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輝く女性応援会議 in 山口
  (山口市「山口県教育会館」）

 山口県中小企業団体中央会
中小企業・組合を応援します！～創業・連携・運営を支援～

特集 平成27年度中小企業労働事情実態調査の概要（山口県版）
■　―いま、これを伝えたい！―
 協同組合唐戸商店会
■　組合等ニュース紹介
■　 平成26年度補正「ものづくり・商業・サービス革新
補助金　２次公募　採択企業・事業計画名の紹介

■　 山口県最低賃金のお知らせ

■　 平成28年経済センサス-活動調査を実施します。
■　景況動向
■　 やまぐち総合ビジネスメッセ2015
■　 山口県中央会　創立60周年記念式典及び記念誌ご協賛のお願い
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シリーズ

観光の名所・下関市中心市街地に位置
　関門橋、中国縦貫自動車道、山陽新幹線等の工事
が本格化する昭和47年、唐戸地域を再開発整備し、
まちづくりを構築するために設立しました。
　これまでに、市街地再開発事業として各店舗の誘
致やアーケードの設置、ソフト事業ではスタンプ事
業等活性化事業を積極的に推進し、賑わいを創出し
てきました。
しかしながら、
現在では大型
店の郊外進出
や少子高齢化
等が進み、厳
しい状況が続
いています。

若者に人気のカフェがオープン、賑わいを創出
　本組合に隣接した唐戸市場やカモンワーフは多く
の観光客が訪れる観光スポットですが、道を挟んだ
商店街にはなかなか足を運んでもらえない状況です。
この状況を打破しようと、道を挟んだ向かいにオー
プンカフェ＆バル「nine」が今年７月オープンし、
女性を中心とした若者に人気スポットとなっていま
す。このように、観光客を含めた人の流れを商店街
に向けるため、様々な取り組みを行う予定です。

学びの場を提供し地域コミュニティの場を創出
　昨年度、（公財）やまぐち産業振興財団の「商業・
商店街振興助成金」を活用し、本組合の一角にある
下関市立大学「唐戸サテライトキャンパス」を利用
して無料で外国語が学べる唐戸コミュニティース
クールを設置し、高齢者や地域の子供達に気軽に外
国語を学んでもらう事業に取り組みました。
　地域コミュニティの場として、また、店主も外国
語を学ぶことで外国人観光客にも対応できるように
なることを目指しました。

外国人観光客誘致に向けたインバウンド対策
　下関には多くの外国人観光客も訪れ、インバウン
ド対策は早急の課題です。そこで今年度より３年計
画で新たに「商業・商店街振興助成金」に取り組む
こととなりました。

外国人観光客誘致に向けた新たな取り組みを開始！

　１年目となる今年度は、英語、韓国語、中国語に
よる外国人観光客向けに親しみのあるマップの作成
を行うとともに、作成したマップを活用してまずは
店舗を紹介するＷｅｂサイトの構築を計画していま
す。また、商店主に対しても簡単な外国語に対応で
きるよう語学トレーニング等、接客マニュアル作り
も行います。
　続く２年目は、各店舗において外国人観光客が利
用しやすいよう外国語に対応したメニューを作成、
また、外国人観光客を迎え入れるための３カ国語に
対応したのぼり作成も検討しています。
　さらに、３年目には、外国人観光客にも広く普
及しているスマートフォ
ン等ＩＴツールを活用し
てＷｅｂサイトへの連動
を行い、より効率的で利
便性の高い情報や仕組み
を提供することで、外国
人観光客の誘致を狙って
いくなど様々な仕掛けを
行っていきます。

若き理事長のリーダーシップ
　本組合は他の商店街と比べて組合員比率が低いた
め行政等へ商店街の声をまち全体の声として届ける
には、組合員の増加が必要です。そこで昨年度新し
く理事長に就任した吉田理事長は、「組合の賦課金
を半額にし、組合員数をこれまでの倍の100名を目
標に加入を推進する」と宣言しました。現在、着々
と組合員の数は増加傾向にあります。本組合の役員
は皆若く新しい感性を持っており、今後の唐戸地域
の発展・活性化に大いなる期待が持たれます。

協同組合唐戸商店会

【組合概要】
　○　理 事 長：吉田　　悟
　○　組合住所：下関市唐戸町２－２
　○　☎ 083-223-9064  FAX 083-223-9064
【組合の主な活動】
　 販促事業、共同宣伝事業、教育情報提供事業

協同組合唐戸商店会

いま、これを伝えたい！

イベント時の様子
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特　　集

平成27年度中小企業労働事情実態調査の概要（山口県版）

　本調査は、毎年度、各都道府県中央会が従業員300人以下の事業所を対象に、全国統一の調査票で実施
しています。本年度は経営状況、労働時間、年次有給休暇の取得状況、新規学卒者の採用と初任給、有期
労働契約、賃金改定実施状況等についての調査を行い、概要を過去４年間と比較し取りまとめました。
　なお、詳細は中央会ホームページに掲載の予定です。

◎今回の調査結果の特徴
　○ 　経営状況では、「良い」「変わらない」「悪い」

とする事業所の割合が平成26年度とほぼ同
値であった。経営上の障害としては、「人材
不足（質の不足）」が5.1ポイント増加し
43.3％となっている。

　○ 　賃金改定実施状況では、「引上げた」事業
所が平成26年度とほぼ同値の39.5％で最も
多いが、「未定」とする事業所が33.7％で、
平成26年度より7.4ポイント増加している。

１　調査時点　平成27年７月１日
２　調査対象　800事業所
３　回 答 数　410事業所
４　回 答 率　51.3％

１　経営状況
　（図１）経営状況については、「悪い」とする事業
所は４年前に比べほぼ半減しており、「変わらない」
とする事業所は毎年増加傾向で、全体として、経営
状況は回復基調にあるが、「良い」「変わらない」「悪
い」とする事業所の割合が昨年度とほぼ同値であり
やや停滞気味である。

　（図２）直面している経営上の障害については、
平成25年度から増加傾向の「人材不足（質の不足）」

特集

とする事業所が最も多く、過去圧倒的に多かった「販
売不振・受注の減少」とする事業所は、平成23年度
に比べ22.5ポイントと大幅に減少した。直面してい
る経営上の障害が大きく変化し、事業所は “人財”
を求めている。

２　従業員の労働時間
　（図３）週所定労働時間については、「40時間」が
最も多く、全体の５割程度で推移している。「40時
間超44時間以下」は昨年度に比べ1.8ポイント減少し、
「38時間超40時間未満」も微減している。

３　従業員の年次有給休暇
　（図４）年次有給休暇の平均取得率については、

(図１）経営状況
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(図２）直面している経営上の障害（複数回答）
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従業員１人当たりの年次有給休暇の取得率は「70～
100％」が24.5％で最も多いが、「70～100％」・「50
～70％未満」とも減少傾向にある。逆に「10～20％
未満」は昨年度より5.5ポイント増加している。

４　新規学卒者の採用状況
　（図５）平成27年３月の新規学卒者採用充足状況は、
平成26年３月とほぼ同率の90.1％の「充足率」となっ
ている。「事業所数」・「採用計画人数」・「採用実績
人数」は平成25年３月に減少し、その後徐々に増加
しており、新規学卒者の採用状況は改善傾向にある。

５　有期労働契約の無期転換ルール
　（図６）無期転換ルールを「知っていた」とする
事業所は44.8％で、過半数に及ばない状況である。
また（図７）無期転換ルールの特例を「知っていた」
とする事業所は27.6％で、なかなか理解が進んでい
ない状況である。

６　賃金改定状況
　（図８）平成27年１月１日から７月１日（調査時点）
までの賃金の改定状況については、「引上げた」が
39.5％で、平成26年度とほぼ同値となっている。また、
「今年は実施しない（凍結）」とする事業所数が平成
26年度より8.9ポイント減少しており、「未定」が 
7.4ポイントと増加するなど、事業所の賃金状況は
混在している。

(図５）平成27年３月新規学卒者の採用充足状況
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（図４）年次有給休暇の平均取得率（従業員１人当たり）
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「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関
する特別措置法（有期雇用特別措置法）」が平
成27年４月1日に施行されました。この法律に
より「高度専門職（専門的知識等を有する有期
雇用労働者）」と「継続雇用の高齢者（定年に
達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者）」
について、その特性に応じた雇用管理に関する
特別の措置（計画の作成等）が講じられる場合
には、無期転換申込権発生に関する特例が適用
されることとなりました。

（図８）賃金改定実施状況
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　８月21日、周南市湯野温泉広場周辺で、第４回ゆ
の浴衣まつりが開催されました。
　当日浴衣で来場された方への湯野温泉三湯入浴無
料券のプレゼントなどの特典や、浴衣ファッション
ショーやライブなどがあり、約２千人が来場しました。
　湯野温泉の活性化を図る若手グループ・湯野地域
活性化協議会 “Tengoo” が中心となって竹灯籠（竹
の中に電球を入れてライトアップ）を700本製作し、
幻想的な竹灯篭の灯りで、来場者を魅了しました。

組合等ニュース紹介

　９月８日、山口市にて、「輝く女性応援会議 in 山口」
（主催：山口県、内閣府、山口新聞）が行われ、約
200名が参加しました。
　輝く女性の一人として企業組合工房HaHaの山本
百合恵理事長が、また、各界リーダーの一人として
ライフスタイル協同組合の船﨑美智子理事長が、そ
れぞれ自身の取組内容について事例発表をされました。
　続くパネルディスカッションでは「女性が活躍す
ることで企業経営にプラスになり、新たなビジネス
チャンスが生まれる」「女性が活躍することで地域
も元気になる」といった内容が紹介されました。

山口県中小企業組合士会
 （会長　的場　弘司）
　８月28日、山口市内のホテルにおいて平成27年度
通常総会を開催しました。
　的場会長の挨拶に続いて議案の審議が行われ、す
べて原案どおり可決決定されました。また、役員改
選も行われ、的場会長が再任されました。
　続いて、今年度新たに組合士となった湯田温泉配
給協同組合の安光職員が中央会の寺田専務理事より
組合士認定証書を授与されました。
　総会に先立ち、社会保険労務士の宇佐美理世氏を
講師にマイナンバーの研修会も行い、制度の理解を
深めました。

輝く女性応援会議 in 山口が開催される 組合士会総会及び認定証書
伝達式を開催

山口県印刷工業組合青年部
 （会長　岡崎　吉男）
　９月16日、（一社）日本印刷産業連合会の設立30
周年記念式典「2015年印刷文化典」が行われ、同青
年部の取り組みが特別賞を受賞しました。
　表彰された取り組みは、社会貢献活動として、平
成23年より県内外の印刷資材メーカーの協賛を得て
卓上型のMUD点字カレンダーを制作し、山口県盲
人福祉協会へ寄贈している活動です。MUDとはメディ
アユニバーサルデザインの略で、「誰にでもやさしい」
をコンセプトに、目が不自由な人にも優しいデザイ
ンのカレンダーです。この活動によってユニバーサ
ルデザインの普及啓発並びにPRに大きく貢献した
ことが評価されま
した。同組合では、
今月、来年の点字
カレンダーを贈呈
したところで、今
後もこの取り組み
を続けていきます。

2015年印刷文化典において
特別賞を受賞

登壇して事例発表をする（企）工房HaHaの山本理事長 新たに組合士となった安光職員（右）

表彰を受ける岡崎会長（写真右から二人目）

湯野温泉事業協同組合
 （理事長　田村　和一）

第４回ゆの浴衣まつりが開催
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ものづくり補助金採択発表

 （敬称略）
採択事業者名 事業計画名 認定支援機関名

株式会社ミヤハラ ５軸制御複合加工機導入と蓄積した加工ノウハウによる新分野開拓への挑戦 山口銀行
三陽鉄工株式会社 ３次元CADシステム導入で効率化による生産性の向上と顧客ニーズへの対応 山口銀行
有限会社ASウオタニ ビンテージバイク用エンジン点火システムの開発及び販売 西京銀行
株式会社クボタ製作所 受注から納品までオンライン生産管理システムの構築で、コスト低減と納期顧客満足度100％を実現する生産工程の改革 萩山口信用金庫
新栄自動車株式会社 大型車輛整備設備設置による作業効率大幅向上と整備納期短縮による顧客サービス向上計画 広島銀行
協和有線株式会社 サーモカメラ搭載マルチコプター導入によるソーラーパネル、風力発電、コンクリート調査・点検事業 山口銀行
株式会社iwaoコーポレーション 円筒研磨機を導入した一貫生産体制の確立による航空機産業向け工具の生産性・品質の向上 山口銀行
株式会社カワトT．P．C． 複合旋盤自動化システム導入による合理化生産ライン構築 山口銀行
コ-エ-紙工株式会社 バイブレ-ションコンベアー制御装置の導入による、生産性と競争力の強化 山口銀行
株式会社三木鉄工 ３次元ガスプラズマパイプ切断機導入による、高精度・高効率切断の実現 山口銀行
山本産業株式会社 高速鉄道車両大増産に対応するボトルネック工程解消のための設備導入 松田税理士事務所
白井興業株式会社 難削材の精密加工技術確立による新分野進出 公益財団法人やまぐち産業振興財団
株式会社ファクト 化石燃料を殆ど使わずバイオマス燃料により食品残渣を発電燃料化 西日本シティ銀行
新山陽剪断株式会社 自動開先加工機導入による鉄骨用パーツの高付加価値化と加工能力向上による生産プロセスの強化 西京銀行
日本神工新技株式会社 シリコン電極材の補修事業創出 西京銀行
株式会社坂口製作所 高速・高精度サーボベンディングマシン導入による板金製品の生産能力と製品品質の向上 西京銀行
株式会社オイシーフーズ 安全で高品質な周防大島産ブランド「オイルサーディン」の生産力強化と販路拡大 山口銀行
株式会社畑水産 ふぐの旨み成分を逃さず長期保存が可能な３D急速冷凍機の導入による付加価値の向上 山口銀行
下関鍍金株式会社 導電性接着剤等に添加される銅微細粉末上への安価で高品質な銀コート技術の実用化 山口銀行
セキュラ株式会社 ユーザー志向の利便性と防犯性を兼ね備えた電子錠の商品開発 山口銀行
高橋鉄工株式会社 競争力強化に向けた「新素材対応金型の開発」と「加工手法の抜本改革」 山口銀行
株式会社山口茶業 希少性の高い釜炒り茶の風味を活かした粉末分包型製品の製造と販路拡大 山口銀行
有限会社関門自工 アルミや超高張力鋼板に対応した次世代自動車の高品質なメンテナンスサービスの提供 山口銀行
有限会社たかせん 真空包装機導入による、保管サービスの革新的 事業化と新しいライフスタイルの構築。 西中国信用金庫
奥西測量コンサルタント株式会社 測量設計業の強みを活かした 地理空間情報ビジネスの創出 西京銀行
山海食品工業株式会社 県内初の対面セルフレジと電子マネーの導入による革新的サービスの提供 西京銀行
株式会社ツバメ・イータイム ツバメブランド「国産自社製電動バイク」の動力制御技術と車体の試作開発 西京銀行
光井興産有限会社 廃棄電線のリサイクルプラント導入による環境負荷低減事業 山口銀行
有限会社岡田モータース 周防大島町内の未利用資源を利用したエコフィード養豚 山口銀行
宮久和之（Provision Guitar）３D製作技術導入による製品の立体的デザイン 開発力・製作力の向上と生産性の向上 西中国信用金庫
大村印刷株式会社 高精細表現・デジタルデータ処理技術を活用した古典絵本復刻による市場の深耕 西京銀行
株式会社エフエルシー ３Dフリーザーによるチルド肉（生肉）に劣らない冷凍ステーキ肉の事業化 山口銀行
株式会社PSET ユーザビリティを向上させた高性能プラズマ溶射装置の事業化 山口銀行
株式会社藤井電業社 LED応用製品製造の標準化による量産化と生産性向上及び低コスト化の取り組み 山口銀行
有限会社デジタル・マイスター 睡眠時無呼吸症候群を寝息音解析で簡易判定する運送業向けアプリ開発 山口銀行
株式会社ニュージャパンナレッジ 臨床栄養指導・訪問栄養指導を行う栄養士向けソフトウェアの開発 西京銀行
合同会社グルーオンラボ 電子線レジスト（ハイエンド電子部品の高解像回路作成材料）の品質向上とコストダウン 山口銀行
株式会社アパラート・コニシ 山口県初・最先端３Dデジタル技術を駆使した義肢／装具用・足底板（インソール）の高度化とその製作技術の確立 山口銀行
株式会社島津商会 不良軽減と高品質フィルム製造による事業拡大 山口銀行
アボンコーポレーション株式会社 自社製品「鋳田籠」専用設計構造計算ソフト開発による受注拡大事業 山口銀行
有限会社曙機械工業 測定機能付きマイクロスコープ導入による溶接試験用テストピース製作の品質向上 大木強史税理士事務所
藤田鉄工株式会社 工場見える化システム導入によるものづくり改善活動 山口銀行
富士製パン株式会社 新規需要対応のための自動包装機導入による生産効率向上 東山口信用金庫
株式会社アプト Web受注＆小ロット対応印刷で超短納期と印刷物の高付加価値化 山口銀行
関門ロードサービス株式会社 小型高機能レッカー車導入による、難作業の効率化及び市場の拡大 山口銀行
キャスト株式会社 誰でも操作し易い経営アドバイス機能付き低価格の小規模飲食店向けPOSシステムの開発 山口銀行
有限会社エムズカンパニー 中山間地域における都市型飲食サービスの新たなマーケットの創造を可能とする移動式厨房ユニットの開発と導入 防府商工会議所
有限会社どんぐり 消費者ニーズに対応した機能性トマト（高糖度）へのチャレンジ 萩山口信用金庫
JRCS株式会社 人の判断／人的作業に影響されない情報基盤構築による業務プロセス改革 福岡銀行
有限会社松林庵登陽 萩焼の海外需要対応を目的とした “萩焼ブランド（藍彩萩）” の製造 尾﨑孝治税理士事務所
有現会社福八 山口県初の高級地鶏「長州黒かしわ」を活用した、おいしさと低コストを両立する加工食品の開発 山口銀行

平成26年度補正「ものづくり・商業・サービス革新補助金
２次公募　採択企業・事業計画名の紹介（78件）

２次公募で採択された78社を紹介します。なお、本補助金につきましては予算額に達し
ましたので、２次公募をもちまして申請を終了とします。
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ものづくり補助金採択発表

採択事業者名 事業計画名 認定支援機関名
株式会社芳川鉄工所 高性能測定器の導入による製鉄業向け試験用器具の高精度化 フロウシンク
丸兼食品株式会社 新規レトルト殺菌システム導入による 常温流通可能なレトルト弁当の開発 山口銀行
山口萩ビール株式会社 衛生的で高品質なビールを製造することによる県外及び海外市場の販路拡大 山口銀行
株式会社岩中製作所 ブラシ式R面取り機の導入による板金仕上げ加工の要素技術開発 もみじ銀行
株式会社プライムゲート 論理検証システム群のIT化による生産性向上の研究開発 西京銀行
テラオリネンサプライ有限会社 おしぼり包装機及び計数包装機の導入による、高品質おしぼりの商圏拡大と拡販 山口銀行
株式会社ベーカリーメルシー 新『石炭包』商品化のための長時間熟成発酵・焼成装置導入による生産性と品質の向上。西中国信用金庫
株式会社メイク機材 新在庫管理システム導入による在庫の「見える化」で商圏の拡大及び即時納品体制を確立 西京銀行
斉藤段ボｰﾙ株式会社 全自動NCカッティングマシン導入による一貫生産化・多品種少量生産体制の構築 山口銀行
共美工業株式会社 最新鋭マシニングセンター導入における生産 プロセスの改善 商工組合中央金庫
株式会社大東船舶電業舎 サイクルローダー導入による段取り工程の自動化における製造環境及び生産性の向上 西中国信用金庫
有限会社マリンテクノ ３D溶接クランピング設備導入による英国向け鉄道車両部品の生産性向上 西京銀行
株式会社MOT総合研究所 自治体連携型「ふるさと投資」クラウドファンディングサービスの事業展開 山口銀行
MCCプラント株式会社 完全人工光型植物工場を用いた日本初の「複合成分機能性野菜」の開発 山口銀行
松美屋醤油有限会社 萩特産農産物の未利用部分を使った「松陰漬」の開発と販路開拓 萩山口信用金庫
有限会社重政印刷 製版工程の改善による高品質印刷への対応と新サービスの提供。及び産業廃棄物軽減と水質汚染のゼロ化。山口銀行
株式会社宇都宮帆布工房 新規事業【トラックプロテクトシート】専用作業装置導入による販路拡大 山口銀行
株式会社エス・エム・エイ LEDディスプレイの設置形状の自由度を高める連結部品等の製作を目的とした高性能３Dプリンターの導入 山口銀行
株式会社TAMARU クイックドライシステム導入による環境への対応と効率と品質向上の両立 萩山口信用金庫
有限会社長門アグリスト 地域産業から発生する産業廃棄物のペレット技術による地域資源化 山口銀行
三笠産業株式会社 国産野菜の粉末加工品を一般消費者に普及するための充填機導入 山口銀行
有限会社尾中鉄工所 産業用仮付け補助装置の開発による生産コスト逓減・売上拡大事業 山口銀行
有限会社壽工業 コンクリート混和剤計量輸送機のワンストップ生産システムの構築 税理士法人新山口会計
株式会社タナカ工業 高機能レーザー加工機導入による新技術・新サービスの展開 中小企業診断士事務所クロスネットワーク
幸和プラテック株式会社 電動式射出成形機および材料混合装置導入による自動車関連部品の生産性の向上 西京銀行
株式会社サンピット 県下初の（生）キクラゲの供給体制確立と６次産業化へ向けた取り組み 西京銀行
エムテックス有限会社 加熱加圧押出装置の開発による機能性蒟蒻スナック菓子製造の効率化 西京銀行

山口県最低賃金
が変わります。

　使用者はこの最低賃金より低い賃金で労働者を使用す
ることはできませんので注意が必要です。
　山口県最低賃金のほか下記の最低賃金が定められてい
ます。

平成27年10月１日から

１時間 731円

特定（産業別）最低賃金

１　 山口県鉄鋼業、非鉄金属製錬・精製業、非鉄金属・同合金
圧延業、非鉄金属素形製造業最低賃金

２　 山口県電子部品・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最低賃金

３　山口県輸送用機械器具製造業最低賃金

４　山口県百貨店，総合スーパー最低賃金

　なお、詳しいことは山口労働局（083－995－0372）又は最寄
りの労働基準監督署にお尋ねください。

厚生労働省山口労働局・労働基準監督署 総務省・経済産業省

平成28年経済センサス
-活動調査を実施します。
▶ 平成28年６月にすべての事務所・企業を対象
とした経済センサス-活動調査を実施します。
▶ 調査結果は、各種行政施策をはじめ、地域の
産業振興や商店街の活性化などの地域行政の
ための基礎資料として活用されます。
▶ 調査を正確かつ円滑に実施するため、支社等
を有する企業の本社あてに、平成27年９月中
旬から「企業構造の事前確認票」を郵送しま
す。
▶ 調査の趣旨・必要性をご理解をいただき、ご
回答をよろしくお願いいたします。
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景況動向

岩国・柳井
地域

周南地域
防府・山口地域下関地域

宇部・山陽小野田
地域

萩・長門地域

月次景況調査結果

業種別の景況
業　　　種 ８月期 対前月比

製

造

業

食 料 品 →
繊 維 工 業 →

木 材 ･ 木 製 品 →

印 　 刷 →

窯 業 ･ 土 石 製 品 →

一 般 機 器 →

輸 送 機 器 →

非
製
造
業

卸 売 業 →
小 売 業 →

商 店 街 →

サ ー ビ ス 業 →
建 設 業 →

運 輸 業 →

※DI値（前年同月比）＝増加・好転組合割合－減少・悪化組合割合
（表については、情報連絡員60名の他に、中央会が聞き取り等で集めた20組合のデータが加算されています。）

地 域 別 の 景 況

DI値
30以上 …………… 
10以上30未満 …… 
－10以上10未満 … 

－30以上－10未満 … 
－50以上－30未満 … 
－50未満 ………… 

製 造 業　
非製造業　

製 造 業　
非製造業　

製 造 業　
非製造業　

製 造 業　
非製造業　 製 造 業　

非製造業　

製 造 業　
非製造業　

平成27年８月期

　８月の業種別景況のＤＩ値は、13業種の内４

業種が好転している。７月は悪化した業種は無

く横ばいの状況で推移していたが、８月は４業

種で悪化している。

　ＤＩ値の好転している食料品、サービス業で

は「世界スカウトジャンボリー」等の効果で売

上高が伸びている模様であるが、同じ業種の中

でも、依然厳しいとの報告もあり、全体では、

まだまだ景気の回復感は無い状況である。
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景況動向

　地区・業種を代表する県内組合の役職員60名の方から、毎月、業界の景気動向等に関する情報を収集・分析し、行
政・関係機関に情報提供しています。
　また、中央会ホームページ（http://axis.or.jp/）の「月次景況調査」にも掲載していますのでご活用下さい。

製

造

業

食 料 品

○　「世界スカウトジャンボリー」会場の売上は今一歩であったが、駅等交通機関売店でお
土産のお菓子が好調であった。 （パン・菓子製造業）

○　お盆期間は前年同等だったが、前後の平日の売上が伸びた。行政視察が年間150件を越
えそうな勢いで、市内宿泊を条件としており波及経済効果もある。台風15号は建物等への
被害は無いが、開店休業の状態であった。 （水産食料品製造業）

繊 維 工 業
○　主力販売取引先の受注が増加し、予定通り８～９月の操業日数を６日間増やし増産体制
をとっている。 （下着類製造業）

○　真冬の商品や春物の生産には少し早い端境期のため、９～10月から受注が厳しくなる模
様。 （外衣・シャツ製造業）

木 材 ・
木 製 品

○　新設住宅着工数は微増している。木材価格に変動はない。 （山口市）
○　変化はない。９月以降の秋の需要に期待したい。 （下関市）

印 刷
○　少子高齢化の進行と情報発信の多様化で国内需要が減少しており、印刷物の増加は見
込めず、見通しは暗い。今までの消耗品製造の考えを早く改めて、社会貢献の観点から新
たな需要を早く見つけるべきである。 （印刷）

窯 業 ・
土 石 製 品

○　全体的に出荷数量が減って、売上が減少している。若手の就職希望者が無く高齢化して
いたが、指導を受け30～40代で正社員の採用が出来た。 （砕石製造業）

○　お盆前は忙しい日々が続いたが一区切りついている。お墓の修理依頼を期待しているが、
自社で設置したお墓等は無償修理せざるをえない。 （石工品製造業）

一 般 機 器
○　メインユーザーの業況悪化で受注減や、新工場を建設中で年内稼働予定の会社がある。
売上高も増減、様々である。 （一般機械器具製造業）

○　設備操業度は７月と同等で、９月からは稼働率も上がると予測している。相変らず価格
面で非常に厳しい状況が続いている。 （特殊産業用機械製造業）

輸 送 機 器
○　鉄道車両部門は緩やかな上昇の兆しで、今後数ヶ月は作業量に恵まれる見通し。コスト
低減要請は厳しく、利益のアップは見込めない。精密加工部門の作業量は足踏みの状態。

 （鉄道車両・同部品製造業）

非

製

造

業

卸 売 業
○　倉庫利用率がここ数年で一番の90％となったが、海苔の販売不振等で在庫数が増加した
もので、まだまだ景気の回復感は無い。 （乾物卸売業）

○　夏場のこの時期は海水温の上昇により赤潮になりやすいため、特に魚が少なく、販売価
格が上昇する。 （生鮮・魚介卸売業）

小 売 業
○　売上は変わっていないが、衣類・食品が一番苦戦、家電はリフォームの商談が多く善戦、
海水浴場の出店業者の売上がアップしている。 （各種商品小売業　岩国市）

○　酒のディスカウント店の出店により売上、客数とも前年をかなり上回っているが、既存店
では、前年を下回っている。 （各種商品小売業　長門市）

商 店 街
○　夏物バーゲン、中元商戦は例年並み。プレミアム付商品券も売上に貢献とは言えない。「世
界スカウトジャンボリー」の来街者への対応が不十分であった。 （山口市）

○　お盆の時期食料品店のみ多少売上が上がり、他店は売上が下がった。特に衣料品店は
厳しかった模様。イベントは期待した程の購買力は引き出せなかった。 （萩市）

サービス業
○　４月以降の軽自動車の新車販売が近年にない低調。その分車検台数が増加したが、ディー
ラーも力を入れており、厳しい経営環境が続いている。 （自動車整備業）

○　宿泊の状況は、夏休みの観光客に加え「世界スカウトジャンボリー」で更に好転している。
県からの「幕末ＩＳＨＩＮ旅行券」の効果もあると考えられる。 （旅館業）

建 設 業 ○　萩・田万川方面の激甚災害に対する工事は終了。一般の官公需工事を受注したいが、
通常の年よりも発注数が少ない状況。 （土木工事業）

運 輸 業
○　稼働日数は少なかったが売上は７月とほぼ同額であった。前年同月比ではプラスマイナス
ゼロ。輸出はやや減少、内需は横ばいである。 （一般貨物自動車運送業）

○　タクシーチケットの取扱い金額は、８月１日～20日分は▲8.3％。７月前半は増加傾向だっ
たが中旬から減少の日が続いている。 （旅客自動車運送業）

情報連絡員報告 平成27年８月期
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　県内企業の情報発信や企業間取引の活性化等を目的として、県内企業等約200社が一堂に会する県
内最大級の産業イベントを開催します。
　各企業等の優れた技術・製品の展示をはじめ、商談会、講演会などさまざまな催しが満載です。
この機会にぜひ会場に足をお運びください。

中央会ＰＲ

やまぐち総合ビジネスメッセ2015

人材の紹介や、雇用調整対象者に
再就職の支援をしています

人材が必要な企業の皆様
　採用に当たっての要望をお聞きして、きめ細かな対応に努めています。

雇用調整を検討されている企業の皆様
　全国ネットを活用して、収集した情報を提供し、個別相談やアドバイスを行い、退職を余儀
なくされる従業員の方に、次の職場を紹介します。また移動が有利になるよう資格取得の制度
も有ります。ご相談ください。
　負荷不足に対して、一時的な回避手段として「在籍出向」も斡旋します。

(公財）産業雇用安定センターは、経済・産業団体と厚生労働省の協力で設立された公益財団法人で
全国ネットでサポートしています、費用はかかりません。　お気軽にご連絡ください。

公益財団法人
産業雇用安定センター山口事務所

ナガオビル
４階

〒754-0014　山口市小郡高砂町３-26　ナガオビル４階
TEL（083）973-8071　　FAX（083）974-5135
TEL (083）973-5136

最新の情報はインターネットで…http://www.sangyokoyo.or.jp/

【日　時】　平成27年10月30日㈮　10時～16時
　　　　　　　　　10月31日㈯　10時～16時
【会　場】　キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター
　　　　　（周南市大字徳山427番地)
【内　容】　○県内企業等の開発製品・サービス・技術等の展示
　　　　　○個別面談による商談会
　　　　　○講演会、セミナー
　　　　　　（テーマ：海外ビジネス、女性創業支援、製品開発、IT、環境　ほか）
　　　　　　（講師：日本総研　山田久氏、山口東京理科大学　貴島孝雄教授　ほか）
　　　　　○公共工事の担当者等を対象とした県内製品の公開プレゼンテーション
　　　　　○環境フェスタin周南（体験学習コーナー、次世代自動車の展示　など）
　　　　　〇ステージイベント、鉄道模型展（Nゲージ）、物販・飲食コーナー　　など
【入場料】　 無料　（ただし、講演会、セミナー等で事前の申込が必要になるものがあります）
【問合せ】　やまぐち総合ビジネスメッセ実行委員会事務局
　　　　　（山口県商工労働部商政課）
　　　　　TEL 083-933-3110　　FAX 083-933-3139
　　　　　URL http://business-messe.com
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お知らせ



今月のさわやかレター

山口県中小企業団体中央会
〒753-0074　山口市中央４丁目５番16号
　　　　　　山口県商工会館６階
☎ 083-922-2606　 Fax 083-925-1860
HP http://axis.or.jp/

印刷製本　株式会社 桜プリント社

　周南市で７月に設立したばかりの企業組合ひとめぼれの理事長道山よし
子さん（写真：下段中央）にお話しを伺いました。
　当組合は、地元の農水産物を使った弁当や総菜等の製造販売を行ってい
ます。「地域の人に喜んでもらいたい、周南の魅力ある素材を皆様に知って
もらいたい」との思いを持った仲の良い７人で、和気あいあいと活動され
ています。
　日々活動する中で「美味しいねと言われたり、商品が美しく心が行き届
いていると言われたりすることに喜びを感じます」とのこと。
　組合PRをお願いしたところ、「主力商品の『へたこ飯』と『ごぼむすころっ
け』は、農商工連携等人材育成事業（平成23年度、山口県中央会主催）の
コンテストで最優秀賞に選ばれたこともあり、美味しいと人気の高い商品
です。周南市の道の駅『ソレーネ周南』で販売していますのでぜひご賞味
ください」と笑顔で答えていただきました。

「企業組合ひとめぼれ」
周南市湯野2009番地の１　☎ 0834-63-3115

企業組合ひとめぼれのみなさん

編集後記
　誌面でご案内したとおり、本会は今年度創立60周年を迎えます。昭和31年２
月15日に設立し、ちょうど60年目にあたる平成28年２月15日に記念式典を予定
しておりますので、ぜひともご臨席賜りますようお願い申し上げます。併せて
作成する記念誌では、50周年からの10年間を振り返り、多くの会員の皆様の取
り組みをご紹介する予定です。どうぞご期待ください。

2015
Oct

　本会は昭和31年に設立し、来年２月15日に創立60周年を迎えます。そこで、
これまでの歩みを振り返るとともに、今後も県内中小企業の振興発展を図ると
いう使命をあらためて発信するための「記念誌」を作成したいと考えています。
　つきましては、関係各位よりご協賛を賜り、記念誌に広告を掲載させていた
だきたいと存じます。是非、多くの皆様のご協賛をいただきますようお願い申
し上げます。
広告掲載料　１ページ　　　30,000円（消費税別）
　　　　　　１／２ページ　15,000円（消費税別）
　　　　　　１／４ページ　 8,000円（消費税別）
申 込 方 法　同封の申込書もしくはＨＰよりお申込ください。
申 込 締 切　平成27年10月30日㈮ 担当：連携支援第２課　平田

山口県中央会　創立60周年記念式典及び
記念誌ご協賛のお願い

記念式典のお知らせ
　創立60周年にあたり、記念式典を下記にて
開催します。詳細については、改めてご案内
申し上げます。
日時　平成28年２月15日㈪
場所　山口市湯田温泉「ホテルかめ福」
内容　表彰式、記念講演、祝賀会
　なお、例年11月に開催しております「組合
トップセミナー」は、本記念式典に変えさせ
て頂きます。


