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熊本地震販売支援

女性部

講習会開催

まつえ南商工会では、熊本地震の復興支援として、
被害を受けられた地域の特産品を広く販売・ＰＲを行い
被災事業者の支援をした。
１
１月６日に開催された
「宍道
産業祭」
にて特設ブースを開設し特産品を販売した。
当日は１０商品、
漬物、
醤油、
酢、
焼酎、
ラーメン、
カレー等の熊本産逸品を、
地域の方々に沢山購買頂き完売し
た。翌日、
購入者から
「昨日の商品がまだあれば買いたい」
との問い合わせが殺
到するほどの盛況ぶりであった。
熊本では本震から半年経った今でも困窮されて
いる事業所がある。
一日も早い各事業所の正常復帰と熊本の復興を祈りたい。

10月25日（火）午後1時30分から

玉湯支所「会議室」に於いて

観光商業サービス部会

発行日：平成28年11月30日

試作品
開発

１０月１８日
（火）部会事業として広島「宮島
商店街」
「おりづるタワー」
を視察した。当初、厳
島神社参拝の予定であったが、満潮と高潮が
重なり床上まで海面が上昇し入館できないハプニングが発生した。神社関係
者は予期せぬ現象と申された。
「宮島商店街」は大盛況であり、特に目についた
のは訪日観光客。
アジア圏域ではなく欧米欧州系が大半を占め、他地域との相
違が特徴的であった。各商店は特別な外国語表示は少なく、店主によると下手
な表示をするより、
コミュニケーションが好評とのこと。各店ともカード決済に
は対応済であった。
また厳島神社が世界文化遺産の指定を受けて20年。同島
への観光客が年間400万人を超える一方、島内の人口減少や空き家問題も深
刻化している事情もあった。
「折鶴タワー」は商業観光施設及びオフィステナン
トフロアからなり、広島マツダが９月２３日にオープンした。展望階は、広島市内
が一望でき、眼下には見たことのないアングルで原爆ドームを捉えることがで
きる。新しい「ヒロシマ」の観光地になるであろう。

浜田市在住の福島明淑氏
（法廷通訳・ミョン
スクハングル友の会主宰）を講師に、外国語・
外国文化講習会
（韓国編）
を実施した。
韓国との生活作法の違いについて、民族性
等具体的に説明があった。お互いのことを理
解し、お客様の受入れをしてもらいたいこと、
気軽にあいさつを交わしていただきたいとお
話された。今後、アンニョンハセヨ
（こんにち
は）
・カムサハムニダ
（感謝します）
・アンニョヒ
カセヨ
（さようなら）のあいさつからチャレン
ジしていくことでおもてなしができ、
女性の強
み・視点を利用して現場で対応できるよう
きっかけ作りができた。

まつえ南商工会本所 TEL 0852-66-0861

会報・おいでネットで自社商品や事業をPRしま
せんか？まつえ南商工会では、会員事業所様の取
り組みを随時ご紹介しております。会報やおいで
ネットで自社商品や事業をPRしたい方はお気軽
に事務局までご連絡下さい。

玉湯支所 TEL 0852-62-1116

八雲支所 TEL 0852-54-0839

にんにく入り

配布物の適切な送付、事務局における会員事業所様へのサービス向上の為に
も、事業者の名称・代表者名・住所・電話番号等の変更がございましたら事務局
まで速やかにご連絡頂きますよう宜しくお願い致します。
また、送付物等に、事業者の名称・代表者・住所・電話番号等に誤り等があった場
合もお手数ですが併せてご連絡頂きますよう宜しくお願い致します。

事業所のPRしてみませんか？

猪ソーセージアンケート
スモーク

事務局からのお知らせ
事業者名・代表者名等の変更はお済みですか？

猪肉ソーセージ

味について
美味しい 60
まあまあ 18
まずい
1

味について
美味しい 52
まあまあ 23
まずい
1

価格について
500円
600円
700円

63
13
0

価格について
500円
600円
700円

60
10
0

サイズについて
大きい
5
ちょうどいい 72
小さい
1

サイズについて
大きい
8
ちょうどいい 64
小さい
1

本年より八雲地区の特産品を考えるワーキンググ
ループが立上り、商工会から観光・商業・サービス部
新宮大輔会長、土谷指導員と高木指導員がメンバー
に加わり、行政・猪肉組合・むらの駅やくも・JA等と
一緒に「猪肉の販売促進・加工品開発」
「 梅の生産性
向上・販売促進」
をテーマに協議しています。
猪肉の加工品として
「猪肉ソーセージ」の試作品開
発を行い、各方面で試食頂き、松江市産品相談会に
て専門家の意見を聞くなど商品化に向けて取組んで
います。
先日、地域イベントにて一般消費者に対してアン
ケート調査を行い、結果は下記のとおりとなり、概ね
好評でした。
今後、
さらなるブラッシュアップを図るとともに、新
たな加工品開発にも挑戦していきたいと思います。
商品化になったら
買いますか
買う
61
買わない 17

商品化になったら
買いますか
買う
51
買わない 22

小規模事業者持続化補助金について

小規模事業者を支援する補助金の公募が開始されました
この補助金は、小規模事業者が経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取組に対して、
原則５０万円を上限に補助金（補助率２／３）
が助成される制度です。
平成２５年度補正からこれまで６回の公募が行われ、島根県の商工会管内から１，
０５５件の応募があり、
６
５３件が採択されています。
まつえ南商工会管内でもこれまで１９件が採択され、販路開拓に伴う店舗改装、設備導入（冷凍庫、エア
コン等）、看板設置、
ホームページ作成等に活用されています。
この補助金を受けるためには経営計画を作り、
その計画を実現するために販路開拓が必要であることを示
す必要があります。
経営計画の策定等にあたっては商工会でご支援できますので遠慮なくご相談ください。
応募の締め切りは平成２９年1月２７日までとなっています。申請の際は商工会の事業支援計画書の添付
も必要となりますのでお早めにお申し込みください。
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研修会の
ご案内
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または働きざかり
対象 健康管理担当者の方、
世代の健康に関心のある方
（金）
日程 平成28年12月9日
13：30〜16：30
（受付13：00〜）
会場 島根県松江合同庁舎 2階 講堂
（松江市東津田1741-1 松江東IC近く）
内容 ①講演「健診を受けよう〜血圧の適正管理〜」
たまゆ内科クリニック
院長 越野健司先生
②ラジオ体操指導
ラジオ体操指導員 酒向氏
③トピックス「ストレスチェックについて」
・ストレスチェックの実際
島根県環境保健公社
健診事業課長 松本氏
・会社の中での体制づくり
㈱コダマ 総務部長 細田氏
申込み 12月6日㈫まで、
松江労働基準監督署安全衛生課
TEL0852-31-1166
主催 松江労働基準監督署、
島根産業保健総合
支援センター、
松江保健所など

平成２８年１０月１日
（土）改定

時間額 ７１８円

島根県最低賃金

詳しいことは島根労働局労働基準
部賃金室（TEL０８５２−３１−１１５８）
または、最寄りの労働基準監督署
にお問い合わせください。

必ずチェック！最低賃金 使用者も、労働者も。
◆地域別最低賃金

島根県内の事業場で働くすべての労働者に、
この島根県最低賃金が適用されます

◆特定（産業別）最低賃金

特定（産業別）最低賃金

時間額

発効予定日

製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業

８３６円

28.11.30

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業

８２０円

28.12.22

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

７５６円

28.12.25

自動車・同附属品製造業

８１２円

28.12.10

百貨店，
総合スーパー

７４８円

28.12.24

自動車（新車）小売業

７９０円

28.12.16

※詳しくは、島根労働局賃金室又は最寄りの各労働基準監督署にお問い合わせください。

松江市では、平成２９・３０年度の「建設工事」、
「測
量・建設コンサルタント」の入札参加資格申請、及び
「小規模修繕工事等」登録申請の受付を実施します。
入札参加及び登録を希望される事業者は、次のと
おり申請手続きを行ってください。

申 請 期 間 平成２８年１２月１日（木）〜平成２９年１月１６日（月）
登 録 期 間 平成２９年４月１日〜平成３１年３月３１日
申 請 方 法 【建設工事】、
【測量・建設コンサルタント】 島根県入札参加資格申請システムによる申請
【小規模修繕工事等】 郵送のみ（１月１６日消印有効）
申請書類等 ①
【建設工事】
【
、測量・建設コンサルタント】 １１月から松江市ＨＰにて手続きの詳細と併せて掲載
②【小規模修繕工事等】 １１月から松江市ＨＰにて掲載
契約検査課窓口（本館北棟２階）でも配布可能（平常の勤務時間内のみ）
※なお、①の登録業者は②への登録はできません。
［お問い合わせ・申請先］〒６９０−８５４０ 松江市末次町86番地

福島優貴

【入会日 10月25日】

労働者の方が失業した場合に、失業手当を給付したり再就職を促進する事業を行うた
めの保険制度です。
また、事業主の方へは、失業の予防、雇用機会の増大、雇用の安定
等に係る各種助成金制度が設けられています。

★労働保険に関する事務手続等は労働保険事務組合や社会保険労務士に委託することもできます。
★どなたでも、
事業主が労働保険の加入に必要な手続を行っているか否かをインターネット上で確認できます。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省トップページ
「分野別の政策▶雇用・労働▶労働基準」
＞
「施策情報▶労働保険の適用・徴収」
＞
「労働保険に関する総合情報はこちら」
＞
「適用事業場検索」

お問い合わせ先

島根労働局

労働保険徴収室

TEL ０８５２−２０−７０１０

国民年金第1号被保険者のみなさまへ
国民年金基金に入りませんか？
国民年金第1号被保険者の方が、老齢基礎年金
に上乗せして加入できる公的な年金制度です。
は
年金額は加入口数、年金受取期間は
給付の型によって決まります。
毎月の掛金は加入時の年齢、性
別、選択する給付の型と口数によっ
て決まります。
（上限68,000円）
問い合わせ先

島根県国民年金基金
基金

TEL.0120-65-4192 まで

松江市財政部契約検査課 ＴＥＬ
（０８５２）
５５−５４０３

好評です！商工会の『生命保障』
商工会会員様、従業員の皆様だけが
ご加入できる制度です！

松江市八雲町日吉226-18
電話 0852-54-1973
携帯 080-1914-1052

◆商工会だから割安（10％〜60％）
◆商工会だから安心！

土木工事はお任せ下さい !

詳細は商工会へお問い合わせください！
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雇用保険…

下記の産業に該当する事業場で働く労働者には、
それぞれの特定
（産業別）
最低賃金が適用されます。

【建設工事】、
【測量・建設コンサルタント】、
【小規模修繕工事等】の定期審査

代 表

労働保険とは労災保険と雇用保険を総称したもので、政府が管掌する強制保険制度です。
険の
労働保
続きは
必要な
加入手
！ 労災保険… 労働者の方が業務中や通勤途上に事故にあった場合に、
か
す
保険給付を行い、
被災された方や遺族の方の生活を保護し、
あ
で
おすみ
わせて社会復帰を促進する事業を行うための保険制度です。

平成２８年１０月１日から

島根県最低賃金 時間額７１８円

松江市入札参加資格等の
申請受付の実施について
（お知らせ）

新入会員紹介

一人でも労働者を雇用していれば労働保険に加入する必要があります。
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