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管内景気動向調査（平成29年7月〜9月期）報告
まつえ南商工会では、
独自に管内
（宍道町、
玉湯町、
八雲町）
の景気動向調査を実施しております
（対象企業数は管内24事業所）
。
この調査結果について、
島根県の経済動向と併せて報告します。

●管内概況
今期の業況判断DIは、前期と比較して製造
業は16.7ポイントの悪化、建設業は横這い、小
売業は80.0ポイントの悪化、
サービス業は66.7
ポイントの悪化となりました。全国的に業況の
改善が見られるなか、管内では小売業、サービ
ス業の悪化が顕著に表れています。

●島根県の経済動向
島根県の経済は一部に弱い動きが見られるもの
の、持ち直しの動きが続いています。生産活動は全
体として持ち直しの動きが続いており、雇用情勢も
改善が続き、個人消費も持ち直しの動きが続いてい
ます。投資動向も持ち直していますが、
このところ弱
い動きが続いています。
（「島根県の経済情勢」
より）

●管内景気動向天気図（対前年同期比）
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※DI値とは、Diﬀusion̲Index（ディフュージョン・インデックス）の略で、増加（好転）したとする企業割合から、減少（悪化）したとする企業割合を差し引いた値です。

●経営上の問題点
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購買力の他地域への流出
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請負単価の低下・上昇難

大型店・中型店の進出による競争激化

利用ニーズの変化への対応
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その他のなめし皮製品製造業

新入会員紹介

皮革工房
曽田

宍道支部

㈱ジョウショウ
勝廣 八雲支部

外国語会話授業業

ストーリーブック
イングリッシュアカデミー

松江市八雲町西岩坂922-5
ＴＥＬ.0852-54-1930
ＦＡＸ.0852-61-8799

高橋シンシア・マリー
板金業

ばんきんや

石倉

吉郎 八雲支部

松江市八雲町平原935 ＴＥＬ＆ＦＡＸ：0852-54-0291

酒場・バー
林

※３ページの「取材」欄を
ご覧ください。

〒699-0401 松江市宍道町宍道1427
ＴＥＬ＆ＦＡＸ：0852-66-2855
E-mail：atksyy62615-mikotosota@yahoo.co.jp

設備工事業

恩田

耕吉

尊（ひかくこうぼう みこと）

３ＵＮ３ＵＮ㈱（サンサン）

樹幸 八雲支部

松江市八雲町東岩坂49-2 ＴＥＬ.0852-54-2458
各種商品小売業
中尾

貴之

宍道支部

松江市宍道町佐々布684-1 ＴＥＬ.080-3877-8521
https://www.storybookenglish.com/
初めまして、54号線沿い宍道のセブンイレブンの隣
で「ストリーブック イングリッシュアカデミー」という英
会話教室をやっています。
こちらでは子供たちが遊びながら楽しんで英語を学
べるプログラムや、大人の方に向けたグループレッスン
やプライベートレッスン、企業へ出張しての英会話講習
なども行っています。
インバウンド対策など、従業員に英会話研修などをお
考えの事業所の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

はこぶね（ナカオカゾク クリーチャーズスタジオ）

玉湯支部
玉湯町玉造1241 玉造アートボックス2Ｆ
ＴＥＬ.0852-67-5050 E-mail：artboxhakobune@gmail.com

この度、
商工会に加入しました。
会員の皆様にはご指導のほど、
よろしくお願いします。
「わくわくが遊びだす」をコンセプトに、山陰のクリエーターによるアクセサリー、
キャンドル、器など取り揃えております。皆様とのご縁がございましたら、よろしく
お願い致します。
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ＪＲ宍道駅から徒歩数分、八雲本陣
の向かいにひっそりと店を構える「皮
至高の革細工
革工房 尊（みこと）」。
皮革工房 尊（みこと） こちらで製作される革細工は繊細
か つ 美 麗 、そ の 美しさに国 内 の み な
らず世界中に熱狂的なファンがおり、
その技術力の高さに他の皮革職人か
ら「これ 程 の 作 品を作るの は自分 で
は不可能」と賞賛と感嘆の声が上がっています。
今回は「皮革工房 尊（みこと）」のご主人、曽田耕吉さんにお話しを
伺いました。
新入会員を取材しました

世界にたったひとつの革細工
曽田さんのレザークラフトの特徴は、
この美しく描かれ
た 風景 。槌と専用の工具を使い、機械ではとても出来な
い精密かつ不規則な動きで、立体感や躍動感を付けていき
ます。実はこの風景を打つという作業、長年の修業を経た
としても製作するのは並大抵のことではなく、国内でも革
細工に風景を打ち出している職人は殆どいないとのこと。
なお、作品に描かれる風景は、写真等から映し出したものではなく、曽田さんの 心象
風景 であり、作品の中でのみ存在し続ける、
この世の何処にもない唯一無二の風景な
のです。
また、曽田さんの作品で描かれる生き物は、実際に手で触るまでそれが革細工
であることに気づかないほどで、
まるで毛皮をそのまま縫い付けたのではないかと思う
ほどのリアリティと質感です。
地域と子供たちの未来の為
曽田さんは作業机を通りに面した場所に設置されていますが、
それには理由が
あります。
それは、
登下校中の子供たちに、
職人の仕事風景を見てもらうためです。
「昔は、町中に色んな職人さんや仕事する大人たちがいました。今は町中のお
店も少なくなり、子供達が大人の仕事を目にする機会が減ってきています。私は
皮革細工を通して、子供たちに手仕事の素晴らしさをもっと知ってもらいたいと
考えています。」
子供たちのため、お祭りの時には特別に工房を開放し、
ワンコインで革細工の
ワークショップを開催しているという曽田さん。
この地域の未来を担う子供たち
のためにも、今日も一心に革を打ち、芸術品ともいえる革細工を生み出し続けて
います。
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女性部
活動報告

「雲東ブロック商工会女性部研修会を開催」
6月23日、八雲町「しいの実シアター」
に於いて、平成29年度雲東ブロック商工
会女性部研修会を、当商工会女性部が主管となり開催しました。来場者には開会
に先立ち「かやぶき交流館」
にておもてなしを行い、お抹茶のサービスや、部員が
撮影・製作した
「写真」
と
「大人のぬり絵」
を展示して、楽しんでいただきました。
研修会では、
ＮＰＯ法人あしぶえの代表、園山土筆さんに「あしぶえの50年、
これまで と これから 」のテーマで講演いただきました。1966年に松江市で
「劇団あしぶえ」を創立され、以降、演出・制作を手掛けながら劇団を育て、法人
化を経て、活躍の場を広げられています。あしぶえで運営されている108席と
いう
「しいの実シアター」では、主催する
「八雲国際演劇祭」が人気で、また、オリ
ジナルの演劇「セロ弾きのゴーシュ」はアメリカ、カナダの3つの国際演劇祭で
「第１席」
「 演出賞」等4つの国際賞を受賞されるなど、国内外から高い評価を得
ています。 こころの食べ物 である
「演劇」を人々の暮らしの中へ浸透させたい
と、
これらの精力的な活動について、抑揚感たっぷりで感動的なお話を聞くこと
ができました。

次に、劇団員によるワークショップを行ないまし
た。体の表現による伝言であるとか、動物になり
きっての1対1の会話など、会場内が笑いの渦に巻
き込まれるほどの大盛況でした。最後に、当商工会
女性部が１年前から健康講座として練習に励んで
きた「フラダンス」をシアターのステージにて披露
しました。
ブロック内の女性部員が一同に会し研修すること
により、互いに刺激し合って研鑽でき、親睦を深め
ることができました。

「県外視察研修『ジビエ料理』を堪能」
当女性部も３支部が合併して10年を迎えました。ぜひ女性部として、地元の原材料を利用・加工して特産
品を開発できないものか…。今後の足掛かりになればと、
ジビエ料理を食するため、10月20日
（金）部員12
名の参加で、鳥取市のジビエ料理レストランに出かけました。
鳥取県は平成24年に
「いなばのジビエ推進協議会」が設立され、鳥取県東部地域で捕獲されたシカやイ
ノシシを地域資源として有効活用するため、
ジビエのイメージアップと消費拡大に向けた取り組みが実施さ
れています。
ジビエ料理を提供している店舗は約20店ありますが、その中の「ペペネーロイタリア館」で
『猪
のテリーヌ』
『熊と鹿のパンチェッタ入りスパゲティ』
『鹿肉のロースト』などをいただきました。
シカ肉は色の
濃い赤みの肉で脂が少なくなめらかな肉質で、
クセのない味わいでした。
イノシシ肉は豚肉に近い感じで、
味は濃厚でしっかりとした肉質でした。
参加者からは、
「メニューを見なければイノシシ肉・シカ肉であることがわからず臭みもなくおいしかっ
た。家庭では鍋物・肉汁料理にするが、少し工夫すれば煮込み料理などできることがわかった。
テリーヌがお
いしかったけれど、加工品として簡単にはできないかねぇ。」などの感想がありました。
最後に高木部長から、次回は地元シェフのお話を聞いたり、
ジビエ料理講習会を開催したりする
など、部員の士気が高まるよう前進して行きたいと挨拶があり、研修会を終えました。
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「青年部
青年部
活動報告

2017恋活を実施」

まつえ南商工会青年部は、10月15日、宍道町来待の「レストラン・
ナチュール」
にて定住対策支援事業「2017恋活パーティー」
を企画、
開催しました。募集に対し、定員を大きく超過する程の応募があり、抽選の結果、男
性15名、
女性15名の出会いの場を提供しました。

参加者はそれぞれ全員と会話をした後、
ナチュールさん特製の二十数種類のスイーツを食しながら会話が
弾みました。
そして、
2組のカップルが誕生し、
その他にも解散後会話をされたり連絡先を交換されたりする等
の光景が繰り広げられ、
当日は小雨模様を窓越しに、
会場内の雰囲気は暖かく有意義な１日となりました。
来年も開催を予定いたします。
管内の事業所企業に該当の方がいらっしゃいましたら、
是非ご参加下さいませ。

まつえ南商工会
まつえ南青色申告会主催「税務セミナー」開催報告
10月11日、玉湯支所において「税務セミナー」を実施しました。松江
税務署から改正税法と消費税軽減税率制度について、板持税理士か
ら税務申告における留意事項について、それぞれにご講義いただきま
した。
改正税法では、平成29年分から導入されている
「セルフメディケー
ション税制」などについて説明がありました。セルフメディケーション
税制とは、国が指定する市販薬を年間12,000円以上購入していると、
それ以上（上限金額88,000円）が所得控除となる制度で、その詳しい要件などについて教えていただき
ました。また、板持税理士からは、税務調査の対象先がどのように選定されているのか、税務署の資料収
集はどのように行われているかなどについてお話いただきました。
税法は毎年のように変わっていきます。損をしないためにも、毎年その確認が必要となります。

平成２9年１０月１日
（日）

改定

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。

時間額 ７40円

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

平成２9年１０月１日から

島根県最低賃金 時間額７40円

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

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。
時間額

効力発生日

製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業

859円

29.11.22

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業

841円

29.11.30

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

775円

29.11.29

自動車・同附属品製造業

833円

29.12.10

百貨店，総合スーパー

750円

29.11.22

自動車（新車）小売業

812円

29.11.26

特定（産業別）最低賃金

※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。
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動報 告
ビ
商業サー ス部 会活
光
観

部会視察研修を実施

10月17日、鳥取県の観光資源を視察しました。
人気漫画
「名探偵コナン」
作者の出身地、
北栄町の
「青山
剛昌ふるさと館」
を訪れました。
町が建設し運営するこの施
設では、
幼少の頃の作者の横顔から現在までの活躍ぶりが
展示・説明されており、作者が幼少の頃から才能を窺わせ
る作品に感心し、
世界中の推理小説を数多く読まれている
ことが人気の源泉になっているということに感銘しました。
また、地元商工会がコナンをテーマに主導した
「米花コ
ナン商店街」や、空港内がコナンだらけの「鳥取コナン空
港」
も視察し、
最近ではアジア各国からコナン及び鬼太郎目
当てに来県する外国人が増加している様子を伺いました。
他にも、
「鳥取砂丘」
「砂の美術館」
「海鮮市場」
といった
最近の観光客増加スポットも見学し、
お隣の鳥取県の観光
事情を探索いたしました。

部会活 動 報 告
工業

工業部会事業所巡り
事業を実施

10月19日、会員事業所巡り事業を実
施しました。出席者は少数でしたが、工
業部会員48事業所の所在地を巡りまし
た。途中、外谷製紙㈱、㈱アドコン、㈲永
瀬工具研磨の3か所で事業所見学をさ
せていただきました。
事業所の規模、立地も様々ですが、新
たな発見やそれぞれの事業所の息遣い
が感じ取られた事業となりました。
今後もこのように有意義な事業を企
画しますので、部会員の皆さまの積極
的なご参加をお願いします。

商工会の共済制度

生命保障

建設部会では竹パウダーの活用について調査
研究に取組んでおりますが、今年は山間地で拡が
る竹害への対処、竹資源の活用などについて、専
門家による講演会を開催します。1〜2月開催で
調整中ですので、決定次第、会員の皆さまにお知
らせします。

入院

竹に関する講演会の開催予告

貯蓄

部会活 動 報 告
建設

①3つの保障を自由に
選択できます！
②月々の掛け金も自由
に選択できます。
③保障の掛け金を

40％〜80％と
大幅に軽減！
※同一保障内容
の場合

掛け金を安くしたい！保障内容がわからない！資金準備をしたい！

̬ᨖႻᛩᲢᚮૺᲣܱɶᲛ
お気軽に商工会へご連絡下さい
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まつえ南商工会

