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　新年あけましておめでとうございます。2019年は亥（いのしし）年で無病息災で守
りに徹する年という意味合いがあるようです。
　世界では、米国と中国が貿易戦争の様相を呈する中、今後の日本経済の舵取りが気
になる所です。人口減少が進む中で、外国人労働者の問題や今年実施される消費税増
税や軽減税率など問題が山積しています。
　南陽市商工会では、会員の大半を占める小規模事業者の為の振興条例を市により制

定していただくよう要請しております。これにより定着してきた事業であります一店逸品運動などを通じて観
光・物産面の充実を図り、交流人口増加を目指すなど南陽市を強くアピールしブランド化を進めてまいります。
引き続きご理解ご協力賜りますようよろしくお願い申し上げます。

　南陽市商工議員と商工会理事との懇談会が商工会大会議室において
開催されました。 
　冒頭、高橋商工会長から梅川商工議員団会長に商工会から南陽市に
対する要望書を手渡しました。 
　要望書の内容は、小規模企業振興条例の制定をはじめ、小規模事業
者支援強化について４項目、スマートインターチェンジの整備をはじ
め、地域振興・産業振興について６項目をご説明申し上げ、議員団か
ら力強いご支援をいただいたところです。 

　平成30年10月6日㈯にシェルターなんようホール（南陽市文化会
館）を会場に南陽市商工まつりを開催しました。物産市・テント
市・工業展のほか今年度は、３年前から行っている一店逸品事業の
パネル展示や即売等も行い、来場者は、真剣に改めて再発見、再認
識されました。また、屋外特設ステージのアトラクションの他、青
年部の有志らで制作したＮＡＮちゃんＹＯちゃんの着ぐるみ完成お
披露目もあり、来場者は約2,000人と多くの人出で賑わいました。

平成30年度の南陽市商工会「一店逸品」が決定しました！
一店逸品カタログは、市報（2/1号）に折込となります。
ぜひご覧ください。また、ホームぺージでも公開中です。
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会長 高　橋　和　義
ご あ い さ つ

表彰おめでとうございます
◆秋の叙勲・褒章受章者　　旭日単光章　　元南陽市商工会長　　　　落合堂淳夫
　　　　　　　　　　　　　黄綬褒章　　　㈱松田組　代表取締役　　松田　孝一
◆商工会連合会被表彰者
　全国商工会連合会　　　会長表彰　　和田　　廣
　山形県商工会連合会　　会長表彰　　山口　英樹　　深津　　悟　　皆川　俊一

議員懇談会・小規模基本法

南陽市一店逸品

２月５～８日　工業部会事業
　　　　　　　テクニカルショウヨコハマ出展
２月15日　確定申告受付開始　　２月22日　理事会

南陽市商工会スケジュール

事業所変更案内

㈱横山組
㈲鈴木鈑金工業
浅野興業㈲
赤湯プロパン㈱
㈱ハイジアパーク南陽
㈲石田製作所
㈲県南チップ
㈲宇佐美製材所
本田酒店
糸商ワタナベ
木村自動車鈑金塗装工場
皆川酒店
芳野ＹＭマシナリー㈱山形工場

住所
代表者
代表者
代表者
代表者
代表者
代表者
代表者
代表者
組織
代表者
代表者
合併に伴う名義変更

南陽市俎柳1138
平岡則夫
梅木健勇
小関弘志
小林　一
石田幸子
鈴木　隆
鈴木　隆
本田元子
㈱糸商ワタナベ
木村　茂
皆川裕之
代表　中川秀彦

事業所名 変更事由 変更後

新会員事業所紹介 ※受付順で記載

イル・レガーレ
スナック・エルベ
ビューティーハウスEmi
南陽郵便局
宮内郵便局
沖郷郵便局
荻郵便局
宮内漆山郵便局
梨郷郵便局
佐久間税理士事務所
Authentic Gate.
ファミリーマート南陽川樋店
床屋バルビエーレ
小岩沢簡易郵便局
オートリペアプラス

西田淳之介
嵐田　香
山口えみ子
冨樫誠司
鈴木一則
井上次一
髙橋英一
伊藤　浩
大熊真二
佐久間松雄
小野裕大
金田綾子
鈴木　哲
冨樫泰男
石井真矢

南陽市若狭郷屋506-2
南陽市赤湯838-42
南陽市赤湯394-5
南陽市二色根7-3
南陽市宮内3513-6
南陽市高梨591-6
南陽市萩330-4
南陽市漆山1923
南陽市竹原51
南陽市郡山1196-5
南陽市赤湯440-17山口テナント1F東
南陽市川樋1547-1
南陽市池黒1244
南陽市小岩沢34-2
南陽市池黒1260-1

飲食業
スナック
美容業
郵便局
郵便局
郵便局
郵便局
郵便局
郵便局
税理士

飲食業（バー）
コンビニ
理容業
郵便局

自動車整備業

旅館・飲食
旅館・飲食
サービス
サービス
サービス
サービス
サービス
サービス
サービス
サービス
旅館・飲食
商業
サービス
サービス
サービス

代表者事業所名 住所 業種 部会

山形県最低賃金が改正されました！

この最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されます。
【問合せ先】山形労働局 賃金室（☎023-624-8224）又は 最寄りの労働基準監督署

山形県最低賃金
効力発生日 平成30年10月1日 時間額 763円（24円UP）

南陽市商工まつり2018

　2019年もあっという間に１ヶ月が過ぎました。そろそろ確定申告の時期ですね。皆様はいかがお過ご
しでしょうか。商工会では節税や補助金の相談が相次いでいます。又、一年を振り返ると、創業相談

（補助金申請）が多い年でもありました。今年は4/1から「働き方改革関連法」が順次施行され①時間外労働の上限規制②年
次有給休暇の確実な取得③正規・非正規労働者の不合理な待遇差の禁止がルール化されます。また10月から消費増税に伴う
軽減税率導入も始まります。商工会では随時セミナーや説明会を開催しておりますので、案内等をチェックして見て下さい。
皆様から「こういう情報が欲しい」等ご意見ありましたら是非商工会までお寄せ下さい。遠藤誠

編集後記

◆平成29年度補正予算小規模事業者持続化補助金
・補助上限額　50万円（賃金引き上げ、海外展開の取組補助
　上限100万円）
・補助率　補助対象総事業費の２／３
・補助対象者　卸・小売業　従業員数５人以下、サービス業
　（宿泊業・娯楽業以外）従業員数５人以下、サービス業の
　うち宿泊業・娯楽業　従業員数20人以下、製造業その他
　（建設業）従業員数20人以下
◆平成30年度申請件数　40社　採択件数　35社
　（87.5%の採択率）

◆平成30年度山形県中小企業スーパートータルサポ補助金
・補助上限額　37.5万円（賃金引き上げの取組補助上限45万円）
・補助率　補助対象総事業費の１／２
・補助対象者　卸・小売業　従業員数５人以下、サービス業
　（宿泊業・娯楽業以外）従業員数５人以下、サービス業の
　うち宿泊業・娯楽業　従業員数20人以下、製造業その他
　（建設業）従業員数20人以下
・申請要件　国の小規模事業者持続化補助金に申請し不採択
　となった事業所
◆平成30年度申請件数　４社  採択件数  ３社（75%の採択率）

持続化補助金、県サポ補助金

検  索南陽市商工会　一店逸品

　東北税理士会米沢支部のご協力により、「無料税務相
談会」を実施致します。開催日程や申込み方法については、
下記の通りですので、各種税務相談にご活用ください！
◆開催日程：・午前10:00～午後12:00・２月14日㈭、３
　月８日㈮・午後１:30～午後３:30・２月25日㈪、２月
　28日㈭、３月６日㈬、３月11日㈪
◆開催場所：南陽市商工会館
◆申込方法：別途案内文書よりFAX・電話にてお申込ください。

無料税務相談会のお知らせ
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やまがた経営革新塾2018
◆期日　平成30年９月26 　　　
　　　　日㈬～10月24日㈬の間５回開催
◆会場　南陽市商工会館・２階大会議室
◆対象　経営者・若手後継者
◆講師　㈱ディセンター　代表取締役　折原　浩氏
　　　　写真庵　代表　永田知之氏
◆内容　経営状況まとめシート作成講座
　　　　（ビジネスプランの作成）
◆参加者　延べ59名

　下記要項により税理士による税務に関する無料
相談会を開催します。
◆日時：平成31年２月９日㈯午前10:00～午後4:00
　　　　平成31年２月10日㈰午前10:00～午後4:00
◆場所：イオン米沢店　１Ｆ
問合せ先　東北税理士会米沢支部
　　　　　広報担当　齋藤俊一（TEL22-1163）

◆ご融資対象
・常時使用する従業員が
　商業・サービス：５名以下
　製造業・建設業・その他：20名以下
・１年以上事業を営み、税金未納がなく、日本政
　策金融公庫の融資対象業種の方
◆返済期限　運転資金７年以内設備資金10年以内
◆利　　率　1.11％（31年１月４日現在）

　10月21日、サー
ビス業部会員25名
が参加し、宮城県
松島町方面へ視察
研修を行いました。
松島町の国宝瑞巌
寺を見学し、震災
復興伝承館では、
現地ガイドさんに
よる案内を受け、東松島市の野蒜地区を視察しました。

　青年部は総勢57名（12月末現在）で活動を行って
おります。恒例の「南陽屋台市」や「菊と市民のカ
ーニバル」等の事業を開催している一方、認知度が
高まっている「持続化補助金」を申請する部員が
年々増えています。今後も地域や経営に活かせる事
業を画策していきます。

　7月8-9日に東京
ANAにて研修し、
10月１日には羽黒
五重塔見学。普段
は入れないところ
まで見学でき貴重
な体験をすること
ができました。ま
た1月23日には法

改正に伴うフルハーネス安全帯の特別教育を南陽会場
（商工会館内）にて開催しました。

　女性部で開発した、
“食べれば南陽市の
良さがわかる”弁当
「宝箱弁当」を販売
しています。５個以
上、５日前までご予
約お願いします。
1,000円（税別）

　12月18日　エコキャ
ップ33㎏（ポリオワク
チン約５人分）、プル
タブ5㎏、使用済み切
手223gを寄託してきま
した。ご協力ありがと
うございました。

　女性部は４つの委員会からなっており、活動をし
ております。魅力ある地域づくりをめざし、毎年春
には、桜祭り会場での湯茶接待、中央花公園の花壇
整備事業を実施しております。また、今年は新幹線
で北海道へ行き地元ガイドさんによる「おもてなし」、
函館朝市、を視察して参りました。その他事業に役
立つ研修会や講習会を開催し多くの部員さんに参加
頂きました。
　私達と一緒に活動しませんか？いつでも皆様の参
加をお待ちしております！

　「いいもの発見 やまがた物産展」を、11月22日から
28日まで、東武百貨店池袋店にて開催しました。山
形県商工会連合会で目標としておりました売上１億
円を達成！
　開催期間中は、東武百貨店池袋店レストラン街と
のコラボ「山形メニューフェア」なども企画され大い
に賑わいました。

南陽・高畠・川西商工会特産品まつり2018
◆期日　平成30年10月27日㈯
　　　　午前10時～午後３時
◆会場　南陽市　交流プラザ
　　　　蔵楽（くらら）
◆主催　東置賜商工会広域連携協議会
◆内容　食の展示即売会、
　　　　技の展示説明即売会
◆出展者数　26社　◆来場者数　約550名
◆売上高　1,005,100円（24社合計）（１社平均41,879円）

　会員の情報や中小企業施策に関する情報を
発信しております。

　今年は300名を超える参加者が集った南陽市
出身の東京在住者の会。当商工会として地場
産品を現地販売してきました。売上は昨年よ
り約7万円UPの379,980円となりました。出店
にご協力いただいた各事業所の皆様ありがと
うございました。

　2019年10月１日から、消費税及び
地方消費税の税率が８％から10％に
引き上げられるのと同時に、消費税
の軽減税率制度が実施されます。軽
減税率制度の実施に伴い、消費税等
の税率は、軽減税率（８％）と標準
税率（10％）の複数税率となります。

◆軽減税率制度に関するお問い合わせ先
「消費税軽減税率電話相談センター」
【 専用ダイヤル】0570-030-456
【受付時間】9:00~17:00（土日祝除く）
・軽減税率制度についての詳しい情
　報は、国税庁ホームページ内の特
　設サイト「消費税の軽減税率制度
　について」をご覧ください。

　複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修等に要する経費の一部を補助することに
より、導入等の準備が円滑に進むよう支援する制度です。

複数税率に対応できるレジを新しく導入したり、対応できるように既存のレジを改修した
りするときに使える補助金です。

申請受付期限
A型及びB-2型 2019年12月16日までに申請（事後申請） 

上記期限（2019年9月30日）までに事業を完了することを前提に、2019年6月28日までに交付申請を行ってください。 B-1型

電子的な受発注システム（EDI/EOS等）を利用する事業者のうち、複数税率に対応するた
めに必要となる機能について、改修・入替を行う場合に使える補助金です。

複数税率対応レジの導入等支援A型

受発注システムの改修等支援B型

軽減税率対策補助金とは

軽減税率

商業部会商業部会 工業部会

旅館飲食業部会

エコ活動の取り組み

マル経融資制度のご案内 ワンストップ、ワンパッケージで創業支援！
まずは相談!!

創業プラン策定、融資相談、また税理士、コンサルタン
トなど専門家の無料派遣による相談など、創業に関する
あらゆる相談をワンストップで受けております。もちろ
ん創業後の経営相談にも対応いたしますので、創業前か
らの経営に関するワンパッケージでの支援を行います。

〈相談内容の例〉

・創業プラン（計画書）の作り方
・創業時の手続き
・創業時に必要な資金の調達方法（公的融資制度）
・立地・空き店舗情報に関すること　・記帳、税務に関すること
・創業後の経営指導　など…

創業に関する相談は「商工会」へ！経営相談 部会事業

女性部

「税理士の無料税務相談会」の開催のご案内

経営革新塾

特産品まつり

東京南陽会

東武百貨店池袋店にて開催
「いいもの発見 やまがた物産展」

ｅおきたまネットをご覧ください

エコキャップを山形銀行赤湯支店へ寄託

税務相談

事業計画・販路開拓

　11月19-20日に
豊洲市場を見学。
色々と問題のあっ
た豊洲ですが、10
月12日に開場した
ばかりのHotなス
ポットを巡りまし
た。また、大山ハ
ッピーロード商店
街にて研修し、これまでの取り組みと現状を伺いながら、
地元商店街の将来像について様々考えさせられる大変有
意義な研修となりました。

　平成30年11月27
日 ハイジアパー
ク南陽において、
南陽市との共催で、
講師に、山形放送
アナウンサー松下
香織氏をお招きし、
『ラジオ・テレビ
のうらばなし』と
題して講演会が60
名の参加で開催しました。その後、情報交換の場として
懇親会が行われ、会員同士の交流が深まりました。

青年部

　11月5-6日に酒
類業界の中でも市
場の成長が著しい
ウイスキーについ
て見聞を広めるべ
く「ニッカウイス
キー工場」の視察
を軸とした研修事
業を仙台市方面に
て実施。時代に合

ったウイスキー商品の開発や消費需要について学びまし
た。

○無担保○無保証人○低金利
商工会が2,000万円まで推薦します。

複数税率対応として、2つの申請類型があります。

ネットで検索ｅおきたま
検索  http://e-okitama.net/

注文先／南陽市商工会  Tel 0238-40-3232  Fax 0238-40-2626

1STOP
［ワンストップ］

1PACKAGE
［ワンパッケージ］

創業プラン
（計画書）の
作り方

記帳・税務
に関する
こと

空き店舗
情報

創業後の
経営指導

創業時の
手続き

公的
融資制度

建設業部会

サービス業部会


