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丸山県知事等 への
要望活動実施
令和３年９月１日（水）
、県連正副会長等が丸山
知事、田中県議会議長、田中商工労働部長に対し、
島根県庁に於いて県内各商工会から提案のあった
施策等について要望活動を行いました。以下、主
な要望内容についてお知らせします。

①新型コロナウイルス関連施策の更なる充実と支援強化
引き続き切れ目ない経済対策を実施いただ
くとともに、特に新型コロナウイルス感染症
の影響で売上減少の苦境に立たされている小
規模事業者への事業継続支援、ウィズコロナ、
アフターコロナを見据えた事業者の新たな取
り組みへの支援の更なる充実を要望。

県では制度融資による資金繰り支援

【回答】 や売上の回復に向けた消費の喚起策、
国の「事業再構築補助金」の計画策定を支援する
専門家派遣事業の拡充、売上が減少した飲食事業
者への給付金支給等を実施。引き続き県内の経済
情勢等を注視し、国の交付金を活用しながら必要
な施策を実施していきます。

②中山間地域・離島を支える小規模事業者への支援強化
長引くコロナ禍にあっても、着実に小規模事
業者と地域の持続的発展につなげるため、事
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地域課題の解決を図る中山間地域・

【回答】 離島での起業を市町村や支援機関と

業再構築や事業承継、創業等の小規模事業者

ともに全力で支援に取り組むとともに、引き続き、

への支援と商工会が取り組む地域課題解決に

中山間地域・離島で事業継続・展開を図る小規模

向けた支援の強化を要望。

事業者の実情に沿った支援を行っていきます。

③中山間地域・離島の持続的発展を支えるための経営支援体制の維持
危機的状況が長期化している中山間地域・離島
の小規模事業者の事業継続・発展を支えるために、
令和７年度まで現状の商工会の支援体制を維持い
ただくことを要望。

県内の中山間地域・離島の大部分を支え

【回答】 る商工会の企業支援は、本県の産業振興
や地域の維持・活性化に資するものであり、県内の経
済情勢等を注視し、支援活動に支障のないようしっか
りとした支援体制を検討していきます。

また、商工労働部長には以下の内容を要望しました。
◦消費を下支えするための需要喚起策の継続・拡充

◦事業の継続を支援するためのゼロゼロ融資の創設

◦事業の存続と雇用の維持を図るための支援制度の創設と拡充

◦わくわく島根起業支援事業の拡充

◦小規模事業者の持続的発展のための支援強化

◦商工会地域振興活動強化事業の拡充

◦相談対応支援拠点の整備に係る支援制度の拡充

コロナ禍の

最低賃金大幅引き上げに異議
～島根労働局長に異議申出書を提出

８月、島根 地 方最 低賃金 審 議 会は、最 低賃金引上額

として「異議申出書」を提出し、再審議と引上根拠の明示

32 円（時間額・現行 792 円→ 824 円）を島根労働局長

を求めました。その後、再審議されたものの答申どおり

に答申しました。これは中央審議会が示した引き上げ目安

決定、10 月２日に発効しました。

28 円を大きく上回る全国最大の引上幅で、引上率４％超

私達も賃金引き上げに反対している訳ではありません。

となります。明確な引き上げ根拠は示されておらず、他地

人材確保には待遇改善も必要です。しかし、コロナ禍で

域との賃金格差是正や人手不足、若者の流出防止などと

余裕のない企業が多い中での大幅引き上げは大きな打撃

報じられています。

です。

これを受け、県下の商工会からは「コロナの影響が長期

こうした中で、企業には、生産性向上や付加価値の高

化し非常に厳しい経営環境の中で、企業は事業の継続と

い商品・サービスの提供など更なる経営努力が求められま

雇用維持のために借り入れもしながら必死で頑張っている。

す。経営を良くし賃金をアップするには、経営者の努力は

なのに、なぜ今、なぜ島根で過去最大・全国最大の引き

勿論、従業員の協力が必要です。商工会としても経営支

上げなのか、到底受け入れない」との声が寄せられました。

援を強化するとともに県連合会も国や県に必要な支援策

そこで、県連合会では島根労働局長に対して会員企業

を要望してまいりますので、労使が目標を共有し力を合わ

の窮状を訴え、企業の実情が十分に踏まえられていない

せて経営改善を進めましょう。

地震などの天災による損害も補償する！

休業対応応援共済
○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

島根県火災共済協同組合
☎ 0852-21-0249
元受団体 全日本火災共済協同組合連合会
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島根県商工会青年部連合会・女性部連合会合同

島根のいいもの

島根県商工会青年部連合会・女性部連合会では、商工会法施行 60 周年を記念して、県内の
特産品などをセットにして販路拡大を目指す調査研究事業を行います。
東西に長い島根県は、県内でも知らないもの、知らないことがいっぱいあります。青年部連
合会・女性部連合会では島根県内全体でこの事業に取り組み、情報の交流・人の交流・モノの
交流を図りたいと思っています。
また、商品についてのモニターアンケートを行い、消費者の意見を事業所へ届け、新商品の
開発・商品の改良の参考にしていきます。
県内の青年部・女性部から提案いただいた商品をセットにして、11 月 1 日からネット通販に
よる販売を開始し、12 月中旬に一斉に発送します。6 セット各 100 個限定！お見逃しなく！！

事業
概要

島根のいいもの特産便が完成しました！
島根のいいもの特産便を 6 セット各 100 個、11 月 1 日（月）よりネット通販で販売を開始します。詳しくは、
同封のチラシ、または、各商工会までお問い合わせください。※なくなり次第終了

クラフト麦酒セット

しまねの地酒呑みくらべセット

行く年・来る年セット

食卓の味方調味料セット

しまね酔いしれセット

たばこ（休憩）にしようやセット

ジョイメイトしまねが社員の皆様の
福利厚生をサポートします!
●会 費：一人月額

1,000円（年間12,000円）

◎ジョイメイトしまねに加入すると以下のようなサポートが受けられます。

ー
ニュース掲載ツア
0円～10,000円割引

1,00

割引

割引指定店5%以上
熟年夫婦旅行

隔

年

10,000円補助

5 年 に1 度

永年勤続
円給付
5,000円～10,000

健康診断6,000

ツアー2,000円割引

隠岐汽船1,000

防接種
インフルエンザ予
600円補助

円補助

宿泊付き
円補助

忘新年会2,000

抽選で

円割引

お食事割引券
0円プレゼント

給付

助
各種チケット購入補

祝い金・見舞金等

1,00

「2,100事業所・29,500人をサポート中」まずはお電話下さい! ジョイメイトしまね
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☎（0852）28-6555

〔商工会法施行 60 周年記念事業〕

販路拡大調査研究事業
丸山島根県知事を表敬訪問しました！
10 月 14 日（木）、県青連 三澤会長、県女
性連 青野会長が、今回の事業でできた特産品
セットをＰＲするため、丸山知事を表敬訪問し
ました。
丸山知事には、今回の取組に至った経緯や、
県内の青年部、女性部の活動も合わせて知って
いただける大変よい機会となりました。
丸山知事に一番欲しいセットをお聞きした
ところ『たばこ（休憩）にしようやセット』だ
そうです。

青年部だより
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月 29 日（水）、中国・四国ブロック商工会青年
部交流会（鳥取大会）が Web にて開催されまし

女 性 部 だより

8

月 4 日（水）、リーダー研修会を開催いたしまし
た。オフィスうたことば 代表 石川達之氏にリ

た。主張発表大会では、雲東ブロック代表の塚谷昌史

モートにて講演いただき、感謝の気持ちを持ち、周り

さん（東出雲町）が「つなげていく責任～次の為にで

にある幸せに気付くこと、そして命の大切さを学びま

きること～」をテーマに発表されました。
結果は、優良賞で全国大会には進めませんでしたが、
青年部活動を通じて感じた「次につなげていく」こと
の大切さについて力強く発表されました。塚谷さん、

した。また、各商工会女性部長が『おもてなし交流プ
ラン』のＰＲを行いました。県内の交流を図りながら、
更なるブラッシュアップを行いたいと思います。

お疲れさまでした！

事業承継・事業引継ぎのお手伝い

島根県事業承継・引継ぎ支援センター
親族内承継・第三者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、課題整理マッチング支援及
び、事業承継に伴う経営者保証の解除支援を行います。

松江市母衣町 55-4（松江商工会議所ビル 6 Ｆ）
Tel：0852-33-7501 Fax：0852-61-1171
URL：https://smn-hktg.com
※当センターは、中国経済産業局委託事業です。

御利用ください！

独占禁止法相談ネットワーク
・各商工会では
✓独占禁止法
✓下請法
の相談を受け付けて
います。
・内容・御希望により公
正取引委員会の窓口
を紹介します。

秘密厳守！
こんなときは・・・
✓下請取引のトラブル
✓消費税の転嫁拒否
✓取引先の販売価格への
関与

相談窓口は、 最寄りの各商工会へ
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みんな、 どんな取り組みをして
私にも活用できる施策がある？
※各支援施策の内容・要件等は、変更される場合があります。

有限会社 池田材木店

住所：島根県隠岐郡隠岐の島町東郷宮田76-3
TEL：（08512）2-1166

ショールーム兼商談室の新設で営業力UP！
隠岐産材木の良さをお客様に上手く伝えられたらと思い、
事務所の一部を「木材ショールーム兼商談室」へ改装し
ました。実際に見たり触れたりしながらお客様とお話し
ができるので、商品提案がしやすくなりました！

販路開拓
小規模事業者持続化補助金
〈対象者〉小規模事業者等
〈対象事業〉
⃝販路開拓（新規顧客獲得、集客拡大等）の取組
⃝販路開拓と併せて行う業務効率化の取組
活 用 施 策：小規模事業者持続化補助金
支援商工会：隠岐の島町商工会

澄川酒店

住所：島根県鹿足郡吉賀町六日市 965
TEL：（0856）77-0022
HP：https://sumikawasaketen.com/

地元オリジナルのお酒を贈り物に！
地物を活かした特産品を作ろうと、県内酒造メーカーさ
んと協力して、吉賀町の果物を使用したお酒を開発。こ
の補助金を活用してラベルのリデザインや化粧箱を作り、
販売を強化しました！

地域資源活用

しまね地域産業資源活用支援事業補助金
〈対象者〉中小企業者等
〈対象事業〉
地域産業資源を活用した
⃝新商品・新サービスの研究開発
⃝既存商品・既存サービスの改良
活 用 施 策：しまね地域産業資源活用支援事業補助金
支援商工会：吉賀町商工会
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⃝販路開拓の初期段階の取組

商 工 会 が 伴 走 支 援 しま
す！

―

―

いるの？
そうだ！
！商工会に聞いてみよう！
！
詳しくは、所属又は最寄りの商工会へお問い合わせください。
おっこそ

乙社司法書士事務所

住所：島根県仁多郡奥出雲町三成 215-3
TEL：（0854）54-0044
HP：https://okkoso.sakura.ne.jp

司法書士事務所の開設準備！
事業を営むうえで必要なパソコン、耐火金庫、保
管庫等の備品購入、事務所改修、HP の作成と、開
業に必要なことに広く活用させていただきました。
お陰様で万全の体制で開業することができました！
活 用 施 策：わくわく島根起業支援事業費補助金
支援商工会：奥出雲町商工会

地域課題解決 ＋ 起業
わくわく島根起業支援事業費補助金
〈対象者〉・島根県内に居住している方又は居住予定の方

・これから事業を開始する方

〈対象事業〉
起業される地域の課題を解決する以下の事業
⃝中山間地域・離島の生活機能の確保に資するサービス
⃝まちづくりや地域の活性化に資するサービス

⃝教育や子育て環境の充実に資するサービス

⃝高齢者等の暮らしや福祉向上に資するサービス

～ 頑張る企業・輝く企業をご紹介 ～
商工会では、多様な経営課題と向き合いながら、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。
これまで築いてこられた物語のごく一部のご紹介ではありま

島根県商工会連合会

検索

すが、支援施策等を有効活用しながらステップアップされる
姿をぜひご覧ください！
＜これまで取材した企業＞
◦（有）鹿島緑化 ◦松江工機（株） ◦（有）豊島肥料店 ◦（株）山美世商会 ◦（有）ヤマヲ水産 ◦LOCOBLUE
◦丸上商店 ◦（有）わたなべ牧場 ◦吉田酒造（株） ◦（株）フレール ◦大正屋醤油店 ◦Tutti ◦（有）絲原
◦民宿たなべ ◦乙社司法書士事務所 ◦（有）三沢建設 ◦山県そば ◦玉算堂工業（株） ◦（合）宮内舎 ◦（株）陶山建設
◦富士寫眞館 ◦雲南市商工会青年部 ◦（株）なつかしの森 ◦直江薬品 ◦（株）ほくよう ◦日本料理ほう吉
◦（株）大社木工 ◦（有）けんちゃん漬 ◦御菓子とみや ◦柿谷商店 ◦（有）小田温泉 ◦旅館ますや ◦（株）小林工房
◦なかのや旅館 ◦（株）柳商店 ◦（有）創修 ◦川本食堂 ◦堀井金物店 ◦石見鴨山窯 ◦富士屋本舗
◦あべ農園 美郷農場 ◦美容室いと ◦一久庵 ◦魚菜屋かっぱ亭 ◦（有）森廣テック ◦岩本ダイス工業（株）
◦かどや商店 ◦ラビット商事（有） ◦（有）やなぎ水産 ◦（有）吉原木工所 ◦（有）光明堂 ◦佐渡村衣裳店
◦（株）TOP ◦（株）葵屋 ◦津和野周治療院 ◦香味園上領茶舗 ◦津和野もち日和 ◦カットサロン伸 ◦澄川商店
◦沢田太鼓店 ◦（有）木村屋 ◦（有）あずま家具住建センター ◦勝部表装（有） ◦（有）池田材木店
◦ローソク島クリエイト ◦Itarian Café Radice ◦江川畳店 ◦民宿福来朗 ◦米福畳店
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石 見事

だ
務所

より

石見地区若手経営指導員グループ研修会
８月３日～４日

浜田市の「いわみぷらっと

会議室」において、石見地区の若手経営

指導員があつまり、これまでの自身が支援し策定した経営計画や補助事業計画を振り返り、
スキルアップを図る研修会を開催しました。

計画の策定支援当時から少し時間を空け、もう一度、計画書の「良いところ」や「不足している視点」、
さらに事業がうまくいくには、「どのようなアプローチをしたら良かったと思うか」など参加者で検討しあ
いアイデアや視点の共有、自分自身の気づきを得ることで、スキルアップを図ることが出来ました。
今後、事業所を支援していく中で、皆様のお役に立てるように頑張ります。

商工会の

オンライン保険相談

体験してみませんか？

今加入している保険のことがよくわからない！
● 新型コロナや自然災害、必要な補償が足りている
か心配！
●

詳しくは商工会に
お問い合わせくだ
さい。
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商工会の 「オンライン保険相談会」 で
そのお悩み解決できるかもしれません！

無料！
簡単！

商工会ビジョン

川本町商工会

2020

～企業と地域を元気にするために
力をあわせて活動する拠点となる～

～地域経済と地域振興のために
中期行動計画に基づき始動～
川本町商工会では、商工会ビジョン 2020 に基づく新たな中期行動計画で、信頼さ

れる商工会を目指すための取組みとして会員ニーズを探る為の「会員アンケート」を
8 月に実施しました。また、会員ニーズに合致した情報をタイムリーに提供するため
のメール「重宝サービス」を 5 月からスタートしました。
「会員アンケート」は、平成 30 年に県下一斉に実施した会員アンケートの項目と同じとし、集計結果を対比する
ことで今後の経営支援や商工会組織のあり方の検討資料とします。

※「税務申告」が減少、「補助金申請、事業計画作成」が増加

「重宝サービス」の現在の登録事業
者 数 は 70 名（ 総 会 員 数 168 名 ）。
補助金などの支援施策をタイムリーに
提供することで、補助金申請に繋がる
など会員からは好評を得ています。ま
た、コロナ禍での業績向上に少しでも
貢献できるよう、Facebook による
会員事業所の紹介や情報発信も週２回のアップを目標に新たに開始しました。
川本町商工会では、身近な商工会をアピールするとともに「地域経済の核
となる商工会を目指す」ことで、商工会の存在価値を高めていけるよう取組
みを進めていきます。
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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！

商工連

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

しまね

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！

フリーダイヤル

出

浜

益

島根県信用保証協会

業

雲

田

田

支

支

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/

顔

小さなお店ですが、常にお客様の声に耳を傾けその期待に応
え続けて、ここまで元気に “魚屋” をやってきました。毎朝、浜
田港で水揚げとれたての新鮮な魚を買い付けに行き、旬の魚を
種類豊富に取り揃えています。今は、旬なお魚を中心に
「お食事」
・
「仕出し」・
「お惣菜」も提供しお客様に喜んで頂いています。
コロナ禍の中、手探りですが SNS や手作りチラシでの宣伝等
も行いつつ、皆様のご来店を心よりお待ちしているところです。
〒697-0003 島根県浜田市国分町1981-186
電話番号／0855-25-5065
営業時間／10：00～19：00 お食事／11：00～14：00L.O

10

「お魚のなかだ」で検索！
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