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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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特　　集

特集 平成28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、従業
員の採用方法、女性の管理職数、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。

１　調査時点　平成28年７月１日
２　調査対象　800事業所
３　回 答 数　424事業所
４　回 答 率　53.0％

１　経営状況
　（図１）経営状況については、平成26年度と平成
27年度では「良い」「変わらない」「悪い」とする事
業所の割合がほぼ同値であったが、平成28年度調査
では、「良い」とする事業所が4.8ポイント減少し、
「悪い」とする事業所が5.6ポイント増加している。

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。「38時
間超40時間未満」が昨年度より3.4ポイント増加し
ている。

　（図２）直面している経営上の障害については、
過去から増加傾向であった「人材不足（質の不足）」
とする事業所が最も多く昨年度に比べ6.9ポイント
増加し、「労働力の不足（量の不足）」とする事業所
も5.7ポイント増加している。
　過去圧倒的に多く近年は減少傾向であった「販売
不振・受注の減少」とする事業所は平成28年度調査
では4.9ポイント増加している。
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特　　集

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、
「70～100％」が29.9％で最も多く昨年度より5.4ポ
イント増加している。「10％未満」・「10～20％未満」
はともに減少し、「20～30％未満」・「30～50％未満」
は増加している。

(図５）平成28年３月新規学卒者の採用充足状況
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４　新規学卒者の採用状況
　（図５）平成28年３月の新規学卒者採用充足状況
については、採用計画人数が増加したにも係わらず
採用実績人数が増加せず、充足率が昨年度より7.9
ポイント減少している。「事業所数」・「採用計画人
数」・「採用実績人数」は平成25年３月に減少したが、
その後徐々に増加しており、新規学卒者の採用状況
は改善傾向にあるが、事業所から見れば必要な人数
が確保できていない状況である。

５　従業員の採用方法
　（図６）従業員の採用方法については、「ハローワー
ク利用による採用」が最も多い。「その他」の回答は、
「業界団体・職能団体からの斡旋」「親会社や関連会
社の紹介」「取引先や親会社・関連会社以外の他社
からの紹介」「出向者の転籍」等である。

６　女性の管理職
　（図７）女性の管理職の有無については、全国よ
りも若干「少ない」もようである。
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（図８）賃金改定実施状況
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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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７　賃金改定状況
　（図８）平成28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41.5％で、昨年度より2.0ポイント増加している。
また、「今年は実施しない（凍結）」とする事業所数
も昨年度より2.5ポイント増加しており、「未定」が5.4
ポイントと減少するなど、事業所の賃金改定状況は
２極化している。
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　８月23日㈫、山口市の山口県総合保健会館にて山
口労働基準監督署と山口市消防本部により労働災害
と火災から命を守るポイントを学ぶ研修会を開催さ
れました。労働安全の確保には、リスクアセスメン
ト（事業者自らが事故の危険性の余地・可能性を考
える仕組み）が必要です。火災の煙は、人の歩行速
度より早く拡がり視界を遮り呼吸もままならなくし
ます。初期消火が出来ない場合は、いち早く周囲に
知らせ避難することが重要と学びました。
　石田理事長は「事故の可能性は常にどの事業所で
もある。こ
れから安全
をどのよう
に確保して
いくか確認
していきた
い。」と決
意をされて
います。

組合等ニュース紹介

　８月23日㈫、山口市のホテルにおいて平成28年度通
常総会を開催。的場会長の挨拶ののち議案の審議が
行われ、組合士制度の普及と受験者の勧奨に努めるこ
とを決議しました。続いて、新たに組合士となった３名
に的場会長より組合士認定証書が授与されました。
　総会に先立ち、coco-emi代表の小林洋子氏を講
師に「アンガーマネジメントでストレスを溜めない
職場環境へ」をテーマに研修を行い、職場での心の
持ち方について学びました。
☆組合士に認定　おめでとうございます（左から）
　協同組合山九ハイウェセンター 吉松奈津子　様
　山口県北西部生コンクリート協同組合 福田　利香　様
　山口県中小企業団体中央会 松村　昌典　様

山口県中小企業組合士会
 （会長　的場　弘司）

組合士会総会及び認定証書授与式の開催

　山口県商店街振興組合連合会は、９月９日㈮、山
口市湯田温泉で、山口市商店街の若手経営者と湯田
温泉の活性化を考える会「ゆだもり」との交流会を
開き、約20名が出席しお互いの活動の取り組みにつ
いて、意見交換をしました。
　ゆだもりの会長である湯田温泉マスコットガール
「ゆう子」も参加し、山口県商店街振興組合連合会
青年部（徂徠青年部長）、山口市中心商店街と湯田
温泉の連携
と交流の約
束がなされ
ました。今
後も交流を
重ね連携を
強化し、共
同事業など
を検討する
ことになり
ました。

商店街と湯田温泉の連携強化
のための交流会を開催

「ゆう子」ゆだもり会長と徂徠青年部長

山口県中部砕石協同組合
 （理事長　石田　修詳）

労働災害・火災から命を守る
リスクアセスメントを学ぶ

山口県商店街振興組合連合会
 （理事長　坂本　惠次）

消火訓練

手頃な掛金でも補償は充実
共済事業は営利を目的としていないので､掛金は割安になっています。
しかし､補償内容は充実し､特約も豊富です。
また､独自の制度として親切な各種見舞金制度もあります。

〒753-0074
山口市中央4丁目5番16号
（商工会館３階）
TEL：083-925-6370
FAX：083-925-6372
E-mail：kenkyousai15@oregano.ocn.ne.jp山口県火災共済協同組合
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　９月９日㈮の “救急の日” に合わせた救急訓練が
防府市天神町で、商店街アーケード内を白い軽自動
車が暴走のうえ炎上し15名の重軽傷者が発生したの
想定で実施されました。訓練は、商店街の自主防災
組織が消火作業を行い、通報で駆け付けた消防隊員
がトリアージ（治療の優先順位を決めること）と応
急処置を行い、重症者を救急車に乗せ搬送がなされ
ました。
　坂本理事長は、「防府市の中心商店街でのイベン
トも多く大勢の人出があり、思いもかけない事故や
火災のリスクも大きい。安心・安全な商店街を目指
し、防災の意識を高めたい。」と話されています。

天神町銀座商店街振興組合
 （理事長　坂本　惠次）

事故や火災に備えた救急訓練を実施！

県内７会場にて『移動中央会』を開催
　中小企業者や組合等関係者から、地域の様々な課題等についての意見や要望等をお伺いする『移動中央
会』を、８月29日㈪柳井会場（柳井市文化福祉会館）での開催を皮切りに、９月15日㈭萩会場（サンライ
フ萩）まで県内７会場において開催しました。
　ご参加いただいた組合等からは、「公共事業の推進」「外国人技能実習制度の拡充」「軽油引取税の廃止」
「人手不足に対応した人材、後継者の確保」「コンクリート舗装の活用促進」「県内温泉地・観光地の知名
度の向上」等の様々なご意見・ご要望をいただきました。
　当会では、移動中央会で皆様から頂いた貴重なご意見・ご要望を今後の国や県の施策決定に反映できる
よう要望活動を行っていくこととしており、早速、10月に開催される自民党山口県連政策聴聞会に「要望
書」として提出し、意見を申し述べることにしています。

組合等ニュース紹介

　９月17日㈯～19日㈪、山口市中心商店街にある中
市、米屋町、道場門前の３商店街で、それぞれ独自
イベントを開催する『ぶち賑わいフェスタ』が開か
れました。
　中市商店街は、山口市内の大学生らを中心に、
「結人祭～学生と地域の人々を繋ぐお祭り」があり、
44団体がステージでよさこいやダンスを披露。米屋
町商店街は、シンボルマークが「88」に見えること
にちなんだ88円・888円・8,888円のイベントセール
を展開。道場門前商店街は、山口市では初めてのカ
レーの祭典「どうもんカレーフェスティバル」を実
施。県内各
地の有名16
カレー店が
大集結し来
場者は食べ
比べを楽し
みました。

　中市商店街振興組合 （理事長　森生信雄）
　協同組合米屋町振興会 （理事長　藤本利明）
　山口道場門前商店街振興組合 （理事長　北條栄作）

山口市中心商店街で『ぶち賑
わいフェスタ』を開催

人気のカレー有名店に並ぶ来場者

宇部会場 山口会場

消防隊員によるトリアージと応急処置



6 山口県の中小企業 （2016年10月号）

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 前年同月比 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 →

そ の 他 →

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　

　８月の業種別景況の前月比ＤＩ値は、14業種
の内で３業種が好転、前月同等が８業種、悪化
が３業種であるが、全体の景況の前年比ＤＩ値
では僅かに好転している。
　一般機器、輸送機器、建設業の一部では前年
よりも受注量が増加しており、売上も増加して
いるが、卸売業、商店街、サービス業、運輸業
では前年よりも売上が減少している模様であ
る。
　繊維工業、建設業や運輸業から引き続いて人
員・人材不足の報告もある。
　全体のＤＩ値は若干の好転であるが、県内中
小企業の景気回復感は弱く、先行きの判断も慎
重である。

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８月期
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景況動向

情報連絡員報告

製

造

業

食 料 品

○　高校総体で山口市のメイン会場は、出店料も無料と好条件で売上も上がった。お盆と夏
休みで、土産菓子は８月いっぱい好調。一方で、洋菓子・和菓子の専門店は暑さが影響
し前年より売上が減少した。 （パン・菓子製造業）

○　対前年同月比のマイナス幅が徐々に緩やかになっており、お盆期間（８/７～16）の実績
も対前年▲９％とほぼ平年並みとなった。 （水産食料品製造業）

繊 維 工 業
○　主力販売取引先からの新製品の備蓄のための生産を受注し、12月末までの受注量がある。
求人については相変わらず最悪の状態。 （下着類製造業）

○　端境期でもあり店頭の品物があまり売れていない様子でメーカーも在庫を抱えている模
様。受注も少なくなんとかつないでいる状況。 （外衣・シャツ製造業）

木 材 ・
木 製 品

○　新築物件の減少で木材の乾燥量も減少している。 （山口市）
○　公共工事の受注で設備操業度が上昇したが、業界の景況変化はない。 （下関市）

印 刷 ○　前月の売上が少なかったため、資金繰りが苦しい状況が続く。 （印刷）

窯 業 ・
土 石 製 品

○　８月は民間工事用の出荷が少し増加しているが、９月の受注量は減少しており、全体的
な受注量の低迷状況に変わりは無い。 （砕石製造業）

○　相変わらず新規のお墓より撤去・処分の仕事の方が多い。異業種の資格取得により将来
的には仕事の減少につながるとの懸念を抱かざるをえない。 （石工品製造業）

一 般 機 器

○　材料費支払と代金回収のズレが悪化。海外工事は依然受注が無い。三菱自動車の燃費
不正で、三菱の下請がマツダの受注に参入し価格競争が激化しそう。大手の設備投資が
今一つで発注が少なく発注が遅れ、競合会社が増加。 （一般機械器具製造業）

○　全般的に工作機械の稼動率が上がっており、一部はある程度加工済みの材料を購入し、
一部は外注や残業等で対応しているが、如何に短納期、低価格で受注をするか厳しい状況。

 （特殊産業用機械製造業）

輸 送 機 器
○　鉄道車両、精密加工とも順調に売上を伸ばしているが、単価の上昇が見られず厳しい運
営。鉄道車両部門は長期的にも作業量に恵まれている状況だが、精密加工部門は変動が
大きく秋後半以降は落ち込むとの見方もある。 （鉄道車両・同部品製造業）

非

製

造

業

卸 売 業
○　夏場のこの時期は海水温が高くて魚がないが、今年は雨が降らず海水が撹拌されないた
め昨年より更に深刻である。 （生鮮・魚介卸売業）

○　猛暑日が続き飲料・製氷関連商品が、７月に続き売上が増加。 （各種商品卸売業）

小 売 業
○　晴天も続き、氷・ビールなど冷たいもの、日焼け止めなど海水浴商品、夏物衣料などの
動きが良かった。猛暑のため人出が激減。 （各種商品小売業　岩国市）

○　８月は休日が前年より１日少ないため、前年同月比▲４％程度となる見込み。また、暑過
ぎて人出が増加しない。 （各種商品小売業　山口市）

商 店 街 ○　猛暑が続き暑過ぎて人出が少ない。衣料品は再度値下げをしている。10月からのプレミ
アム商品券でなんとか活気付けや売上の向上に結び付けたい。 （山口市）

サービス業
○　水泳教室の参加者が猛暑とオリンピック効果か微増した。 （スポーツ・健康教授業）
○　旅館は前年同月比で宿泊者数に大きな変化はなかったが、客単価が下がり収益が悪化し
ている。ホテルは夏らしい暑さでレジャー客が多く売上が増加。 （旅館業）

○　高温、クールビズの影響で需要は年々減少傾向にある。 （普通洗濯業）

建 設 業
○　公共工事は今後、東京・熊本に集中し、他地区では減少するものと思われる。工事物
件の減少により１つの総合工事業者の入札参加数が増えている。 （左官業）

○　十分な受注量があり忙しくしているが、従業員不足の中で、炎天下の健康管理に大変気
を使った。また、ガードマンも人員不足となっている。 （管工事業）

運 輸 業

○　８月の輸送受注実績は若干の回復を見たが未だ前年割れである。景気は、上期に比べて
下期は上向くとの予想がなされているが、円高が進む中では不確実である。乗務員不足は
依然として解消されず喫緊の課題である。 （一般貨物自動車運送業）

○　売上高は僅かに減少しているのが実情。観光の問合せも年々減少しているが、利用者の
高齢化に伴う減少もある。 （一般旅客自動車運送業）

そ の 他 ○　継続して毎月の取引は安定している。８月は前月より若干の増収となった。 （介護事業）

　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８月期
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（技術分野）　　製造環境
（類　　型）　 　試作開発＋設備投資
（形　　態）　 　ものづくり技術一般型
（会社概要）　 　当社は、昭和２年創業

の醤油醸造会社です。創
業以来 伝統の木桶仕込
みの醸造法を守り続け、
約１年半という月日をかけ
諸味を醗酵・熟成させて
います。

　　　　　　 　また、地産地消にも取
り組んでおり、山口県産の材料を積極的に採用しており、商品は、「マルクワ醤油」、
「山口杉樽仕込み本店」の２シリーズを中心に展開し、地元を中心に多くの消費者
に愛されています。

（事業概要）　 　本事業においては、熱旋風式シュリンク装置TORNAD（トルネード）を導入しました。この装
置は、開栓後の調味料の酸化を防ぎ、味の劣化を最小限に抑えることが可能なデラミ規格容器 全
体をシュリンクラベルで簡単に覆うことができます。こうすることで外部からの光の遮断し醤油
の劣化を更に防ぐことが可能となります。またラベルの表示面積が
飛躍的に大きくなることにより、商品の魅力を伝え易くなり、高齢
者にも選びやすい商品を作ることができました。

　また、より効果的に商品の魅
力を伝達するため、シュリンク
ラベルのデザインについても、
デザイナーを活用しデザインを
完成させるとともに、収縮率の
調整を何度も実施し、商品ラベ
ルとして完成させました。

「ものづくり補助金活用事例紹介」シリーズ その35

（技術分野）　 　金属プレス加工
（類　　型）　 　試作開発＋設備投資
（形　　態）　 　生産プロセス強化型
（会社概要）　 　当社は、チタン薄板、

ステンレス箔、その他
鋼材の加工及び加工
品販売をしています。
主な取引先は、地元の
大手鉄鋼メーカーで、
薄板精整工程と箔精整
工程を有しており、小
ロット・短納期で、高
精度形状測定等の特殊仕様にも対応できます。平成26年８月に、実績ある中國工
業株式会社の事業を受け継いでおり、今後も、ものづくりを牽引していく企業でありたいと願っております。

（事業概要）　 　いちごのハウス栽培では、温熱対策としてボイラーで温めたり、ビニールの二重化をする等、
燃料・材料コストは高くついていました。

　　　　　　 　当社は、ステンレス箔の施設園芸用の用途開発に取り組み、軽い、錆びにくい、腐食しにくい、
通電すると加温するというステンレス箔の特性を活かし、専用のテープヒーターを開発し、いち
ご苗の株元部分に敷設し、局所加温することでビニールハウス内の暖房費を約50％節減すること
に成功し、商品化に結びつけることができました。

　この事業では、より使いやすいよう
に商品の完成度を高め、コストダウン
を図るとともに、大規模な栽培施設向
けにも対応すべくプレス加工を施し、
高品質の商品を安定的かつ効率的に生
産し、需要の増大ニーズに応える体制
を構築することができました。

代表取締役社長
桑田　浩志 氏

『コスト削減と生産性の向上を実現する、施設園芸用資材「ステ
ンレス箔製テープヒーター」の商品完成度の向上』

　今後は、商品ラインアップの強化を図っていく予定。
まずは450㎖の醤油を取り揃えます。ボトルの機能が向上
し、充填後の煮沸消毒やホットパック充填も可能となって
きたので、「だし醤油」や「ぽん酢しょうゆ」といった新
たな商品ラインナップも視野に入ってきました。今後は、
この容器を活用した商品が主流となると考えられるため、
当社としても更に対応力の強化を図っていく予定です。
　本事業の取り組みは、当社伝統の味を今後も提供し続
けていくための体制整備の一つと考えています。今後も
更なる改革を実施していき、伝統の味を末永く提供して
いきたいと考えています。

熱旋風式シュリンク装置TORNAD（トルネード）

「ものづくり補助金活用事例紹介」シリーズ その36

代表取締役社長
阿部　光範 氏

　今回は、新規事業の立ち上げに取組んだもので、アンゾ
フの成長マトリクスでいえば、極めて多角化に近い挑戦であ
り、その事業を軌道に乗せることは最も難しいと言われて
います。しかし、一旦軌道に乗せることができれば、新事
業として一気に開花することも考えられ、ここまで、商品
開発は準備万端整ったので、今後は販路開拓が課題です。
　本商品は、いちごの株元部分の局所加温用で、いちごの
株元をクラウンということから、「クラウンヒーター」と商
標登録を取得しました。いちご栽培のコストダウンが図れる
という強みをアピールし、是非とも販路を開拓し本格的な
事業化を実現したいと思っています。

当社が開発したクラウンヒーター

ものづくり補助金活用事例紹介

桑田醤油有限会社
〒747-0029　防府市松崎町８番11号
TEL：0835-22-0386　FAX：0835-22-0441
URL：http://sugidaru-shouyu.com/

光メタルセンター株式会社
〒743-0021　光市浅江５丁目25番３号
TEL：0833-72-0830　FAX：0830-72-0837
URL：http://www.hikari-mc.co.jp

『消費者ニーズに即した次世代容器・ラベルの導入による商品価値の向上』
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お知らせ

山口県最低賃金
を引上げます。

　使用者はこの金額より低い賃金で、労働者を使用する
ことはできません。
　山口県最低賃金のほか下記の特定最低賃金を定めてい
ます。

平成28年10月１日から

１時間 753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、非鉄金属素形材製造業最低賃金

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

「健康職場　つくる
 まもるは　みんなが主役」

・ 事業者又は総括安全衛生管理者による
職場巡視
・ 労働衛生旗の掲揚及びスローガン等の
掲示
・ 労働衛生に関する優良職場、功績者等
の表彰
・災害を想定した実地訓練等の実施
・ 労働衛生に関する講習会の開催、作文・
標語の掲示
・ その他労働衛生の意識高揚のための行
事の実施　等

 主唱：厚生労働省、中央労働災害防止協会

10月１日～10月７日は「労働安全週間」です。
　各事業場で積極的に取り組みましょう。

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/
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お知らせ

　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170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。

やまぐち総合ビジネスメッセ2016

【日　時】　平成28年10月28日㈮　10時～16時
　　　　　　　　　10月29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
　　　　　　（ 女性創業セミナー、中堅・中小企業のための「標準化」制度活用戦略セミナー、事業承継セミナー、

ものづくりにおけるデザイン活用に関するクロストーク、周南新商品創造プラザ　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
　　　　　○６次産業化・農商工連携フェスタ
　　　　　〇ビジネスマッチングワークショップ、親子で職業体験と手作りワークショップ
　　　　　○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

中小企業向け個人情報保護法
説明会を開催します
～平成28年11月14日㈪～

　平成27年９月に改正個人情報保護法が公布され、
来年春頃に全面施行されます。
　これまでは「保有する個人情報の数が5,000以下
の事業者（小規模取扱事業者）」には個人情報保護
法が適用されませんでしたが、今回の改正により個
人情報を取り扱うすべての事業者が個人情報保護法
の対象となります。
　そのため、新たに対象となる小規模取扱事業者（中
小企業）向けに、個人情報の取扱いに関する基本的
なルールをご紹介する説明会を開催いたします。
　中小企業に限らず、興味のある方はどなたでもご
参加いただけますので、この機会を是非ご活用くだ
さい。
 ※事前の申込みは、必要ありません。
【日　時】　平成28年11月14日㈪　13：30～15：00
【場　所】　山口県健康づくりセンター　多目的ホール
　　　　　（山口市吉敷下東三丁目１番1号）
【定　員】　300人
【対　象】　中小企業、その他興味のある方
【参加費】　無料
【駐車場】　別紙のとおり
【問い合わせ先】
山口県商工労働部経営金融課　TEL 083‒933‒3180
※ 個人情報保護委員会ホームページにおいても改正個人情
報保護法に関する広報資料を掲載しておりますので、ご
覧下さい。URL：http://www.ppc.go.jp/personal/pr/

個人情報保護委員会

平成28年度中小企業者に関する
国等の契約の基本方針が閣議決定
　国は、官公需における新規中小企業を含む中
小企業・小規模事業者の受注機会の増大を図る
ため、上記の「基本方針」を毎年策定し、公表
しています。

　中小企業・小規模事業者向け
　　契約目標額 ３兆8,791億円　　
　　契約目標比率 55.1％　　

　また、新たな取り組みとして、中小企業庁は、
契約の実績比率が大きく低下している機関等に
たいして、改善に向けた取組を聴取する他の措
置が盛り込まれています。
　詳細は、中小企業庁ホームページをご参照下
さい。
　 http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/
torihiki/2016/160802houshin.htm
＊ 「官公需」とは、国や公団、地方公共団体等が、物品
を購入、サービスの提供を受ける、工事を発注するこ
とをいいます。共同受注体制の整っている事業協同組
合は、『官公需適格組合』として中小企業庁より証明
を受けることができます。
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中央会ＰＲ

組合等の代表者向けのセミナーを開催します！

【日　　時】　平成28年11月17日㈭　15：00～18：30
【会　　場】　西の雅「常盤」
　　　　　　山口市湯田温泉４丁目６-４　TEL：083-922-0091
【内　　容】　 第１部　講演会　15：00～16：50
　　　　　　　　　　　大谷流「元気の出る」企業経営
　　　　　　　　　　　　講師：大谷　由里子　氏

　吉本興業株式会社では、故・横山やすし氏に殴られた人は大勢いる
が殴ったことがある「伝説のマネージャー」として有名。現在は、『笑い』
を用いたユニークな「人材活性プロデューサー」としてＮＨＫスペシャ
ルや日本経済新聞など多くのメディアで取り上げられ話題。

　　　　　　 第２部　交流会　17：00～18：30 　組合や企業との貴重な交流の場です。
【参 加 料】　講演会のみ：無料、交流会：7,000円 
【問合せ先】　山口県中小企業団体中央会　連携支援第一課　花田・佐々木
　　　　　　TEL：083-922-2606

山口県中小企業団体中央会

トップセミナー

平成28年度組合等情報化推進研修

コース名 開催日時・内容

【Word】
目指せ
CS試験

ワープロ部門
３級！！

H28.10.27㈭ 9:30~16:30
　効率の良い文字入力の方法、言語
バーの使い方、文字の書式設定や移
動・コピー、ページ設定

H28.10.28㈮ 9:30~16:30
　表（罫線）の挿入の仕方、編集を
学習し、表が入ったビジネス文書の
作成

【Excel】
目指せ
CS試験
表計算部門
３級！！

H28.10.31㈪ 9:30~16:30
　データの入力手順、罫線の引き方、
セルの書式設定、数式・関数・相対
参照と絶対参照

H28.11.1㈫ 9:30~16:30
　表の並び替えの仕方、セルの移動・
コピーや、グラフ作成の方法

【会　　場】　山口県商工会館６Ｆ　中央会会議室
　　　　　　山口市中央４-５-16
【資 料 費】　Wordコース　1,836円
　　　　　　Excelコース　1,836円
【問合せ先】　山口県中小企業団体中央会
　　　　　　管理・企画課　松村・前田
　　　　　　ＴＥＬ：083-922-2606

すぐ仕事に使える！IT活用！



きらり★　
人材レター
きらり★　
人材レター

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

　今月は、山農協同組合専務理事の松崎博明さんにお話しをお伺いしま

した。平成23年６月に組合を設立し、農業の持つ多面的機能を生かし、農

業・農村の経済的発展・公益的な可能性の追求、農業所得の拡大を図り、

地域の農業生産を発展させることなどを目的に、学校給食パン向けの米

粉の生産や農産物検査法にもとづく農産物検査を実施するなど、積極的

に事業を実施してこられました。

　最近では、地元の菓子製造業者等と連携して米粉を使った菓子の開発

や販売に取り組まれるなど、連携しての６次産業化に力を入れています。

　「今後も、地産地消を進め、商品の価値を高めたい」と、いつもの大き

な笑い声とともに熱く語って頂きました。

☆山
やま

農
のう

協同組合
　山口市名田島1146番地　有限会社名田島農産内　☎ 083-972-7020
　ホームページ：http://www.unicom-net.com/user/yumeishin/index.html

2016Oct

【日　　時】　平成28年10月18日㈫　13：30～16：45
【会　　場】　「ホテルサンルート徳山」コットンローズ
　　　　　　周南市築港町８－33　TEL 0834-32-2611
【講　　師】　SOMPOリスケアマネジメント株式会社
　　　　　　リスクマネジメント事業本部長　高橋　孝一 氏
　　　　　　（内閣府BCP策定運用ガイドラインの作成専門委員）
【定　　員】　50人（先着）　定員になり次第締め切ります。
【受 講 料】　無料
【問合せ先】　山口県中小企業団体中央会　連携支援第二課　小倉・田中　TEL 083-922-2606

「儲かる・儲ける」BCP策定研修会のご案内
半日で策定！！ ～中小企業・個人商店が儲かるためのBCP活用法～

山農協同組合　専務理事　松崎　博明さん
有限会社名田島農産　専務取締役

講師　高橋 孝一 氏


