小 野 田 商 工 会 議 所 会 報
The Onoda Chamber of Commerce and Industry News

Ｔ

Ｏ

Ｐ

Ｉ

Ｃ

Ｓ
■木曜！ラジオ de 回覧板
■消費税インボイス制度 10 月 1 日から登録申請書受付開始
■会議所新入会員のご紹介
■山口県の最低賃金
■ご利用ください

～商工会議所が未来を変える！～

１時間８５７円に
山口エキスパートバンク

小野田商工会議所
URL: https://www.onoda-cci.or.jp

小野田商工会議所 １０月の予定
1金

～今月の表紙～

2土
3日
4月
5火

コロナ対策相談/さんようおのだ起業塾②/青年部例会

6水

創業相談（IT）/山口東京理科大学連携委員会

7木

創業相談

8金

知財相談

9土
10 日
11 月

労務相談

12 火
13 水

コロナ対策相談/ Re：スタートプラン作成セミナー②

14 木
15 金

さんようおのだ起業塾③/コロナワクチン職域接種

16 土

コロナワクチン職域接種

17 日

コロナワクチン職域接種

18 月
19 火

創業相談/日本型インボイス制度の講習会

20 水

創業相談/元気塾①

21 木

法律相談

22 金

24 日
25 月

記帳税務相談

26 火

労務相談/さんようおのだ起業塾④

28 木
29 金
３０土
３１日

平成３０年３月２日に山口県指定文化財（天然
記念物）に指定されました。目通り（地上高 1.3ｍ
の幹の周囲）5.2ｍ、根回り約 12ｍ、樹高約 15ｍ
で国内最大級、樹齢はおよそ 250 年と思われ
ます。
暖地の海岸に近い山林に生育する木で、本
州（三重県以西）、四国、九州、沖縄、台湾、中国
大陸南部にかけて分布しています。
竜王山は標高 136.2ｍで、三方を海に囲まれ
た独立の山です。そのため、山地性と海岸性の
植物が混在し、独自の豊かな植生を見ることが
できます。この地にハマセンダンが生育してい
るのは、ここが海岸沿いの山地だからなので
す。
国内では、他に徳島県指定文化財のハマセ
ンダンなどが知られていますが、その周囲 3.6
ｍと比べても、竜王山のハマセンダンの大きさ
がわかります。

●今後の表紙について
今後会員さんの事務所や店舗の紹介を企画
中です。
掲載をご希望の方は、当所までご連絡下さ
い。

※お詫びと訂正

23 土

27 水

【竜王山のハマセンダン】

「商工おのだ」９月号掲載の「おのだ七夕ま
つり 2021 協賛事業者のご紹介」の中で事業
所名の表記を誤ってご紹介いたしました。
ここに訂正し、関係者の方々に深くお詫び
申し上げます。

（誤）㈱アグリーブラス
↓
（正）㈱アグリーフプラス
カレンダー内の個別相談について
個別相談は全て事前に予約が必要です。
ご予約等は当所にお問合せ下さい。
TEL 0836-84-4111

特別出演☆彡

ラジオで会員事業所を紹介

小野田商工会議所青年部
青年部会長
編集作業では、
「いかにお祭りの雰囲気をおうちで
『木曜！ラジオ de 回覧板』
瀬口 康道 さん
楽しんでもらえるか」を考えながら、見どころを演
地域振興委員長

出したそうで、
FM スマイルウェーブにて放送中！‐89.7MHz‐
毎月第３木曜日／１８時１５分～１９時００分

中川 大典 さん

動画の作成にあたった中川さんは、
「ご出演いただ
く各関係団体の皆様との日程調整がすごく大変でし
た」と語り、初めての試みに不安が入り混じる中で
準備を進めていたそうですが、それでも、このよう
なコロナ禍で、出演のお願いを快く引き受けていた
だいた方々の期待に応えたい！と、撮影した動画の
編集にも熱が入っていったそうです。
準備を進めると「実際に YouTube で動画配信をす
る上でのルールや制限があり、映像編集のとても良
い経験になりました」と振り返っていました。

（ラジオに出演する瀬口さん㊧、中川さん㊨）

９月１６日放送の「木曜！ラジオ de 回覧板」は、
去る８月７日（土）に開催された「おのだ七夕祭り
2021」の振り返り回として、当所青年部より瀬口康
道（せぐち やすみち）会長、中川大典（なかがわ
だいすけ）地域振興委員長をゲストにご招待。
初めての試みとなった“オンライン”開催までの
苦労話やエピソードを語っていただきました。
毎年夏の恒例イベントとして開催してきた「おの
だ七夕祭り」は、今年も新型コロナウイルスの影響
で屋外会場での開催は断念することに。
お祭り当日は、コロナ終息を願う打ち上げ花火の
ＬＩＶＥ中継と併せて、動画配信という新たな形で
の開催となりました。
「おのだ七夕祭り 2021 ～みんなのためにおうち
でできること～」というテーマのもと、例年実施し
ている短冊イベントや七夕笹飾りコンテスト、新企
画となったエール飯応援イベントなど様々な企画を
動画にまとめました。

「お祭り当日まであと１週間。。 色々もう間に合
わない！ 」と心が折れそうな時も、青年部の仲間
が助けてくれて、感染対策のもと皆で夜通し準備に
あたったことに、瀬口会長も「学生時代の文化祭実
行委員みたいな感じで、どこか懐かしい、楽しい時
間でした（笑）
」と笑顔で振り返りました。
番組の締めとなった選曲は、中川さんが大好きな
北海道ローカル番組「水曜どうでしょう」のテーマ
ソング『1/6 の夢旅人』
。
「どこか冒険しているかの
ような、そんな気持ちにさせてくれる曲です」と紹
介し、この夏の経験と重ねて選曲していました。
最後に改めて、ご協力いただいた全ての関係者の
皆様に感謝の気持ちを述べたお二人でした。
☆ 動画にご出演いただいた関係者の皆様。
☆ エール飯にご参加いただいた飲食店の皆様と、
多くのエールを送ってくれた地域の皆様。
☆ 可愛い願いごとから将来設計のしっかりした
願いごとまで、計２,５２８枚の短冊を届けて
くれた市内１３校の小学生の皆さん。
☆ 初めての試みにも関わらず、快くご協賛いただ
いた会員事業所の皆様。
本当にありがとうございました。

あなたもラジオに出演してみませんか？

青年部一同

自社を PR して販路を広げよう！

番組に一緒に出演し「事業の特徴」や「販売商品」
「技術」など
自社の魅力を PR することで、新たに販路を広げたい方、ぜひご出演ください！！
★番組名
★Ｍ Ｃ
★放 送

『木曜！ラジオ de 回覧板』
松原 淳子(まつばら あつこ)さん
毎月第 3 木曜 18 時 15 分～19 時

★出演のお申込み・お問い合わせ先
小野田商工会議所
0836-84-4111
本件担当 中村、平山、和泉まで♪

―

消費税

インボイス制度

―

令和５年１０月１日から「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」が導入されます。
適格請求書を交付できるのは、あらかじめ課税事業者として登録を受けた「適格請求書発行事業者」
に限られ、免税事業者からの仕入れは仕入税額控除できなくなります。（経過措置あり）
適格請求書＝売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された
ものをいいます。
【区分記載請求書（現行）】 ～令和５年９月

【インボイス】 令和５年１０月～

記載事項
①請求書発行事業者の氏名又は名称
②取引年月日
③取引の内容（軽減対象税率の対象品目である旨）
④税率ごとに区分して合計した対価の額
⑤交付を受ける事業者の氏名又は名称

記載事項
区分記載請求書に以下の事項が追加されたもの
①登録番号《課税事業者のみ登録可》
②適用税率
③税率ごとに区分した消費税額等

制度導入までのスケジュール
適格請求書発行事
業者登録受付開始

登録事業者
提出期限*

令和 3 年
10 月１日

令和 5 年
3 月 3１日

仕入税額控除方式

区分記載請求書等保存方式

免税事業者からの
仕入れ控除割合

100％可能

インボイス
制度開始
令和 8 年
10 月１日

令和 5 年
10 月１日

令和 11 年
10 月１日

インボイス方式（適格請求書等保存方式）
80%可能

50%可能

0%

*令和 5 年 10 月 1 日から登録を受ける場合

免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置
適格請求書等保存方式の開始後は、免税事業者等から行った課税仕入れは、原則として仕入れ税額控除
の適用を受ける事ができませんが、制度開始６年間は、免税事業者からの課税仕入れについても、仕入税額
相当額の一定割合を仕入税額として経過措置が設けられています。（上記表参照）
※この経過措置による仕入れ税額控除の適用に当たっては、免税事業者等から受領する区分記載請求書と同様の事項
が記載された請求書等の保存とこの経過措置の適用を受ける旨（80%控除・50％控除の特例を受ける課税仕入れであ
る旨）を記載した帳簿の保存が必要です。

●登録事業者になる（登録を受ける）には
・「適格請求書発行事業者の登録申請書（登録申請書）」の提出が必要です。
・登録は消費税課税事業者が受けることができます。登録を受けなければ適格請求書を交付できま
せん。登録を受けるかどうかは、事業者の任意です。
・税務署による審査を経て、登録された場合は、税務署から登録番号などの通知及び公表が行われ
ます。
適格請求書発行事業者になると
・基準期間の課税売上高が 1，000 万円以下となっても、登録の効力が失われない限り、消費税の申告が必要で
す。
・適格請求書の記載事項には、登録番号が含まれますので、現在使用している請求書等の様式の改定や、取引
先への登録番号の通知など、事業実態に応じて準備を行う必要があります。
・公表事項に変更が生じた場合や、登録を失効させる以下のような場合には、一定の手続きが必要です。

適格請求書発行事業者の義務
適格請求書発行事業者には、原則、以下の義務が課せられます。
〇適格請求書の交付 取引の相手方の求めに応じて、適格請求書を交付する。
〇適格返還請求書の交付 返品や値引きなど、売上に係る対価の返還等を行う場合に、適格返還請求書交付する。
〇修正した適格請求書の交付 交付した適格請求書に誤りがあった場合に、修正した適格請求書を交付する。
〇写しの保存 交付した適格請求書の写しを保存する。
※ 適格請求書発行事業者が、偽りの記載をした適格請求者を交付することは、法律によって禁止されており、違反した場合の罰則も
設けられています。

●免税事業者の登録申請手続
・令和５年１０月１日を含む課税期間中に登録を受けた場合は、登録を受けた日から消費税課税事業者
となることが可能です（経過措置）。
登録申請手続きの期限
原則令和 5 年 3 月 31 日

(令和４年) → ←
免税事業者

(令和５年)

免税事業者

登録日
令和５年１０月１日
→

←

適格請求書発行事業者
（課税事業者）

(令和６年)

→

適格請求書発行事業者
（課税事業者）

登録日以降は課税事業者となるため
消費税の申告が必要
適格請求書発行事業者になると
・基準期間の課税売上高が 1，000 万円以下となっても、登録の効力が失われない限り、消費税の申告が必要で
す。
・取引の相手方（課税事業者に限ります。）から求められたときは、適格請求書を交付しなければなりません。
・登録を受けるかどうかは、事業者の任意です。

インボイス制度に関するお問合せ先
●インボイス制度に関する一般的なご相談は、専用ダイヤルで受け付けています。
【専用ダイヤル】 ０１２０－２０５－５５３（無料） 【受付時間】 ９：００～１７：００（土日祝除く）
詳しくは国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）「インボイス制度特設サイト」をご覧ください

日本型インボイス制度の講習会
小野田商工会議所では、インボイス方式の概要を踏まえて、導入後の適格請求書発行事業者申請手続き
などについて、税理士がわかりやすく説明します。

日 時
会 場
講 師
内 容

お申込み

１０月１９日（火）１４時～１６時
商工センター２階大会議室
梅本修税理士事務所 梅本 修 税理士
①消費税の仕組み
②日本型インボイス制度の仕組み
③今後の対応について

小野田商工会議所(TEL0836-84-4111 ・ E-mail host@onoda-cci.or.jp)

会議所新入会員のご紹介

ご入会ありがとうございました

※令和 3 年 8 月・9 月にご加入された方で、情報掲載にご了解いただいた方のみ掲載しております。
事業所名

代表者

所在地

業種（事業内容）

FOODYELL(ﾌｰﾄﾞｴｰﾙ)

藤本 恵子

鴨ノ庄 260-2

商品開発品質管理アドバイザー

中建サービス

石川 勢津夫

くし山 2-4-25

屋根工事、一般建築塗装業

ワイエスケー

工藤 禎哉

高栄 2-8-16 A101

鉄工

TEACHER(ﾃｨｰﾁｬｰ)

井野 勇太

日の出 3-8-24

飲食業

車輪商会

三井 友紀

宇部市大字東須恵 2285-3 自動車販売、修理

(合)YuWa

仲田 裕

大字厚狭 1463-12

児童福祉法に基づく障害児通所
支援事業

上記以外に掲載不要希望の事業所が１件入会されています。

山口県最低賃金が改正されました

１時間 ８５７ 円
（効力発生日：令和３年１０月１日）
使用者はこの金額より低い賃金で、労働者（学生アルバイト等を含む）を使用することはできません。
なお、山口県内では次の特定（産業別）最低賃金も定めています。

特定（産業別）最低賃金（令和２年１２月１５日改正）
１．鉄鋼業、非鉄金属精錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、非鉄金属素形材製造業最低賃金
２．電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金
３．輸送用機械器具製造業最低賃金
４．百貨店、総合スーパー最低賃金

１時間９６７円

１時間８９３円

１時間９３７円
１時間８５９円

詳細は山口労働局（℡083-995-0372）又は最寄りの労働基準監督署に

小規模事業者経営改善資金（マル経資金）
【利用できる方】

・常時使用する従業員が５人以下の商業・サービス業（宿泊業・娯楽業を除く）、２０人以下の製造業、
建設業他
・商工会議所地区内で１年以上事業を営んでおり、所得を申告している。
・原則として６ヶ月以前から商工会議所の経営指導を受けており、経営内容が明らかである。
・納付すべき税金をすべて完納している。

◎対象資金 運転資金、設備資金
◎融資限度額 ２,０００万円
◎返済期間 運転資金７年以内／設備資金１０年以内
◎利率 １.2１％ （利率は経済情勢により変わります）
◎担保・保証人 不要
※詳しくは、小野田商工会議所までお問合せ下さい（℡

0836-84-4111）

会報の紙面をお借りして、山口東京理科大学の研究
を紹介いたします。ここで紹介する事例をはじめ、本
学の研究成果や技術にご興味がありましたら、地域
連携研究推進課へおたずねください。

の研究を紹介します！

大腸癌、膵臓癌に対して顕著な抗腫瘍効果を示す抗癌剤・
阻害剤の組合せの探究
薬学部 薬学科 基礎薬学分野
教授 西本 新

現在、我が国の死因の第一位は、悪性腫瘍ですが、死因の上位を占める大腸癌や膵臓
癌に対する標準的な第一選択化学療法として、抗癌剤である 5-フルオロウラシル（5FU）やゲムシタビンを基盤とした化学療法が広く行われています。しかしながら、これ
らの化学療法に耐性を示す癌細胞が出現し、癌が再発する場合があり、抗癌剤抵抗性を
克服する新規治療法の開発が求められています。
これまでに我々は、大腸癌細胞において、癌遺伝子 c-MYC が ABCB5（細胞膜上に発
現し、5-FU を細胞外に排出するポンプとして機能している）の発現を正に制御してお
り、c-MYC 阻害剤と 5-FU を併用することで、5-FU による抗腫瘍効果が増強すること
を明らかにし（J. Cell. Mol. Med., 19, 1569-81, 2015）
、さらに、膵臓癌細胞におい
て、抗癌剤抵抗性をもたらす原因とされている膵臓癌幹細胞のマーカーの一つである
Dclk1 を阻害することで、ゲムシタビンによる抗腫瘍効果が増強することを明らかにし
てきました（Oncol. Rep., 38, 3238-3244, 2017）。c-MYC 阻害剤や Dclk1 阻害剤を
併用することで、5-FU やゲムシタビンの抗腫瘍効果の増強が認められましたが、完全に
癌細胞は死滅しておらず、依然として抗癌剤抵抗性を示す癌細胞の集団は存在していま
した。そのため、抗癌剤抵抗性を示す癌細胞の集団に対して抗腫瘍効果を示す新たな抗
癌剤・阻害剤の組合せを見出す必要があります。
これまでの他のグループの研究報告や我々の研究データを基に、癌細胞の生存に深く
関わる複数の経路を阻害するような抗癌剤・阻害剤の組合せを立案し、実験で検証する
ことにより、顕著な抗腫瘍効果を示す抗癌剤・阻害剤の組合せを見出し、大腸癌、膵臓癌
に対する新規治療法の開発に繋げていきたいと考えています。

【キーワード】大腸癌・膵臓癌、抗癌剤抵抗性、抗癌剤・阻害剤併用療法

問合せ先：山陽小野田市立山口東京理科大学 地域連携研究推進課 Tel:0836-88-4515

選任していますか？安全運転管理者
山口県警察
一定台数以上の乗用車や貨物車、バイク等を使用する事業所等には、安全運転管理者等を事業所等ごとに選任
し、公安委員会に届け出なければならないことが道路交通法第７４条の３に定められています。（道路運送法の規定に
よる自動車運送事業者など、この規定から除かれる業種もあります。）
安全運転管理者制度や届出に関するご質問は、管轄警察署又は警察本部交通企画企画課にお問合わせくださ
い。
■ 安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数
〇 乗車定員が１１人以上の自動車 1 台以上
〇 その他の自動車
５台以上
（大型自動二輪車又は普通自動二輪車は、それぞれ１台を 0.5 台として計算します。）
■ 副安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数
〇 自動車の台数が２０台以上４０台未満の場合は１人
〇 ４０台以上の場合は２０台増加するごとに１人

応援しよう！ レノファ山口！
第３1 節(9/２５)までの成績
勝点３2（８勝８分１５敗） 順位１５位
10 月の試合予定
10 月 3 日（日）14:00～ 東京ヴェルディ
（維新みらいふスタジアム）
10 月 9 日（土）14:00～ アルビレックス新潟
（デンカビッグワンスタジアム）
10 月 17 日（日）14:00～ 水戸ホーリーホック
（セービング陸上競技場）
10 月 24 日（日）14:00～ 京都サンガ F.C.
(サンガスタジアム)
10 月 30 日（土）14:00～ジェフユナイテッド千葉
(フクダ電子アリーナ)

会報「商工おのだ」
チラシ折込サービスのご案内
当所では、会員に毎月お届けしている小野田商工会議所会報
「商工おのだ」に、貴社の広告チラシを同封し、約１，05０社の会
員事業所へ配送するサービス（有料）を行なっています。事業所
向けの格安で効果的な宣伝手段としてご活用下さい。

折込１回（１枚）につき１６，５００円（税込）
※２枚目は、５，５００円（税込）。（１回２枚まで）
◇申し込みは、折込月の前月２０日まで、チラシの納品は
前月２５日までにお願いします。
◆お申込み・お問合せ先
小野田商工会議所 総務（℡

0836-84-4111）

所報「商工おのだ」に

“広告”を出しませんか？
貴社のＰＲに、小野田商工会議所報
「商工おのだ」をご利用ください。
広告蘭（ｻｲｽﾞ縦×横）

料

金 （税込）

３ヶ月契約

６ヶ月契約

1 ヶ年契約

裏表紙 1/2（カラー）

（継続掲載割引 10％）

（継続掲載割引 20％）

（継続掲載割引 30％）

（134mm × 180mm）

月 29，7００円

月 26，4００円

月 23，1００円

※毎月１回発行（発行部数：１，１００）
※１ヶ月だけでもＯＫ（33,000 円・掲載希望月等、事務局にお問合せ下さい）

低コスト

高開封率

経営者へ届く

従業員で回覧

