
新入会員紹介

期限内の納付をお願いします！（平成30年分の法定納期限）

便利で安全・確実な口座振替の利用をお願いします！

QRコードを利用したコンビニ納付も利用できます！

申告所得税及び復興特別所得税…３月15日（金）

口座振替
申告所得税及び復興特別所得税…４月22日（月）
消費税及び地方消費税……………４月24日（水）

を既にご利用かどうか確認してください。

●納税額が30万円以下であれば、確定申告書等作成コーナー※からＱＲコードの作成ができます！

❶平成30年分の振替日

①振替口座は、本人名義の口座に限ります。
②金融機関への届出印を押印してください。
③郵便貯金の場合は、ゆうちょ銀行欄に記入します。

①納税証明書が発行できるまで３週間程度かかる場合があります。
②対応コンビニ：ローソン、ナチュラルローソン、ミニストップ、ファミリーマート（いずれもキオスク端末がある店舗）

❷新規に利用される方
→法定納期限までの振替依頼書の提出が必要です！

※振替未利用の場合、「振替納税利用金融機関」
　欄自体が表示されません。

※確定申告書作成コーナー
　のイメージ

消費税及び地方消費税…４月1日（月）

事 業 所 名

原清商事 原　　清 リフォーム工事・
住設販売施工 河下町 66-0630

代表者名 業　種　等 住　所 T E L
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出雲税務署からのお知らせ出雲税務署からのお知らせ

確定申告会場 コンビニ

キ
オ
ス
ク

端
末

ＱＲ
コード

PCで作成・
書面で出力

確定申告書等作成コーナーから
ＱＲコードを作成・出力 現金で支払いＱＲコードを読み取らせて

納付書を出力

お知らせはがき・通知書の情報面
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住　　所  出雲市平田町2233-5 
アクセス  一畑電鉄雲州平田駅より徒歩2分 
電話番号  0853-27-9199 
営業時間  11：30 ～ 15：00　ランチ（日曜はディナーのみ営業 ）
　  　　  18：00 ～ 24：00　ディナー
定 休 日  木曜、 日曜ランチ 
駐 車 場  有（4台） 
Facebook  https://www.facebook.com/izakayaasuka/

雲州平田駅雲州平田駅

ローソンローソン

一畑交通一畑交通

R4
31

R4
31

杉原人形店杉原人形店

川島弘雅堂川島弘雅堂

木佐医院木佐医院

ストロベリー
カフェ
ストロベリー
カフェ

平田郵便局平田郵便局

鶏と日本酒とあらかるとの店

鶏と日本酒とあらかるとの店



平成29年度補正　中小企業庁委託事業 中小・小規模事業者向け

《キャッシュレス・消費者還元事業》

《軽減税率対策補助金とキャッシュレス・消費者還元事業の比較》

中小・小規模店舗

飲食料品等を販売し
軽減税率対応が必要な事業者

対象キャッシュレス手段対象キャッシュレス手段

決済導入支援決済導入支援

電子的に繰り返し利用できる決済手段

事業者の皆様に端末導入
のご負担はありません！

制度を使えば
決済手数料3.25％以下！

（例：クレジットカード、電子マネー、QRコード等幅広く対象）

さらに実施期間中は、国がその1/3を補助。中小・小規模事業者の皆様を支援します！

●10月1日以降、対象の店舗でキャッシュレス
支払いをした方にはポイント還元等を実施。

●対象店舗への、キャッシュレス決済の導入を
支援。

本制度は、飲食料品等を扱う中小・小規模事業者の軽減税
率対応を支援する目的から、複数税率対応のレジと併せて、
付属機器として決済端末等を導入する際に係る費用を補助す
ることとしている。

①複数税率対応のレジ本体
②レジに付属する機器（決済端末を含む）
③設置に要する経費

必要な経費の1/4を中小・
小規模事業者が負担、
残りの3/4を国が補助

2019年10月1日～ 2020年6月

キャッシュレスでの支払いに対して

ポイント還元を実施します！

キャッシュレス決済端末の支援について

島根県事業承継ネットワーク事務局 TEL 0852-33-7481 FAX 0852-33-7482
島根県松江市母衣町55-4　松江商工会議所ビル6階

プッシュ型事業承継支援高度化事業
専門家派遣事業

企業様の事業承継に係るお悩み解決に向けて
お手伝いします。

事業承継の相談をしたいけれど
なかなかできていない

（潜在ニーズ）

より高い専門性が必要な場合は、
会計士、税理士などの

専門家へ橋渡しを行います。

ご相談を通じて承継計画の
策定などを支援

事業承継
解決への第一歩

企業様 専門家

コーディネーター 金融機関 支援機関

島根県事業承継
ネットワーク事務局

国税庁では、国税専門官を募集しています。
募集要項は次のとおりです。

協会けんぽご加入の事業主様と加入者の皆様へ

HP検索▶ 協会けんぽインセンティブ制度

お問い合わせ先

全国健康保険協会  島根支部 協会けんぽ
〒690-8531　松江市殿町383 山陰中央ビル2階
TEL 0852-59-5140（企画総務グループ）

〇健康保険料率は、支部（都道府県単位）の医療費が反映されています。
〇これからは、「インセンティブ制度」により、健診受診、保健指導、ジェ

ネリック医薬品使用等の皆様の取組みで保険料率が引き下げとなります！

給与・賞与の
据え置き

平成31年2月分（3月納付分）まで
10.13％

給与・賞与の

平成31年3月分（4月納付分）以降も
10.13％

●健康保険料率は据え置きとなります

●健康保険料負担
　軽減のために

給与・賞与の
引上げ

平成31年2月分（3月納付分）まで

●健康保険料率は、都道
府県ごとに設定されて
います。

●40歳から64歳までの
方（介護保険第2号被保
険者）は、健康保険料率
に介護保険料率が加わ
ります。　 

●介護保険料率は、全国
一律となります。

●任意継続被保険者の方
は、平成31年4月分（4
月納付分）から変更に
なります。

1.57％
給与・賞与の

平成31年3月分（4月納付分）から
1.73％

●介護保険料率は引上げとなります

①平成元年４月２日～平成10年４月１日生まれの者
②平成10年４月２日以降生まれの者で次に掲げるもの
　(1) 大学を卒業した者及び平成32年(2020年)３月までに大学を
　　  卒業する見込みの者
　(2)人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者

広島国税局人事第二課試験研修係
〒730-8521　広島市中区上八丁堀6-30
 TEL 082-221-9211　内線3635・3743
出雲税務署総務課
〒693-8686　出雲市塩冶善行町13-3
 TEL 0853-21-0441（直通）

○原則としてインターネットにより申込みを行ってください。
インターネットによる申込み　平成31年３月29日（金）９:00～４月10日（水）
（４月10日（水）までに申込データを受信完了したものに限り受け付けます。）
郵送又は持参による申込み　平成31年３月29日（金）～４月１日（月）
（４月１日（月）までの通信日付印有効）

国税専門官募集国税専門官募集

平成31年3月分（4月納付分）からの保険料率をお知らせします平成31年3月分（4月納付分）からの保険料率をお知らせします

受験資格

重要

受験申込方法
受付期間

受験案内及びパンフレットの請求、お問い合わせ先

（注） 

実施期間

軽減税率対策補助金

中小・小規模事業者が購入するもの

本制度は、消費税率引上げ後の消費喚起と中小・小規模事
業者のキャッシュレス化を推進する目的から、決済手数料の
補助に加えて、キャッシュレス決済端末の導入に係る費用を
幅広く補助することとしている。

①キャッシュレス決済端末
②決済端末の利用に必要な付属機器
③システム利用料、設置費用等
④タブレット、スマートフォン等

複数税率対応のレジを
導入したい場合

費用の1/4が自己負担
（3/4を国が補助）

軽減税率対策補助金を活用軽減税率対策補助金を活用 軽減税率対策補助金を活用軽減税率対策補助金を活用

レジ本体
費用の1/4が自己負担
（3/4を国が補助）

（国が費用の2/3負担、
             決済事業者が費用の1/3負担）

レジ本体＋決済端末等（付属機器）

レジの導入 レジの導入

複数税率対応のレジに併せてキャッシュ
レス決済端末等も導入したい場合

軽減税率の対象となる
飲食料品等を販売していない事業者

※本制度に参加する各決済業者が提供するもの
※補助期間終了後も契約を継続する場合は、決

済端末等を引き続き利用可能

キャッシュレス・消費者還元事業を活用キャッシュレス・消費者還元事業を活用

決済端末等 ◆自己負担なし

キャッシュレス決済端末等の導入 キャッシュレス決済端末等の導入

キャッシュレス決済端末等を導入したい場合

自己負担なし

キャッシュレス・消費者還元事業

本制度に参加する各決済事業者が提供するもの

どちらの補助制度を
活用するか選択

制度概要

制度概要

制度の活用パターン

平田商工会議所  経営支援課　TEL 63-3211お問い合わせ先

経済産業省からのお知らせ

233 新たな事業の取り組みは、先ず商工会議所へ事業に関するお悩み・ご相談は、商工会議所へ

平成29年度補正　中小企業庁委託事業 中小・小規模事業者向け

《キャッシュレス・消費者還元事業》

《軽減税率対策補助金とキャッシュレス・消費者還元事業の比較》

中小・小規模店舗

飲食料品等を販売し
軽減税率対応が必要な事業者

対象キャッシュレス手段対象キャッシュレス手段

決済導入支援決済導入支援

電子的に繰り返し利用できる決済手段

事業者の皆様に端末導入
のご負担はありません！

制度を使えば
決済手数料3.25％以下！

（例：クレジットカード、電子マネー、QRコード等幅広く対象）

さらに実施期間中は、国がその1/3を補助。中小・小規模事業者の皆様を支援します！

●10月1日以降、対象の店舗でキャッシュレス
支払いをした方にはポイント還元等を実施。

●対象店舗への、キャッシュレス決済の導入を
支援。

本制度は、飲食料品等を扱う中小・小規模事業者の軽減税
率対応を支援する目的から、複数税率対応のレジと併せて、
付属機器として決済端末等を導入する際に係る費用を補助す
ることとしている。

①複数税率対応のレジ本体
②レジに付属する機器（決済端末を含む）
③設置に要する経費

必要な経費の1/4を中小・
小規模事業者が負担、
残りの3/4を国が補助

2019年10月1日～ 2020年6月

キャッシュレスでの支払いに対して

ポイント還元を実施します！

キャッシュレス決済端末の支援について

島根県事業承継ネットワーク事務局 TEL 0852-33-7481 FAX 0852-33-7482
島根県松江市母衣町55-4　松江商工会議所ビル6階

プッシュ型事業承継支援高度化事業
専門家派遣事業

企業様の事業承継に係るお悩み解決に向けて
お手伝いします。

事業承継の相談をしたいけれど
なかなかできていない

（潜在ニーズ）

より高い専門性が必要な場合は、
会計士、税理士などの

専門家へ橋渡しを行います。

ご相談を通じて承継計画の
策定などを支援

事業承継
解決への第一歩

企業様 専門家

コーディネーター 金融機関 支援機関

島根県事業承継
ネットワーク事務局

国税庁では、国税専門官を募集しています。
募集要項は次のとおりです。

協会けんぽご加入の事業主様と加入者の皆様へ

HP検索▶ 協会けんぽインセンティブ制度

お問い合わせ先

全国健康保険協会  島根支部 協会けんぽ
〒690-8531　松江市殿町383 山陰中央ビル2階
TEL 0852-59-5140（企画総務グループ）

〇健康保険料率は、支部（都道府県単位）の医療費が反映されています。
〇これからは、「インセンティブ制度」により、健診受診、保健指導、ジェ

ネリック医薬品使用等の皆様の取組みで保険料率が引き下げとなります！

給与・賞与の
据え置き

平成31年2月分（3月納付分）まで
10.13％

給与・賞与の

平成31年3月分（4月納付分）以降も
10.13％

●健康保険料率は据え置きとなります

●健康保険料負担
　軽減のために

給与・賞与の
引上げ

平成31年2月分（3月納付分）まで

●健康保険料率は、都道
府県ごとに設定されて
います。

●40歳から64歳までの
方（介護保険第2号被保
険者）は、健康保険料率
に介護保険料率が加わ
ります。　 

●介護保険料率は、全国
一律となります。

●任意継続被保険者の方
は、平成31年4月分（4
月納付分）から変更に
なります。

1.57％
給与・賞与の

平成31年3月分（4月納付分）から
1.73％

●介護保険料率は引上げとなります

①平成元年４月２日～平成10年４月１日生まれの者
②平成10年４月２日以降生まれの者で次に掲げるもの
　(1) 大学を卒業した者及び平成32年(2020年)３月までに大学を
　　  卒業する見込みの者
　(2)人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者

広島国税局人事第二課試験研修係
〒730-8521　広島市中区上八丁堀6-30
 TEL 082-221-9211　内線3635・3743
出雲税務署総務課
〒693-8686　出雲市塩冶善行町13-3
 TEL 0853-21-0441（直通）

○原則としてインターネットにより申込みを行ってください。
インターネットによる申込み　平成31年３月29日（金）９:00～４月10日（水）
（４月10日（水）までに申込データを受信完了したものに限り受け付けます。）
郵送又は持参による申込み　平成31年３月29日（金）～４月１日（月）
（４月１日（月）までの通信日付印有効）

国税専門官募集国税専門官募集

平成31年3月分（4月納付分）からの保険料率をお知らせします平成31年3月分（4月納付分）からの保険料率をお知らせします

受験資格

重要

受験申込方法
受付期間

受験案内及びパンフレットの請求、お問い合わせ先

（注） 

実施期間

軽減税率対策補助金

中小・小規模事業者が購入するもの

本制度は、消費税率引上げ後の消費喚起と中小・小規模事
業者のキャッシュレス化を推進する目的から、決済手数料の
補助に加えて、キャッシュレス決済端末の導入に係る費用を
幅広く補助することとしている。

①キャッシュレス決済端末
②決済端末の利用に必要な付属機器
③システム利用料、設置費用等
④タブレット、スマートフォン等

複数税率対応のレジを
導入したい場合

費用の1/4が自己負担
（3/4を国が補助）

軽減税率対策補助金を活用軽減税率対策補助金を活用 軽減税率対策補助金を活用軽減税率対策補助金を活用

レジ本体
費用の1/4が自己負担
（3/4を国が補助）

（国が費用の2/3負担、
             決済事業者が費用の1/3負担）

レジ本体＋決済端末等（付属機器）

レジの導入 レジの導入

複数税率対応のレジに併せてキャッシュ
レス決済端末等も導入したい場合

軽減税率の対象となる
飲食料品等を販売していない事業者

※本制度に参加する各決済業者が提供するもの
※補助期間終了後も契約を継続する場合は、決

済端末等を引き続き利用可能

キャッシュレス・消費者還元事業を活用キャッシュレス・消費者還元事業を活用

決済端末等 ◆自己負担なし

キャッシュレス決済端末等の導入 キャッシュレス決済端末等の導入

キャッシュレス決済端末等を導入したい場合

自己負担なし

キャッシュレス・消費者還元事業

本制度に参加する各決済事業者が提供するもの

どちらの補助制度を
活用するか選択

制度概要

制度概要

制度の活用パターン

平田商工会議所  経営支援課　TEL 63-3211お問い合わせ先

経済産業省からのお知らせ

233 新たな事業の取り組みは、先ず商工会議所へ事業に関するお悩み・ご相談は、商工会議所へ



平成29年度補正　中小企業庁委託事業 中小・小規模事業者向け

《キャッシュレス・消費者還元事業》

《軽減税率対策補助金とキャッシュレス・消費者還元事業の比較》

中小・小規模店舗

飲食料品等を販売し
軽減税率対応が必要な事業者

対象キャッシュレス手段対象キャッシュレス手段

決済導入支援決済導入支援

電子的に繰り返し利用できる決済手段

事業者の皆様に端末導入
のご負担はありません！

制度を使えば
決済手数料3.25％以下！

（例：クレジットカード、電子マネー、QRコード等幅広く対象）

さらに実施期間中は、国がその1/3を補助。中小・小規模事業者の皆様を支援します！

●10月1日以降、対象の店舗でキャッシュレス
支払いをした方にはポイント還元等を実施。

●対象店舗への、キャッシュレス決済の導入を
支援。

本制度は、飲食料品等を扱う中小・小規模事業者の軽減税
率対応を支援する目的から、複数税率対応のレジと併せて、
付属機器として決済端末等を導入する際に係る費用を補助す
ることとしている。

①複数税率対応のレジ本体
②レジに付属する機器（決済端末を含む）
③設置に要する経費

必要な経費の1/4を中小・
小規模事業者が負担、
残りの3/4を国が補助

2019年10月1日～ 2020年6月

キャッシュレスでの支払いに対して

ポイント還元を実施します！

キャッシュレス決済端末の支援について

島根県事業承継ネットワーク事務局 TEL 0852-33-7481 FAX 0852-33-7482
島根県松江市母衣町55-4　松江商工会議所ビル6階

プッシュ型事業承継支援高度化事業
専門家派遣事業

企業様の事業承継に係るお悩み解決に向けて
お手伝いします。

事業承継の相談をしたいけれど
なかなかできていない

（潜在ニーズ）

より高い専門性が必要な場合は、
会計士、税理士などの

専門家へ橋渡しを行います。

ご相談を通じて承継計画の
策定などを支援

事業承継
解決への第一歩

企業様 専門家

コーディネーター 金融機関 支援機関

島根県事業承継
ネットワーク事務局

国税庁では、国税専門官を募集しています。
募集要項は次のとおりです。

協会けんぽご加入の事業主様と加入者の皆様へ

HP検索▶ 協会けんぽインセンティブ制度

お問い合わせ先

全国健康保険協会  島根支部 協会けんぽ
〒690-8531　松江市殿町383 山陰中央ビル2階
TEL 0852-59-5140（企画総務グループ）

〇健康保険料率は、支部（都道府県単位）の医療費が反映されています。
〇これからは、「インセンティブ制度」により、健診受診、保健指導、ジェ

ネリック医薬品使用等の皆様の取組みで保険料率が引き下げとなります！

給与・賞与の
据え置き

平成31年2月分（3月納付分）まで
10.13％

給与・賞与の

平成31年3月分（4月納付分）以降も
10.13％

●健康保険料率は据え置きとなります

●健康保険料負担
　軽減のために

給与・賞与の
引上げ

平成31年2月分（3月納付分）まで

●健康保険料率は、都道
府県ごとに設定されて
います。

●40歳から64歳までの
方（介護保険第2号被保
険者）は、健康保険料率
に介護保険料率が加わ
ります。　 

●介護保険料率は、全国
一律となります。

●任意継続被保険者の方
は、平成31年4月分（4
月納付分）から変更に
なります。

1.57％
給与・賞与の

平成31年3月分（4月納付分）から
1.73％

●介護保険料率は引上げとなります

①平成元年４月２日～平成10年４月１日生まれの者
②平成10年４月２日以降生まれの者で次に掲げるもの
　(1) 大学を卒業した者及び平成32年(2020年)３月までに大学を
　　  卒業する見込みの者
　(2)人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者

広島国税局人事第二課試験研修係
〒730-8521　広島市中区上八丁堀6-30
 TEL 082-221-9211　内線3635・3743
出雲税務署総務課
〒693-8686　出雲市塩冶善行町13-3
 TEL 0853-21-0441（直通）

○原則としてインターネットにより申込みを行ってください。
インターネットによる申込み　平成31年３月29日（金）９:00～４月10日（水）
（４月10日（水）までに申込データを受信完了したものに限り受け付けます。）
郵送又は持参による申込み　平成31年３月29日（金）～４月１日（月）
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平成31年3月分（4月納付分）からの保険料率をお知らせします平成31年3月分（4月納付分）からの保険料率をお知らせします

受験資格

重要

受験申込方法
受付期間

受験案内及びパンフレットの請求、お問い合わせ先

（注） 

実施期間

軽減税率対策補助金

中小・小規模事業者が購入するもの

本制度は、消費税率引上げ後の消費喚起と中小・小規模事
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制度概要

制度概要

制度の活用パターン

平田商工会議所  経営支援課　TEL 63-3211お問い合わせ先

経済産業省からのお知らせ
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15周年を記念して節分福まき青年部リポート

　去る1月17日、平成30年度　1月定時総会が開催され
ました。
　総会前には、宇美神社への初詣を行い、本年の青年
部活動の飛躍を祈願しました。
　総会では、次年度役員が右記の通り承認された後、
槇野次年度会長より所信表明において「YEG POWER」
というスローガンが発表され「平田の皆が幸せになれる
様、YEG事業で街も事業所も魅力的にパワーアップして
いこう」と意気込みが語られました。

　本年度、当青年部が創立40周年を迎えたことを記念し
て2月10日に記念式典及び祝賀会を開催いたしました。
当日は来賓の皆様を含め160人以上の方にお集まりいた
だき、今までの青年部の足跡や記念事業等の発表を交え
ながら、共に創立40周年を祝っていただきました。
　この40年という長い道のりを歩むことができたのも平
田商工会議所を始め、関係各種団体の皆様、地域の皆様、そして、長年にわたり青年部を支えてこられたOB・

OGの諸先輩方のご支援のお陰と心から感謝申し上げます。
　これからも10年、20年と地域と共に歩んでいけるよう、積
極的な青年部活動を続けていきますので、引き続きどうぞよ
ろしくお願いします。

平田商工会議所青年部　一同

平成30年度 1月定時総会

平田商工会議所青年部
創立40周年記念式典・祝賀会

　2月3日（日）、木綿街道において恒例の「もち街～木綿街道」が
開催されました。
　当日は生憎の雨模様となりましたが、十六島海苔や宍道湖しじ
み、純米酒粕といった地域の特産をふんだんに使ったもののほか、
定番のきなこ餅やぜんざい、チョコやチーズを使ったスイーツ系な
ど、25の店舗・団体が工夫を凝らして準備した約40種類のトッピ
ングを味わおうと市内外から多くの家族連れが訪れたほか、15周年
を迎えた今回は、節分豆や餅引き換え券、お菓子、おもちゃなどの
“福まき”も行われました。
　昨年に引き続き、平田高校の野球部やソフトテニス部のメンバー
らがボランティアとして運営に参加し、餅つきやオリジナルメ
ニューの提供、鬼に扮して街道を練り歩くなどしてイベントを盛り
上げました。

Make 醤油 Show you ～141年目のあご革命～ 題して SAGOP
サ ゴ プ

連載 5
島根ふるさとフェアに参加!!
　今年度より、㈱高砂醤油本店と出雲商業高校の3年生がコラボして、新商品の開発に取り組んでいます。
　約7ヶ月をかけて「あごだししょうゆ」が完成し、毎年1月に広島グリーンアリーナで開催される「島根ふるさ
とフェア」では代表生徒4名と試食販売を行いました。生徒の皆さんは、多くの来場者にも落ち着いた接客で商品
説明をしていました。後日、出雲商業高校へ広島のお客様から「高校生が自分たちで作った商品を販売してお
り、とても良い取り組みだ」とご好評の声もあったそうです。
　帰校後1月26日には今までの取り組みや活動を、生徒や関係者に発表しました。
　今後は販路拡大を視野に、平田商工会議所も伴走支援していきます。

　研修・視察・イベント開催・親睦旅行など楽しみながら活動をしています。
新しいネットワークをつくってみませんか！（年会費6,000円）

平田商工会議所内　女性会事務局
担当　清水・松井
Tel 0853-63-3211

女性会
だより

では、一緒に活動していただける仲間を募集中です!!では、一緒に活動していただける仲間を募集中です!!

※詳しくは　会報折込の“女性会せせらぎ
第33号”をご覧下さい。
※平田商工会議所HPでも活動を紹介して
います。

お
問
い
合
わ
せ
先

YEG is the spice of life. ～青年部は人生のスパイスだ～
平田商工会議所青年部は共に活動する、熱意ある皆様をお待ちしております！
青年部に入会し、新たなチャレンジをしつつ平田地域を盛り上げて行きませんか？

平田YEG
概  要

目的 ：青年経済人としてスキルアップを図り企業の発展を第一義としつつ、地域づくりへの貢献していくこと
会費 ：年間４．６万円(平成30年度現在)
入会条件 ：平田商工会議所会員の事業所で４５歳までの方
活動実績 ：勉強会(講演会・研修会等)、出会いの企画(ビジネス交流会、婚活等)
　　　　　イベントによる地域づくり(ライトアップ事業等)、その他出店による賑わい創出等
平田商工会議所青年部　HP: http://hirata-yeg.com/　(最新の活動報告や会員によるPR等はこちら)

TEL：0853-63-3211　Email：yeg@hirata-cci.or.jp　平田商工会議所青年部事務局（担当：坂本・伊藤）

興味を持たれた方は是非下記までご連絡ください。
お問い合わせ・入会申込

平成31年度
平田商工会議所青年部役員

役　　職
会    長
直前会長
副 会 長
副 会 長
副 会 長
専務理事
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事
監　　事
監　　事

槇野　克洋
吾郷　将一
伊藤　隆也
金坂　朋樹
平野　英宏
渡部　志郎
小松　正嗣
内田　耕太
小林　　悠
荒木　省吾
福田　　収
清原　隆弘

槇野司法書士事務所
あづま堂
㈲イトートーヨーサービス
㈲平田電工
㈲ひらの屋
㈲ワタエー
柿壺
㈲アサヒ電器店
小林牧場
㈲一畑園
㈲小伊津海旬房
㈱寿建設工業

氏　　名 事　業　所　名
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平田商工会議所青年部　HP: http://hirata-yeg.com/　(最新の活動報告や会員によるPR等はこちら)

TEL：0853-63-3211　Email：yeg@hirata-cci.or.jp　平田商工会議所青年部事務局（担当：坂本・伊藤）

興味を持たれた方は是非下記までご連絡ください。
お問い合わせ・入会申込

平成31年度
平田商工会議所青年部役員

役　　職
会    長
直前会長
副 会 長
副 会 長
副 会 長
専務理事
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事
監　　事
監　　事

槇野　克洋
吾郷　将一
伊藤　隆也
金坂　朋樹
平野　英宏
渡部　志郎
小松　正嗣
内田　耕太
小林　　悠
荒木　省吾
福田　　収
清原　隆弘

槇野司法書士事務所
あづま堂
㈲イトートーヨーサービス
㈲平田電工
㈲ひらの屋
㈲ワタエー
柿壺
㈲アサヒ電器店
小林牧場
㈲一畑園
㈲小伊津海旬房
㈱寿建設工業

氏　　名 事　業　所　名

45 新たな事業の取り組みは、先ず商工会議所へ事業に関するお悩み・ご相談は、商工会議所へ
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事業承継、借入金返済困窮、資金繰り 等

お問い合わせ・お申込は…

平成31年
2月14日 現在

2.06％

1.11％

1.45％

1.30％

1.65％

1.50％

1.80％

1.60％

2.45％
3月14日㈭

石飛 憲治 氏推進員

経営
3月19日㈫ 

大賀 良一法律事務所所属弁護士

13：30～15：30

4月25日㈭ 13：30～15：30

9：00～12：00

法人代表者
以外原則不要10年以内

7年以内

15年以内 法人代表者
以外原則不要

法人代表者
以外原則不要

10年以内の場合、
金利はー0.3％

普通貸付

2億8,000万円

1,000万円

マル経資金
（無担保無保証）

※商工会議所推薦

経営安定化
対策

（運転・設備）

経営改善
長期借換
（運転）

小口追認
保証制度
［かなえ］

保証料0.50～0.91％

保証料0.45～1.55％

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!

◎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。

ニュース掲載ツアー
1,000円～10,000円割引 永年勤続

5,000円～10,000円給付

割引指定店5%以上割引 ツアー2,000円割引

健康診断6,000円補助

インフルエンザ予防接種
　　　　　　   600円補助 祝い金・見舞金等給付 各種チケット購入補助

5年に1度

お食事割引券
　　1,000円プレゼント隠岐汽船1,000円割引

忘新年会2,000円補助
宿泊付き

抽選で

熟年夫婦旅行
　　　　10,000円補助

隔　年

●会　費：一人月額1,000円（年間12,000円）

「2,100事業所・28,000人をサポート中」まずはお電話下さい! お問い合わせ先：平田商工会議所☎（0853）63-3211

　しまね縁結びサポートセンターでは、自分でご縁を探すことが
できる有料会員制結婚支援システム「しまコ」の会員募集をスター
トしました。
　登録後は、センターのタブレット端末を使ってお相手検索・申込
みを行い、縁結びボランティアがお引合せに同席します。

＊講演会終了後　交流会を開催します。

●一次生産者（農林漁業者）と食品加工、飲食業
者などの出会いの場を設営

●奥田シェフによるアドバイス、コーディネートも
魅力

結婚を誠実に希望する
20歳以上の独身男女

会員登録対象者

しまね縁結びサポートセンター 0852-61-1150

http://www.shimane-enmusubi.com/shima-co/

お問い合わせ先

題名：「食の縁結び
　　　～食の新出雲モデルを目指して～」
講師：アルケッチャーノ（山形）
　　　オーナーシェフ　奥田政行氏
期日：平成31年3月20日（水）
場所：出雲商工会館 ６階
会費：無  料

※ご利用の流れの詳細については、しまね縁結びサポートセンターのＨＰを
ご覧ください

事 業 継 承
新事業活動
支 援 事 業

2019年度  簿記検定 年間スケジュール
2019年度に平田商工会議所で行います簿記検定は、下記のとおりですのでお気軽にお問い合わせください。

程
日
定
検

料
験
受
験
試
定
検

回 数
152回

受験級

１級
受験料（税込）

2019年4月～2019年9月（8％税込） ※インターネットによる
　「受験申込」「合格発表」「成績照合」サービスをしています。

http:www.hirata-cci.or.jp/boki.htm7,710
 

円
２級 4,630  円
３級 2,800  円

受験料（税込）
2019年10月～2020年3月（10％税込）

7,850 円
4,720 円
2,850 円

153回
154回

１～３級

１～３級
２～３級

  6月  9日（日）

11月17日（日）
  2020年 2月23日（日）

  4月  8日（月） ～  5月17日（金）

 10月  1日（火） ～10月25日（金）
12月16日（月）  ～2020年 1月24日（金）

受験級 募 集 期 間 施 行 日

申込み 平田商工会議所業務課
インターネット・窓口持参・郵送で。

結婚支援システム に登録し、
ご縁を見つけませんか。

食のセミナー開催
　地元の食材を活かし、メニュー開発から観光
分野への事例を交えて講演をされます。
　山形県の食を高め、島根県邑南町、三重県な
ど数多くのプロデュースの実績があり、今回奥田
さんとの関係構築のチャンスです。

しまね コンピューターマッチング

島
根
県
制
度
資
金

信
用
保
証
協
会

67 新たな事業の取り組みは、先ず商工会議所へ事業に関するお悩み・ご相談は、商工会議所へ
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以外原則不要

法人代表者
以外原則不要

10年以内の場合、
金利はー0.3％

普通貸付

2億8,000万円

1,000万円

マル経資金
（無担保無保証）

※商工会議所推薦

経営安定化
対策

（運転・設備）

経営改善
長期借換
（運転）

小口追認
保証制度
［かなえ］

保証料0.50～0.91％

保証料0.45～1.55％

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!

◎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。

ニュース掲載ツアー
1,000円～10,000円割引 永年勤続

5,000円～10,000円給付

割引指定店5%以上割引 ツアー2,000円割引

健康診断6,000円補助

インフルエンザ予防接種
　　　　　　   600円補助 祝い金・見舞金等給付 各種チケット購入補助

5年に1度

お食事割引券
　　1,000円プレゼント隠岐汽船1,000円割引

忘新年会2,000円補助
宿泊付き

抽選で

熟年夫婦旅行
　　　　10,000円補助

隔　年

●会　費：一人月額1,000円（年間12,000円）

「2,100事業所・28,000人をサポート中」まずはお電話下さい! お問い合わせ先：平田商工会議所☎（0853）63-3211

　しまね縁結びサポートセンターでは、自分でご縁を探すことが
できる有料会員制結婚支援システム「しまコ」の会員募集をスター
トしました。
　登録後は、センターのタブレット端末を使ってお相手検索・申込
みを行い、縁結びボランティアがお引合せに同席します。

＊講演会終了後　交流会を開催します。

●一次生産者（農林漁業者）と食品加工、飲食業
者などの出会いの場を設営

●奥田シェフによるアドバイス、コーディネートも
魅力

結婚を誠実に希望する
20歳以上の独身男女

会員登録対象者

しまね縁結びサポートセンター 0852-61-1150

http://www.shimane-enmusubi.com/shima-co/

お問い合わせ先

題名：「食の縁結び
　　　～食の新出雲モデルを目指して～」
講師：アルケッチャーノ（山形）
　　　オーナーシェフ　奥田政行氏
期日：平成31年3月20日（水）
場所：出雲商工会館 ６階
会費：無  料

※ご利用の流れの詳細については、しまね縁結びサポートセンターのＨＰを
ご覧ください

事 業 継 承
新事業活動
支 援 事 業

2019年度  簿記検定 年間スケジュール
2019年度に平田商工会議所で行います簿記検定は、下記のとおりですのでお気軽にお問い合わせください。

程
日
定
検

料
験
受
験
試
定
検

回 数
152回

受験級

１級
受験料（税込）

2019年4月～2019年9月（8％税込） ※インターネットによる
　「受験申込」「合格発表」「成績照合」サービスをしています。

http:www.hirata-cci.or.jp/boki.htm7,710
 

円
２級 4,630  円
３級 2,800  円

受験料（税込）
2019年10月～2020年3月（10％税込）

7,850 円
4,720 円
2,850 円

153回
154回

１～３級

１～３級
２～３級

  6月  9日（日）

11月17日（日）
  2020年 2月23日（日）

  4月  8日（月） ～  5月17日（金）

 10月  1日（火） ～10月25日（金）
12月16日（月）  ～2020年 1月24日（金）

受験級 募 集 期 間 施 行 日

申込み 平田商工会議所業務課
インターネット・窓口持参・郵送で。

結婚支援システム に登録し、
ご縁を見つけませんか。

食のセミナー開催
　地元の食材を活かし、メニュー開発から観光
分野への事例を交えて講演をされます。
　山形県の食を高め、島根県邑南町、三重県な
ど数多くのプロデュースの実績があり、今回奥田
さんとの関係構築のチャンスです。

しまね コンピューターマッチング

島
根
県
制
度
資
金

信
用
保
証
協
会

67 新たな事業の取り組みは、先ず商工会議所へ事業に関するお悩み・ご相談は、商工会議所へ



新入会員紹介

期限内の納付をお願いします！（平成30年分の法定納期限）

便利で安全・確実な口座振替の利用をお願いします！

QRコードを利用したコンビニ納付も利用できます！

申告所得税及び復興特別所得税…３月15日（金）

口座振替
申告所得税及び復興特別所得税…４月22日（月）
消費税及び地方消費税……………４月24日（水）

を既にご利用かどうか確認してください。

●納税額が30万円以下であれば、確定申告書等作成コーナー※からＱＲコードの作成ができます！

❶平成30年分の振替日

①振替口座は、本人名義の口座に限ります。
②金融機関への届出印を押印してください。
③郵便貯金の場合は、ゆうちょ銀行欄に記入します。

①納税証明書が発行できるまで３週間程度かかる場合があります。
②対応コンビニ：ローソン、ナチュラルローソン、ミニストップ、ファミリーマート（いずれもキオスク端末がある店舗）

❷新規に利用される方
→法定納期限までの振替依頼書の提出が必要です！

※振替未利用の場合、「振替納税利用金融機関」
　欄自体が表示されません。

※確定申告書作成コーナー
　のイメージ

消費税及び地方消費税…４月1日（月）

事 業 所 名

原清商事 原　　清 リフォーム工事・
住設販売施工 河下町 66-0630

代表者名 業　種　等 住　所 T E L

Vol .
223

2 0 1 9
MARCH

出雲税務署からのお知らせ出雲税務署からのお知らせ

確定申告会場 コンビニ

キ
オ
ス
ク

端
末

ＱＲ
コード

PCで作成・
書面で出力

確定申告書等作成コーナーから
ＱＲコードを作成・出力 現金で支払いＱＲコードを読み取らせて

納付書を出力

お知らせはがき・通知書の情報面

表

　
　
紙

　
　
紹

　
　
介

住　　所  出雲市平田町2233-5 
アクセス  一畑電鉄雲州平田駅より徒歩2分 
電話番号  0853-27-9199 
営業時間  11：30 ～ 15：00　ランチ（日曜はディナーのみ営業 ）
　  　　  18：00 ～ 24：00　ディナー
定 休 日  木曜、 日曜ランチ 
駐 車 場  有（4台） 
Facebook  https://www.facebook.com/izakayaasuka/

雲州平田駅雲州平田駅

ローソンローソン

一畑交通一畑交通

R4
31

R4
31

杉原人形店杉原人形店

川島弘雅堂川島弘雅堂

木佐医院木佐医院

ストロベリー
カフェ
ストロベリー
カフェ

平田郵便局平田郵便局

鶏と日本酒とあらかるとの店

鶏と日本酒とあらかるとの店
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