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表紙写真説明

創立60周年記念式典を開催
  (山口市湯田温泉「ホテルかめ福」）

 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 創立60周年記念式典を開催
■　組合等ニュース紹介
■　シリーズ「ものづくり補助金活用事例紹介」
 ユキエンジニアリング株式会社
 株式会社広島企業
■　 マイナンバー（個人番号）を正しく取り扱っていますか
■　 技能検定試験のお知らせ

■　景況動向
■　 平成27年度補正ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金
■　 「トークカフェ2016～山口県のまちづくりを考える～」を開催

組合活性化情報　毎月１日発行　平成28年３月１日
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2 山口県の中小企業 （2016年３月号）

特　　集

　２月15日㈪、山口市湯田温泉ホテルかめ福において、約250名のご来賓、会員の皆様にご出席のもと、山口
県中小企業団体中央会創立60周年記念式典を開催しました。
　式典は山田義裕副会長の開会のことばで始まり、和田卓也会長が「行動指針となるアクションプランのもと
に連携戦略による中小企業力の強化と発展の実現を目指す」旨の主催者挨拶をしました。
　続いて、中小企業組合の組織化、中小企業の発展・振興に寄与された優良組合や組合青年部をはじめ、組合
の発展に功績のあった功労者及び優良役職員の表彰を行いました。
　ご来賓を代表して、畑野浩朗中国経済産業局長、村岡嗣政山口県知事、畑原基成山口県議会議長、髙橋晴樹
全国中小企業団体中央会専務理事、杉山秀二商工中金代表取締役社長よりそれぞれ激励を交え、祝辞をいただ
きました。

創立60周年記念式典を開催特集

和田卓也会長

畑野浩朗
中国経済産業局長

村岡嗣政
山口県知事

畑原基成
山口県議会議長

髙橋晴樹
全国中小企業団体中央会専務理事

杉山秀二
商工中金代表取締役社長

　式典終了後、記念講演会に移り、元ローソン・ジャパン社長　株式会社都築経
営研究所代表取締役の都築冨士男氏を講師に迎え、「ローソンの再建事例に学ぶ
これからの企業経営」と題してご講話をいただきました。新生・ローソンを誕生
させるために取り組んだ店舗規模の見直しやコンビニならではの新商品開発の秘
話、「マーケティング」「コラボレーション」「ベンチマーク」の重要性など講演
内容は多岐にわたり、出席者に大変好評でした。
　続く祝賀会は、岡本博之副会長の開宴挨拶に始まり、周南市の銘酒 “原田”、
岩国市の銘酒 “五橋” の酒樽が用意
され、ご来賓の代表10名による威勢

のよい「よいしょ！」の掛け声による鏡開きと藤部秀則山口県副
知事の乾杯で幕を開け、会場内は組合関係者、関係機関など多く
の参加者で歓談や名刺交換、ＰＲタイム等が行われ、和やかなう
ちに石丸典子山口県議会商工労働委員長による万歳で盛会裡のう
ちに閉幕しました。 （祝賀会写真は５ページに掲載）

都築冨士男 氏



3山口県の中小企業（2016年３月号）

特　　集

おめでとうございます　受賞者名簿　（順不同　敬称略）

中小企業庁長官表彰

優良組合（２組合）
　山口県トラック事業協同組合
　柳井輸送コンビナート協同組合

中国経済産業局長表彰

優良組合（２組合）
　山口県パン工業協同組合
　下松陸上運送業協同組合
組合功労者（２名）
　八　塚　和　弘　（新南陽鉄工団地協同組合）
　奥　野　　　丞　（吉見安岡蒲鉾協同組合）

山口県知事表彰

優良組合（５組合）
　湯本温泉旅館協同組合
　山口県左官業協同組合
　山口県酒造協同組合
　山口県流通センター卸事業協同組合
　萩阿武トラック事業協同組合

全国中小企業団体中央会会長表彰

優良組合（３組合）
　防府流通センター協同組合
　山口県菓子工業組合
　吉南物流協同組合
組合功労者（３名）
　下　野　賢　一　（山口県左官業協同組合）
　伊　藤　孝　身　（湯本温泉旅館協同組合）
　秋　山　智　洋　（美祢建設業協同組合）
優良青年部（２青年部）
　日立笠戸協同組合睦会　（日立笠戸協同組合）
　山口県電気工事工業組合青年部（山口県電気工事工業組合）

中小企業庁長官表彰
（山口県トラック事業協同組合）

中国経済産業局長表彰
（山口県パン工業協同組合）

山口県知事表彰
（湯本温泉旅館協同組合）

全国中小企業団体中央会会長表彰
（防府流通センター協同組合）



4 山口県の中小企業 （2016年３月号）

特　　集

山口県中小企業団体中央会会長表彰

優良組合（26組合）
企業組合うずしお母さんの店加工部
岩国生コンクリート協同組合
山口県瓦工事業協同組合
アップライト協同組合
下松建設業協同組合
ヘッドアイ協同組合
防府自動車整備協同組合
防府市上下水道事業協同組合
日本高速道路利用協同組合 山口県海苔流通協同組合
赤帽山口県軽自動車運送協同組合 山口県歯科医師協同組合
山口県中部生コンクリート協同組合 山口県中部砕石協同組合
山口県旅行業協同組合 協同組合山九ハイウエイセンター
山口県環境整備事業協同組合 山口県板金工業組合
山口県鉄構工業組合 協同組合阿東ショッピングセンター
宇部市土木建設協同組合 ユー・アイ・ケイ協同組合
萩市田町商店街振興組合連合会 萩焼協同組合
ブリックス・アセアン経済交流協同組合 美祢建設業協同組合

組合功労者（16名）
小熊坂　孝　司　（山口県菓子工業組合） 松　川　卓　司　（岩国市中通商店街振興組合）
河　地　香代子　（企業組合みんと村） 梅　森　公　司　（アップライト協同組合）
井　森　浩　視　（柳井土木建設業協同組合） 伊　賀　訓　之　（周南工流シティー協同組合）
藤　井　　　彰　（ヘッドアイ協同組合） 木　下　治　雄　（周南地区タクシー協同組合）
田　村　和　一　（湯野温泉事業協同組合） 羽　嶋　　　等　（防府鉄工業協同組合）
門　田　晴　善　（日本高速道路利用協同組合） 坂　本　惠　次　（山口県商店街振興組合連合会）
原　口　圭　右　（山口市本町商店街振興組合） 徳　重　忠　治　（山口市水道工事協同組合）
田　中　文　雄　（山口県管工事工業協同組合） 小　川　　　勇　（長門大津建築協同組合）

優良青年部（６青年部）
山口県青年醸友会（山口県酒造協同組合）
天神町銀座商店街振興組合青年部（天神町銀座商店街振興組合）
山口県自動車車体整備協同組合青年部（山口県自動車車体整備協同組合）
山口県菓子工業組合青年部（山口県菓子工業組合）
山口県印刷工業組合青年部（山口県印刷工業組合）
山口県霊柩葬祭協同組合青年部（山口県霊柩葬祭協同組合）

優良役職員（18名）
田　村　敦　子（下松陸上運送業協同組合） 豊　川　育　子（企業組合みんと村）
浜　田　隆　晴（柳井土木建設業協同組合） 浜　本　弘　美（日立笠戸協同組合）
原　田　芳　人（周南地区鉄工協同組合） 竹　村　元　夫（周南地区タクシー協同組合）
穐　本　正　之（防府流通センター協同組合） 青　木　　　透（山口県中古自動車販売商工組合）
金　子　美枝子（山口県電気工事工業組合） 本　田　由美子（山口県味噌醤油協同組合）
林　　　久　子（山口市水道工事協同組合） 畑　中　勢津子（協同組合山九ハイウェイセンター）
廣　瀬　　　進（山口県火災共済協同組合） 田　坂　理　枝（山口県火災共済協同組合）
森　本　弘　樹（山口県火災共済協同組合） 杉　本　淳　子（萩阿武建設協同組合）
吉　永　ヒロ子（みどりの風協同組合） 今　浦　美　恵（長門建設業協同組合）

山口県中小企業団体中央会会長表彰
（企業組合うずしお母さんの店加工部）

受章者謝辞
（山口県トラック事業協同組合　河本善邦 理事長）



5山口県の中小企業（2016年３月号）

特　　集

祝賀会風景

PRタイム

鏡開きの様子

和やかな雰囲気に包まれる会場

万歳三唱

石丸典子山口県議
会商工労働委員長
による中締め

開宴挨拶をする
岡本博之副会長

PRブースの前に集合された山口県中小
企業団体中央会青年部の皆さん

お菓子の試食コーナー及び
（企）廣田養蜂場のはちみつレモネード試飲

山口県菓子（工）及び農産加工関連企業
組合の協力による展示試食

山口県酒造（協）及び山口県青年醸友会の強力
により県内日本酒18銘柄の試飲会が実現

下松陸上運送業協同組合

企業組合廣田養蜂場

女性起業家の皆さん

企業組合志舞

山口県菓子工業組合



6 山口県の中小企業 （2016年３月号）

　２月21日、福岡県クリーニング生活衛生同業組合
の技術担当理事、桑原義行氏を講師にクリーニング
に必要な溶剤管理について講座を開催しました。
　衣類等に使用される新しい素材、新JISへの対応、
適切なクリーニング手法を座学と実演を交え、受講
者の各店で利用している溶剤をテスト、phや温度
の数値管理における課題や解決方法を学びました。
　また、同日開催された総会では、村上英男理事長
が退任、山野陽生氏が理事長に選任されました。委
員活動充実の一環として、新年度は４回連続の大学
講座として開講、より踏み込んだ技術を学ぶ予定と
しています。

　ふくの取扱量日本一を誇る下関市の南風泊市場に
て、２月11日、下関ふくのPRと消費者への感謝を
表すためのイベント「ふくの日まつり」を開催しました。
　「ふく鍋」1000食の無料提供や、ふく刺し等の即
売会、近海で獲れた新鮮な魚介類の即売会、袋せり
によるオークション、ふくの料理教室、抽選会等が
行われ、多くの来場者で賑わいました。
　毎年恒例のふくのつかみ取りやふくのトランポリ
ン会場など子ども達向けのイベントも用意され、家
族連れに人気のイベントとなっています。
　このイベントは、２月９日の「ふくの日」にちな
んで、毎年開催されています。

下関南風泊水産団地協同組合
 （理事長　平尾　泰範）

ふくの日まつりを開催！

組合等ニュース紹介

　商店街の若手リーダーを支える若手商人の発掘・
育成・意識改革を行い、商店街及び青年部の組織強
化、活性化を図るための「若手商人育成プロジェク
ト」の一環として、エフエム山口にて情報発信を行っ
ています。昨年度は主に商店街イベント情報を発信
していましたが、今年度は商店街の “人” に注目し、
県内商店街で活躍するキーマンがそれぞれ登壇し、
取り組みについての情報を発信しています。
　２月22日はＦＭ山口「coziness（ラジオパーソナ
リティ・大和良子さん）」（16:40～）のゲストコーナー
に周南市の商店街関係者が生出演し、商店街の新し
い施設やこれからのまちづくり、仕事体験イベント
「こどもっ
ちゃ！商店
街」の取り
組みについ
て紹介しま
した。

山口県商店街振興組合連合会青年部
 （青年部長　徂徠　孝文）

ＦＭラジオを通じて情報発信！

　２月17日、宇部市県産業技術センターにて平成27
年度補正ものづくり・商業・サービス新展開支援補
助金公募説明会を開催し、約70名が参加しました。
　今年度のものづくり補助金は２月５日より公募が
開始されたばかりで、昨年度との違いや新しく追加
された類型についてを中心に公募要領に沿って説明
を行い、参加者は熱心に説明に聞き入っていました。
　追加開催として、３月22日㈫周南会場、23日㈬宇
部会場にて第２回公募説明会を実施予定です。詳し
くは本会までお問い合わせください。（ものづくり
補助金の概要は11ページをご覧ください）

山口県中小企業団体中央会

ものづくり補助金の公募説明会を開催

山口県クリーニング業生活衛生同業組合
 （理事長　山野　陽生）

クリーニング大学講座を開催
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「ものづくり補助金活用事例紹介」シリーズ その26

（技術分野）　　ものづくり技術
（類　　型）　 　試作開発＋設備投資
（会社概要）　 　弊社は30年にわたって環境機器に

取り組み、製造工場の油圧や潤滑設
備向けに精密オイルクリーナー製造販
売を行っています。近年ではメカトロ製品にも力を入れ、医療器具の滅菌バッグ単
品包装を機械化した「滅菌バッグ自動包装機」や研究所向けに試験や分析の自
動化装置や工場むけ小物部品の自動組立装置なども製作しています。

（事業概要）　 　切削、研削等の機械加工で使用される加工液は砥石や研削粉の発生が多く、
汚染が高いと加工精度や刃物寿命への影響が懸念されます。そこで、
過去30年のフィルトレーション経験を生かしたランニングコストの
安い自動清掃式フィルターシステムの設計、試作、ベンチ試験を実

施しました。内容としてはフィ
ルターシステムを試作し、その
性能や機能を確認する為のベン
チ試験装置で多角度の試験を繰
り返し、そのろ過結果や精度に
ついて確認を行いました。

ユキエンジニアリング株式会社
〒751-5306　山口県下関市有冨４ー６

TEL：083-250-5306　FAX：083-250-5361

URL：http://www.cando21.co.jp/index.html

代表取締役
山本　清美 氏

自動清掃機能付き次世代フィルトレーションシステムの
開発と事業化

　この度「ものづくり助成金」を活用させ
て頂き、フィルトレーションシステムケー
シング部の機械加工では難しい形状部を金
型アルミ整形により、コストダウンおよび
デザイン性も向上し、今後の拡販に繋がる
事を確信しています。

「ものづくり補助金活用事例紹介」シリーズ その27

（技術分野）　　ものづくり技術
（類　　型）　 　成長分野型（設備投資のみ）
（会社概要）　 　物を大切にするという３R（リデュー

ス、リユース、リサイクル）の環境問
題に対応して社会貢献することを目的
とし、「プラスチック材料リサイクル事業」、「ビン・カン・ペットボトル選別リサイク
ル事業」、「発泡スチロールリサイクル事業」の３つのリサイクルを行っています。

（事業概要）　 　当社は容器包装プラスチックの材料リサイクル事業を行っており、川下企
業が要求するリサイクルペレットの製造にあたり、PE、PPをそれぞれ単一で
選別することが課題となっていました。そこで、光学選別機を導入することにより、PE、PPを高

品質・高純度な単一素
材として選別し、顧客
が要望する多様なリサ
イクルペレットの量産
体制を構築することが
でき、高品質・高純度
な単一素材の選別・量
産が可能となりました。

株式会社広島企業
（本社）　〒731-0125
　　　　広島県広島市安佐南区大町西１丁目24-40
（事業実施場所）
〒759-0132　山口県宇部市大字山中字甲石700-13
　　　　　　（宇部テクノリサイクルセンター）
TEL：0836-62-6230　FAX：0836-62-6231

代表取締役社長
新森　俊憲 氏

光学選別機による容器包装プラスチックのPE、PP素材の
単一選別・量産化

　今回補助金を活用し、光学選別装置を導
入することで、容器包装プラスチックから
高品質・高純度な単一素材品を選別し取り
出すことができ、顧客の要望に応じたリサ
イクル樹脂を高効率に生産し、提供するこ
とが可能になりました。

フィルトレーションユニット組立完成品

光学選別機
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マイナンバー（個人番号）を正しく取り扱っていますか

お知らせ 国家試験 平成28年度（前期）

技能検定試験
技能五輪山口県予選大会
働く人々の技能を証明する国家検定試験です。
高度な技能を国や県が公に認めたことが証明されます。

●受検申込期間　４月４日㈪～４月15日㈮まで
● 受検案内（受検申請書）は当協会、市町役場労働担当課、職業
安定所等に用意しています。
●検定実施職種
◎印は技能五輪山口県予選大会職種
（平成５年１月１日以降に生まれた者が予選大会に出場できます。）

園芸装飾／造園／◎機械加工／◎鉄工／建築板金／◎工場板金／◎仕上げ
／ダイカスト／◎電子機器組立て／◎電気機器組立て／建設機械整備／
◎婦人子供服製造／◎家具製作／◎建具製作／印刷／石材施工／◎とび／
◎左官／◎タイル張り／畳製作／防水施工／内装仕上げ施工／熱絶縁施工／
サッシ施工／表装／塗装／◎フラワー装飾／路面標示施工／産業洗浄 　等
 42職種71作業です。

お問い
合せ先 山口県職業能力開発協会 山口市中央四丁目３－６

☎ 083‒922‒8646
■ホームページでも技能検定のご案内をしています。
　URL  http://y-syokunou.com/

事業者は、行政手続などのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います。
取得にあたっては

・マイナンバーを従業員などから取得する際には、本人確認（次の①②の確認）が必要です。
　①　マイナンバーが間違っていないかの確認
　　　⇒　マイナンバーが書いてある「通知カード」や「個人番号カード」で確認
　②　身元の確認
　　　⇒　顔写真が付いている「個人番号カード」又は「運転免許証」などで確認
・ マイナンバーを従業員などから取得する際には、利用目的（「源泉徴収票作成」「健康保険・厚生年金保険届出」
「雇用保険届出」等）を伝えましょう。
・マイナンバーを取り扱う者、取扱い手順、保管場所などを決めておきましょう。

万が一、マイナンバーが漏えいしてしまった場合には…

１．事業者において講ずることが望まれる措置
　　⑴　事業者内部における責任者への報告、被害の拡大防止 ⑵　事実関係の調査、原因の究明
　　⑶　影響範囲の特定 ⑷　再発防止策の検討・実施
　　⑸　影響を受ける可能性のある本人への連絡等 ⑹　事実関係、再発防止策等の公表
　　※ 　マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、マイナンバーの変更をお住いの市区町村

に請求できることを本人に説明してください。
２．個人情報保護委員会又は業界の所管官庁への報告
　①　個人情報保護委員会に報告する場合
　　　 個人情報保護委員会ウェブサイトに掲載している様式に事実関係や再発防止策等を記載し、速やかに個人情報保護委員会に

郵送で報告するよう努めてください。
　　　※ 　影響を受ける可能性のある本人全てに連絡した場合、外部に漏えいしていないと判断される場合等の個人情報保護委員

会への報告不要の要件を全て満たす場合には、個人情報保護委員会への報告は不要です。
　②　個人情報保護法に基づき所管官庁に報告する場合
　　　所管官庁のガイドライン等に従って、報告してください。
　　　（所管官庁から個人情報保護委員会に報告されますので、①の報告は不要です。）

特定個人情報の安全の確保に係る「重大な事態」が生じたときに、個人情報保護委員会に報告することが法令
上の義務になりました。次の事態に該当する事案又はそのおそれのある事案が発覚した場合には、個人情報保
護委員会に第一報をお願いします。
「重大な事態」とは…
１．漏えい・滅失・毀損又はマイナンバー法に反して利用・提供された特定個人情報に係る本人の数が100人を超える事態
２． 特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を電磁的方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態となり、
かつ、その特定個人情報が閲覧された事態

３．不正の目的をもって、特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を利用し、又は提供した者がいる事態　等

詳しくは個人情報保護委員会ウェブサイト(http://www.ppc.go.jp/legal/policy/rouei/)をご覧ください。

お知らせ
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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

業種別の景況
業　　　種 １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 →

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　

　１月の業種別景況のＤＩ値は、13業種の内一
般機器と建設業のみが対前月比で好転、それ以
外の９業種は悪化しており、全体としては悪化
傾向にある。
　暖冬による冬物商材が低迷している中、一転
して寒波に見舞われたことにより、物流や商流
が混乱して消費も低迷し、食料品・小売業・商
店街の売上が大きく落ちている。
　慢性的な人手不足や受注量の減少の中にあっ
て、燃料価格が下がっており利益増の好影響も
でているが、材料費等コストが下がらず、中小
企業にとっては苦しい経営状況が続いている。

月次景況調査結果
※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。）

平成28年１月期
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景況動向

情報連絡員報告

製

造

業

食 料 品
○　駅、ＳＡ、空港等の公共交通機関の売店は前年並みであったが、大河ドラマ “花燃ゆ”
終了の萩地区は予想通り売上が激減した。 （パン・菓子製造業）

○　１月第３、４週は萩市内も冠雪し交通事情の悪化により大幅に売上が落ち込み、28日時
点で前年同月比マイナスとなった。 （水産食料品製造業）

繊 維 工 業
○　新製品の販売状況がかなり悪く、在庫過多の生産調整が懸念されたが、１月からキャン
ペーンの実施があり、売上は30％増の見込み。 （下着類製造業）

○　国内生産に戻りつつあり、工場も減少していることから、仕事が無くなる事は無い。
 （外衣・シャツ製造業）

木 材 ・
木 製 品

○　組合員間で差異はあるが、人員不足が慢性化しているところもある。
　 （製材業・木製品製造業）

印 刷 ○　世の中の景気状況は地方の中小企業までには届いておらず程遠い。  （印刷）

窯 業 ・
土 石 製 品

○　事務員の退職により人員が減少している。災害復旧工事等も終了し、平成28年度は平成
27年度より更に出荷量・入札件数も激減すると予想される。 （砕石製造業）

○　従業員増加が２社あった。後継者育成・技能伝承のための増加は問題が無いが、急に
忙しくなったという増加は慎重に考えなければならない。 （石工品製造業）

一 般 機 器

○　大手の設備投資が一段落し大口の受注が落ちたが、寒波で水道管破損による小口受注
が多かった。容器製造は県内外の小口の受注が多く１～２月はフル稼働。中国の景気減速
により加工用鉄鋼材料が安くなりコスト削減だが、輸入は為替相場に左右されるので気が
かり。人手不足の状態が続いている。 （一般機械器具製造業　防府）

○　機械検査の受注に陰りがみられ残業が減っている。 （一般機械器具製造業　宇部）
○　金型生産の１月設備操業度は昨年12月に比べ上昇。成形製品の生産設備稼働率は上昇
傾向だが、受注量が伸び悩み先の読めない中、工程の見直しや無駄の排除などより一層の
効率化が必要な状況。 （特殊産業用機械製造業）

輸 送 機 器 ○　鉄道車両、精密加工、プラント部門ともに、作業量に恵まれている。精密加工は、単期
のため油断は禁物と考えている。 （鉄道車両・同部品製造業）

非

製

造

業

卸 売 業
○　山口県海苔の共販実績は前年度に比べ枚数では64％、平均単価は３円高い10.92円。海
苔の絶対量が少ない事が影響している。 （乾物卸売業）

○　天然物は豊漁のため値下がりしているが、養殖物は少なく高騰している。“ふく” は養殖
物が品薄のため、相変らず高値が続いている。 （生鮮・魚介卸売業）

小 売 業
○　初売りで月初めは良かったが月末は悪化し前年割れの店舗が多い模様。１～３月は化粧
品が売れない時期でもあるので、その影響もあると思う。 （化粧品小売業）

○　売上は前年比プラスで順調に推移していたが、24日大雪以降の３日間は人出がほとんど
なく、防寒・雪除け関係の店舗以外は全滅状態。 （各種商品小売業）

商 店 街
○　気温上昇から冬物衣料の売上が伸び悩み、冬物バーゲンも例年以上の割引率で実施を
したが、値引き幅が大きくなり売上高の減少に直結している。 （山口市）

○　売上が下がるのを見越した衣料品店はセールを実施し客足は良かった。 （萩市）

サービス業

○　インバウンドのお客様を少しずつ受け入れている宿も増え、ツアー・家族連れのお客様
が増える見込みの模様。 （旅館業）

○　灯油価格が下がり利益が増えているが、一度価格が上がったプラスチック製品や包装ビ
ニールなどが元には戻らず苦しい状況が続いている。この時期は閑散期で採算すれすれの
状況である。 （普通洗濯業）

建 設 業
○　工事量が少ない上に受注しても土地の買収や打合せ不足で工事にかかれないとの事。高
校生は少数だが雇用確保できるが、大卒はかなり困難。 （土木工事業　柳井市）

○　受注高は前年同月比16％。年度累計では対前年比41％。 （土木工事業　萩市）

運 輸 業

○　正月と連休の多い月のため、車両の動きは低調であった。国内向け鉄鋼素材はやや上向
きであったが、輸出関連はやや低調。ドライバー不足は依然として解消されず、売上高も
前年同月比で約１割の減少となった。 （一般貨物自動車運送業）

○　１月１～20日分は＋1.0％と１月になり少し回復しているように思われる。ＬＰＧ購入単価
は先月よりも３％、前年同月比で11％安価。 （一般旅客自動車運送業）

　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。

平成28年１月期
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お知らせ

　２月19日、ホテルかめ福において地域商店街活性化セミナー
「トークカフェ2016～山口県のまちづくりを考える～」を開催し、
県内の若手商業者やまちづくり関係者ら90名が出席しました。
　基調講演に株式会社日本総合研究所の藻谷浩介主席研究員を
講師として招き、「地域再生と商店街の活性化～山口県のまちづ
くりを考える～」と題してご講話頂きました。
　はじめに、様々な統計データ例を用いながら、多くの人はイ
メージで物事を捉えがちであるが、統計上の数字から導き出し
た事実とかけ離れていることが多いことが説明され、地方＝衰
退というイメージを持つ人が多いが、そうではない面もあることが紹介されました。
　藻谷講師は「地域の活性化には、地産地消と人口減少を食い止めるための子育て支援が必須。サービス・
商業・観光業が積極的に新産業や雇用を創出し、地消地産を推進することが必要。商店街はこの特長を生
かせる。今後の人口減少局面において、よりコンパクトな街づくり、より機能的に集約された街づくりが

注目されている。商売の基盤である山口県を未来に続
けるために、県外客相手に高品質の商品で外貨を獲得
し、県民は地産地消を意識して売上を地域内でぐるぐ
ると回すことが大切」と強調されました。
　最後に、会場から藻谷講師への質疑応答があり、山
口市や周南市のリノベーション街づくりの手法につい
て紹介され、会場全体が熱気に包まれました。

「トークカフェ2016～山口県のまちづくりを考える～」を開催

平成27年度補正ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金
「中小企業・小規模事業者が取り組む、革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善の
ための設備投資等を支援！」

革新的サービス ものづくり技術

一 般 型
補助上限額：1,000万円　補助率２／３
設備投資が必要
補助対象経費：機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費

小 規 模 型

補助上限額：500万円　補助率２／３
設備投資可能（必須ではない）
補助対象経費：機械装置費、原材料費、技術導入費、外注加工費、委託費、知的財産等関連
経費、運搬費、専門家経費、クラウド利用費

高度生産性向上型
補助上限額：3,000万円　補助率２／３
設備投資が必要
補助対象経費：機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費

詳細については、公募要領をよくご覧ください。HP（http://axis.or.jp/info/7795.html）よりダウンロードできます。

公募説明会のご案内
　補助金の概要説明や、申請書の書き方に対するアドバイス、個別相談（希望者のみ）を行いますので、この機会に
是非ご参加ください。
　（周南会場）　３月22日㈫　ホテルサンルート徳山（周南市 築港町８－33）
　（宇部会場）　３月23日㈬　「(地独)山口県産業技術センター」（宇部市あすとぴあ４丁目１－１）
　時　間：13：30～15：00　 （個別相談15：00～　先着申込20社まで）　　　参加費：無料　　　定員：各100名

お問い合わせ先：（山口県地域事務局）山口県中小企業団体中央会　ものづくり支援室
　　　　　　　　TEL 083-922-2606　　FAX 083-925-1860

山口県商店街振興組合連合会（理事長　坂本　恵次）

質疑応答の様子講師の藻谷浩介氏



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

　組合の事務局長として活躍されている田村さんにお話を伺いま

した。

　田村さんは大正14（1925）年生まれの満90歳。組合に入職され

て45年のベテランで、主に組合員のトラックの配車を担当されて

います。女性配車担当の先駆けとして長年活躍を続けた功績をた

たえ、中央会創立60周年を記念し山口県中小企業団体中央会会長

　特別優良役職員表彰を受賞されました。

　テキパキとした口調で電話の受話器を２台持って話される姿

は、若い組合員にも活力を与えています。組合PRをお願いした

ところ「積載物流品に対する無損害をモットーに安全輸送に心が

け、組合主導体制で次世代に繋げていきたいです」と笑顔で答え

ていただきました。

編集後記
　創立60周年記念式典へご参加いただき、ありがとうございました。私は、記
念誌の作成及び来場者へお渡しする記念品を担当。記念誌には過去の会報から
ピックアップした会員の動きを掲載。選定に苦労しつつ、過去様々な動きが
あったことを再確認できる良い機会となりました。記念品は萩の岩川旗店が製
作する “めでたい” 鯛柄のエコバックに。早速「使ってるよ」との声も頂き、
嬉しい限りです。次は10年後。さらに良い70周年となるよう、10年間頑張りた
いと思います。 （平田）

2016
Mar

下松陸上運送業協同組合
田村　敦子さん


