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鍋奉行(仁科町長)挨拶

第16代おぐに鍋将軍に輝いた「トロットロ♡
チーム名：いち藤

会場風景

会場全景

豚スジ鍋」

平成30年度第16回おぐに鍋まつりが11月4日(日)に開催されました。
当日は、鍋まつり日和の好天に恵まれ、町内外から多くの方に訪れて
いただきました。
鍋まつりに参加したチームは、10チームで遠くは、尾花沢市からも
出店いただきました。表彰は、来場したお客様の投票と特別審査員の
審査で決まります。お客様は、チケットに付いている投票券に美味し
かった鍋の番号を記入して投票してもらい投票数で優劣を競いまし
た。特別審査員の審査は、美味しさの他に見栄え、アイディア、販売
パフォーマンスも審査対象として点数を入れ、全審査員の合計点を反
映させています。このように厳正な審査の結果、新潟市から参加した
チーム名「いち藤」の「トロットロ♡豚スジ鍋」が鍋将軍になりまし
た。鍋の局は、チーム名「そば処丸武」の「鴨出しそば実鍋」。鍋奉
行は、チーム名「金太郎のこまものや」の「金太郎寄席鍋（牛すじト
マト鍋）」でした。
会場では、けん玉や利き酒大会がおこなわれました。山銀駐車場で
は、「おぐに再発見！自然の恵み大感謝祭」が同時開催され互いの会
場を行き来するお客さんが大勢いました。中心商店街通りには、自衛
隊の車輌や除雪車、白バイ、消防車、救急車等が並び、子供達が乗車
して楽しんでいました。さらに、高所作業車体験には、子供達が長蛇
の列で順番を待っていました。イベントでは、バルーンアートや保育
園の演奏、山形大学の花笠サークルの演舞、バンドの演奏などがおこ
なわれていました。
(担当：石塚主事)
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11月28日(水)に置賜地区選出の県議会議員との懇談会が米沢市「上杉
城史苑」で開催されました。県会議員の方々に商工団体協議会(3市5町
の商工会議所、商工会)が置賜地域の諸課題について要望しました。小
国町商工会から伊藤会長、木下副会長が出席し、新潟山形南部連絡道
路建設促進について要望しました。
(担当：渡部局長)

平成30年3月の小国町議会にお
いて「小国町内産品による乾杯を
推進する条例」が施行されまし
た。この条例をより多くの町民に
知ってもらい小国町産品の普及拡
大のためにポスターを作成しまし
た。
このポスターは、小国町内の飲
食店や宿泊施設等に掲示してもら
います。皆さんも会食や宴会等の
際に小国町産品を使った料理や地
酒を堪能してください。
(担当：渡部局長)

11月15日から「10%のプレミアム付き買い物券」
を販売しました。4,000万円分を販売し、総額4,400
万円の買い物券が完売されました。買い物券の額
面は、初めて1,000円としました。また今回、
「自
慢の逸品カタログ2018」と連動して各事業所が独
自のサービスを提供する事業となり、売上増進に
つながるものと期待しております。
さらに、12月下旬に福引き抽選会事業や年末
年始売り出し等の事業が企画されています。
(担当：佐藤課長)

きらきらお買い物券

フードセレクション
出展様子
平成31年度4月より「働き方改革関連法」が順次施行されます。都
道府県労働局、労働基準監督署において説明会を開催いたします。
開催場所、開催時間につきましては、下記のとおりです。
来年度直ぐに対応しなければならない法律等がありますので、受
講方お願いいたします。受講にあたっては、事前に申し込みが必要
ですので、下記事務局にお問い合わせください。
※申込、問合せ先：㈱リ－ガルマインド公共事業本部
担当：石井、佐々木電話：0800-222-3029(フリーダイヤル)

働き盛りの従業員が介護を理由に離職してしまうと、経験を積んで
きた従業員などの企業の中核人材を失うことになり、企業にとって大
きな損失となります。事業主と従業員で仕事と介護の両立のために話
し合い、介護離職を防止しましょう。
お問合せ先：山形労働局雇用環境・均等室 電話：023-624-8228

地銀主催の「フードセレクション」に山形銀行
さんのご紹介で出展し、
「たかきびうどん」
「たか
きびジェラート」
「雑穀甘酒」等を出品しました。
来場者は、全国のバイヤーの方々が多く、関心を
寄せてもらい、サンプルの要望や見積もりなどの
要請が多くありました。
また、全国商工会連合会が主催の「ニッポン全
国物産展」が東京池袋サンシャインシティで開催
され、小国町も出展しました。今回「たかきび
ジェラート」と「たかきびソフト」を試食出品
し、健康志向に関心のある方々に対して手軽に美
味しく食べられるスイーツとして紹介してきまし
た。来場者からは、初めてたかきびを食べて「美
味しい」との評判を得ることができ、今後の販路
拡大につながるものと期待したところでありま
す。
(担当：佐藤課長)

全国物産展
出展様子
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従業員等の年末調整は、お済みですか？従業員や
専従者、会社役員等の源泉徴収に伴い年末調整を
おこない、1月20日まで納付・提出する必要があり
ます。
なお、今回の税制改正に伴って配偶者控除及び
配偶者特別控除が見直しになりましたので、ご注
意ください。
不明の点等がありましたら小国町商工会、税務
署にお問合せください。
（担当：石塚主事）

平成31年2月26日と3月8日に東北税理士会長井
支部のご協力による「無料税務個別相談会」をお
こないます。開催時間や申し込み等につきまして
は、下記のとおりですので、各種税務相談にご活
用ください。
(1) 開催日時 31年2月26日、3月8日
午前10:00～午後3:00
(2) 開催場所 小国町商工会指導室
(3) 申込方法 個別相談のため相談時間を
調整させていただきますの
で、事前に小国町商工会ま
でお申し込みください。
(電話、ＦＡＸでも可能)
※詳細は、後日ご案内いたします。
(担当：石塚主事）

(1)

配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正
配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の
合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除
の適用を受けることができないこととされました。
配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象とな
る配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされま
した。
(2) 扶養親族等の数の算定方法の変更
扶養親族等の数の算定に当たり、配偶者が源泉控除対
象配偶者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加
えて計算することとされました。また、同一生計配偶者
が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加
えて計算することとされました。
(3) 給与所得者の扶養控除等申告書等の様式変更等
扶養者控除等申告書等の様式が変わりましたので、新
しい様式をお使いください。

ＩＤ・パスワード方式を利用してｅ-Ｔａ
ｘで送信すれば申告完了！
申告書の控えもＰＤＦ形式でスマホに保存
できるんです！
ＩＤ・パスワード方式を利用するには、平
成30年1月以降に税務署や確定申告会場で
職員と対面による本人確認をおこなった後
に発行されたＩＤ・パスワードが必要で
す。
まだお持ちでない方は、運転免許証等の本
人確認書類をお持ちの上、お近くの税務署
(どこでも可)の総合窓口にお越しくださ
い。
(担当：石塚主事）

山形県の最低賃金が10月1日に改定され、さらに12月25日から
特定産業別の最低賃金額が改定されました。特定産業種に該当
する事業所は、従業員の給与(時間額)を確認し、適性に支給く
ださい。
(担当：遠藤主事）
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10月11日（木）置賜地区商工会青年部連絡協議会の交流ス
ポーツ大会が小国町民総合体育館にて行われました。この交
流スポーツ大会は、スポーツを通して置賜地区商工会青年部
の交流を図る
事業で今回は
小国町が幹事
でした。小国
町外からは20
名、小国町か
らは4名が参
加しました。
交流スポーツ
大会では、バ
スケットボー
ルを行い、大
参加者集合写真
試合風景
会結果は1位南陽、2位白鷹、3位小国という結果でした。その後
の懇親会では、お互いの青年部活動の情報交換をしながら交流を
図りました。青年部に加入すれば、町内外の青年部員と交流する
ことができます。ぜひ、小国町商工会青年部へ加入し、一緒に活
動しましょう。
（担当：石塚主事）
青年部・女性部は、商工業に携わる仲間と
親睦を深めながら、地域振興、福祉活動を積
極的におこなっております。

＝主な事業＝
・各種セミナーの開催及び参加
・福祉活動への参加
・地域振興に係る事業の実施
・親睦会 etc.
私達と一緒に楽しく活動してみませんか！
申込、問い合わせは、商工会及び青年部
員、女性部員にお気軽にお声掛けください。
また、皆様の事業所等で参加させても良いな
と思われる従業員がいらっしゃいましたら、ご
推薦ください。お待ちしております！
(青年部担当：石塚主事)
(女性部担当：遠藤主事)

9/4（火）山形県商工会女性部連合会主催のトップ
セミナーが開催されました。
若手後継者等育成事業と提案公募型事業の成果発表
会ということでＨ29年度に開催された各女性部の活動
報告を聞き、現状について考え、気づきを促すことで
リーダーの育成を目的としています。
オリエンタルカーペット㈱渡邊博明社長の講演も拝
聴しました。来年度は小国町商工会女性部が環境改善
促進事業を開催する予定です。
(担当：遠藤主事)

山形県では、火災や災害時に活躍している地域消
防団に対して地域挙げて応援してもらうために「や
まがた消防団応援事業」をおこなっております。今
回、今まで以上に地域の方々が各地の消防団の活躍
を応援する目的で「応援事業所」制度を立ち上げま
した。
各地域の消防団員が各店舗、事業所で買い物等し
た時に「消防団員カード」を提示した際、店舗、事
業所独自のサービス等の提供をおこなっていただ
き、消防団員をサポートすると共に消防団の活躍の
支えとなってもらう事業です。
応援事業になるには、簡単な登録が必要ですの
で、山形県危機管理課消防保安担当にお問合せくだ
さい。電話023-630-2228
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10月11日～12日に宮城県東松島市への視察研修をおこない
ました。この研修は、全国商工会女性部連合会で展開してい
る、おもてなし交流事業「おもてなしプラン」を利用して、
東松島市商工会女性部の皆様と「お茶会交流」での情報交換
と、吉木女性部長（東松島市）にご案内いただき、東松島航
空自衛隊基地でブルーインパルスを見学し、さらに嵯峨渓谷
を遊覧、最後は女性部員の民宿に宿泊して東松島の魅力を堪
能しました。
東松島市商工会女性部が「おもてなしプラン」をどのよう
におこなっているのか、実際に体験しながら視察することが
できました。
今後この研修を生かして、小国町商工会女性部としても事
業を計画していきたいと思います。
(担当：遠藤主事)

東松島市商工会女性部との交流

10月24日に飯豊町商工会女性部主催の環境改善促進事
業「ミツバチを通して環境問題を考える」に参加してき
ました。
飯豊町の土屋養蜂 土屋光栄氏より講話をいただき、
飯豊町商工会女性部が考案したハチミツ料理を堪能、朝
日町で蜜蝋キャンドル製造工房 ハチ蜜の森キャンドル
安藤竜二氏を講師に蜜ろうキャンドル・蜜ろうハンドク
リーム作りのワークショップを行いました。
平成31年1月に小国町商工会女性部主催「蜜ろうハン
ドクリーム作り」の講習会を開催予定です。
(担当：遠藤主事)

10月25日、小国小学校前に設置していたピラミッド花
壇の鉢を片付けし、駅前プランターにチューリップの球
根を植える作業をおこないました。
小学校前の三角ピラミッドは、まだ花盛りで勿体ない
気がしましたが、雪が降る前にグラウンドへ移動して専
用のテントで雪囲いました。
駅前プランターには、昨年より沢山のチューリップ球
根を植えています。来春に駅前を通る際には、チュー
リップに目を向けてみてください。 (担当：遠藤主事)

３１年１月２５日
蜜ろうハンドクリーム作り
（ワークショップ）のお知らせ
日 時：平成31年1月25日(金)13:30～15:00
場 所：小国町商工会研修室 （アスモ３階）
参加費：５００円（10g容器付き）
対 象：どなたでも（定員２０名）
申 込：1月15日(火)まで ☎62－4146(9:00～17:00)
講 師：ハチ蜜の森キャンドル 代表 安藤竜二
内 容：蜜ろうやミツバチ、森のおはなしをききながらのワークショップ。ハチ蜜の森キャンドルの蜜ろうとオーガ
ニックオリーブオイルで肌にやさしいハンドクリームを作ります。天然素材100%なので、小さな子供にも
安心して使えます。
（担当：遠藤主事）
※アロマオイルを入れたい方は持込み可能です。自分好みの香りに仕上がります。
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小規模企業共済は、事業主等の退職金制度です。掛金が全
額所得控除でき、受給の際には、退職金控除が受けられま
す。将来の準備と節税対策ができます。

経営セーフティ共済は、売掛金や手形等の保全対策が
できます。

商工会では、会員の経営と福祉に資する各種共済を取り
扱っております。
掛金が安く特典も多い共済です。気になるものがござい
ましたら、是非、お気軽にお問い合わせください。
（担当：石塚主事）

山形県西置賜郡小国町大字小国町１６３番地
電 話 0238(62)4146
IP電話 050(3801)4237
Ｆａｘ 0238(62)4156
ＵＲＬ:http://oguni-shokokai.jp/
Email : ogui@shokokai-yamagata.or.jp

白い森ショッピングセンターアスモ３階
商工会は、経営に関する様々な相談に応じておりますので、
お気軽にご相談ください。

