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令和元年度中小企業労働事情実態調査の概要（山口県版）

■　組合TOPICS
■　『中小企業組合検定試験』にチャレンジ！！
■　景況動向
■　山口県の逸品………………………………………………… 企業組合菓子工房たぶせ

山口県の中小企業
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表紙写真：山口県中小企業組合士会（令和元年度通常総会）
　　　　　（左：日和協同組合　中：ライフスタイル協同組合　右：企業組合志舞）
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令和元年度中小企業労働事情実態調査の概要（山口県版）

１　経営状況
　（図１－１）経営状況は、平成30年度に比べ、「悪
い」とする事業所の割合が6.0ポイント増加し、「良
い」は4.6ポイント、「変わらない」は1.4ポイント
減少している。

１．調査時点　令和元年７月１日
２．調査対象　800事業所
３．回 答 数　385事業所
４．回 答 率　48.1％

　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、新規学卒者の採用状況、中途採用の状況、無
期転換ルール認知状況、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。（会報ではその一部を紹介し、詳細は中央会ホームページに掲載の予定です。）

２　従業員の労働時間
　（図２）週所定労働時間は、「40時間」が47.6％と
最も多く、全体の約５割で推移している。平成30年
度と比べ「38時間以下」が6.4ポイント増加し、「38
時間超40時間未満」が3.7ポイント減少している。

　（図１－２）直面している経営上の障害は、平成
30年度に比べ、「人材不足（質の不足）」、「原材料・
仕入品の高騰」、「販売不振・受注の減少」を経営上
の障害とする事業所が増加している。
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（図１－２）直面している経営上の障害（複数回答）
人材不足（質の不足） 販売不振・受注の減少
労働力不足（量の不足） 同業他社との競争激化
原材料・仕入品の高騰
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（図２）週所定労働時間
38時間以下 38時間超40時間未満
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３　従業員の年次有給休暇　
　（図３）年次有給休暇の平均取得率は、「70〜
100％」が30.9％で最も多く、平成30年度に比べ7.3
ポイント増加、次いで「30〜50％未満」が22.5％と
なっている。

（図５）中途採用の理由（上位５項目）
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（図６）無期転換ルールの認知状況
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（図３）年次有給休暇の平均取得率（従業員１人当たり）
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（図４）平成31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４）平成31年３月の新規学卒者採用充足状況は、
平成30年度よりも採用計画のあった「事業所数」・「採
用計画人数」・「採用実績人数」が下がっており、「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
となっている。

５　中途採用の状況
　（図５）中途採用の理由としては、全国、山口県
とも「退職者・欠員補充のため」が最も多くなって
いる。

６　無期転換ルールの認知状況
　（図６）無期転換ルールの認知状況は、「知ってい
た」が88.1％と平成30年度に比べ30.8ポイント増加
し全国と同等の認知状況となっている。

７　賃金改定状況
　（図７）平成31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」、「未定」が平成30年度に比べ増加し
ている。「引下げた」、「今年は実施しない」はとも
に減少している。

令和元年度中小企業労働事情実態調査ご協力方お礼
　組合及び組合傘下の組合員企業のご協力により、今年も調査結果がまとまりました。
本会会報「山口県の中小企業」10月号に掲載した当該報告をもちまして、報告書
にかえさせていただきます。本調査の実施に当たり、ご多忙中にもかかわらずご
協力をいただきまして、誠にありがとうございました。今後ともご協力を賜りま
すようよろしくお願い申し上げます。
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企業組合小行司健康グループ

　平成８年に建設された食堂「小行司にこにこパーク」が、この度リニューアルオープンしました。新しい食
堂は、約60平方メートルの広々とした飲食スペースと、手作りのお菓子や福神漬など加工品や新鮮野菜などの
販売スペースを備えています。トイレも新設、
駐車場の舗装整備も行い、さらに利用しやすく
なりました。
　食堂では、オムライスや唐揚げ、特製カレー
など曜日ごとの「日替わり定食」や地元の旬野
菜を使った惣菜セット、うどんなどを提供して
おり、手作りのやさしい味わいが魅力です。
　河村理事長は、「地域の皆さんの協力で続け
ることができ、感謝の気持ちでいっぱいです」
と喜ばれておりました。
� （連携支援第二課　花田）

リニューアルオープンでさらに居心地良く

企業組合河内グランマ

山口県中央会鉄工組合連絡協議会

　８月20日㈫、「JAファーマーズマーケット�
fam’sキッチンいわくに」にて、第一回出荷
者大会が開催され、同組合は平成30年度加工
品の部で、出荷数第２位を獲得しました。シ
フォンケーキやバターケーキなどのお菓子や
味噌、岩国寿司などを出荷しており、とくに
お菓子は自家製粉の地元産米粉を使用してお
り、季節の野菜などを混ぜたものなど数種類
の味があり、大変人気があります。
　鈴山理事長は、「お客様、関係者様に感謝
しています。今後ますます頑張りたいと思い
ます」とお話されました。
� （連携支援第二課　花田）

　８月28日㈬、山口市「山口グランドホテル」において通常総会を開催しました。
　開会挨拶後、議案の審議に入り、上程された５つの議案についてすべて原案どおり可決承認されました。任
期満了に伴う役員選挙の結果、宇部鉄工業協同組
合理事長の山田義裕氏が会長に就任しました。
　総会終了後、同協議会による公開セミナーを開
催し、HILLTOP株式会社代表取締役副社長�山本
昌作氏より「ディズニー、NASAが認めた�遊ぶ
鉄工所」、日本テクノ株式会社営業推進部�平山彰
彦氏より「省エネ視点で経営課題の解決を！」を
テーマにそれぞれ講演がありました。熱意みなぎ
る講演に出席者からは、「とても感銘を受けた。
早速会社に持ち帰って試してみたい」といった声
が聞かれました。� （連携支援第二課　小倉）

令和元年度通常総会・公開セミナーを開催

出荷者大会で表彰される
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山口県中小企業組合士会

　８月29日㈭、山口市「ホテルかめ福」で令和元年度通常総会を開催しました。恒松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ました。総会終了後、新
たに組合士となった日和協同組合の金澤理事長へ組合士認定証書が授与され、金澤理事長からは今後組合士と
しての活動への意気込みを語っていただきました。
　続いて研修会では、ライフスタイル
協同組合の船﨑理事長、企業組合志舞
の倉重理事長と倉重理事をお招きし、
設立の経緯から現在に至るまでの取り
組みや、組合を設立してよかったこと
などをお話いただきました。
　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。� （連携支援第一課　竹中）

令和元年度通常総会及び研修会を開催

企業組合みんと村

山口県理容生活衛生同業組合

　８月31日㈯、「JAファーマーズマーケット�fam’ sキッチンいわくに」にて、ハーブを使った料理教室が開催
され、河地理事長が講師を務めました。

　同組合が農薬や化学肥料を極力
抑えた農法で栽培したハーブをたっ
ぷり使って、バジルソースパスタ
や夏野菜のピクルス、トマトスープ、
かぼちゃのソテーを作り、その後、
同組合特製のハーブティーととも
に作った料理を試食しました。
　参加者は、ハーブの爽やかなお
いしさに舌鼓を打ち、楽しそうな
様子でした。
� （連携支援第二課　花田）

　同組合では、ボランティア精神の輪を広げることを目指
して、毎年ボランティア活動を実施しており、今年は９月
９日㈪の「理容ボランティアの日」に行われました。県内
各地の支部毎に、病院や福祉施設等への訪問理容や公園・
海水浴場の清掃活動などに取り組みました。
　そのうち宇部支部では、28名の理容師が参加し、宇部市
「宇部リハビリテーション病院」において、約250名の高齢
者の方を対象に訪問理容を行いました。活動の実行責任者
である西村さんは、「利用者の方に心も体もリフレッシュ
していただきたい。カットした後の皆さんの笑顔にやりが
いを感じます」と語られました。また、散髪を終えた方か
らは、「すっきりした」「きれいになった」と、嬉しそうな
様子が窺えました。� （連携支援第一課　竹中）

県内各地でボランティア活動に取り組む

ハーブ料理教室を開催　
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『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事業報告書及び決算関係書類、監査制度に関する次の文章にある
イ 〜 ホ について、語群Ａ〜Ｏの中から最も適切なものを選びなさい。

１．（事業報告書）
　�　事業報告書に記載しなければならない事項は、組合の事業活動の概況に関する事項のほか、組合の

イ の状況に関する事項、その他組合の状況に関する重要な事項である。
２．�（決算関係書類）
　�　決算関係書類に含まれる貸借対照表は、一定の日時における組合の ロ を明らかにするものであり、
損益計算書は、１事業年度の損益をその発生源泉別に収益と費用を ハ して示し、組合の経営成績を
表示しようとするものである。
３．�（内部統制）
　�　内部統制とは、資産を保全し、会計記録の正確性と信頼性を確保し、かつ経営活動を総合的に計画し、調
整し、評定するために経営者が設定した制度・組織・方法及び手続きを総称するものである。そしてこれら
の目的を達成するために、内部統制組織には、不正・誤謬の発見防止のための自己検証機能をもつ

ニ と、内部統制の諸制度・組織・手法・方法及び手続きが有効に機能しているかを管理するための
ホ とが組み込まれている。

〔語群〕
Ａ．一括　　　　Ｂ．運営組織　　　　Ｃ．会計監査　　　　Ｄ．会計組織　　　　Ｅ．業務監査
Ｆ．財産状態　　Ｇ．財政状態　　　　Ｈ．資本状態　　　　Ｉ．対応　　　　　　　Ｊ．対照
Ｋ．帳簿組織　　Ｌ．内部監査組織　　Ｍ．内部牽制組織　　Ｎ．内部調整組織　　Ｏ．理事会

（設問２）　�次の文章は、組合に関する税法の取扱いを述べたものである。文中の イ 〜 ハ につ
いて、語群Ａ〜Ｈの中から最も適切なものを選びなさい。

１�．教育情報費用繰越金の取崩額は、消費税の取扱いについては課税対象外となり、法人税については所得金
額の計算上、 イ となる。

２． ロ は、収益事業から生じた所得以外の所得について、法人税が非課税となる。
３�．�協同組合等が、組合員に対し教育事業又は指導事業の経費の支出に充てるために賦課金を賦課した場合
において、その賦課の目的となった事業の全部又は一部が翌事業年度に繰り越されたため当該賦課金につき
剰余が生じたときにおいても、その剰余の額の全部又は一部をその目的に従って翌事業年度中に支出するこ
とが確実であるため、その支出することが確実であると認められる部分の金額を当該事業年度において

ハ 等として経理したときは、これを認める。

〔語群〕
Ａ．損金算入　　Ｂ．出資金　　Ｃ．事業協同組合　　Ｄ．非出資の商工組合　　Ｅ．益金不算入
Ｆ．仮受金　　　Ｇ．建物　　　Ｈ．協業組合

� （出典：平成30年度中小企業組合検定試験問題　組合会計）

「中小企業組合士」ってなに？「検定試験」とは？
　中小企業組合の事務局で働いている役職員の方が職務を遂行する上で必要な知識に関する試験を行い、
試験合格者の中から一定の実務経験を持つ方に、中小企業組合士の称号を与える制度です。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30年度に実施された問題を抜粋し掲載しますので、あなたの
チャレンジをお待ちしています！
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テキスト、受験講習会等のお問い合わせ先
　山口県中小企業団体中央会　連携支援第二課　水野・洗川　☎083−922−2606
【解答】 （設問１） イ ロ ハ ニ ホ

Ｂ Ｇ Ｉ Ｍ Ｌ （設問２） イ ロ ハ
Ｅ Ｄ Ｆ

� 山口県中小企業団体中央会

　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』を県内５会場にて開催しました。
　参加者からは、すべての会場で「人手不足対
策の推進」の要望があったほか、「事業承継対
策の推進」「コンクリート舗装の活用」「中小企
業のキャッシュレス化に対する支援」「商店街
空き店舗対策の推進」等の様々な意見・要望が
ありました。
　今回はオブザーバーとして商工中金下関支店
十河支店長、徳山支店福元支店長に御参加いた
だき、それぞれのケースに応じた的確なアドバ
イスや組合支援策等についての説明をいただき
ました。
　当会では、皆様から出された貴重な意見・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、今後自
民党山口県連に「要望書」として提出するとと
もに、全国中央会の全国大会決議に盛り込むこ
ととしております。

県内５会場で『移動中央会』を開催
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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 →

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、前年同等が９業種、悪化が４業種で、

全体の景況感ＤＩ値も７月より悪化している。

　商店街では夏のイベントに人出があった一方、運

輸業ではお盆休暇が長かったことから輸送量が減少

したとの報告があった。

　山口県の中小企業は、多くの業種で人手不足が続

いている。また、10月の消費増税後の消費低迷を懸

念する声もある。

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

令和元年8月期

景況動向
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情報連絡員報告

製

造

業

食 料 品
〇　お盆の台風接近で、駅・空港等の店舗を閉店したところは売上が減少した。その他
も来店客が著しく減少し、前年比でマイナス。� （パン・菓子製造業　山陽小野田市）

〇　４月に値上げをしたので収益が好転している。� （パン・菓子製造業　下関市）
〇　10月以降の消費低迷を懸念。運送費の値上げに困っている。� （水産食料品製造業）

繊 維 工 業 〇　受注数量が前年同月比でかなり減っている。� （外衣・シャツ製造業　萩市）
〇　昨年よりやや設備操業度が上昇、増産傾向。�（外衣・シャツ製造業　山陽小野田市）

木 材 ・
木 製 品

〇　消費税増税による駆込み需要はほとんど無く、公共建築物建設による新規受注につ
いても動きなし。� （製材業・木製品製造業）

印 刷 〇　夏季休業が長かったので設備操業度は低下し、また官公庁の受注も低迷したせいも
あり売上が減少した。� （印刷）

窯 業 ・
土 石 製 品

〇　消費税増税に伴い仕事の依頼が来たが、原石の出荷量が極端に少なく、仕事を受け
る事が出来ない状況となっている。� （石工品製造業）

〇　先月同様観光客の減少と売上の減少がみられる。� （陶磁器・同関連製品製造業）

一 般 機 器
〇　昨年同様に求人倍率が高く新卒者の確保が困難で、人手不足が続きそう。�（周南市）
〇　自動車関連、県内の大型構造物を製作する設備関係、いずれも順調。� （防府市）
〇　中国経済悪化のため、今後は売上の減少が見込まれる。� （宇部市）
〇　韓国との関係悪化が影響している。� （下関市）

輸 送 機 器
〇　鉄道車両、半導体も高い作業量水準が継続。産業プラント部門が少し減少気味だが
全体的に作業量に恵まれている。来春卒業予定の高校生の就職活動が始まったが、売
り手市場の中、大手企業から多くの求人があったので、中小企業の新卒採用が厳しい
状況。今後の「人手不足問題」が懸念される。� （鉄道車両・同部品製造業）

非

製

造

業

卸 売 業 〇　ここ数ヶ月、冷凍倉庫が満杯のため、売上が若干増加している。� （乾物卸売業）
〇　台風の影響により魚の入荷がない。� （生鮮・魚介卸売業）

小 売 業
〇　台風や雨の影響で売上は前年よりも減少した店舗が多かった模様。日韓関係が良く
ないため、韓国からの観光客が少し減少した模様。� （化粧品小売業）

〇　中旬までは猛暑によりエアコンの売れ行きは好調であった。冷蔵庫も買い替えの需
要があった。後半はその反動なのか、売上が落ちた。� （機械器具小売業）

商 店 街
〇　夏のイベントは例年並みの人出があり一安心ではあったが、日頃の人出は暑さのせ
いもあり、まばらであった。� （宇部市）

〇　イベントによる収益は無いので期待感はあまり無かったが、空き店舗にピザ屋の出
店で「１人でも多くの来街者が増えれば良い」と多少の期待感がある。� （萩市）

サービス業

〇　売上はお盆までは良かったが、以降は減少傾向にある。� （理容業）
○　人手不足が継続中。フィットネスは競争激化。� （スポーツ・健康教授業）
〇　昨年と比べ集荷点数は大きく減少し、それに伴い売上高も減少。お盆中盤より月末
まで天候が悪く客足が減ったことが主な原因と考えられる。� （普通洗濯業）

〇　「ワイルドバンチフェス山口」が２日間から３日間に延長され開催されたが、開催期
間外の宿泊客が伸びなかったので、宿泊人員、売上とも前年並み。� （旅館業）

建 設 業

〇　全体の発注量としては減少しているが、従業員数が減り会社規模も縮小しており、
比較的に小規模工事で忙しくしている。人員確保や工程管理が厳しく採算も悪いため
辞退する工事が増えている模様。組合員企業も減少してきている。� （管工事業）

〇　瓦工事業者にとっての８月は、例年通り暑い日が続き仕事がはかどらず、完成工事
高も低い。おまけに相次ぐ台風の襲来で、泣き面にハチ。� （瓦工事業）

〇　７月は端境期で厳しい状況と話す組合員もいたが、８月は受注物件数、見積件数と
もに若干増えており各社忙しくしている様子。� （鉄骨・鉄筋工事業）

運 輸 業

〇　お盆休暇は例年に無い長さで、地場、長距離の輸送とも激減し、輸出関係の輸送も
減少傾向で、売上は前年同月比で45％の減少。� （一般貨物自動車運送業　下松市）

〇　売上高は、前年同月比で10％程度増加し順調。上期は順調との予想だが、下期は自
動車関連が下方に向かうとの見通しである。� （一般貨物自動車運送業　防府市）

〇　多忙の為、人員不足の状態が続いている。� （一般貨物自動車運送業　宇部市）
〇　消費税増税に合わせて運賃改定が行なわれる予定だが、料金体系のとりまとめが遅
れている。新運賃の申請手続きや、運賃メーターの変更に、ある程度時間がかかるので、
10月１日に間に合うか、危惧される。� （一般旅客自動車運送業）

そ の 他 〇　ここ２カ月で組合加入が10社程度あった。実習生をベトナム以外からも受入れる予
定があり、それに伴う通訳・事務パート雇用も考えている。� （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。

令和元年8月期

景況動向
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　パート、アルバイト等を含めすべての労働者に最低賃
金以上の賃金が支払われなければなりません。

　このほか、山口県では次の特定（産業別）最低賃金が決めら
れています。
　効力発生日　平成30年12月15日
１ 　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　939円
２ 　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　865円
３ 　輸送用機械器具製造業最低賃金 １時間　909円
４ 　百貨店，総合スーパー最低賃金 １時間　822円
　★ なお、今回の改正により、山口県百貨店，総合スーパー最低賃金の

１時間822円（平成30年12月15日改正）は、山口県最低賃金が下回
ることとなるため、当該使用者は令和元年10月５日以降、山口県最
低賃金の１時間829円以上を支払う必要があります。

　詳しくは、厚生労働省山口労働局賃金室（☎083-995-0372）
又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金。

山口県最低賃金が
� 改正されました。

１時間　829円
効力発生日　令和元年10月５日

お知らせ 国家試験 令和元年度（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　10月７日㈪〜10月18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

機械検査／農業機械整備／◎冷凍空気調和機器施工／
◎石材施工／◎建築大工／かわらぶき／◎配管／鉄筋施工／
防水施工／ガラス施工／◎機械・プラント製図　等

◎印は技能五輪山口県予選大会職種
（平成９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。）
また、後期試験では特級の検定が実施されます。

お問い
合せ先 山口県職業能力開発協会

山口市旭通り二丁目９−19
山口建設ビル３階
☎ 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。
　http://y-syokunou.com/

お知らせ
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お知らせ／山口県の逸品

山口県で創業してみませんか？
平成31年度空き店舗活用創業促進事業

〜創業までとことん支援します〜
「山口県でお店を開きたい！」
「私に合った立地のお店はどうやって探せばいいの？」
店舗活用創業応援センターでは、そんなあなたのご相談にコーディネーターがお応えします。
皆さんのご相談をお待ちしております。

ドライブにおすすめ！
角島大橋！

絶景！秋吉台！

山口県の魅力
約1,500キロメートルに及ぶ長い海岸線、中国山地の西端
に位置する緑の山々など自然豊かで暮らしやすい山口県。
交通のアクセスも充実しており、働きやすい環境も兼ね備
えています。

交通アクセスの充実
山口県は、新幹線の駅が５つ（新山口駅、新岩国駅、徳山
駅、厚狭駅、新下関駅）、空港が２つ（山口宇部空港、岩
国錦帯橋空港）、高速道路も整備され、交通アクセスが充
実しています。

山口県の食に関わる組合をご紹介します

　企業組合菓子工房たぶせは、より良い品をより
多く提供していくこと、中高年齢者層が生涯現役
で働き続けることができる場とすることを目的
に、田布施町にある直売所「田布施地域交流館」
の菓子加工部として、平成19年に法人化しまし
た。地元の農産物を素材としたお菓子やパンなど
の製造・販売を行っています。今回は、そんな企
業組合菓子工房たぶせの商品である「イチジク酵
母の米粉パン」を紹介します。

◆イチジク酵母の米粉パン
　企業組合菓子工房たぶせの米粉パンは、田布施
町特産のイチジクから田布施地域交流館が独自開
発した” オリジナルのイチジク天然酵母” を使用
して製造しています。イチジク天然酵母の使用に
より、外皮は艶やかでパリッと、中身はモチモチ

した食感です。米粉は山口県産のものにこだわって
います。店内加工所でパンを焼いており、タイミン
グが良ければ焼き立てのパンが店頭に並びます。直
売所「田布施地域交流館」で販売していますので、
ぜひご賞味ください。

組合名　企業組合惣菜工房たぶせ
理事長　寺嶋 博子
住　所　熊毛郡田布施町中央南１－８
ＴＥＬ　0820-51-0222

イチジク酵母の米粉パン

企業組合菓子工房たぶせ 熊毛郡
田布施町



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

　同組合は、県内の飲食業を営む事業者を組合員とし、お店の経営に資するアドバイス
や各種セミナー等の情報、組合員間の交流の場を提供されています。
　事務局の藤元さんと益田さんは二人ともこの５月７日から勤め始められ、それぞれ会
計と総務を担当されています。入社理由はお二人とも、子育てがひと段落して仕事を探
していたら、組合の「お子様の行事優先可能」の求人に目が留まったとのことです。
　藤元さんの趣味は「子供といろいろなところに遊びに行くこと」、益田さんの趣味は「維
新公園周辺で子どもと一緒にPokemon GOをすること」と伺いました。
　再来年度には全国大会を引き受けられるとのことで、成功させられるように全力で仕
事に取り組みたいとお話しされました。

※ 藤元さんが持っている「飲食組合加盟店」の札はこの度刷新した「安心・安全の飲食店」の目印“組

合員章”です。是非この札のあるお店をご利用ください！

☆山口県飲食業生活衛生同業組合
理事長　青木　光海

〒753-0066　山口市泉町９－38　堀本ビル101号　　☎083-923-1574

編集後記
今月号もご愛読ありがとうございます。10月１日より消費
税増税となり、「キャッシュレス・消費者還元事業」が注
目されています。物を購入する際、キャッシュレス決済（ク
レジットカード、QRコード、電子マネーなど）で支払う
ことで、最大５％のポイント還元が受けられるというもの
です。キャッシュレス決済するだけで、最大５％のポイン
ト還元が受けられるので、増税分を補填できますね。対象店舗は、このマー
クが目印です。ぜひ利用してみてください。 （連携支援第一課　竹中）

山口県飲食業生活衛生同業組合
藤元　茜さん　　益田　総子さん

2019
Oct

カガヤキ
　　ビト


