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新型コロナウイルス感染症が急速に拡大した結果、様々な業種に甚大な影響を与えております。関連する経営相談も
大変に多くなっていることからも、当地域における厳しい現状が伺えます。
このように厳しい状況のなか、事業継続の助けとなる様々な支援施策が国、県、市などから打ち出されており、今後も
さらに様々な支援施策の追加、既存施策の改善等が出てくる見通しです。当会からも多くの情報発信を心掛けておりま
すが、情報が大変に多いこと、追加・変更も頻繁に行われていることから、詳細な情報、適用の要件、
最新
の情報など、まずは「まつえ南商工会ホームページ」の特設ページにてご確認ください。パソコンやス
マートフォンで閲覧が可能です。
もちろん、
お気軽に商工会本支所へお問合せいただいても結構です。
この難局を乗り越えるためにも、
是非、商工会と支援施策を有効にご活用ください。

総代会開催報告

※書面決議により開催。詳細は次のページをご覧ください。

今年度の国内景気は、新型コロナウイルス感染症（以下、
「新コロナ」と表示）の影響で極めて厳しい状
況が続くと予想されています。緊急事態宣言が発令された直後に政府が発表した4月の月例経済報告で
は「新コロナの感染拡大で景気が急速に悪化しており、極めて厳しい状況」との認識が示されました。直
近の7月分では緊急事態宣言後に一部経済活動が再開されたことから「新コロナの影響により依然とし
て厳しい状況にあるが、このところ持ち直しの動きがみられる」と弱冠上向きの認識が示されておりま
すが、感染症の拡大がさらに大きくなるなか、依然として非常に厳しいままにあると言えます。消費、生
産、雇用などの指標が総崩れとなり、リーマン危機後の景気判断より厳しく、経済の正常化にはある程度
の時間が必要で、段階的に進めざるを得ず、景気のⅤ字回復も厳しいとみられています。
当地域でも新コロナ感染拡大により、飲食店は集団感染の影響から一時閉店を余儀なくされ、旅館で
は人の往来と外出自粛などによって休館せざるを得なくなりました。消費税率引き上げの反動から抜け
出せない個人商店でも客足が鈍るなど、新コロナの影響は多くの業種に広がっています。地域の経済は
回復の実感がないまま更に耐え忍ばなければならない非常に厳しい状況におかれることになりました。
商工会を取り巻く環境も近年大きく変化しております。平成26年の小規模支援法で経営発達支援事業
が始まり、当会も経営発達支援計画を策定して国より承認され、小規模事業者の経営戦略に踏み込んだ
支援に取り組んでおります。それから5年が経過して制度の見直しもあり、今後は市町村や都道府県との
関わりがより強くなりました。また、令和元年7月には、松江市において「中小企業・小規模企業振興基本
条例」が制定されるなど、地域における小規模事業者の支援が強化されております。
こうした状況のなか、今年度の当商工会の事業は、まずは新コロナへの対応に重点を置き、実施するこ
ととします。この財源を確保するためにも、今年度は予算配分を大きく見直すとともに基金の取り崩し
などで賄うこととします。取り急ぎ、全会員に対する救済策として、会員の皆様への一律１万円分の商品
券を配布する事業を実施します。また、新コロナの影響に対しては、政府等から様々な施策が打ち出され
ておりますので、それら施策の情報提供に努めるとともに、活用される事業者に対する支援を強化しま
す。その一方で、各事業所において実施される取り組みについては、当会のポータルサイト「まつえ南お
いでネット」を活用した情報発信に努めます。
なお、平成28年4月に国の認定を受けた当会の「経営発達支援計画」は今期が最終年度となります。5年
目の事業をしっかり実施するとともに、来年度からの計画策定に取り組み、認定を目指します。合わせ
て、中期行動計画も3年の期間満了となるため、3年目事業の実施とともに、来年度からの3年間の計画策
定にも取り組んでまいります。
商工会は地域の経済団体として、地域の事業者や地域内同業者が加入して組織されています。事業活
動の「ヒト・モノ・カネ」のうち新コロナによってヒトの移動が制限される厳しい経営環境のなか、商工会
はこの難局を、組織をあげて乗り越えなければなりません。そこで、商工会のもつ組織力をフルに活用す
るとともに会員互助の精神を通じて会員等事業所の事業持続化に繋げ、これにより地域経済の下支えに
貢献できる商工会となることを目指します。
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総代会報告

総代会の開催方法を決定する役
員会の開催時（5月13日）に全国で緊急事態宣言
が発動中だったこともあり、本年度の総代会は
「書
面決議」で開催されることが決定し、実施されまし
た。
コロナ禍において、県下の各商工会を始め、多
くの団体等で総会・総代会が書面決議となるな
ど、
組織運営面でも大きな影響を与えております。
今年は急遽、
このコロナ禍における影響を考慮
した事業も実施されることとなりました。
なお、
総代
会に計上された議案の結果は、
下記のとおりです。

総代会議案結果報告
第1号議案
「令和元年度事業報告、収支決算書、貸借対照表、
財産目録の承認について」
＝承認
⇒組織活力向上委員会で商工会組織活性化を協
議するためのワークショップを新たに開催、等。
第2号議案
「令和2年度事業計画案及び収支予算案の決定に
ついて」
＝承認
⇒新型コロナウイルス感染症対策支援の強化、商
工会商品券配布事業の実施、等。
第3号議案
「令和2年度会計における借入金の最高限度額等
について」
＝承認
第4号議案
「令和2年度予算更正を理事会に付託することに
ついて」
＝承認
第5号議案「定款の一部改正について」
＝承認
⇒標準定款例の変更に伴う改正。
第6号議案「運営規約の一部改正について」
＝承認
⇒改元に伴う様式の改正。
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商工会商品券事業

今年度の当商工会の事業
は、新型コロナウイルス感染症への対応に重点を置き、実施し
ます。そのメイン事業として、
「商工会商品券事業」
を実施しま
す。
すでに役員より全会員の皆様へお届けしておりますが、
この
商品券は事前に登録いただいた会員事業所で使用できます。
コロナ禍で多くの会員の皆様が厳しい状況にある中、会員
互助の精神を体現するものとして、今回は無償で全会員一律１
万円の商品券配布としました。使用期限は下記の通りです。是
非、
ご活用ください。
■各支部役員等により、
全会員へ順次配布。
■使用期間：8月1日〜9月20日
■使用対象店舗：商品券に同封の一覧をご覧ください。
■商品券の精算：9月24日
（木）
まで。
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■
「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」
開設

⇒資金繰り、補助金・助成金・給付金の申請など、経営に関する
様々な相談に対しての支援を鋭意実施中です。
■ゴールデンウィーク期間中の
「特別相談窓口」開設
⇒5月2日(土)は本支所全て、3日(日)は宍道本所、4日(㊊)は八
雲支所、5日(㊋)と6日(㊌)は玉湯支所を開け、申請受付が開
始されたばかりの「持続化給付金」の申請相談を中心とする
経営相談に対応しました。
■持続化給付金申請サポート会場
（キャラバン隊受入れ）
の設置 ※中止
⇒7月24日〜30日の間、玉湯支所に開設し、ネットでの申請が
困難な方に対する支援を実施する予定でしたが、鳥取県の
キャラバン隊で東京から来た担当者が新型コロナウイルス
に感染していたことから、急遽中止となりました。なお、各本
支所による個別相談支援は継続しております。
■
「飲食店向け感染予防がんばるセミナー」の開催
⇒7月8日と同31日、松江GENKI夜市プレミアムチケット事業
の一環として、
玉湯支所でセミナーを開催しました。

まつえ南商工会 管内景気動向調査
令和2年1月〜3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
26.7ポイントの改善、建設業は26.7ポイントの悪
化、
小売業は25.0ポイントの改善、
サービス業は3.3
ポイントの悪化となりました。全体的に厳しい状況
は変わらず、
低い水準で一進一退を続けている。

●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
16.7ポイントの悪化、建設業は60.0ポイントの改
善、小売業は25.0ポイントの悪化、サービス業は横
ばいとなりました。建設業で前期と比べ改善が見ら
れましたが全体的に厳しい状況は変わらず、
コロ
ナ禍の影響が続くものと思われます。

●島根県の経済動向

建設業

小売業 サービス業 産業全体

上
ＤＩ値

採

▲ 33.3 ▲ 60.0 ▲ 50.0 ▲ 66.7 ▲ 52.3

算
ＤＩ値

▲ 16.6 ▲ 60.0 ▲ 75.0 ▲ 83.3 ▲ 57.1

資金繰り
ＤＩ値
業

▲ 33.3 ▲ 60.0 ▲ 75.0 ▲ 50.0 ▲ 52.4

況
ＤＩ値

▲ 33.3 ▲ 60.0 ▲ 75.0 ▲ 83.3 ▲ 61.9

●経営上の問題点
業種

●
●

●
●

今期の経営上の問題点 業種
従業員の確保難
需要の停滞
請負単価の低下・上昇難
その他

●
●

●
●

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

▲ 33.4

建設業

小売業 サービス業 産業全体

25.0 ▲ 80.0 ▲ 100.0 ▲ 52.4

算
ＤＩ値

▲ 50.0 ▲ 25.0 ▲ 100.0 ▲ 83.3 ▲ 66.7

資金繰り
ＤＩ値
業

▲ 33.3 ▲ 25.0 ▲ 100.0 ▲ 83.3 ▲ 61.9

況
ＤＩ値

▲ 50.0

0.0 ▲ 100.0 ▲ 83.3 ▲ 61.9

●経営上の問題点
業種

●
●

●
●

今期の経営上の問題点
業種
製品（加工）単価の低下・上昇難
需要の停滞 生産設備の不足・老朽化
官公需用の停滞
民間需要の停滞
●

サービス業

ＤＩ値
30.1以上
景況天気

製造業

小売業

※天気図について

売

製造業 建設業

島根県の経済は、総じて弱い動きとなっている。
生産活動は全体として弱い動きとなっている。雇
用面と所得面では弱い動きがみられる。個人消費
は急速に減少している。投資動向は持ち直してい
る。引き続き、新型コロナウイルス感染症が県内経
済をさらに下振れさせるリスクに十分注意する必
要がある。
（島根県の経済動向2020.7.3）

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2年4月〜6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続いている。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
しているものの、一部に弱い動きもみられる。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2020.4.13）

対象企業数

今期の経営上の問題点
●

●
●

その他（コロナ禍による影響）
需要の停滞
利用者ニーズの変化への対応

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

犬の幼稚園・トレーニング・事業EC化の提案、サポート

Dog School 〜縁〜（ドッグスクール

宍道支部

エン）

建設業、産業廃棄物収集運搬業、警備業

㈱リアライズ（リアライズ）
松江市玉湯町玉造1418-1
ＴＥＬ.0852-67-2740
玉湯支部
ＦＡＸ.0852-67-2748
mail:t.takayama@realize-hi-way.co.jp
カゲヤマ

マサル

影山

勝

弊社は高速道路において維持作業をメイ
ンとし、住宅外構工事等もおこなっており
ます。新規入会させていただきます。よろ
しくお願いいたします。

タケウチ

竹内

キヨヒロ

聖博

松江市宍道町3610-1
ＴＥＬ.090-6966-0639

ハウスクリーニング

おそうじ本舗 松江雑賀店

（オソウジホンポ マツエサイカテン）
松江市玉湯町玉造1022
ＴＥＬ.090-1331-7150
玉湯支部
ＦＡＸ.0852-62-0310
きれいをご提供します、おそうじ本舗松江
雑賀店です。雑賀店ですが、
所在地は玉造
です。エアコンクリーニングをはじめとす
る、様々なクリーニングをします。普段の生
活でお困り事などございましたらお気軽に
お問合せください。
ナカダ

仲田

ダイスケ

大輔

理容業
マツダ

松田

短髪屋（タンパツヤ）

トモヒロ

朋広 玉湯支部

松江市玉湯町湯町74
ＴＥＬ.090-8065-8751
マンガ好きな方が好み
そうな本がいっぱいありますよ。
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飲食店
アサクラ

朝倉

スナック 舞（スナック

アケミ

明己

飲食店

◎犬に、人に、社会に優しいトレーニング方法
でサポートします。広々とした自然に癒される
グラウンド&室内トレーニング場。大好評のパ
ピーパーティー、オンラインレッスンやドッグホ
テルなども承ります。
◎一見さんもリピーターに！体験も通販もweb
で売れ、事業の継続・発展に役立つサイト
『ツ
クツク!!』で事業のweb化をご提案する正規代
理店です。
公式LINEかHPからお問い合わせください。

マイ）玉湯支部

松江市玉湯町玉造５００-２１／ＴＥＬ.0852-67-2630

MIDO MATSUBARA（ミド

マツバラ）

松江市東本町1-85／ＴＥＬ.0852-78-9153 八雲支部
飲食店（スナック）

Ｍａｈｏｒａｍａ
（マホラマ） 八雲支部

松江市伊勢宮町５３７−７ クイーンズビル２Ｆ／ＴＥＬ.090-7991-7880
児童福祉事業
ミシマ

三島

ヒサオ

久雄

㈱フォースター（フォースター） 八雲支部

松江市西津田６丁目１０-３５
ＴＥＬ.０８５２-６５-０３７８／ＦＡＸ.０８５２-７８-９２０７

昨年、放課後等デイサービス「どろんこ」を西津田に開設しました。本社
は熊野地区です。放課後等デイサービスが不足していると聞き、社会貢
献にも繋がる事業として始めました。

