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令和４年度通常総代会を開催
去る5月24日
（火）、
マリンゲートしまね（島根町）
において令和4年度通常総代会を開催しまし
た。昨年度と同様に新型コロナウイルス感染症の感染対策を十分にとったうえでの通常開催と
なり、68名の総代（うち代理出席32名）
の皆様が出席されました。
冒頭に、槇原会長が挨拶を行い、今年度も引き続き、昨年度策定した
「まつえ北商工会中期
行動計画」のもと、
「 企業を伸ばし、地域を元気に」
を基本方針として、
コロナ禍の大変厳しい
中、地域の企業を守るため、伴走支援にあたっていくと述べられました。
来賓祝辞では、能海松江副市長より上定松江市長の代理としてご出席いただき、松江市と
しても、
コロナ禍において、
それぞれの地域の特色を活かして事業に邁進されているまつえ北
商工会管内の事業者の取組に対して、引き続き応援すると共に地場産業振興として期待して
いる旨お言葉を頂きました。
また、
まつえ北商工会合併後初めて、県連会長が来賓としてお越しになり、高橋会長より、長
引くコロナ禍でも前を向いて事業に励んでいる会員の皆様に向けて、熱いエールを頂きました。
最後に葛城日本政策金融公庫松江支店長よりご祝辞を頂き、審議に入りました。
議長選出では、余村靖友氏（島根町：余村板金㈱）
が選任され、令和3年度の事業報告及
び収支決算、令和4年度の事業計画及び収支予算、定款・運営規約の一部改正などについ
て上程し、審議された後、全ての議案が原案どおり可決承認されました。
来賓の皆様のご祝辞にもありましたが、
このような経営環境にもかかわらず一生懸命事業を
前に進めるべく日々努力されている会員の皆様に対し、心から敬意を表します。
このような時期
だからこそ、商工会の真価
が問われることを役 職員
一同胸に刻み、地域の皆
様にとってなくてはならな
い存 在として「 商 工 会は
行きます、聞きます、提 案
します」
を旗印に今年度も
全 力で取り組んで参りま
すので、引き続き皆様のご
理解とご協力をお願い申
し上げます。

槇原会長

高橋県連会長

重点事業

Ⅰ 巡回訪問の推進・強化
「商工会は行きます 聞きます 提案します」
を旗印に巡回訪問活
動を徹底し、会員企業の経営力向上を図るとともに満足や喜びが生ま
れるよう努めます。

重点事業

Ⅱ 会員の増強
役職員、
総代の主体的な取組により会員増強運動を展開し、
会員数
の純増を図ることにより商工会の組織力を強化します。

重点事業

Ⅲ 財政の健全化・強化
自主財源の確保と経常経費の削減を図り、
将来を見据えた財政運
営に努めます。

〜まつえ北 商 工 会 が 取り組む 主 要 事 業〜
１ コロナを乗り越え持続的発展を目指す企業に対する相談支援の強化
長期に亘り続いている新型コロナウイルス感染症の影響を多くの企業が受けています。嘗てな
い厳しい経営危機に対して、迅速かつ柔軟な相談支援を実施します。

２ 経営支援・事業承継の推進
経営課題の解決
（経営改善）
、
事業計画
（経営計画）
の策定、事業承継等の取り組みを積極的に支
援します。

３ 地域経済振興の推進
地域内循環の活性化や外貨の獲得に向けた地域資源の活用・販路開拓等を支援します。

４ 経営発達支援事業の実行
小規模事業者の経営力・競争力・生産性向上等持続的発展を目指していくための伴走型経営支
援に取り組みます。

５ 中期行動計画の実行
商工会が地域におけるもっとも身近な総合経済団体として存在感を高め、企業支援・地域経済振
興等に関わる事業を成し遂げるため、策定した
「中期行動計画」
を着実に実行します。

６ 商工会機能の強化
巡回訪問、地域活動を通した会員との関係構築と個別企業支援を強化することで、商工会の活
用促進に努めるとともに商工会機能の向上を目指します。

島根県商工会青年部連合会長感謝状の表彰
4月29日（金）、サンラポーむらくも（殿町）にて島根県商工会青年部連合会第56期通常
総会が開催されました。その中で、永年青年部活動に尽力された方に対し県青連会長感謝状
の贈呈が行われ、当青年部の権田友和さん（㈲丸三商店）が選ばれました。権田さんの永年
に亘る青年部へのご尽力に感謝するとともに、部員一同心からお祝い申し上げます。

青年部

雲東ブロック商工会青年部研修大会
5月8日（日）、出雲神々縁結びの宿 紺家（玉湯町）にて、令和4年度雲東ブロック商工会青年部研修大会が開催
され、6名の青年部員が参加しました。
恒例の主張発表大会ブロック予選会には、当青年部の代表として鹿島町の山本篤史さん（山本建築）が出場し、
「青年部の活動と持続」
と題して発表されました。山本さんは、生まれ育った地域に
おいて少子高齢化が進む中、青年部の活動としてできることの可能性について自
身の熱い想いを発表され、惜しくも予選突破はなりませんでしたが、見事優秀賞を
受賞されました。その後の基調講演では開催地のまつえ南商工会青年部のOBでも
ある岩成裕治氏（㈲イワナリ厨機）が「商工会青年部の素晴らしさ」
と題して講演さ
れ、大先輩からの貴重なメッセージを皆しっかりと受け止めていました。

令和４年度女性部通常総会を文書開催
女性部

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）
としました。
部員総数105名のうち過半数の82名から書面議決書が提出され、議案はすべて原案どおり承認されました。

「おもてなし交流事業」で地域の魅力をPR
「おもてなし交流事業」
とは、地元の女性部員だからこそ知っている、地域の魅力を取り入れ
た体験型観光の「おもてなしプラン」を全国の女性部員に提案し、視察研修等に利用してもらう
ことで女性部同士の交流を深める取り組みです。島根県商工会女性部連合会では昨年度より
この事業の推進を行っていますが、本年度は各女性部の提供する
「おもてなしプラン」のPR動
画を作成することになりました。
当女性部が提供するプランは、島根町の潜戸観光遊覧船や陶芸体験を取
り入れた「神話と神秘の郷 島根半島の絶景を巡る旅」です。この取り組みを
通してまつえ北商工会管内の魅力を全国に向けて発信し、地域に貢献でき
ればと思います。

新入会員紹
企 業 名

介

みどり美容室
(株)エムゼック グループ
第一佳丸
佐野写真事務所
先島丸
朝酌工業
松江レミコン(株)
(株)多古定置網
営業代行13riches(株)
喫茶くりふね
生田丸
作野英世建築工房
小泉屋
創電設
(株)なかうみの郷

令和3年度第5回理事会(R4.2.17)・第6回理事会(R4.3.24) 令和４年度第1回理事会(R4.5.11)承認分計15件（順不同・敬称略）

代表者名

新宮司子
永谷嘉康
中村訓久
佐野明美
奥 広樹
朝酌末雄
竹内伸貴
小川幸喜
田中意志人
笠谷信明
生田 巧
作野英世
定秀 泉
安藤淳平
鍛冶龍一

事業内容

美容院
建設業
遊漁船業
写真撮影
水産加工小売業
左官、
屋根工事
生コンクリート販売
漁業
コンサルティング業
喫茶店
漁業
建築設計業
乾物小売業
建設業
（電気設備工事）
サービス業(介護、障がい者就労継続支援）

所 在 地

鹿島町古浦
東津田町
鹿島町御津
浜乃木
島根町多古
島根町加賀
島根町大芦
島根町多古
島根町大芦
美保関町美保関
美保関町美保関
美保関町七類
美保関町美保関
八束町波入
八束町二子

支

部

鹿島
鹿島
鹿島
鹿島
島根
島根
島根
島根
島根
美保関
美保関
美保関
美保関
八束
八束

商工会120％活用術！

商工会に経理を任せてみませんか？
商工会が会員の皆さんに提供している
商工会機能のひとつ「記帳代行」。
おすすめポイント
❶ 経理事務を商工会に委託するので 本業に注力 できます。

❷ 確定申告もお任せ、税理士が最終確認するので安心です。

❸ 青色申告 65万円控除 が使えるので節税できます。

❹ コロナ給付金等に該当するかの判定・給付金申請 もサポートします。

❺ 会計ソフト大手ソリマチ㈱の会計ソフトのため、安心安全 です。

セキュリティ（クラウドに暗号化して保存）
・法改正対応も充実しています。

❻ 経営分析を受けられるので、事業に反映できます。
【例】粗利益が低すぎないか、最終的な儲けが現時点でどれくらい出ているか、売上をあと何万増
やさないと返済が厳しくなるのか、過剰な経費があるのではないか、儲けが出ているので設
備を早めに買って減価償却費を計上すべき など

会計ソフトにご自身で入力され、それを職員が精査・指導・確定申告代行
する制度もあります。
現在お使いの会計ソフトからの移行も可能です。こちらで移行作業を行い
ます。
・パソコン遠隔操作での画面共有も可能なので、操作の疑問点もすぐ解決できます。
・おこづかい帳感覚で使えるモードなど、自身に合った入力モードを選べます。
・銀行口座と連結して自動入力することができます。（Money Link連携）

「忙しくて経理に手が回らない」、
「経理を雇う余裕はない」、
「確定申告をまちがえていないか不安」、
「補助金やらコロナ給付金やら会報でよく目にするけど、うちは貰える？」、「簿記はよくわからな
い」、「赤字続きで悩んでいる」、「もっと儲けて法人成りしたい」、「儲けすぎて所得税が大幅に増
えてしまった」などなど、お金に関わることを商工会がサポートします。

申込み、お問い合わせは商工会までお気軽にお電話ください。お待ちしております。

本所 ☎82-2266

支所 ☎76-2041

令和5年10月から
インボイス制度が始まります。
インボイス とは、要件を満たした 請求書（適格請求書）のことです。
下図の下線部が新たに追加される要件です。

インボイス制度 とは、新たに始まる消費税の仕入税額控除の方式で、適格請求書等保存方式
のことです。
取引先が消費税の課税事業者等の場合、
インボイスでないと経費の消費税計算で控除でき
なくなるので対応を求められます。取引先と対応を相談してください。
自身が課税事業者（本則課税）の場合も、
インボイスでないと消費税の仕入税額控除が出来
ません。
（経過措置はあります。）

インボイスは、税務署に登録申請をしなければ発行できません。
令和５年10月からインボイスを発行するには、令和５年３月31日までに登録申請手続を
行う必要があります。

さらに詳しくお知りになりたい方へ
○国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。
（登録申請用紙、税務署主催の説明会 など）
○インボイス制度に関する一般的なご相談は下記専用ダイヤルへ。
【専用ダイヤル】0120-205-553 【受付時間】9：00〜17：00（土日祝除く）
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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！

ドッグトレーナーカウツ
代表

井上

隆

さん

住所 松江市上佐陀町94
電話 0852-36-5006
https://kautzdogs.com/

■事業内容
犬のしつけを中心としたトレーニング
（日帰り型、宿泊型、訪問型）、
ドッグランの
運営、
ドッグホテルの運営、競技犬や警察
犬の訓練等
■活用した補助金
①平成29年度補正予算小規模事業者持続
化補助金（ドッグホテルの整備）
②平成30年度第2次補正予算小規模事業
者持続化補助金（ドッグランスペース整備）
③令和元年度補正予算小規模事業者持続化
補助金（ホームページのリニューアル）

わらべごころ

こ

やど

童心の小宿
代表

里道

奈美路

■補助金を活用したきっかけ
数年前より犬の宿泊スペースの整備を計画しており、何
か利用できる補助制度はないかと商工会に相談したことが
きっかけです。その後は、
ドッグランスペースの整備やホー
ムページのリニューアル等のサポートをして頂きました。
■その中で商工会から受けた支援は？
補助金申請にかかる事業計画書の策定から計画実行、
実績報告にかかる支援まで本当にきめ細やかな支援をし
て頂き、本当に助かっております。
■その後の効果を教えてください
これまで順調に顧客も増えており、売上は相談当初と比
べて1.4倍に増加し、計画を上回る成果が出ております。

じ

なみ路
さん

住所

松江市八束町亀尻
281
電話 080-3057-2984
http://www.
koyadonamiji.com/
■事業内容
築90年の古民家を改装した簡易宿所（ゲストハウ
ス）の経営
■活用した補助金
島根県宿泊事業者感染防止対策等支援事業補助金

■補助金を活用したきっかけ
昨今のコロナ禍で宿泊のお客様が減少する中、近
隣の方々を誘引する為、
フィンランド式サウナの導入
を目指し、商工会に相談しました。

■その中で商工会から受けた支援は？
担当の経営指導員さんに相談し、導入するう
えで
「お客様に大根島をより感じていただく」
と
いうコンセプトを定め、申請する上で必要な事
業計画の策定等にかかるアドバイスをいただ
きました。
■その後の効果を教えてください
まだスタートしたばかりで大きな効果は出て
いませんが、多くのマスコミに取り上げられ、
お
問い合わせを多数いただいております。大根島
石を使ったストーブ、地下水を汲み上げた水風
呂を完備したこの地ならではのサウナをぜひ
ご堪能ください。

商工会員の皆様から大変ご好評をいただいている
共済制度をご存じですか？
あなたも家族もまるごと守る！

商⼯会員のための

商⼯貯蓄共済
「商工貯蓄共済」は1口2,000円から
手軽に始められる貯蓄型の死亡共済です！
メリット

1

メリット

2

メリット

3

メリット

4

加入者様それぞれのライフスタイルと必要補償額に
応じて、加入プランをご検討いただけます！

商工会の会員限定！

「けが」の補償を基本プランとして「病気」の補償、
トータル「ガン」保証をオプションで付けることが可能です

※会員とその家族、従業員まで加入可
※契約年齢を使用、モデルにより異なります

基本プランに備わっている「けが」の補償のおすすめポイント

６歳から70歳までご加入できます

月額2,000円で、死亡・後遺障害・手術・入院・

安い保険料！

万が一のときも大きな保障がついて安心！
保険料は団体割引＆年払でとても割安です！

お得に貯めよう！

掛金の大部分を積み立てることができ、
大口定期の利息＆福利で大変お得です！

保障が継続します！

満期を迎えたとき、同額保険金の範囲内で
あれば病気療養中・入院中でも継続加入が
できます！
※年齢・条件等で継続できない場合があります

更に！

商⼯会の福祉共済

満期・解約時には。。。
積立金に加えて、配当金が付きます！
R4 年配当率は20.44％！

通院まで補償！

※シニア・ライトプランは補償金額が異なります

6歳から80歳まで、ご加入できます
※継続加入で85歳まで補償

年齢・性別・職業に関係なく掛金一律です

国内外24時間保障！

仕事中からプライベートまで！労災の上乗せにも！

地震・噴火・津波によるけがもカバー！
あったら安心…熱中症の補償や

個人賠償責任保険も自動付帯されています

※シニア・ライトプランは対象外です

皆様お一人お一人にあったプランが必ず見つかります！
商工会まで、お気軽にお問い合わせください！

源泉所得税は 7/11 までに
ご納付を
「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、今年１月〜６月に源泉徴収した所得税
を ７月１１日（月） までに納付することになって
います。
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。
事務を商工会へ依頼されている方は、
６月の賃金支
給額確定後、必要書類を商工会へご持参ください。

※対象の事業所には、詳細を別途文書にて
お知らせします。

労働保険事務組合について
商工会は、厚生労働大臣の認可を受けて労働保険
の事務を行う事務組合です
事務処理委託のメリット
①保険料の申告・納付、雇用保険に関する届出等
の事務を事業主に代わって行います。
②保険料の納付を3回に分割できます。
③事業主や家族従事者も労災保険に特別加入で
きます。
詳しくは商工会へご相談ください
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子育てしやすい職場づくり奨励金

事業者の
皆様へ
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対 象 事 業 者 島根県内に本社（または主たる事業所）がある中小・小規模事業者等

出産後職場復帰奨励金

［ 令和2年4月1日以降に産前休業を開始した場合 ］

［1制度導入］

主な要件

ア 時間単位の有給休暇制度
〈対象〉18才までの子どもがいる労働者 〈実績〉対象者1名が合計8時間取得
イ 育児短時間勤務制度の育児対象拡大（小学6年生以下）
【代替制度：フレックスタイム制度、始業終業時刻の繰上げ繰下げ】
〈対象〉3才以上 小学6年生以下の子どもがいる労働者 〈実績〉対象者1名が合計20日間利用

10

万円／人

［ 令和2年3月31日までに産前休業を開始した場合 ］
育児休業17か月以上

40

※奨励金の用途に定めはありませんので、就業規則作成費用などにも
活用していただくことができます。

主な要件

・申請期限：支給要件を満たした翌日から6カ月以内

万円／人

左記以外の
常勤労働者
50人未満の事業所

・育児休業を3ヶ月以上取得し、職場復帰した労働者を3ヶ月以上雇用していること
・労働者の育児休業の取得について就業規則等に明文化されていること
・労働者の育児休業取得や出産後の職場復帰、子育てに関する支援に今後も取り組むこと
・申請期限：支給要件を満たした翌日から6カ月以内

上 限20万円

次のア・イの制度を令和2年4月1日以降に導入し、
令和4年度内に一定の利用実績があること

20

労働者30人未満の事業所、
かつ 初めて本奨励金を
申請する事業所の場合
主な要件

奨励金

10万円

（社会福祉法人、医療法人、NPO法人、個人事業主なども対象です）

対 象 事 業 所 常勤労働者数50人未満の、島根県内の事業所（本支店、営業所等）

万円／人

育児休業3か月以上
17か月未満

20

万円／人

10

万円／人

・産前産後休業または育児休業を取得し、職場復帰した労働者を3ヶ月以上雇用していること
・労働者の育児休業の取得について就業規則等に明文化されていること
・労働者の育児休業取得や出産後の職場復帰、子育てに関する支援に今後も取り組むこと
・申請期限：支給要件を満たした翌日から1年以内

詳しい内容・申請方法は、お近くの商工会までお問い合わせください

島根県商工会連合会本所
島根県商工会連合会石見事務所

育児休業3か月未満
または産休のみ

TEL
TEL

0852-21-0651
0855-22-3590

