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美都・匹見地区集会を開催しました。

美都

８月２９日（木）、「大将」において開催し、会員等２５名

７月２日（火）、美都町仙道に今年３月にオープンした、
「ドッグラン遊」にて開催し、会員や市の担当職員等 40 名

匹見

が参加しました。
当日は益田市から河上副市長、島田支所長にお越し

が参加しました。
今回は、経営改善普及事業として「小規模事業者持続
化補助金」の説明、「一日公庫」の案内、近日開催予定の

いただき、それぞれ匹見町に対する思いやこれからの
行政の取組などについて話していただきました。
また、商工会からは消費税の軽減税率制度や働き方

「ＰＯＰセミナー」、「働き方改革推進支援セミナー」、「食品
表示セミナー」の案内

改革の取組などについて情報提供を行いました。

を行いました。

その後、交流

その後、意見交換を
兼ね交流会を行い、親

会を行い、親睦
を深めました。

睦を深めました。

益田市内建築状況(Ｒ1 年 6 月～7 月）

益田県土整備事務所・益田市建築課 調

新築
件数
6月

7月

専用住宅
その他
合計
専用住宅
その他
合計

増築・改築

面積（㎡）

11
1
12
9
2
11

件数

1358.65
656.66
2015.31
974.20
156.54
1130.74

面積（㎡）

2
0
2
1
1
2

225.73
0
225.73
141.44
201.99
343.43

桜の会支援事業・仙道夜市

青年部

合計
件数

面積（㎡）

13
1
14
10
3
13

1584.38
656.66
2241.04
1115.64
358.53
1474.17

６月１３日（木）、桜の会支援事業として、毎年恒例の忠魂碑
周辺の草刈を行いました。参加者も多く、毎年恒例ということも
あり、皆さん手際よく作業をされ、大変きれいになりました。その
後は、これも恒例の焼肉で、疲れを癒しました。
また、７月２３日（火）には仙道夜市があり、青年部として輪投
げの出店をし、皆さんにとても楽しんでいただきました。

インフォメーション
■ 9 月 29 日(日) 道の駅感謝祭/サンエイト美都

商工会女性部員リーダー研修会

女性部

■11 月 3 日(祝) みとふるさとまつり/美都 さくらドーム周辺
■11 月 10 日(日) 美都町神楽競演大会/ふれあいホールみと

８月８日（木）、松江市林業会館にて開催され、講師の上平薫里氏（ワンステップ 人材

■11 月 10 日(日) 匹見峡紅葉ロードレース/匹見中央公園周辺

育成コンサルタント）が、「経営戦略としての女性活躍推進について」をテーマに講演され

■11 月 10 日(日) わがまち自慢フェア/温泉駐車場

ました。今、経営戦略として女性活躍が注目される理由として「妻が家庭の財布の紐を握

■11 月 14 日(木) 年末調整説明会/グラントワ

っているケースが増加しているため、女性に受ける商品やアプローチが重要であり、その

第１回目 午前：10：00～12：30

ため女性の意見を積極的に取り入れることが必要である。」と話されました。

第２回目 午後：13：30～16：00

講演会終了後、県内各女性部長より日頃の活動の発表が行われ、部員増強のために

■11 月 23 日(祝) 匹見町産業文化祭/匹見タウンホール駐車場
チケットは９月中旬から販売します！

していることやユニークな事業の話など、とても参考になりました。

４
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消費税軽減税率対策セミナーを開催しました。
美濃商工会報
８月２８日（水）、美濃商工会本所に於いて、益田税務署より山根統括国税調査官
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働き方改革セミナーを開催しました。
８月 1 日（木）、美濃商工会本所に於いて益田労働基準監督署 今西署長、斎藤社会
保険労務士をお招きし、働き方改革関連法についてのセミナーを開催しました。

をお招きし、開催しました。
当日は１７名の出席があり、軽減税率の対象品目の確認や請求書等の記載方法

働き方改革関連法は今年 4 月に施行され、時間外労働の上限規制や有給休暇の取得

今西益田労働基準監督署長

等について改正があり、専門家にわかり易く説明していただきました。有給休暇取得につ

などについてわかり易く説明されました。また、複数税率対応レジを

いては、パート従業員も対象となる場合があり、注意が必要です。

導入した際の補助金制度についても説明されました。

セミナー終了後は、社会保険労務士による個別相談会もあり、事業所の個別のケース

１０月の消費税増税・軽減税率導入に向けて準備を進めましょう！

に応じた質問に対応していただきました。
斎藤社会保険労務士

請求書や領収書の記載事項も変わります。

食品表示作成セミナーを開催しました。

いよいよ１０月から消費税が増税されます。同時に軽減税率も導入さ
れ、それに伴い日々の処理がこれまでと異なるものがあります。日常的な

８月２０日（火）、美濃商工会本所に於いて、「食品表示作成セミナー」を開催しました。

例を挙げてみます。

食品表示は平成２７年４月１日から、食品表示に係る規定を一元化し、「食品表示法」に基づいて表示することにな

●請求書・領収書 記載事項
期 間
令和元年９月３０日まで

りましたが、加工食品・添加物については令和２年３月３１日まで経過措置期間が設けられています。措置期限も間

記 載 事 項

近であることから、今回のセミナー開催となりました。

①請求書発行者の氏名または名称

講師の島根県環境保健公社 食品表示アドバイザー 石田範子氏より、加工食品・

②取引年月日

添加物の食品表示の変更点をわかり易く教えていただき、その後、受講者が持参し

③取引の内容

た加工食品の表示をそれぞれ作成しました。特に栄養成分表示値の計算方法な

④対価の額

ど、きめ細かな指導を受けることができました。1 つを仕上げることで、他の加工品

⑤請求書受領者の氏名または名称
令和元年１０月１日から
令和５年９月３０日まで

※３ 交付された請求書等に⑥、⑦の記載がないと

上記①～⑤に加え

にも応用できるとのことです。

⑥軽減税率の対象品目であること

きは、交付を受けた事業者がその取引の事実に

●食品表示相談窓口（益田市）

⑦税率ごとに合計した税込み対価の額

基づき追記することができます。

●消費者庁ＨＰ

島根県の最低賃金が改定予定

※１ 請求書を発行せず領収書のみで取引を完了する場合の領収書記載事

島根県の最低賃金が次のように改

できます。

定されます。この最低賃金は、常用・臨

※２ 取引のすべてが軽減税率の対象となる場合でも、「すべて軽減税率対

時・パートなどすべての労働者と使用

象」などと記載します。尚、軽減税率の対象となるものがない場合は、特に「軽

者に適用されます。（最低賃金以下で
↑ 領収書のみで対応する場合の記載例

雇用することはできません。）
最低賃金の対象となる賃金には、時

●帳簿記載事項（消費税課税事業者）

●軽減税率対応レジの準備はお済みですか？

間外・休日・深夜手当や賞与・精皆勤

○仕入、経費を税率ごとに分け、その税率とともに記載します。

○消費税軽減税率制度への対応が必要な中小・小規模

手当・通勤手当・家族手当などは含ま

○売上を、税率ごとに分けてその税率とともに記載します。

事業者が複数税率対応レジ導入（補助対象機種）や受発

れません。

○９月までの消費税率８％の売上と、１０月からの消費税率８％

注システムの改修等を行い、申請することでその経費の

の売上は、区別して記載します。
●ご不明なことは商工会へご相談下さい！

一部が補助されます。申請するには令和元年９月３０日ま
でに契約等の手続きが完了していなくてはなりません。
申請を予定されている方はお急ぎ下さい。ご相談はも
よりの商工会へお気軽にどうぞ！

２

益田市プレミアム商品券取扱事業者登録はお済みですか？
取扱事業者登録の第一次募集は８月３１日で締めきりましたが、引き続き１２月

項は①～⑦を記載します。請求書を発行する場合は⑥、⑦を省略することが

減税率対象なし」などと記載する必要はありません。

→益田保健所 ＴＥＬ0856-31-9551

→http://www.caa.go.jp/foods/index.html

改定額（時間額）

２７日まで募集していますので、ご希望の方は商工会までご連絡下さい。

－青年部からお知らせ－

婚活イベントを開催します！

ＨＡＮＤＭＡＤＥ ＬＯＶＥ
★日

時

令和元年１１月１６日（土）

★会

場

ひだまりパークみと、東仙道公民館

★日

程

益田駅集合・受付 １２：００～１２：３０ （会場まで送迎）
グラウンドゴルフ・ＢＢＱ １３：００～１８：００
益田駅解散 １８：３０ （益田駅まで送迎）

790 円

（現行７６４円 →引上額２６円）
効力発生日
令和元年 10 月 1 日

★対

象

２０歳以上の独身男女

★定

員

２０名（男女各１０名）

★参 加 費

男性３，０００円/女性１，５００円

★申込〆切

令和元年１１月５日（火）

★申 込 先

美濃商工会青年部 ＴＥＬ０８５６－５２－２５３７

３

