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特集 平成29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、障害
者の雇用状況、従業員の過不足状況、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。（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29年７月１日
２　調査対象　800事業所
３　回 答 数　354事業所
４　回 答 率　44.3％

１　経営状況
　（図１）経営状況は、「変わらない」とする事業所
の割合は平成26年度よりほぼ横ばいである。平成28
年度に経営状況が「良い」とする事業所の割合が減
少したが、平成29年度では増加している。

２　従業員の労働時間
　（図３）週所定労働時間は、「40時間」が48.1％と
最も多く、全体の約５割で推移している。平成28年
度と比べ「40時間超44時間以下」が1.9ポイント増
加し、「38時間以下」と「38時間超40時間未満」「40
時間」が微減している。

　（図２）直面している経営上の障害は、平成28年
度に比べ、「人材不足（質の不足）」、「労働力不足（量
の不足）」を経営上の障害とする事業所が増加して
いる。

(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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（図３）週所定労働時間
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３　従業員の年次有給休暇
　（図４）年次有給休暇の取得率は、「70～100％」
が27.6％で最も多く、次いで「30～50％未満」が
23.6％となっている。

(図５）平成29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29年３月の新規学卒者採用充足状況は、
平成28年度よりも「採用または採用の計画があった
事業所数」・「採用計画人数」・「採用実績人数」が下
がり、「充足率」も悪化している。新規学卒者の採
用状況は悪化傾向にあり、必要な人数が確保できて
いない状況である。

５　障害者の雇用状況
　（図６）障害者の雇用状況は、「雇用している」が
17.7％で、全国の20.8％に比べ3.1ポイント低い。

６　従業員の過不足状況
　従業員の過不足状況は、山口県、全国とも過半数
の事業所が「従業員不足」と回答している。また、（図
７）従業員不足への対応は、山口県、全国とも「経
験者の中途採用」が最も多く、次いで「新規学卒者
の採用」、「継続雇用者の活用」が多い。

（図８）賃金改定実施状況
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（図６）障害者の雇用状況
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７　賃金改定状況
　（図８）平成29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は、「引上げた」、「７月
以降引上げる予定」が平成28年度に比べ増加してい
る。「引下げた」、「今年は実施しない（凍結）」、「未
定」はともに減少している。事業所の賃金改定状況
は徐々に進んでいる。

（図４）年次有給休暇の取得率（従業員１人当たり）
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（図７）従業員不足への対応（複数回答） (％)
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『中小企業組合検定試験』にチャレンジ!!

『中小企業組合検定試験』に チャレンジ!!

組合会計問題
（設問１）　 中小企業等協同組合会計基準の監査制度に関する次の文章にある イ から ホ につい

て、語群①の中から最も適切な語句を選び、その記号を選びなさい。

１．（監査基準）
　 　監査人は、事実の認定、処理の判断及び意見の表明を行うに当たって、常に イ の態度を保持しな
ければならない。
　 　監査人は、十分な ロ を入手して、財務諸表に対する自己の意見を形成するに足る合理的な基準を
得なければならない。

２．（内部統制組織）
　 　内部統制とは、 ハ において管理を目的として、その資産を保全し、会計記録の正確性と信顧性を
確保し、かつ経営活助を総合的に計画し、調整し、評定するために ニ が設定した制度・組織・方法
及び手続きを総称したものである。

３．（監事の独立性）
　 　監事の独立性は複数の側面から捉えることができるが、監事は理事または職員との兼職が禁止されること
は ホ 独立性が求められていることを意味している。

〔語群①〕
Ａ．会計帳簿　　　Ｂ．監査証拠　　　Ｃ．監事　　　　　Ｄ．経済的　　Ｅ．経営者
Ｆ．経営体外部　　Ｇ．経営体内部　　Ｈ．公正不偏　　　Ｉ．合理的　　Ｊ．財産目録
Ｋ．心証　　　　　Ｌ．信頼関係　　　Ｍ．正当な注意　　Ｎ．精神的　　Ｏ．報告書
Ｐ．身分的

（設問２）　 下記事項により、Ａ事業協同組合の法人税の税務申告に関し、下の表に指定された事項を計算し、
記入しなさい。なお、Ａ事業協同組合は設立以来青色申告を行っている。

　　　　　この問題では、地方法人税は考慮しない。

１．当期は、自平成28年４月１日至平成29年３月31日の事業年度とする。
２．損益計算書の税引前当期純利益金額は、3,600,000円である。
３．税務調整事項は４、５の事項のとおりである。
４ ．当期の租税公課で処理されている預金利子に係る所
得税額は102,100円（復興特別所得税を含む）であり、
同金額は全額法人税額から控除するものとする。
５．貸倒引当金繰入限度超過額は、297,900円である。
６．法人税の税率は15％とする。

　いま、中小企業組合には、ガバナンスの充実が求められており、広く社会の信頼を高め、社会的責任を
果たすには、組合運営の経験と専門知識を備えた人材が必要です。組合の業務を執行する役員、実務を担
う職員の方々すべてに挑戦していただきたい資格です。
　平成28年12月に実施された問題（抜粋）を掲載しますので、“あなたのチャレンジをお待ちしています。”

（単位：円）

所 得 金 額

法 人 税 額

控除する所得税額

納付すべき法人税額
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『中小企業組合検定試験』にチャレンジ!!

中小企業組合検定試験のご案内
試 験 科 目　　組合会計　組合制度　組合運営
　　　　　　　　（一部の科目について合格した場合は、その後３年間はその科目の受験が免除されます。）
試 験 日　　平成29年12月３日㈰
受 験 料　　5,000円（一部科目免除者は3,000円）
願書受付期間　　平成29年９月１日㈮～10月13日㈮
問い合わせ先　　山口県中小企業団体中央会　連携支援第二課　藤井・田中　☎083-922-2606
　　　　　　　　※テキスト、受験講習会等のお問い合わせもお待ちしています。

【解答】　（設問１）　イ：Ｈ　　ロ：Ｂ　　ハ：Ｇ　　ニ：Ｅ　　ホ：Ｐ
　　　　（設問２）　 所 得 金 額 4,000,000

法 人 税 額 600,000
控除する所得税額 102,100
納付すべき法人税額 497,900

　　　　（設問３）　ａ：⑤　　ｂ：⑤　　Ｃ：①　　ｄ：④　　ｅ：④

（設問３）　 次のａからｅの引当金は、貸借対照表上のどの区分に掲記されるか、語群②の中から最も適切なも
のを選び、その番号を記入しなさい。なお、番号は複数回使用できるものとする。

ａ．特別修繕引当金
ｂ．退職給付引当金
ｃ．貸倒引当金（売掛金に対するもの）
ｄ．修繕引当金（毎期行われる修繕に係るもの）
ｅ．賞与引当金

〔語群②〕
①流動資産　　　　②固定資産
③繰延資産　　　　④流動負債
⑤固定負債　　　　⑤純資産
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組合等ニュース紹介

　８月21日、山口県産の食材を使用する調理実習を、
来年の明治維新150年を前にこの９月から開始され
る「幕末維新やまぐちデスティネーションキャンペー
ン」に向けての準備のため開催しました。フグを薄
造りし萩焼に盛り付け、アジやキジハタ等で７品を
実習しました。また、接客の講習会も同時開催し、
接客の基本を改めて学びました。
　キャンペーン対策担当の上田副理事長は、「多く
の人が山口を訪れて下さるので、山口の味で心に残
るおもてなしをしたい。」と話されています。

県産食材と接客でおもてなし
山口県飲食業生活衛生同業組合

 （理事長　青木　光海）

　山口県板金工業組合では、組合員相互の親睦を図
ること目的としたボウリング大会を宇部市「パーク
レーン宇部」で開催した。
　当日は県下各支部から104人が参加し、和気あい
あいとした雰囲気の中、ストライクがでる度に歓声
がレーンに響きわたっていました。
　熱戦の結果、永堀Ａチームが優勝し、防府Ａチー
ムが準優勝、萩混合チームが３位となりました。

親睦ボウリング大会を開催
山口県板金工業組合

 （理事長　西嶋　徹也）

　８月31日、東京都・東京国際フォーラムにて開催
された「組合まつりinTOKYO（東京都中央会主催）」
に出展し、がんね栗及びそのペーストを利用して製
造する「がんね栗衛門」等の加工品のＰＲを行いま
した。来場者からは「栗といえば茨城や小布施しか
知らなかったが山口にもこんな大きな栗があるのか」
と驚きの声とともに、試食品を提供すると「栗本来
の味が濃い」と好評でした。
　このほか、「がんね栗衛門」が「おもてなしセレクショ
ン2017」（日本の魅力である “おもてなし” 心あふ
れる商品・サービスを発掘・認定し、国内外に発信
するプログラム）に認定されました。

組合まつりinTOKYOに出展
企業組合がんね栗の里

 （理事長　下森　祺充）
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シリーズ「企業組合商品紹介」

“食に関わる” 企業組合商品紹介

県内６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、意見や要望等をお伺いする『移
動中央会』を６会場において開催しました。
　ご参加いただいた方から、「公共事業の推進」
「人手不足対策」「中小企業者の事業承継対策」
「コンクリート舗装の活用促進」「軽油引取税の廃
止」「新たな外国人技能実習制度の円滑な施行」
「ものづくり等補助金の継続」「官公需適格組合
の活用」等の様々なご意見・ご要望をいただきま
した。
　当会では、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、先ずは自民
党山口県連に「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。

　企業組合ひとめぼれは、まちづくりの会から活
動を開始し、今では、地元の農水産物を使った弁
当や惣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」との思いを持って活動さ
れています。
　また、当会が平成23年度に実施した農商工連携
人材育成事業にも参加され、その際に開発した新
商品の「ごぼむすコロッケ」は、見事、優秀賞を
受賞されました。
　今回は、そんな「企業組合ひとめぼれ」のもう
一つの看板商品である「へたこ飯」を紹介します。

◆へたこ飯
　この商品は、周南市戸田（へた）で、主に、海中に沈
めた蛸壺にたこが入るのを待って引き上げるたこつぼ漁
で採れたタコを使った炊き込みご飯です。戸田のたこ類
の漁獲量は宇部市に次いで県内２位。そんな「周南たこ」
は周南ブランドにも選ばれており、柔らかくて美味しく
食べられます。
　へたこ飯は、周南市の道の駅「ソレーネ周南」で販売
していますので、是非、ご賞味下さい。

組
合
概
要

組合名　企業組合ひとめぼれ
住　所　山口県周南市湯野2009－１

へたこ飯

企業組合ひとめぼれ 周南市
湯野

山口県最低賃金
を24円引上げます。

　使用者はこの金額より低い賃金で、労働者（学生アル
バイト等を含む）を使用することはできません。
　なお、山口県最低賃金のほか、これより水準の高い下
記の特定（産業別）最低賃金を定めています。

平成29年10月１日から

１時間 777円
特定（産業別）最低賃金（平成28年12月15日発効、平成29年12月改正予定）

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 １時間890円

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 １時間815円

３　山口県輸送用機械器具製造業最低賃金 １時間858円
４　山口県百貨店，総合スーパー最低賃金 １時間779円

　なお、詳しいことは山口労働局賃金室（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・労働基準監督署周南会場 光会場
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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 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、好転が１業種、悪化が６業種、昨年同等が
７業種となり、全体の景況感は若干悪化してい
る。
　サービス業では売上が増加傾向であったが、
他の業種からは盆を境に売上が減少したこと
や、同業種の中でも受注量に差がでている等の
報告が多くあった。
　山口県の中小企業は、先行きを不安視してお
り、また、人材確保のため努力を重ねているが、
改善策が見つからないでいる。

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29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
○　山の日により10日から繁忙となったが、お盆期間中は前年並み。お盆以降の売上減少が
目立つ。 （菓子製造業）

○　売上は８／27時点で対前年同月比２％程度のプラス。お盆期間（８/10～17）は＋６％程
度と大幅に売上のアップと順調な業績であった。 （水産食料品製造業）

繊 維 工 業
○　店頭の商品の動きが悪い模様。生産ロットがより小さくなってきている。
 （外衣・シャツ製造業　山口市）
○　予想通り、年内の受注を心配する工場、逆にキャパオーバーで納期を心配する工場と受
注量にかなりの差が出始めている。 （外衣・シャツ製造業　萩市）

木 材 ・
木 製 品 ○　主要機械の故障により売上が減少した。 （製材業・木製品製造業）

印 刷 ○　７月同様８月も閑散期なので受注状況は芳しくない。これから需要期を迎えるので挽回に
期待したい。 （印刷）

窯 業 ・
土 石 製 品

○　出荷量は、前月比94％、前年同月比96％。地域によって出荷量の増減がある。岩国は基
地関連工事の終了により減少し、県の北西部は道路工事によりしばらく増加した状態が続
く見通し。 （生コンクリート製造業）

一 般 機 器

○　海外プラント関係は中国の影響が強く受注難。自動車関連の金型は好調。設備関連は暑
さで工事が遅れ、取り戻すのに時間がかかりそう。雇用面は人手不足で、特に熟練技術者
不足である。 （一般機械器具製造業　防府市）

○　機械検査、機械加工関係の受注状況は引き続き安定している。大企業から外国人技能
実習制度の説明を求められることが増え、今後、中小企業との人材の争奪が激しくなりそ
うである。 （一般機械器具製造業　宇部市）

輸 送 機 器 ○　鉄道車両部門は前年並み生産高で好調。精密加工部門と産業プラント部門の生産高が
落ちてきており、年末までの低水準を心配している。 （鉄道車両・同部品製造業）

非

製

造

業

卸 売 業
○　海水温が高く時化も多いため魚の入荷が少ない。“ふく” も高水温で餌を食べず、質が良
いとは言えない。この時期は商売にならず苦しい。 （生鮮・魚介卸売業）

○　商品の多様化で包装資材が増加し、季節商品の格納場所に苦慮。 （各種商品卸売業）

小 売 業

○　組合員の売上は前年と同程度であるが、多種ブランドの仕入で在庫を抱えることとなり、
メーカーの売上は伸びるが個店は資金繰りが厳しい。 （化粧品小売業）

○　夏物製品（衣類・飲料等）の動きが良好。海水浴場、カープ由宇練習場の出店業者の
売上も好調。他小売業については来客もなく厳しい。 （各種商品小売業　岩国市）

○　お盆前は準備のためか客数が増え、お盆に開けていた店もあったが、年金の日でさえも
客数がほとんどなかった。 （各種商品小売業　下関市）

商 店 街
○　猛暑が続いたので消費が引上げられ、売上は横ばいから多少増加した。 （山口市）
○　停滞ムードが続いている。 （宇部市）
○　７月と同じ状況が続いており、各店舗とも物が売れないと言っている。 （萩市）

サービス業

○　８月は行事が多く盆前までは売上が良かったものの、後半は客数が伸びなかった。猛暑、
酷暑、残暑のせいか来店のムラを感じる。 （美容業）

○　夏休み、お盆の時期は単価アップしており、週末の天気が良かったこともあり概ね良好で
あった。人手不足で最低賃金がアップしている。労働条件の改定等を実施し求人してもな
かなか人が集まらない。 （旅館業）

建 設 業

○　仕事量もあり順調に仕事をしている。しかし、誘導員（ガードマン）不足は解消せず、
単価の高い岩国基地関連の業務に人手がとられている模様である。 （管工事業）

○　公共工事の発注が極端に少なく、大型物件は他県業者が受注、民間建築工事を地元業
者が受注できても、安値で下請単価が非常に低い。後継者がおらず、工事量が無いので
廃業する等、暗い話ばかりの負の連鎖の状況。 （土木工事業）

運 輸 業

○　自動車関連受注先の盆休みが例年より長く対前年同月比で若干マイナス。燃料単価は低
位だが対前年同月比では10％程度上昇している。 （一般貨物自動車運送業）

○　タクシー乗務員は慢性的に不足しており稼働できない車両がある。需要は減少しており
消費の減退は景気減退に思える。５月の連休後と同じく、盆にお金を使い休み明けは財布
の紐が堅くなる模様。猛暑の影響も気になる。 （一般旅客自動車運送業）

そ の 他 ○　需要は多いが供給の面で職員の質に多少問題を抱えている。 （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29年８月期
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ものづくり補助金活用事例紹介

「ものづくり補助金活用事例紹介」シリーズ その53

平成26年度補正
（形　　態）　　ものづくり技術
（事業類型）　 　試作開発＋設備投資
（会社概要）　 　当社は主に電動機等を中心に産

業用電気設備の整備を行っていま
す。測定診断装置、分析装置を始
め多数の修理設備を保有しており、
電動機整備のワンストップサービスができることで県内でも高い認知度を得ておりま
す。また、国内外の重電メーカーからの指定を受け、メーカーのサービスも代行し
ています。

（事業概要）　 　産業用電気機器は、絶縁物の表面に導電性の塵埃や油分が付着し、絶縁抵抗
の低下で焼損・破損することがあります。従来、機器を分解しコイル部分を薬品等で洗浄し乾燥させる
などに15～20時間かけて補修し、また、洗浄のために腐食性のあるアルカリ性の界面活性剤や多量の水
を使用し、環境汚染や作業員に対する負荷軽減が課題となっていました。

　　　　　　 　本事業では、ドライアイスの粉末を洗浄対象物に高速で
激突させ、衝撃力と気化現象により汚損物質を剥離させる
ドライアイス洗浄装置に加えて真空乾燥機を導入することに

より、斑なく短時間
に乾燥でき、当社の
生産性も向上し依頼
先企業の満足度向上
にも資することができ
るようになりました。

代表取締役
野村　保夫 氏

　山口県内には、電気機器を使用する企業は
非常に多いので、この機器導入によるメリット
を強力にアピールし、さらなる顧客満足を実
現していきたいと考えております。今回は電
気機器の洗浄が中心だが、将来は食品産業分
野や文化財分野の洗浄など、洗浄サービスに
おいてさまざまな分野を開拓したいと考えて
います。

株式会社野村工電社
〒755‒0065　宇部市浜町２丁目３-19-１
TEL：0836‒31‒0601　FAX：0836‒21‒6102
URL：http://www.nomurakoudensha.co.jp/

『ドライアイスを使用した産業用電気機器洗浄サービスの提供事業』

コイルの洗浄

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 産業雇用
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中央会ＰＲ

平成29年度通常総会及び公開セミナーを開催

　８月30日㈬、山口市「ホテルニュータナカ」で平成29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、事業報告・決算、事業計画・収支予算とも原案どおり可決
承認された後、役員改選があり、恒松恵子氏が新しい会長に選任されました。
　総会終了後、新たに組合士となった、柳井土木建設業協同組合の亀田参事へ、寺山事務局長より組合士
認定証書が授与されました。
　続いて、７月にテレビ東京系列で放送された「カンブリア宮殿」にもご出演された、株式会社GHIBLI
の坪内知佳代表取締役を講師に「困難をチャンスに！未来へつなぐ突破力」をテーマにセミナーが有りま
した。
　萩市で創業し、女性リーダーとして、これまで漁師軍団を束ねながら進めてきた事業による地方創生へ
の取り組みについて説明があり参加者は熱心に聞き入っていました。
　その後懇親交流会に移り、参加者同士の交流並びに情報交換を行いました。

＜新役員名簿＞
役 職 氏　名 所　　　属
会　長 恒松　恵子 山口県菓子工業組合
副会長 谷岡　賢司 山口県土木用積ブロック協同組合
副会長 光藤　　勉 萩阿武建設協同組合
理　事 穐本　正之 防府流通センター協同組合
理　事 藤井美希子 山口県北西部生コンクリート協同組合
監　事 大類健太郎 株式会社商工組合中央金庫下関支店

山口県中小企業組合士会

組合等の代表者向けのセミナーを開催します！

【日　　時】　平成29年12月５日㈫　15：00～18：30
【会　　場】　山口グランドホテル
　　　　　　山口市小郡黄金町１－１　TEL：083‒972‒7777
【内　　容】　 第１部　講演会　15：00～16：30
　　　　　　　　　　　ストーリーとしての競争戦略（仮）
　　　　　　　　　　　　講師：楠木　建　氏

1964年東京都目黒区生まれ。一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授。
2011年のビジネス書大賞、経営書としては異例の20万部を突破した、
ベストセラー「ストーリーとしての競争戦略」の著者。

　　　　　　 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。
【問合せ先】　山口県中小企業団体中央会　連携支援第一課　前田・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



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

　児島純治さんは管理全般を統括、児島理恵子さんは事務全般を統括、
菅原さんは整備・車検業務の納品・請求等の事務、山本さんは車検・修
理の受付業務を担当されています。元気なみなさんの趣味は、児島純治
さん、児島理恵子さんはバンド活動（納得です）、菅原さんはバドミントン、
山本さんはネイルと御朱印集め。好きな言葉は、児島純治さんは「有言
実行」、児島理恵子さんは「幸せっ！」、菅原さんは「一期一会」、山本さ
んは、「温故知新」。
　組合のＰＲをお願いしたところ、「明るく、楽しいをモットーに気軽に立
ち寄れる組合を目指して職員一同、おいしいコーヒーをご用意してお待ち
しております。」と答えていただきました。（写真は組合事務所奥のスタジ
オで撮影。本格的なスタジオにびっくり！！）

☆下関自動車整備協同組合
　〒752-0927　山口県下関市長府扇町１－53　☎ 083‒248‒2622
　ホームページ：http://www.seibikumiai.com/

2017Oct

下関自動車整備協同組合のみなさん
児島理恵子さん、山本由貴さん、児島純治さん、菅原紀子さん

　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160社が一堂に会する県内最大級の産業イベントが開催されます！
【日　時】　平成29年10月28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
　　　　　○ビジネスプラン発表会
　　　　　○６次産業化・農商工連携フェスタ
　　　　　○燃料電池自動車試乗会、最新水素関連機器の展示
　　　　　○講演会、セミナー
　　　　　○参加体験型・作品づくりワークショップ、ドローンのデモフライト
　　　　　○グルメコーナー　　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
　　　　　山口県中小企業団体中央会 TEL 083-922-2606

やまぐち総合ビジネスメッセ2017


