資料を商工会でチェックとパソコン入力を
行い、
「 総勘定元帳」と「月次試算表」を作成して事業所
にフィードバックします。
決算期には、青色申告決算書と所得税・消費税確定申告
書の作成、提出（電子申告）
まで行います。
また、専従者や従業員がある場合は、源泉所得税や年末
調整の事務指導も行います。

記帳代行指導

自計化指導

自分でパソコンを使って経理事務をし
たいという方にも「ネットde記帳」がオ
ススメです。簿記の知識がなくても、出納帳の画面に入力する
だけで自動的に複式簿記での仕訳に変換してくれます。
インターネット環境が整っていればいつでも利用できるうえ、
年度ごとのバージョンアップなどの手間は必要ありません。初
期設定や入力の仕方もすべて商工会がサポートしますし、入
力の仕方等で困ったときは担当者が同じ画面を見ながらお答
えします。

がんばっちょ～よ！ ＃10

企業紹介

当地域で頑張っていらっしゃる会員企業を紹介するコーナーです！

ＬＯＣＯ ＢＬＵＥ

（ロコブルー）

代

表

森

廣

一

サラサウミウシ

作

トゲトサカ

住所 松江市島根町野波1169
TEL・FAX 0852-40-9271 携 帯 090-2809-5021
http://www.locoblue-diving.com/
営業時間 12：00（予約があれば9：00）～19：00
定休日 月曜日
■どのような事業内容ですか？
スキューバダイビング事業を営んで
います 。今まで 海 外・国 内 の 様 々なス
ポットに潜ってきましたが、島根町の海
に魅せられ、
２年前に妻と２人の子供と
広 島から移 住してきました。漁 師や大
工もしながら頑張っています。

コケギンポ

■商工会とはどのように関わっていますか？
自宅前に店舗を構えようと経営指導員さんに相談したとこ
ろ「小規模事業者持続化補助金」を紹介してもらい、申請書類
の作成から補助事業の実施まで支援して頂きました。お客様
用コンテナへのシャワー、
トイレ、ウッドデッキの設置、ホーム
ページの更新を実現できました。既存のお客様にも喜ばれ、
新規のお客様も増えてきたので、本当に感謝しています。

■アピールポイントを教えてください
ダイバーのレベルや好みに応じて最適
なスポットを紹介いたします。初心者には、
野波海水浴場でのお試し体験ダイビング
や器材レンタルに対応いたします。
アットホームでフレンドリーな接客を心
掛けておりますので、一緒にスキューバダ
イビングを楽しみませんか？お気軽にお問
い合わせくださいね♪

■今後の目標を教えてください
近隣には海水浴やキャンプが楽しめて宿泊施設もあるこ
とから、将来的には宿泊もセットで楽しんでもらえるような
事業を行いたいです。
自分自身が島根町の海に憧れ、一生この地で生活したい
という思いでＩターンしたので、お客様にも島根町の魅力を
知ってもらい、地域への恩返しも含めて、素晴らしい海の町
「島根町」
を盛り上げて地元地域へ貢献していきたいです。

レジ袋の有料化について
７月１日から「プラスチック製買物袋有料化制度」が全国一律スタート

プラスチック製買物袋を取り扱う小売業を営む全ての事業者を対象に、
レジ袋の有料化制度が開始されます。
なお、製造業やサービス業など、非小売業であっても、事業の一部として小売業を行っている場合は本制度の
対象となりますのでご注意ください。

対象外

対象

持ち手のない
プラスチック製
買物袋

布の袋

プラスチック製買物袋

紙の袋

注１．
レジ袋の価格やレジ袋の売上の使途については、
１枚１円以上であれば事業者自らが設定可能です。
注２．商品と一体となっているプラスチック製袋（例．詰め合わせ品、徳用品など）は対象外です。
注３．環境負荷が少ない以下の３つのレジ袋は対象外です。
但し、袋１枚ごとに印字やシール等により指定マークや認定を受けてい
る旨の表示が付されていることが必要です。
①フィルムの厚さ50マイクロメートル以上で繰り返し使えるもの
②海洋生分解性プラスチック100％のもの
③バイオマス素材の配合率が25％以上のもの

オンライン説明動画（YouTube） https://www.youtube.com/watch?v=ujyTBw2_qro&feature=youtu.be

松江市経営支援給付金のご案内
～ 国の給付金の次は「市の給付金」へエントリー !!

新型コロナウイルス感染症により経営に深刻な影響を受けている市内事業者を対象に
「経営支援給付金（松江市独自施策）」が支給されます。事業継続を図るために是非ご活用
ください。
商工会では申請サポートいたしますので適宜ご相談ください。
申請期間 令和２年５月２５日～令和３年２月２６日（金）
給付金額 １０万円 ※市内に複数の営業所・店舗を有する場合は２０万円
支給要件 次の３つの要件をすべて満たす事業者
１．
持続化給付金（国）の受給決定者または
令和2年1～3月創業者で収入が著しく減少した者

（令和2年4～12月のいずれかの月の売上高が、創業月～3月までの月平均比▲50％以上減
少していること）

２．
松江市内に主たる事務所等を構える小規模事業者または飲食業を営む中
小企業者
※「松江市宿泊事業者等緊急支援給付金」受給事業者を除く

３．
松江市経営支援給付金交付要綱第３条関係に規定する要件
①給付金受領後も事業継続の意欲があること
②令和元年12月以前の納期限に係る市税を滞納していないこと
③暴力団や暴力団員と密接な関係を有していないこと

申請方法
次の申請書類を松江市担当窓口宛て「郵送」してください。

※制度の詳細や申請書式は松江市ホームページ（商工会ＨＰリンク貼付）をご覧ください。
商工会窓口にも備え付けております。

申請書類
１．
経営支援給付金交付申請書兼請求書（様式1号）
２．
送金先口座確認書類･･･口座名義は申請者の名義であること
預金通帳の表紙・1～2ページ目の写し、インターネットバンキング口座
情報画面印刷物 等
３．
営業確認書類･･･住所地が市内であること
営業許認可証、登記事項証明書（発行後３ヶ月以内）、直近の確定申告書、開業
届出書の写し 等
４．
該当区分別書類
●持続化給付金（国）受給決定者
給付通知書の写し（持続化給付金振込みお知らせハガキ）
●令和2年1～3月創業者
売上明細書兼誓約書（様式2号）
●市内に複数の営業所・店舗を有する場合
営業許認可証の写し、会社概要、店舗パンフレット 等
郵送先 〒690-8540 松江市末次町86番地

松江市商工企画課 「松江市経営支援給付金窓口」

松江市商業･サービス業感染症
対応支援補助金について

～ 新型コロナウイルス感染症防止対策や新規事業展開を支援 ～
6/16付募集開始以降、多数の申請があり、わずか数日で締め切られました。
現在、松江市では、本補助金の需要（未申請案件）が多数潜在していることから、
「追加募集」につい
て県と協議中ですが、現時点ではあくまで未定です。
一方で、本補助金を希望される方は、追加募集が実現された場合に備え、松江市ホームページを注
視いただくとともに、申請書類を整えておかれることをお勧めします。
商工会では、本補助金を活用して取り組む「事業継続に向けた新たな事業スタイルへの転換」をサポ
ートいたします。

対象期間
補助金額
補助率
補助対象者

令和２年４月７日～１２月３１日
※遡及適用も可
８万円～８０万円
４／５以内
次の要件をすべて満たす事業者
①小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、道路旅客運送業 等
②島根県内に本社(店)を置き、松江市内に店舗・事業所を置く中小企業者
③令和元年12月以前の納期限に係る市税を滞納していないこと
④暴力団や暴力団員と密接な関係を有していないこと
補助対象事業
感染防止対策
例：マスク・消毒液の購入、ペーパータオル・アクリルパーティションの設置、サーモ
カメラ・換気設備・キャッシュレス決済端末の導入、客席間隔拡張改修工事、蛇
口自動化、自動ドア改修 等
新規事業展開
※新規事業自体が非対象業種の場合は対象外
例： テイクアウト・デリバリー用資材の購入・広告宣伝・予約受付システムの構築、空
気清浄機の導入、新商品用機械設備の購入 等
補助対象経費（税抜金額）
改修費、備品購入費、備品リース料、広告宣伝費、消耗品費、業務委託費 等
※他の補助金と重複している経費、汎用性が高い経費、固定的経費は対象外

申請方法
次の申請書類を松江市商工企画課宛て提出してください。

※制度の詳細や書式は松江市ホームページ（商工会ＨＰリンク貼付）をご覧ください。商工会
窓口にも備え付けております。

申請書類
１．
交付申請書（様式1号）
２．
補助事業計画書（様式2号）
３．
所在地確認書類･･･確定申告書、全部事項証明書 等
４．
補助対象経費の積算根拠資料･･･見積書 等
５．
該当者のみ･･･食品営業許可証、既支出経費関係書類（遡及適用時）等
実績報告
補助事業完了後20日以内に「実績報告書」の提出が必要です。

※添付書類･･･領収証、見積書・契約書（金額要件あり）、消耗品等管理表、証拠写真 等
提出先 〒690-8540 松江市末次町86番地

松江市商工企画課

ジョイメイトしまねが社員の皆様の
福利厚生をサポートします!
●会

費：一人月額

1,000円（年間12,000円）

◎ジョイメイトしまねに加入すると以下のようなサポートが受けられます。
。

ー
ニュース掲載ツア
円
割引
, 円～ ,

永年勤続
, 円～

宿泊付き

円補助

忘新年会 ,
熟年夫婦旅行

,

隔

5 年に1 度

,

円給付

上割引

割引指定店5%以

年

円補助

防接種
インフルエンザ予
円補助

健康診断 ,
ツアー ,

円補助

円割引

抽選で

円割引

お食事割引券
, 円プレゼント

給付
祝い金・見舞金等

補助
各種チケット購入

隠岐汽船 ,

「2,100事業所・29,000人をサポート中」まずはお電話下さい!
ジョイメイトしまね ☎
（0852）28-6555

