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石見畳ヶ浦

いわみたたみがうら

（浜田市国分町）

浜田市国分町にある石見畳ヶ浦（いわみたたみがうら）。環境省が選んだ「か
おり風景 100 選」に県内から唯一選ばれた、国の天然記念物にも指定されて
いる景勝地です。明治時代の地震によって隆起した海床で、そこでは貝殻に
含まれる炭酸カルシウムなどが固まり、波の侵食によってできた腰掛け状の
岩（ノジュール）が見られます。
満潮時には、空が鏡映しになる光景も見られ、新たなインスタ映えスポッ
トとしても人気を博しています。
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令和 2 年度通常総会を開催
青年部、女性部通常総会を開催
新型コロナウイルス感染症で影響を受け
ている事業者の皆様へ
一般事業主行動計画策定支援（東出雲
町商工会 / 有限会社 寿山商店）
経営支援事例
（邑南町商工会 / 魚菜屋かっぱ亭）
クローズアップ商工会
（邑南町商工会、川本町商工会）
島根県から納税についてのお知らせ
放送大学からのお知らせ
石見事務所だより

日に

会員企業と地域の

【令和２年度事業計画】

②地域の課題解決に向けた取組

くりに挑戦

①時代の変化に対応した組織づ

商工会組織の構築

地域になくてはならない

「通常総会」を開催

令和２年度
商工会連合会は、５月
期）通常総会を開催しま

県連会議室に於いて令和２年度
（第
した。

持続的発展を支援
①経営発達支援における伴走型
を推進

③経営発達支援に資する人材の
育成
④安定的な自主財源確保による
財政基盤の強化

70

th

おかげさまで７０周年

〒699－1312 島根県雲南市木次町山方630－5
TEL 0854－42－8133 FAX 0854－42－8155
TEL 0852－25－0150 FAX 0852－25－0155

今回は、新型コロナウイルス感
染拡大の影 響に鑑み、正副会長
出席のもと書面議決による開催
②「事業承継」と「起業」の促

支援の推進

別会計の令和元年度事業報告及
進による地域の持続的発展

となり、一般 会 計 をはじめ 各 特
び収支決算、令和２年度事業計
③時代にあった経営を目指す会
員企業への支援
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画及び収支予算等が原案どおり
承 認 され ました。また、このた
びの表彰は下記のとおりでした。

石飛県連会長のメッセージ

援策を打ち出し、商工会は最も身近で信頼で
きる支援機関として会員事業者を支えるため
に全力で支援しています。
今年、商工会法施行 周年を迎えました。
商工会は、会員による会員のための組織であ
り、会員が力を合わせて活動する拠点です。
今こそ、この難局を乗り越えるために会員の
力を合わせ、知恵と行動力で環境変化に対応
し新たな時代を切り拓いていきましょう。企
業の元気が地域の暮らしを守り、地域を支え、
地域の未来をつくります。会員の皆様の力が
必要です。今、何ができるか考え、心を一つ
にして立ち向かいましょう。

【目標達成率実績表彰】

吉賀町商工会、西ノ島町商工会

斐川町商工会、吉賀町商工会、隠岐國商工会、安来市商工会、銀の道商工会

桜江町商工会、美濃商工会、

【保有口数純増実績表彰】
川本町商工会、美郷町商工会、

斐川町商工会、雲南市商工会、出雲商工会、奥出雲町商工会
東出雲町商工会、まつえ南商工会

【新規加入口数実績表彰】
【会員加入推進運動表彰】

商工貯蓄共済事業
会員加入推進運動

27

新型コロナウイルス
の感染拡大は地域の暮
らしや企業経営に甚大
な 影 響 を 与 え、 先 行 き
が見通せない厳しい状
況の中で売上減少や資金繰り、雇用問題等に
悩む企業や事業継続が危ぶまれる企業も多々
あり地域の衰退に拍車がかかることが懸念さ
れています。
こうした中で、国や県、市町村は様々な支

60

60

斐川町商工会、雲南市商工会、桜江町商工会、奥出雲町商工会、隠岐國商工会

令和２年度 島根県商工会

青年部連合会・女性部連合会 通常総会を開催
県青連・女性連は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を鑑み、令和２年度通常総会を書面議決によ
り開催しました。令和元年度事業報告、収支決算報告書及び令和２年度事業計画、収支予算等について
審議を行い、原案通り可決承認されました。

県青連通常総会

県女性連通常総会

４月 25 日（土）開催

４月 22 日（水）開催

●令和２年度事業計画
①組織の拡充・強化
②資質向上研修事業
③若手後継者等育成事業
④情報化・広報推進事業
⑤社会貢献事業
⑥男女共同参画社会づくり事業
⑦島根県商工会連合会、関係機関の諸行事へ
の参加並びに協力
⑧意見活動

●令和２年度事業計画
①青年部組織の強化
②青年部員の資質向上
③地域貢献活動の実施
④青年部組織・部員の積極的交流
⑤若手後継者等育成事業の推進
⑥ IT 活用による情報化の推進
⑦その他事業
⑧諸会議の開催
●新役員選任
副会長
三澤
理 事
澄川

将太（奥出雲町）
寛（吉賀町）

今後は新型コロナウイルスの感染状況を注
視しながら、役員会の Web 開催も検討しつつ、
各種事業の実施について協議していきます。

本年度の事業については、新型コロナウイル
ス感染症の状況を鑑みながら、随時、判断、検
討していきたいと思います。
皆様のご協力をお願いいた
します。

商工会はコロナ禍にある皆様の経営を
全力でサポートします！ コロナに屈しない！
■金利・保証料の要らない有利な借入制度

補助金

■設備投資・販路開拓にかかる

■休業手当を払い雇用を維持した際の助成金

■アフターコロナを見据えた事業計画の再構築

etc

■広く使える給付金

小さなことでも構いません！お気軽にご相談ください。
◆新型コロナウイルスに関する相談窓口◆
まつえ北商工会
東出雲町商工会
まつえ南商工会
安来市商工会
奥出雲町商工会

雲南市商工会
飯南町商工会
斐川町商工会
出雲商工会
銀の道商工会

川本町商工会
美郷町商工会
邑南町商工会
桜江町商工会
石央商工会
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美濃商工会
津和野町商工会
吉賀町商工会
隠岐の島町商工会
隠岐國商工会

西ノ島町商工会
島根県商工会連合会
〃
石見事務所

新型コロナ感染症で影響を受けている事業者の皆様へ
令和２年６月１日時点

事業全般に使える給付金を受給したいときは

コロナ禍を乗り越え販路開拓に取り組むとき

「持続化給付金」

「持続化補助金（コロナ特別対応型）」
●どんな制度？
コロナ禍が与える環境を乗り越えるため、小規模事
業者が取組む「コロナ感染症拡大防止対策」と「販路
開拓等」を支援する補助金です。
補助上限：100万円 補助率：2/3もしくは3/4
●申請締切：第３回受付 2020年 ８ 月７日（金）
第４回受付 2020年10月２日（金）
●その他：採択された小規模事業者は「事業再開枠」
にもエントリーできます。
補助上限額：50万円 補助率：10/10
補助対象経費：マスクや消毒液、体温計等
感染防止対策のための取組

●どんな制度？
新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな
影響（前年同月比で事業収入が 50％以上減少）を受
けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の
糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金
です。
給付額：法

人 ‥ 200万円（上限）

給付額：個人事業者 ‥ 100万円（上限）
●申請期間：～令和３年
１月 15 日まで

人の雇用を維持したいときは

無利子・保証料不要で資金調達したい

「雇用調整助成金（特例措置）」

「新型コロナウイルス感染症対応資金」

●どんな制度？
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ
た事業主が、労働者雇用維持を図った場合に、休業手
当等の一部を助成するものです。今回の特例措置では、
助成内容や対象が大幅に拡充され、需給要件の緩和等
でより活用しやすくなっています。

●どんな制度？
新型コロナウイルス感染症の発生に起因して売上高
等が減少している中小企業者等に対し、保証料不要、
当初３年間無利子、既往債務の借換にも対応した島根
県の融資制度です。
売上高▲５％
個人事業主

★厚生労働省・
雇用調整助成金ＨＰ

保証料ゼロ
金利ゼロ※１

（事業性あるいはフリー
ランス含む、小規模のみ）

中・小規模事業者
（上記除く）

※１
※２

売上高▲15％

保証料1／２※２
金利 年1.25％

保証料ゼロ
金利ゼロ※１

４年目以降 年1.10％（瀬金共有外）、年1.25％（責任共有）
県単独助成により実質保証料ゼロ

※まずはお近くの商工会へお気軽ご相談下さい。他にも各種施策を紹介しています

島根県商工会連合会

検索

お問い合わせ

・お近くの商工会
・島根県商工会連合会

TEL 0852-21-0651

事業承継の課題解決へ

事業引継ぎの相談窓口

島根県事業承継ネットワーク事務局

島根県事業引継ぎ支援センター

親族内承継を中心に事業承継に向けての課題の整理
事業承継計画の作成、課題解決のお手伝い、
事業承継に伴う経営者保証の解除支援を行います。

M&A、従業員・役員承継など、事業を引継ぐ際の
相談窓口です。譲受・譲渡希望社（者）の
引き合わせ、事業の引継ぎへの支援を行います。

松江市母衣町 55-4（松江商工会議所ビル 6 Ｆ）
Tel：0852-33-7481 Fax：0852-33-7482

松江市母衣町 55-4（松江商工会議所ビル 6 Ｆ）
Tel：0852-33-7501 Fax：0852-61-1171

※当事務局は、中小企業庁委託事業です。

※当センターは、中国経済産業局委託事業です。

商工連しまね 4

一般事業主行動計画を策定して、女性や育児中の
従業員が能力を発揮できる環境を整えませんか。
【一般事業主行動計画策定支援】とは

女性活躍推進法と次世代法に基づき、仕事と子育ての両立支援のための雇用環境の整備や、すべての従業

員の多様な労働条件の整備などに取り組む行動計画です。この行動計画策定のためのアドバイザーを派遣し
ます。行動計画を策定すると、
『女性活躍のための働きやすい環境整備支援事業費補助金』の対象になります。
詳細は県 HP をご確認ください。https://www.pref.shimane.lg.jp/josei_katsuyaku/
※補助金申請には以下の事が事前に必要です。
・しまね女性活躍応援企業への登録・こっころカンパニーの認定取得

昨年度、行動計画を策定して環境整備補助金でトイレを改修された

（有）寿山商店（東出雲町）の事例を紹介します。
有限会社寿山商店

女性活躍に係わる行動計画

年齢・性別に関係なく、働く人と組織が持てる力を最大限に発揮できる職
場環境づくりを目指して、以下のような行動計画を策定する。
１．計画期間
２．当社の課題

令和元年 7 月 1 日～令和 5 年 6 月 30 日

←行動計画

改修したトイレ

～省略～
３．行動目標
①計画策定時に在籍している女性社員の平均勤務年数を 2 年伸ばす。
②製造部門に女性社員を 1 名以上採用する。
４．取組時期と取組内容
～省略～

Ｑ．行動計画策定や補助金に取り組まれたきっかけは？
Ａ．従業員トイレの改修を経営指導員に相談したところ、補助制度を紹介され、行動計画策定に至りました。
Ｑ．行動計画策定にあたり、男女の平均勤続年数や管理職割合、労働者の平均残業時間などの項目について分析
シートを用いて自社の現状分析をされましたが、分析結果をみた感想は？
Ａ．財務諸表や原価管理表などはよく目にするが、従業員の勤続年数や年齢分布などを男女比という角度から見
て、大変興味深く感じました。自分の声をカセットに吹き込んで聞いたような感覚でした。
Ｑ．分析結果から課題を抽出し、アドバイザーの支援で行動計画を策定されましたが、よかったことは？
Ａ．他社の取り組み事例を聞けて良かったです。
Ｑ．行動計画策定後に職場環境を整備（トイレの改修）された一番の効果は？
Ａ．補助金に後押しされて、気になりながらも後回しになっていた労働環境の改善が図れました。今までは衛生
管理や営業活動のことはよく口にしていましたが、従業員が毎日使うものを実際に改修したことで、会社が
多方面に渡り少しずつでも変化しようとしている姿勢を示すことができ、従業員との信頼関係が築けました。

商工連しまね 5

★経営支援事例★

島根県の取り組み

自身では意外に気づきづらい〝不便さ”を解消して顧客満足度UP！
魚菜屋かっぱ亭／邑南町商工会
■業

種

飲食業（居酒屋）※ 6 月営業再開予定

■住

所

島根県邑智郡邑南町三日市 500

■電話番号

0855-83-1966

■営業時間

17：30 ～

■QRコード

LINE

Instagram

◎おつまみセット・お弁当・オードブルなど
テイクアウト実施、現在予約受付中

私は

補助金 』
『 小規模事業者持続化活用しました！

邑南町にて、
「河童」の言い伝えが残る川にかかる橋を渡って通りを少し行くと、民家に交じって「魚菜屋かっぱ亭」
が姿を現します。河童の言い伝えとこれにちなんだ当時の地元の「河童駅伝」を由来とし、平成 14 年に居酒屋を開店。
コロナウイルスのあおりを受けながらも、負けじと新たに「仕出し」事業へ積極的にチャンレンジしている気さくで
エネルギッシュな店主の田中健二さんにお話を伺ってきました！

取り組みのきっかけはなんですか？

商工会からどのような支援を受けられましたか？

ご縁あって、国際交流員の方によく訪れていただい

以前に青年部で一緒に活動していた勝部さんに現

たり、地元のお客様にも多くご来店いただいていま

状を相談したところ、「持続化補助金を使われません

す。これまで自分では気づきませんでしたが、海外の

か？」と提案がありました。元々、書類等をまとめ

方や女性のお客様が店内のトイレが和式であること

るのは不慣れでしたが、申請に向けて、わからない

に不便を感じていらっしゃることがわかり、
「それは

ことは逐一勝部さんに確認し、アドバイスを頂きつ

確かにそうだ！」とハッとしたことがありました。

つ計画等一緒に練って頂きました。

取り組みの成果・効果を教えてください！
店内のトイレを和式から洋式へと改修できたことで、不便さが取り除かれてお客様から喜びの声を頂くことが
あり、お店を利用してもらいやすくなりました。結果として顧客満足にもつながったと感じています。
料理を作るのが大好きで、商工会にお世話になりつつ、お弁当や巻き・握り寿司、オードブル等のテイクアウ
ト事業に現在は注力しています。地元の道の駅みずほでも販売中で、食材は地元産で「無添加」にこだわっており、
今だからこそ、日頃応援して下さるお客様に「健康でリーズナブルな食」を提供していきたいです！！

＊勝部 宏樹（経営指導員）＊

＊店主 田中 健二さん＊

いつも田中さんのパワーに
は圧倒されてます！何事にも
積極的で、色々な取り組みを
行われており、アイディアも
非常に豊富な方です。引き続
き支援を行わせていただきた
いと思います。

勝部さんとは青年部以来の
付き合いです。気心が知れた
仲なので気兼ねなく何でも素
直に相談できるため、心強い
存在です。これからも何かと
よろしくお願いします！
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クローズ
アップ
商工会

県内 21 商工会の取り組みを
毎号リレー方式で紹介します。

邑南町商工会
青年部主催行事 〈陰陽神楽競演大会〉
昨年 10 月 26 日（土）邑南町健康センター元気館において青年部主催の「第
44 回陰陽神楽競演大会」が開催されました。
島根、広島両県から神楽団 11 社中が出演して迫力の舞を繰り広げ、約 500 人

の観客を魅了しました。地元の美穂神楽団をはじめ、横田神楽団（安芸高田市）、筏津神楽団（北広島町）の
常連社中に、初出場の山之内神楽団（邑南町）、後野神楽社中（浜田市）の好演も加わり、大会は前年以上の
盛り上がりを見せていました。
神楽大会には毎年ほんとうに多くの方にご来場いただき、最後まで盛大に開催することができています。
これからも 44 年の歴史の上に胡坐をかくことなく、より多くの方に喜んでいただける大会にしていき、伝統
をつないでいきます。

川本町商工会
町づくりを物づくりから
川本町商工会がある川本町は古くから江の川を利用した水運で繁栄し、小売業を中心とした町として発展
してきました。今では過疎化の波にのまれ、寂れた町となっていますが、街の片隅には、わずかにその当時
の面影を垣間見ることができます。そこで、過去の栄華を復興する！！とまでは言いませんが、“ 物づくりの
町 ” として、少しでも町の活性化に繋がるように行政と商工会がタッグを組んで応援しています。その一端
として二つの新規事業者を紹介します。一人は “ 石見織企画室 ” を立ち上げた山内ゆうさんです。彼女は石
見地方でも、かつてはどこの家でも織物を行っていたことを聞き、「石見織」という総称での起業を決意され
ました。屋号を「石見織企画室」にしたのは、よそ者の自分が石見地方の織物を背負うのはおこがましいと思っ
・ ・ ・ ・ ・ ・
たためだそうです。「石見織らしさ」はまだ模索中ですが、素材に川本町三原地域の自家製綿や石州和紙を使
用して行きたいと言う事です。もう一人は “ 陶胎漆器 ” 製作者の小林紗友里さんです。彼女が作る作品は磁
器に漆を塗布する物で、現在では木の漆器が主流となり廃れてしまった製法です。技術を継承し、百年後も
千年後も残る陶胎漆器を作りたいそうです。お二人とも高い技能はもちろん人一倍強い心を持って取り組ん
でいらっしゃいます。商工会もできる限りの支援をしていきます。
皆様、よろしくお願いします。

陶胎漆器

石見織
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放送大学1
0 月入学生募集

島根県からのお知らせ

放送大学はテレビ (BS 放送 ) やインターネットで授
業を行う通信制の大学です。働きながら大学を卒業し

■ 申請により納税を遅らせることができます■

たい、学びを楽しみたいなど、様々な目的で、幅広い
世代の方が学んでいます。民間企業の方はハローワー
クで授業料の支援制度があります。
ただいま令和２年度 10 月入学生を募集しています。
詳しい資料を送付しますので、お気軽にお問合せくだ

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大
幅に減少した方は、申請していただくと、県税の納
付を最長１年間、無担保・延滞金なしで猶予できま
す。

さい。

対象／収入が前年同期に比べて概ね 20% 以上減

○出願期間

少し、納期限までの納付が困難な方

令和２年６月10日～８月31日、
９月１日～９月15日
（インターネット出願も受け付けております）

※詳しくは県のホームページをご覧いただくか、

○募集学生の種類

お近くの県民センターへお問い合わせください。

－教養学部－
科目履修生（６ヶ月在学し、希望する科目を履修）
選科履修生（１年間在学し、希望する科目を履修）

※申請には期限があるため、お早めにご相談くだ
さい。

全科履修生（４年以上在学し、卒業を目指す）
修士科目生（６ヶ月在学し、希望する科目を履修）
修士選科生（１年間在学し、希望する科目を履修）
○資料請求（無料）・問合わせ先
放送大学島根学習センター
松江市白潟本町スティックビル 4 階
℡：0852-28-5500
http://www.sc.ouj.ac.jp/center/shimane/
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（お問い合わせ先）

－大学院－

東部県民センター

0852-32-5632

隠岐税務部

08512-2-9617

雲南事務所

0854-42-9520

出雲事務所

0853-30-5532

西部県民センター

0855-29-5523

県央事務所

0854-84-9576

益田事務所

0856-31-9516

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている
事業者の方々をサポートします！
売上減少や資金繰りなど新型コロナウイルス感染症の影響による経営上の
お困り事は信用保証協会にご相談ください

セーフティネット保証や危機関連保証など各種保証制度で皆様を支援します！
経営相談窓口を開設していますのでお気軽にご相談ください

0120-40-5471

フリーダイヤル

営

島根県信用保証協会

業

出

雲

支

益

田

支

浜

田

支

部 松江市殿町 105 番地

TEL 0852-22-2837

店 浜田市殿町 83 番地 50

TEL 0855-22-0833

店 出雲市大津新崎町 2 丁目 24 番地
店 益田市あけぼの本町 10 番地 6

ホームページ

TEL 0853-21-4998

TEL 0856-22-4567

https://www.shimane-cgc.or.jp/

～ 頑張る企業・輝く企業をご紹介 ～

「経営支援事例」をご覧ください！
商工会では、夢や目標に向け積極的に頑張っ
ておられる皆様の取り組みを「経営支援事例」
としてまとめています。県連ホームページに
掲載しておりますので、ぜひご覧ください！

地震などの天災による損害も補償する！

大企業並みの充実した

福利厚生を提供します！
会費は１人月額１０００円！

健康診断助成

慶弔給付金

島根県火災共済協同組合



永年勤続・結婚
出産・入学・
成人・還暦・古希
傷病見舞金 など

その他サービス

割引施設利用
旅行助成 
教育助成 
インフルエンザ助成
など

☎ 0852-21-0249
元受団体 全日本火災共済協同組合連合会

お得な情報
盛りだくさんの
会報誌を毎月発行！

＜お問合せ先＞

東部地区の方はᴾ

西部地区の方はᴾ

ᴾ

ジョイメイトしまねᴾ



ᴾ

ジョイメイトいわみᴾ

一般財団法人島根県東部勤労者共済会
〒 

松江市母衣町 
松江商工会議所ビル２階
7(/ 

一般財団法人島根県西部勤労者共済会

〒 
〒697-0026
浜田市田町116-17
浜田市田町 
田原建築設計事務所1階
みのりやビル２階
7(/ 



KWWSZZZMR\PDWHRUMS

○地震・津波、台風の時も対応でき、事業再開に
かかる費用にお使いいただけます！
○事業再開時には迅速に共済金をお支払いします！
お申し込み、ご相談は県下各商工会へ

祝金・見舞金給付

 円上限／年

休業対応応援共済

KWWSZZZVZN\RVDLRUMS



まずはお気軽にご連絡下さい！
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銀の道商工会主催

「雇用調整助成金
説 明 会 」開 催

新型コロナウイルス感染症
拡大に伴ってその影響は瞬く
間に全国へと広がり、経済活
動の停滞は著しく、事業者に
おいては先行きを見通せない
現状に大きな不安を抱える
日々が続いています。
この状況で県下の各商工会
においては、被害状況把握や
諸支援策の情報収集および提
供、資金繰りや、持続化給付
金・雇用調整助成金等に関す
る問い合わせに対応するべく
相談窓口を開設し、日々様々
な形での支援を展開していま
す。
その一環として、銀の道商
工会では、５月 日（月）に
会員事業者向けに、売上減少
に伴い休業を行った事業主が
従業員に対して支払った休業
手当の一部を助成する「雇用
調整助成金制度」の説明会と
個別相談会が開催されまし
た。

載する助成額の算定に関する
質問等が挙がっていました。
続いて個別相談会が開催さ
れ、参加した事業者がより詳
細な点について質問・相談を
するために希望者のみが参
加。自社の場合においてはど
のような申請内容で何が必要
となるのかといった相談に対
し、田平篤氏が現状をヒアリ
ングしつつ、その会社に即し
た形での申請について説明を
行い、事業者が納得できるま
で真摯に対応にあたっていま
した。
今後も引き続き商工会で
は、事業者に対して申請に向
けてのサポートや最新情報の
提供等の支援にあたっていき
ます。
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説明会風景

講師には同市内の社会保険
労務士の田平篤氏（田平労務
管理事務所代表社員）をお招
きし、申請手続きが煩雑とさ
れる本制度について、対象要
件や助成内容および申請書の
記載方法や各種添付書類、申
請方法など、これまでの事例
も挙げ注意点を抑えつつ、ガ
イドブックや各種リーフレッ
トをもとに極力わかりやすく
かみ砕いての説明がなされま
した。
参加した事業主からは、休
業期間の設定や、申請書に記

個別相談会風景

石見事務所だより
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