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工業部会事業計画（３ヶ年）

ㇱ ળ ᵴ േ

工業部会では令和３年度からの３ヶ年間において、部
会員による
『共同製品
（商品）
開発事業』
を実施します。
地
域内循環の促進、部会員同士のつながりの少なさや部
会内の閉塞感などを打破することを目的としています。
具体的な内容としましては、
「 玉造温泉旅館」におけ
る
「お困りごと」解決をテーマに、工業部会員企業特有
の高い技術力を持って共同製品（商品）
を開発し、製造・
納品する事業です。
事業の主な実施手順としましては、
次のとおりです。
①玉造温泉旅館さんからのヒアリング
②部会内にて製造製品（商品）
を検討
③具体的な製造製品（商品）決定
④製造企業を選定
⑤関係事業所と打ち合わせ製造・納品
ひとつの製造テーマを通じ、企業の技術力を擦り合
わせ「カタチ」
にすることで、部会内での企業アピール・
情報交換などと加え、結束力が生まれることなどをこの
事業の効果として期待しております。
また、事業のほか
部会内でのレクリエーションや懇親会も企画予定です。
部会員の皆様にはご協力いただきますとともに積極的
にご参加いただきますようお願いいたします。

建設部会事業報告（講習会開催予告）

建設部会では、建設関連事業者向けの「雇用対策講
習会」
を開催します。
建設産業は人材不足や高齢化など雇用に関する大き
な問題を抱えています。そこで、今年度部会事業とし
て、雇用に関する様々な支援施策の紹介と各施策の窓
口を紹介する、建設関連事業者向けの雇用に関するワ
ンストップ説明会を企画しました。各施策窓口の担当者
や専門家をお招きし、概要の説明や最新情報を提供し
ていただきます。
講習会のご参加には事前申込みが必要です。建設部
会に属する会員の皆さまへは先行してご案内しており
ますが、建設部会以外の会員の皆さまにもご参加いた
だけますので、詳細と申込みにつきましては別紙案内
文書をご覧ください。
■開催日時：令和 3 年12月10日
（金） 18:30 〜
■開催場所：まつえ南商工会玉湯支所２F
■内
容：在籍型出向支援プログラム、産業雇用
安定助成金等の助成金制度、外国人
技能実習制度と特定技能、女性活躍
推進、
高齢者活用。

観光商業サービス部会は、
「楽しくアグレッ
シブに」を理念とし、
「 幸せの共有『会社の幸
せ、商工会の幸せ、地域の幸せ』」
を行動理念とし活動して行きます。
そのために、所属する247の部会員事業所を関連性が高い10の分科会に分
け、その分科会を３つのグループにまとめ活動して行く方針です。分科会をもと
にグループが主体となっ
て活動して行くことで、会
社や地域のためになるよ
う取組みます。
また、
「楽しくアグレッシブに」の理念を実現するため、身近でで
きることから行動することとし、
まずは幹事が主体となりまつえ南
商工会地区内の清掃活動を行ないました。
第１回目は神在月として観光客の増加が見込まれる玉造温泉の
玉湯川の清掃活動を10月14日（木）に行いました。今後も八雲地
区、宍道地区で実施して行きます。

観光商業サービス部会
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事業委員会では、
「松江ＧＥＮＫＩ夜市2021」の取組みについて、観光商業サービス部会
と合同で会議を行い、
まつえ南商工会の会員飲食店に向けた、チケット取扱い加盟店舗
登録推進の方法について協議を行いました。
その後、事業委員会、
観光商業サービス部会による推進の結果、
まつえ南商工会管内で
合計30店舗が加盟店に登録されました。
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《奥出雲葡萄
園》
樽貯蔵室・
展示ギャラリー
を
見学しました
。

女性部

１０月２２日
（金）雲南市商工会女性
部のおもてなし交流事業を体験しました。
秋晴れの中、
まずは大東町の「日本初之宮 須我神
社」を参拝。野々村部長、大東支部長が出迎えてく
ださいました。神社総代さんから、主祭神（神様）の
こと、宮造りのことなどを聞かせてもらいました。
次
に道の駅「さくらの里きすき」
に立ち寄り、新鮮な野
菜や地元特産品の買い物をした後、加茂町の「ビス
トロ オーブ」
にて野菜たっぷりのフレンチをいただきました。最後に木次町の「奥出雲葡萄園」
にて交流会を行ない、雲
南市女性部の活動報告と、
２年目となる
〈笑幸皆プロジェクト〉
について詳細に話を聞きました。バイタリティあふれる雲
南市女性部の活動に参加者全員、前向きな刺激をいただきました。
今年度、当女性部は
「福祉共済」の加入推進に力を入れており、共済の推進方法についても参考になることが聞けま
した。意見交換もでき、楽しい交流会となりました。
今回、近隣であってもなかなか訪れるチャンスがなかったスポットを巡ることができました。

青 年 部・女 性 部 共 同 事 業

島根の いいもの販路
拡大調査研究事業

青年部、女性部は島根県青年部連合会・女性部連合会と共
に商工会法施行60周年を記念して、県内の特産品などをセッ
トにして販売する事業を行っています。
東西に長い島根県は、県内でも知らないもの、知らないこ
とがたくさんあります。青年部、女性部ではこの事業に取組
み、情報の交流・人の交流・モノの交流を図りたいと考えてい
ます。
ご注文はインターネットで受け付けています。
アドレス：http://shop.impulse32.com

（販売する島根県内特産品セットの例）
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11月30日
（火）の締切りです。受付締切り間近かとなってお
ります。
また、
数量限定のため、なくなり次第受付終了となります。

まつえ南商工会 管内景気動向調査
令和３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5.5
ポイントの悪化、
建設業は8.3ポイントの改善、
小売業
は22.9ポイントの改善、
サービス業は42.9ポイントの
改善となりました。
小売業、
サービス業で改善がみら
れるものの、
依然として厳しい状況が続いています。

●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
11.1ポイントの悪化、建設業は83.3ポイントの悪
化、
小売業は42.9ポイントの悪化、
サービス業は5.4
ポイントの悪化となりました。
全業種で悪化となり、
改善傾向が見られた業種でも悪化となりました。

売

製造業

建設業

小売業 サービス業 産業全体

上
ＤＩ値

採

▲ 22.3 ▲ 33.4 ▲ 28.5

28.5 ▲ 13.8

算
ＤＩ値

▲ 11.1 ▲ 16.6 ▲ 71.4 ▲ 85.7 ▲ 44.8

資金繰り
ＤＩ値
業

11.1 ▲ 16.7 ▲ 71.4 ▲ 57.1 ▲ 31.1

況
ＤＩ値

11.1

33.3 ▲ 57.1 ▲ 57.1 ▲ 17.3

●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
原材料価格の上昇
●
●

●

今期の経営上の問題点

材料価格の上昇

●

購買力の他地域への流出

●

需要の停滞

●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

25.0 ▲ 33.3 ▲ 100.0 ▲ 75.0 ▲ 44.8

算
ＤＩ値

▲ 12.5 ▲ 83.3 ▲ 85.7 ▲ 75.0 ▲ 62.1

資金繰り
ＤＩ値

●島根県の経済動向

業

▲ 37.5 ▲ 83.3 ▲ 85.7 ▲ 87.5 ▲ 72.4

況
ＤＩ値

0.0 ▲ 50.0 ▲ 100.0 ▲ 62.5 ▲ 51.8

●経営上の問題点
●

原材料価格の上昇

小売業

●

熟練技術者の確保難

サービス業

業種 今期の経営上の問題点 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。生産活動は持
ち直しの動きが続いている。雇用面と所得面では
一部に弱い動きもみられるが、改善の動きが続い
ている。個人消費は一部に弱い動きもみられるが、
持ち直しの動きが続いている。投資動向は持ち直
しの動きがみられる。引き続き、新型コロナウイル
ス感染症の影響や各種政策の効果等を注視する
必要がある。
（島根県の経済動向2021.10.1）

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３年７月〜９月期

管内３６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。生産活動は持
ち直しの動きが続いている。雇用面と所得面では
一部に弱い動きもみられるが、改善の動きとなっ
ている。個人消費は一部に弱い動きもみられるが、
持ち直しの動きが続いている。投資動向は弱い動
きが続いている。引き続き、新型コロナウイルス感
染症の影響や各種政策の効果等を注視する必要
がある。
（島根県の経済動向2021.6.29）

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
需要の停滞
利用者ニーズの変化への対応

※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。

45

新入会員紹介

飲食業（居酒屋/Bar/うどんそば店/寿司屋）、製麺業、飲食コンサル業 他
代表取締役

フクシマ

マサミ

福島

将美

〒690-0006 松江市伊勢宮町503-1 ＴＥＬ＆ＦＡＸ.0852-78-2251

宍道支部
mail:info@fukumaru.page

皆さま、
はじめまして。株式会社ふくまると申します。今年の3月に宍道町9号線沿いショッピングスクエアベ
ル様の敷地内に
『ふくまる寿司』をオープンしたきっかけで本会にご縁を頂戴いたしました。弊社は伊勢宮町で
約18年間、地酒を豊富に扱う居酒屋とそばうどん店を経営し、最近では蕎麦の製麺業(BtoB、BtoC)にも力
を入れております。寿司屋ともども今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

リサイクル業

宍道支部

株式会社 工具ランド

代表取締役

ショウ

蒋

ロクヒ

禄飛

（カブシキガイシャ コウグランド）
〒699-0404
松江市宍道町東来待976-8
ＴＥＬ.0852-67-2977
ＦＡＸ.0852-67-2975
mail:info@toolland.co.jp
この度、入会いたしました。株式会社 工具ランドでご
ざいます。よろしくお願いいたします。

（合同）八雲振興（ヤクモシンコウ）

旅館業

＜ゆうあい熊野館＞

シマダ

嶋田

ノリオ

憲生

松江市八雲町熊野７７３-１
ＴＥＬ.０８５２-５４-０１４０/ＦＡＸ.０８５２-５４-１１２０ 八雲支部

令和2年4月から、新たに
【ゆうあい熊野館】を運営して
います。
エステ業
ゆうあい熊野館は日帰り温泉や宴会で地元のお客様に
（アフリール）
ハヤシ
ご利用いただくことが多いのですが、実は宿泊施設もあ
林 あかね 玉湯支部
るのです。宿泊ができること、地元の方にはあまり知られ
ていないもので…。
ゆうあい熊野館は来年で25周年を迎えます！現在、
Ｐ
宅地建物取引業
Ｒ強化のためホームページの全面リニューアルを準備中
（ユウゲンガイシャ ナカタフドウサン） です。今後も地域の皆様に愛される施設を目指して頑張
りますので、
よろしくお願いします。
ソノヤマ
ヒロゾウ
代表取締役 園山 博三

AFRIRE

有限会社 仲田不動産

玉湯支部
松江市玉湯町玉造1018番地 ＴＥＬ.0852-62-0010
mail:ｈ25102211ｓ＠mable.ne.jp
昨年6月、宅地建物取引業県知事免許を受け、玉造温
泉街で開業致しました。会社の設立は昭和50年で長年、
玉湯町内の限られた方々とのお付き合いをいただきま
した。
この度当会への入会を機に、会員各位と末永くお付
き合いさせていただければ幸甚に存じます。人口減少が
続く中にあって、特に玉湯町は「まがたま学園」の開校、
住宅、宅地建設等住環境は更に便利になると思います。
何卒お付き合いのほど、
よろしくお願い申し上げます。
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養蜂業

八雲養蜂（ヤクモヨウホウ）

松江市八雲町熊野１４８９
豪 ＴＥＬ.080-9839-8416 八雲支部
令和二年十月から八雲町で養蜂業を始めました。主に
自家製はちみつを販売しています。末長いお付き合いを
目指しております。
よろしくお願いいたします。
ミナガワ

皆川

タケシ

オ ダ ハ ラ

設備工事業（空調設備工事） 小田原

カツジ

勝二 八雲支部

くうちょうや小田原（クウチョウヤオダハラ）

