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告
会 活動報

事業委員

で行く宮城２泊３日
〜東北最大都市 仙台 と 自然（蔵王・日本三景）
震災復興の今を観る 〜
ＦＤＡの出雲〜仙台便が就航されたことを受け、
事業委
員会では経済交流の一環として、震災復興の視察研修を
兼ねた宮城県内各所を巡るツアーを開催致しました。
10月5日、出雲空港を飛び立ち昼前に快晴の仙台空港
に到着した一行は、
さっそく東北の名所、蔵王連峰の御釜
へ向かいました。
しかし、残念ながら現地は別世界で、吹
き荒れる風と真冬なみの気温、数メートル先も見えない
濃霧と散々な天候のなか、少しでも視界が回復しないか
と暫く粘ってみましたが、霧が晴れる気配がなかった為、
やむなく下山しました。
10月6日、午前は女川町にて
震災復興視察を行いました。語
り部ガイドのアベさんにバスに
搭乗してもらい、震災の爪痕の
残る街並みをバスで周遊しなが
ら、海とともに生きる女川町民
の「防災」ではなく
「減災」に向けた復興の取り組みを厳
かにそれでいてユーモラスに説明されました。被災によ

商工会セミナーの
開催報告

り打ちのめされながらも前を向き、復興に向けて一歩ず
つ歩みを進めていく女川町民の強い意志に我々は身が
引き締まる思いがしました。
午後は、
まず、
日本三景の松島へ向かい、穏やかな天候
のなか遊覧船で絶景を満喫しました。次にニッカウィス
キー仙台工場を訪れ、工場の製造現場のほか、キルン塔、
仕込棟、蒸溜棟、赤煉瓦の貯蔵庫などを見学し、知見を広
めることができました。
10月7日、最終日は奥州領
主伊達政宗公ゆかりの地であ
る青葉城址へ登り、政宗像前
で記念撮影して瑞鳳殿を参拝
しました。
全ての行程を終え帰路につく頃、空は曇天模様で飛行
機も多少揺れましたが、一行は無事に出雲空港へと到着
することができました。
しかし、
ツアーから数日後に台風第19号が到来し、関
東・甲信地方と、
私たちが訪れた東北地方に甚大な被害を
もたらしました。もし、旅行の日程が一週間遅ければ、私
達も被災を免れなかったでしょう。
自然災害の恐ろしさと
ＢＣＰ
（事業継続計画）
の大切さを、
身をもって感じました。
この度の台風で被災された皆様には心よりお見舞い
申し上げますとともに、皆様の安全と被災地の一日も早
い復興を心よりお祈り申し上げます。

本年１０月より、消費税率引き上げに合わせ、軽減税率の導入やポイント
還元制度が実施されています。そこで、松江市内３商工会合同事業として、
全会員を対象に２つのセミナーを開催しましたので、
ご報告します。

消費税セミナー

キャッシュレスセミナー

８月２０日、商工会玉湯支所
に於いて、税理士法人錦織会
計事務所の錦織税理士・公認
会計士を講師に、軽減税率制
度導入などに向けた「実務会計セミナー」を開催しまし
た。
このセミナーでは、この度の税率引上げと軽減税率
制度の概要や会計実務などを説明いただきました。
参加者１９名は、
１０月分の請求書は税率８％と１０％が
混在していることや帳簿への記載方法など注意点を熱
心にメモされていました。
同じ税率８％でも、
９月までと１０月以降では国税と地
方税の割合が異なるため、取引がわかるようにしておく
必要があります。課税事業者の方は後から困らないよう
対策してください。

消費税率引き上げに合わ
せ実施されたポイント還元
制度に対応するため、
７月２３
日に商工会玉湯支所でキャッ
シュレスセミナーを開催し会員１６名が参加しました。講
師にシステムアトリエブルーオメガのきむらしのぶ代表
をお迎えし、
キャッシュレス決済の現状と導入について説
明いただきました。参加者は、多くあるキャッシュレス決
済の種類や導入のメリット・デメリットのほか、
補助金制度
について熱心に聞いておられました。
２０２０年６月までの予定でポイント還元制度が実施され
ます。キャッシュレス決済はお客様がお店を選ぶ選択肢
の一つにもなりますので、補助金の活用を含め、未参加
の方は今一度検討されてみてはいかがでしょうか。
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女性部
活動報告

八百万の神々集う縁の地 しまねにようこそ！

第21回商工会女性部全国大会が松江市で開催されました

第２１回商工会女性部全国大会inしまねが１０月２９日（火）、全国から
約２，
１００人の部員が参加し、
「松江市総合体育館」で盛大に開催されま
した。今年度は島根県での開催にあたり、会場準備から、交流会のおも
てなしまで県下の部員が協力して行いました。
記念式典では、中小企業庁 渡邉経営支援部長、島根県 藤原副知事、
松江市 松浦市長より、
ご祝辞をいただきました。主催者側として森全国連会長、石飛島根県連会長よりそれぞれ挨拶が
ありました。
「全女性連まち
（地域）づくり顕彰」ほか、全女性連各種事業の表彰も行われました。
各ブロック代表の主張発表大会では、関東ブロック代表の河内正子さん
（山梨県南部留中部商工会女性部）
が最優秀賞
を受賞されました。基調講演では、
万九千神社 錦田剛志宮司が
「神在月の国 出雲へようこそ」
と題し、講演されました。
交流会は、場所をくにびきメッセに移動して賑やかに開催されました。
アトラクションとして
「安来節」、隠岐國商工会女
性部による
「キンニャモニャ」
が披露され、大いに盛り上がりをみせました。
翌３０日には、当会管内の玉湯町に立ち寄りいただいた奈良県・石川県・広島県の３女性部
のお出迎えを行い、
ささやかなおもてなしを行いました。
この大会を通して、全国の女性部員さんとの出会いを大切にしつつ、女性部としての資
質向上を図り、商工会女性部の更なる発展を誓い、島根県での開催が無事終わりました。

青年部
活動報告 「令和元年度中国四国ブロック

商工会青年部交流会」開催報告

去る10月4日㈮、
5日㈯に表題の交流会が松江市の島根県民会
館で開催され、
中国四国地方の青年部員、
総勢約8百人が集い、
成
功裏に終えることができました。
各県代表による主張発表、
地方経
済をテーマにした基調講演、
県の枠を超えた部員同士の交流など、
自己研鑽に加え、
青年部組織の力が一層高まる機会となりました。
9年に一度、島根県で開催される本交流会には、中四国9県か
ら多くの青年部員が集い、大きな経済効果をもたらしておりま
す。当会青年部も運営に協力し、成功
の一助を担いました。
また、多くの会
員の皆様からも多大なるご支援を賜
りましたこと、厚く御礼申し上げま
す。ありがとうございました。
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「恋活」開催報告
去る10月13日㈰、定住対策事業として当会
青年部が企画・運営する
「 恋活 焼肉ビュッフェ
パーティー」
を、Hashimoto向（宍道町昭和）
に
おいて開催しました。今回で5回目となりました
この事業に、男性・女性各10名の参加者が出会
いを求めて集いました。
青年部員がスタッフとして事前準備から当日の
運営まで全てを担っておりますが、
その努力も実
り、
今回は3組の新しいカップルが成立しました！
今後も青年部は素敵な出会いの場を提供し、
定住人口増加と魅力ある地域づくりに取り組ん
で参ります。

まつえ南商工会 管内景気動向調査
平成31年4月〜6月期
●管内概況（対前年同期比の前期との比較）

今期の業況判断DIは、前期と比較して製造業は
6.7ポイントの悪化、建設業は20.0ポイントの悪
化、小売業は5.0ポイントの改善、サービス業は
16.7ポイントの悪化となりました。全業種でマイナ
ス40.0ポイント以下となっており、深刻な業況と
なっています。

●島根県の経済動向

今期の業況判断DIは、前期と比較して製造業は
23.3ポイントの改善、建設業は40.0ポイントの改
善、小売業は0.0ポイントと横這い、サービス業は
33.3ポイントの悪化となりました。一部で消費税増
税前の駆け込みがあったものの、業況は依然厳し
い状況となっています。

●島根県の経済動向

売

製造業

建設業

小売業 サービス業 産業全体

上
ＤＩ値

採

▲ 40.0 ▲ 80.0 ▲ 100.0

0.0 ▲ 50.0

算
ＤＩ値

▲ 60.0 ▲ 40.0 ▲ 75.0 ▲ 50.0 ▲ 55.0

資金繰り
ＤＩ値
業

▲ 40.0 ▲ 60.0 ▲ 75.0 ▲ 50.0 ▲ 55.0

況
ＤＩ値

▲ 40.0 ▲ 40.0 ▲ 75.0 ▲ 50.0 ▲ 50.0

●経営上の問題点
業種

業種

今期の経営上の問題点
●

●
●

生産設備の不足・老朽化
材料価格の上昇
請負単価の低下・上昇難

●
●

●
●

今期の経営上の問題点
購買力の他地域への流出
大型店・中型店の進出による競争の激化
人件費以外の経費の増加
材料等仕入単価の上昇

●管内景気動向天気図（対前年同期比）
業

種

売

上
ＤＩ値

採

製造業

建設業

小売業 サービス業 産業全体

▲ 16.7 ▲ 33.4 ▲ 100.0 ▲ 33.3 ▲ 42.1

算
ＤＩ値

▲ 16.7 ▲ 33.4 ▲ 75.0 ▲ 50.0 ▲ 42.1

資金繰り
ＤＩ値
業

0.0 ▲ 66.7 ▲ 75.0 ▲ 50.0 ▲ 42.1

況
ＤＩ値

▲ 16.7

0.0 ▲ 75.0 ▲ 83.3 ▲ 47.4

●経営上の問題点
●
●

下請業者の確保難

サービス業

●

今期の経営上の問題点 業種
生産設備の不足・老朽化
需要の停滞

小売業

業種

製造業 建設業

島根県の経済は、一部に弱い動きがみられるもの
の、持ち直しの動きが続いている。生産活動はこの
ところ弱い動きがみられる。雇用情勢は改善の動
きが続いている。個人消費は緩やかに持ち直して
いる。投資動向は持ち直しの動きが続いている。
（島根県の経済動向2019.9.4）

種

サービス業

●管内概況（対前年同期比の前期との比較）

業

小売業

令和元年7月〜9月期

管内24事業所

●管内景気動向天気図（対前年同期比）

製造業 建設業

島根県の経済は、一部に弱い動きがみられるも
のの、持ち直しの動きが続いている。生産活動はこ
のところ弱い動きが見られる。雇用情勢は改善の
動きが続いている。個人消費は緩やかに持ち直し
ている。投資動向は持ち直しの動きが続いている。
（島根県の経済動向2019.7.8）

対象企業数

●
●

●
●

今期の経営上の問題点
購買力の他地域への流出
大型店・中型店の進出による競争の激化
利用者ニーズの変化への対応
利用料金の低下・上昇難

※天気図について
ＤＩ値
30.1以上
景況天気

30.0〜10.1 10.0〜▲10.0 ▲10.1〜▲30.0 ▲30.1以下 ※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。
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新入会員紹介
木製品製造業（木桶、装飾品製造販売）

佐三郎桶店
中祖

ヒロシ

松江市八雲町熊野143-14
ＴＥＬ.0852-54-9055／FAX.0852-54-0350

ナ カ ソ ササブロウ

博志（中祖佐三郎）

玉湯支部

太陽光発電事業

松江市玉湯町玉造1183-8
ＴＥＬ.090-4693-6745

（合同）
大童（ダイドウ）

日本の伝統である
「木桶作り」を、皆様へ
お伝えできればと思っております。

会員事業所の活動紹介

ミ ホ

美穂

㈲常総工業（ジョウソウコウギョウ）

（ササブロウオケテン）
ナ カソ

タカハシ

とび工事業（足場工事） 八雲支部 高橋

コマツバラ

小松原

ヒデアキ

秀顕

八雲支部

松江市八雲町熊野433 ＴＥＬ.0852-54-0420

「合銀＋アミーゴ島根」

当会会員でグループホームを運営する
「㈱アミーゴ島根（百合澤正志社長／宍道町）
」は、老人介護問
題が深刻化するなか、福祉事業を通じて社会貢献を目指していますが、
この度、慢性的に不足していた
車椅子を
「ごうぎん一粒の麦の会」
から寄贈されましたので、
ご紹介します。

松江市
プレミアム付
商品券について

令和元

松江市では、消費税率引き上げによって低所得者・子育て世帯の消費に与える影
響を緩和すること、地域における消費喚起・下支えをすることを目的として、松江市
内の店舗・事業所で使用することができるプレミアム付商品券を販売しております。
この商品券は500円券10枚綴りを4,000円で販売し、住民税非課税者や幼児のい
る世帯主など一定条件にある方が購入でき、市内の登録店舗・事業所で使用するこ
とができます
（購入者の条件など、詳細は松江市特設サイトをご覧ください）。
なお、宍道町、玉湯町、八雲町の事業所の皆さまは、当会各本支所または松江商工
会議所で換金ができますので、
お近くの所へ受け取った商品券をご持参ください。
また、
まだ登録されていない店舗・事業所でも追加で登録することが可能
となっておりますので、お客様が使用された場合は受け取っていただき、商
工会において登録手続きと換金をお願いします。

出産後の
職場復帰奨励金をご活用ください
島根県内に本社（または主たる事業所）がある中小・小規模事業者等。
（社会福祉法人、医療法人、ＮＰＯ法人、個人事業主なども対象です。）

支給要件

事業者への
支給額
申請期間

（例）サービス業の会社（従業員数100人）の、Ａ営業所（40人）は対象となりますが、Ｂ営業所（60人）は対象外となります。
・従業員数５０人未満の、島根県内の事業所（本支店、営業所等）
・産前産後休暇又は育児休業を取得した従業員を職場復帰させ、３か月以上雇用していること
・従業員の育児休業の取得について就業規則等に明文化されていること
・従業員の育児休業取得や出産後の職場復帰、子育てに関する支援に今後も取り組むこと

出産後復帰した従業員の休業期間が
①育児休業１７か月以上 ４0万円／人
②育児休業３か月以上１７か月未満 ２0万円／人
③育児休業３か月未満または産休のみ １０万円／人
従業員が職場復帰して３か月経過後から１年間

詳しい内容・申請方法は、お近くの商工会までお問い合わせ下さい。
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