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○道の駅阿武町などで販売
　ジャム以外にも、キウイ・梨ジャムをのせた「あぶれー
ぬ」という名前のマドレーヌを「道の駅阿武町」で販
売しており、阿武町みやげとして人気商品となってい
ます。
　ジャムは、「道
の駅阿武町」を中
心に、萩市内の道
の 駅 や 防 府 市 の

「スマイルほうふ」
などで販売してい
ます。真心を込め
て作った商品を、
多くの人にお楽し
みいただきたいと
思います。

　当組合のキウイジャムは、６次産業化・農商工連携
の取組により開発された、県産農林水産物を活かした
商品である「山口グッと産品」にも選ばれています。
　その他、標高400mの高原で育った梨を使った梨ジャ
ムや、椿の花で作ったジャムなど、さまざまな商品が
あります。

○阿武町の特産品作りに取り組む
　当組合は、平成27年に阿武町内に住むＪＡ女性部員
を中心に設立され、阿武町の特産農産物を原料にした
ジャムやお菓子などの加工品を製造しています。
　活動は、「もったいない。捨てないで」という想い
からはじまりました。本来であれば捨てられてしまう
規格外の農作物を活用して商品を作ることで、生産農
家の所得向上に、そして、阿武町の特産品を生み出す
ことにつながりました。

〒759-3622　阿武郡阿武町大字奈古2249
代表理事　伊藤　節子

企業組合あぶホームメイド

阿武町を元気にしたい！女性たちの想いをジャムに込めて

代表理事

伊藤節子 氏

○自慢の手作りジャム
　当組合では、さまざまな果物や野菜を使ったジャム
を作っていますが、中でもおすすめなのが、キウイジャ
ムです。
　阿武町は、山口県内で一番の生産量を誇るキウイの
産地です。その特産品のキウイと、山口県立奈古高等
学校（現山口県立萩高等学校奈古分校）で開発された「緑
煌めき製法」を活用してジャムを作っています。キウ
イは鮮やかな緑色が魅力の一つですが、加熱すると黄
褐色に変色してしまいます。しかしながら、「緑煌め
き製法」を活用することで、キウイ本来の鮮やかな緑
色のジャムを作ることができます。
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自由民主党山口県連「政策聴問会」にて
要望書を提出

山口県中小企業団体中央会
　10月15日㈭、山口市「ホテルニュータナカ」で、自由民主党山口県支部連合会の「政策聴問会」が開催され、
本会より要望書を提出し、坂本専務理事が意見を述べました。また、同要望書を10月19日㈪、山口県商工労働
部長に提出・説明しました。

　要望書は、８月から９月にかけて、県内５会場で開催した移動中央会において、会員の皆様からいただいた
ご意見や、毎月の情報連絡員からの行政要望に加え、各指導員が個別に伺ったご意見等について、国や山口県
等に要望すべきことを、次の通り８項目に取りまとめています。
　本会では、これらの要望が実現するよう引き続き、関係機関等への要望活動を展開していきます。

【要望項目】

１　中小企業団体中央会の指導体制・支援機能の拡充・強化
２　ウィズコロナ時代における中小企業・小規模事業者の事業継続・成長に向けた支援の強化
３　まちの賑わい創出のための支援の拡充
４　中小企業・小規模事業者の経営強靭化支援の拡充
５　中小企業・小規模事業者の実態を踏まえた労働・雇用対策の推進
６　外国人技能実習制度の円滑な運用と拡充
７　中小企業・小規模事業者等の円滑な事業承継・後継者育成支援の強化
８　官公需対策の強力な推進

※要望内容の詳細は、山口県中小企業団体中央会のホームページをご覧ください。

外国人技能実習機構に要望書を提出
山口県外国人技能実習生受入組合協議会

　10月20日㈫、山口県外国人技能実習生受入組合協議会は、
西山会長が、中央会の坂本専務理事とともに、外国人技能
実習機構広島事務所を訪れ、以下の事項を内容とする要望
書を提出しました。
▼コロナ禍における出入国制限等への支援
▼外国人技能実習制度の円滑化と拡充
▼外国人技能実習生と地域との共生の推進

　坂本専務理事　　　　　　　　　　福田商工労働部長

　　　小林総務課長　　　　　　　　　　　　西山会長
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特集 令和２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、「悪い」とする事業所の割
合が大きく増加し「良い」、「変わらない」とする事業
所が大きく減少している。

１　調査時点　令和２年７月１日　
２　調査対象　800事業所　　　
３　回答数　　423事業所　　　
４　回答率　　52.8％　　

　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、高年齢者の雇用、新型
コロナウイルス感染拡大による影響、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。）

　（図１－２）直面している経営上の障害は、令和元
年度に比べ、「販売不振・受注の減少」、「同業他社と
の競争激化」、「人件費の増大」を経営上の障害とする
事業所が増加している。

（図１－１）経営状況
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（図１－２）直面している経営上の障害（複数回答）
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（図２）週所定労働時間
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２　従業員の労働時間
　（図２）週所定労働時間は、「40時間」が49.4％と最
も多く、全体の約５割で推移している。令和元年度と
比べ「38時間以下」が0.5ポイント増加し、「38時間超
40時間未満」が0.9ポイント「40時間超44時間以下」が1.4
ポイント減少している。
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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５）「高年齢者就業確保措置」新設の把握
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（図６）新型コロナウイルス【経営への影響】
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（図７）賃金改定実施状況
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（図４）令和２年３月新規学卒者の採用充足状況
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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、「50〜70％未満」
が35.2％で最も多く、令和元年度に比べ13.6ポイント
増加、次いで「70〜100％」が31.9％となっている。

 
４　新規学卒者の採用状況
　（図４）令和２年３月の新規学卒者採用充足状況は、
平成31年３月よりも「事業所数」・「採用計画人数」は
下がっているが「採用実績人数」、「充足率」は上がっ
ており、新規学卒者の採用状況は改善されてはいるが、
必要な人数は確保できていない状況が続いている。

５�　「高年齢者就業確保措置」新設の把握に
ついて

　（図５）「高年齢者就業確保措置」新設の把握は、山
口県、全国とも54％を超えて「把握している」となっ
ている。

６　新型コロナウイルス【経営への影響】
　（図６）新型コロナウイルス【経営への影響】は、
山口県、全国とも66％を超えて「売上高の減少」となっ
ている。

�７　賃金改定状況
　（図７）令和２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、令和元年に比べ「引上げた」
が大きく減少し、「今年は実施しない」、「未定」が増
加している。
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Go To Eat やまぐち食事券【概要】
■名称： Go To Eat やまぐち食事券
■発行者：やまぐちGo To Eatキャンペーン実行委員会　■発行総額：100億円
■発行価格：1冊10,000円分（1,000円×10枚）を8,000円で販売（プレミアム率25％）
■WEB販売期間：令和2年10月5日（月）～令和3年1月31日（日）予定
■店頭販売期間：令和2年10月20日（火）～令和3年1月31日（日）予定
■使用期間：令和2年10月20日（火）～令和3年3月31日（水）予定
■WEB販売方法：クレジットカードまたは口座振込で食事券の販売を行う（入金確認後、食事券を郵送します）
■店頭販売方法：現金と引き換えに食事券の販売を行う。 　■購入限度額：1回の購入あたり2セット（20,000円分）迄
■使用可能店舗条件：加盟飲食店は業界ガイドラインに基づき、感染予防対策に取り組んでいることを条件とし、その取り組み内容を掲示していただきます。
　また、山口県の取り組みである「山口県新型コロナウイルス対策取組宣言店」にも登録されます。
　キャンペーン加盟登録に伴う業態等の条件と、コロナ感染防止措置の条件をご確認ください。

【参考URL】 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a15300/syoku/zenryoku/bosyu.html

加盟飲食店募集!加盟飲食店募集!

2 次元コードまたは下記 のホームページにアクセスし、申し込みフォームに必要
事項を入力して申請してください。

やまぐち Go To Eat キャンペーン実行委員会 山口県中小企業団体中央会　山口県商工会連合会　株式会社近畿日本ツーリスト中国四国　地域商社やまぐち株式会社　株式会社YMFG ZONEプラニング（事務局）

「Go To Eat キャンペーン事業」は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う外出の自粛等の影響により、
甚大な影響を受けている飲食業に対し、期間を限定した官民一体型の需要喚起を図るものです。

山口県内における消費を喚起・下支えすることを目的として「Go To Eat やまぐち食事券」が10月から販売されています。
この度、やまぐちGo To Eat キャンペーン実行委員会では、この食事券を利用できる店舗（加盟飲食店）を募集致します。

GO TO EAT やまぐち食事券 検索 特設ホームページアドレス：gotoeat-yamaguchi.com
お問い合わせは  TEL：083 -902 -2114

申し込み
方法

　10月17日㈯、小規模事業者応援キャンペーン補助金を活用して、天神町銀座商店街にて「幸せます♪まちな
か雑貨マルシェ」を開催しました。
　幸せますアーケード内にアクセサリーやマスク、布小物といっ
たハンドメイド作品を中心に40店舗が出店し、多くの人で賑わい
ました。マルシェで500円以上の商品を２店舗で買い物すると参加
できるガラポン抽選会も好評で、イベント当日に使える金券チケッ
トに当選された方の中には、商店街店舗で買い物を楽しむ姿も見られ、
組合員店舗にも来街者が流れる仕組みが作られていました。
　また、バルーンアートをリクエストして製作してもらえるコーナー
では、好きなキャラクターバルーンを手にした子供たちの笑顔が
見られました。 （管理・企画課　平田）

銀南街商店街振興組合

　９月20日㈰、小規模事業者応援キャンペーン補助金を活用して、銀南街商店街にて秋
祭り「自粛が続く今だから銀南街で世界一周！？家族みんなでハイ、チーズ！」を開催
しました。
　新型コロナウイルス感染症の影響で外出自粛が続く中、少しでも旅行気分を体験して
もらうため、それぞれの年代に合わせた写真スポットを設置し、家族や友人との思い出
作りができるようにしました。キッズゾーンでは、海外のサッカー選手のサイン入りユ
ニフォームを展示し、スタジアム背景前で記念撮影ができるようにし、ファミリーゾー
ンでは、各国のストリートフードを集めた万国屋台とインスタスポットを用意し、オト
ナゾーンでは全国各地の物産展を開催しました。
　また、当日のみ使えるプレミアム商品券を販売したところ、販売開始時点で200名近い人々
が並ぶほどの盛況で、商店街は多くの人々で賑わいました。 （連携支援第一課　竹中）

秋まつりを開催

天神町銀座商店街振興組合幸せます♪まちなか雑貨マルシェを開催
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　本会では、事業承継に係る集中支援期間における取組の一環として10月７日㈬、15日㈭に山口県セミナー
パークで事業承継セミナーを開催しました。今年度は、「経営者・後継者のための事業承継１dayセミナー×２」
と銘打ち事業承継に関する基本知識や税対策、後継者育成に向けた必要事項など知っておくべきポイントにつ
いて、いろはの “い” 編、“ろ” 編の２回に分
けて学びました。
　セミナーでは税理士法人いそべの小平敏彦
税理士より「まだ早いは、もう遅い〜未来へ
続く、上手な事業のつなぎ方〜」をテーマに
説明があり、事業承継対策等の概要、会社の
相続やよくある事業承継上のトラブル解決手
法について話がありました。支援現場での事
例を交えた講話に受講者は熱心に耳を傾けて
いました。 （連携支援第二課　小倉）

山口県旅館ホテル生活衛生同業組合

　９月24日㈭、「下関市生涯学習プラザ」で、第98回全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会全国大会が山口
県旅館ホテル生活衛生同業組合の引き受けで開催されました。今年は新型コロナウイルス感染防止のため、一
部の役員など約40人が出席し、会員にはユーチュー
ブを使ったライブ配信で会場の様子が配信されまし
た。新型コロナウイルスの感染拡大で宿泊業界は深
刻な状況が続く中、全旅連多田会長は、冒頭の挨拶
でコロナ禍での組合の役割として、厚生労働省や観
光庁などに事業継続の支援を要望したことを報告さ
れました。その後、厚生労働省医薬・生活衛生局長
表彰をはじめ全旅連会長表彰等の表彰授与が行われ、
大会宣言が決議され、次回の開催地が福島県に決定
されました。最後に参加者全員の万歳三唱で盛会裡
に閉幕しました。 （下関支所　山根）

第98回全旅連全国大会が下関市で開催

山口県中小企業団体中央会

山口県中小企業団体中央会

　本会では、９月11日㈮の「組合会計」を皮切りに、「労務管理」、「組合実務」の３テーマについて組合教室を開き、
組合役職員ら延べ83名が出席しました。
　講師の税理士法人いそべの小平税理士（組合会計）からは組合特有の会計処理など「組合会計と組合関係税
制」について、社会保険労務士法人桑原事務所の桑原特定社会保険労務士（労働管理）からは、新型コロナウ

イルス禍での実務対応やテレワーク
導入のポイントなど「労務管理と労
働関連法規」について、本会の松村
指導員（組合実務）からは行政庁へ
の届出書類作成上の留意点など「組
合事務管理の実務」について、それ
ぞれ説明され、受講者は講師の説明
に熱心に耳を傾けていました。
 （連携支援第二課　水野）

2020組合教室を開催

事業承継セミナーを開催
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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　

　令和２年９月のＤＩ値は、全９指標中２指標が改

善するにとどまっており、新型コロナウイルスの発

生以降、大きく悪化した状況が続いている。

　国・地域による消費喚起策等の実施によって、食

料品等一部業種では、売上が増加した業種もあるが、

多くの業種では、依然として需要の低迷、受注の減少、

売上の低迷が続き、収益が悪化している。

　新型コロナウイルスの影響が長引く中で、雇用調

整や事業廃止に至った事業所があるとの報告もあり、

事業の先行きを不安視している声が多い。

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２年９月期
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情報連絡員報告
　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２年９月期

製

造

業

食 料 品

〇　感染者のあった地域で、特に来客が減少。 （パン・菓子製造業　山陽小野田市）
〇　台風の影響により取引先が休みになり、売上減少。 （パン・菓子製造業　下関市）
〇　９/23時点売上は＋14.5％と大幅に増加。シルバーウィークは来館者が急増し盛況で

あった。今後は秋冬の感染再拡大が心配である。 （水産食料品製造業　萩市）
〇　４〜５月程の売上減少は無いが、65％〜70％の売上。（水産食料品製造業　下関市）

繊 維 工 業
〇　新型コロナウイルスの影響で、展示会の開催が困難となっている。来春商品の受注

見通しが不透明である。 （外衣・シャツ製造業　山口市）
〇　売上が大きく減少とまではいっていないが、新型コロナウイルスの影響がまだまだ続い

ており、追加生産の予定が少ない。 （外衣・シャツ製造業　山陽小野田市）
木 材 ・
木 製 品

〇　梅雨が長かったため、乾燥木材の量が少ない。 （製材業・木製品製造業　山口市）
〇　８月と同様に、組合員企業の平均売上は、対前年同月比で約30％程度の減少となっ

ている。回復の見通しなし。 （製材業・木製品製造業　下関市）

印 刷 〇　受注は、春先からみれば次第に改善、増加傾向だが、前年比では、本年度の売上
が大幅な減少となることは明白で、収益の悪化は避けられない。

窯 業 ・
土 石 製 品

〇　出荷量は、前月比97％、前年同月比87％。現時点のセメント・骨材等の調達では、
特に問題は生じていない。生コン販売価格は安定している。 （生コンクリート製造業）

〇　GoToトラベルキャンペーン、宿泊客に配布されるクーポンの恩恵もあり、市内小売
の売上は昨年同月比で約30％アップ。修学旅行は増加しているが、一般の団体客は皆
無で依然厳しい状況が続いている。百貨店や大都市小売店、ギフト関連の受注も回復
せず、売上は50％と低迷が続いている。 （陶磁器・同関連製品製造業）

一 般 機 器

〇　９月は定期点検の時期で繁忙期の上に大型工事が重なり、組合員の大半で、売上
が増加しているが、収益も同様とはいかないところも多い。 （下松市）

〇　新型コロナウイルスの影響で受注が減少、一部では雇用調整も発生。 （周南市）
〇　建設関連はこれまでの水準を維持しているが、自動車関連の仕事量や売上が25〜

30％の落ち込んだままで、先行きが不透明である。 （防府市）

輸 送 機 器 〇　製品（加工）単価の低価、上昇難。半導体は良好。新型コロナウイルス流行により
取引先の操業が落ち込み、受注が落ち込んでいる。 （鉄道車両・同部品製造業）

非

製

造

業

卸 売 業
〇　倉庫の売上は前年同月と同程度。新型コロナウイルスの影響はない。 （乾物卸売業）
〇　新型コロナウイルスの影響で外出する人が少なく、小売部門（特に文具）の売上が

減少している。 （各種商品卸売業）

小 売 業

〇　秋の農繁期、収穫用機械や関連商品の需要を見込んでいたが、病害虫の大量発生
により、作柄の状態が悪く、機械の買い控えがある。 （農業用機械器具小売業）

〇　各所規制が緩和されたが、市況は即座に反応できず、依然として低調。一部では春
からの業績不振に耐えられず、廃業を図る店もある。 （各種商品小売業　岩国市）

〇　組合員共通駐車サービス券の販売減少。前年比約70％。（各種商品小売業　周南市）

商 店 街
〇　客足は相変わらず鈍く、閉店する飲食店も出ている。 （宇部市）
〇　衣料品店関係は季節の変わり目でもあり、悪化時から20％増の来店者がある。飲食、

宝飾関係は悪い状況が続く模様。 （萩市）

サービス業

〇　感染リスクの不安からの消費の低迷、収益の悪化等で先行き不安。 （理容業）
〇　閑散期に新型コロナウイルスの影響で売上減少、資金繰りに影響。 （普通洗濯業）
〇　ＪＲ取扱組合員１社が９月末で事業廃止。売上は前年の15％程度。 （旅行業）
〇　組合員の売上は30〜50％減少のままであるが、GoToトラベルキャンペーンや山口プ

レミアム宿泊券のおかげで高単価の個人客は増えている。 （旅館業）

建 設 業

〇　工事量が減少。量を確保している事業所でも来春よりの減少を懸念。一方、施工能
力のある事業所には、総合工事業者から再取引の打診が入り始めている。 （左官業）

〇　新型コロナウイルスの影響か、民間の水道工事が８月よりも減少。 （管工事業）
〇　土木工事については、前年並みで推移。 （土木工事業）
〇　新築着工戸数の減少が次第に顕著になった。新築の瓦屋根の採用割合も、金属屋

根材に押され減少傾向にあり、先行きに余り期待が出来ない状況。 （屋根工事業）

運 輸 業

〇　新型コロナウイルスの影響で輸送量は前年同月比約25％強のマイナス。このところマ
イナスが続いており、悪化したままである。 （一般貨物自動車運送業　下松市）

〇　売上は９％程度増加。輸送量は30％程度減少。（一般貨物自動車運送業　防府市）
〇　タクシーチケットの取扱金額は、現金利用の個人客はもっと回復の模様だが、法人

利用の多い当組合のチケットでは、まだ前年同月比▲46％。 （一般旅客自動車運送業）
そ の 他 〇　外国人技能実習生の受入では航空便も回復の兆しがあり、今後に期待。（介護事業）
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オンライン会議活用セミナー

開催日・場所：⑴ 令和２年11月10日㈫　湯田温泉　防長苑（山口市熊野町４−29）
　　　　　　　⑵ 令和２年11月12日㈭　ホテルサンルート徳山（周南市築港町８−33）
　　　　　　　⑶ 令和２年11月19日㈭　下関市生涯学習プラザDREAM SHIP（下関市細江町三丁目１番１号）
開催時間：13：30〜15：30（各会場共通）
内　　容：・Web会議システムの種類 ・基本的な使い方（zoom利用）
　　　　　・まずは会議に参加してみよう ・会議を主催してみよう〜ホストとして会議を円滑にするコツ
　　　　　・役立つITツールの紹介
講　　師：株式会社ローカルラボ　代表取締役　千々松　葉子氏
対 象 者：組合事務局及び組合員企業の役職員　　　定　　員：各会場　15名（先着順）　※受講料無料
お申し込み先：http://axis.or.jp/info/12763.html
お問い合せ先：山口県中小企業団体中央会（担当：平田・田中）TEL 083-922-2606

　現在、急速に需要が高まっているオンライン会議。移動時間の削減や開催費用の削減などメリットが多い反面、会議を主催し円滑に
進めるにはちょっとしたコツが必要です。当研修会では、オンラインツール「zoom」を利用して会議を主催できるようになるまで、
初心者の方にもわかりやすくお伝えします。

【令和2年度組合等情報化推進研修】

お申し込み先QR

　サッカー少年だった私の好きな選手は、キング・カズこと三浦知良選手（53歳・横浜ＦＣ）。
長年に渡って日本サッカー界に数多くの功績を残し、今もなおサッカー選手として輝き
続けるスーパースター。ただひた向きにサッカーに打ち込む姿には、どれだけの勇気と
感動を与えられただろう。1993年のドーハの悲劇や、1998年のフランスワールドカップ
の日本代表メンバーからの落選などを乗り越え、今でも現役を続けている。
　そんなサッカー好きな私にとっての『レノファ山口ＦＣ』は、今では生活の一部といっても過言ではない。
地元山口にプロサッカーチームができるなんて思ってもみなかった。レノファ山口は、Ｊ２リーグで維新みら
いふスタジアムをホームスタジアムとして活躍している。私は数年前からレノファ山口の試合を毎試合熱く応
援している。勝利した試合終了後に大合唱する『ヤマグチ一番♪』では、サポーターと選手が喜びに浸る。こ
の時間は格別だ。

　勝った時は嬉しい。負けた時はとても悔しい。元サッ
カー日本代表監督イビチャ・オシム氏の「勝った時より
負けた時、敗北から学ぶことが本当に大きい。勝つこと
からは学べないことがある」の言葉のように、負けても
それをバネに成長してほしい。
　レノファサポーターと選手、オレンジ一色に染まるス
タジアムが一体となる躍動感を、ぜひたくさんの皆さん
にも味わってほしい。地元から愛されるサッカーチーム
になってほしい。山口の街をもっと盛り上げたいと願っ
ている今日この頃。
　皆さん、スタジアムでお会いしましょう。

NO RENOFA, NO LIFE

職員コラム

連携支援第二課
水野　隆正

勝利後の『ヤマグチ一番♪』
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お気軽にご相談ください

創業したいとお考えのあなた！
店舗活用創業応援センターが

サポートします！
創業に必要な
物件はどうやって
探せばいいの？

山口県でお店を
開きたい場合、
どこに相談したら
いいの？

令和２年度空き店舗活用創業促進事業

定　　員　20名　　　対　　象　若手経営者、後継者、経営幹部等
受 講 料　無料　　　懇親会費　8,000円（税込）　懇親会費は11月16日までにお振り込みください
　　　　　　　　　　　　　　　※振込手数料はご負担をお願いいたします
　　　　　　　　　　　　　　　【振込先】　銀行　西京銀行　山口支店　（普）0302660
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名義　山口県中小企業団体中央会青年部
【お申し込み・お問い合わせ先】
山口県中小企業団体中央会（担当：前田、松村）
〒753-0074 山口市中央４-５-16 山口県商工会館６階　TEL083-922-2606  

令和２年度後継者養成・経営力向上研修会開催

開 催 日　令和２年11月27日㈮
　　　　　　セミナー　16:20〜18:20　（受付15:40より）　　　懇親会　18:30〜20:30
開催場所　「萩城三の丸　北門屋敷」　萩市堀内210　TEL0838-22-7521
内　　容

　組合等を構成する中小企業の後継者及び若手経営者等を対象に、経営者として必要な知識等を学び、経営
能力の向上を図っていただくための研修会を開催します。

テーマ
　チームワークに精神論は不要、サイボウズがサイボウズになった理由
組織で仕事をする上で「チームワーク」は欠かせない。そのことに異論はなくても、人によっ
て言葉の捉え方があいまいだったり、精神論にとどまっていたりするところはないでしょうか。
チームワークを「ロジカルに理解し、改善できるもの」と捉え、その質を向上させるための
メソッドを研修サービスとして提供しているのが、サイボウズの「チームワーク総研」です。
サイボウズは過去、一時は28％にまで高まった離職率をチームワークの質向上によって改善
した経験から、その知見を発信したり、チームワークの重要性を啓発したりする活動に力を
入れてきました。もともとは社内向けに開発・実践してきたメソッドですが、評判が評判を
呼び、現在ではさまざまな企業にセミナーやワークショップという形でノウハウをシェアし
ています。

講　師

株式会社サイボウズ
　チームワーク総研
　シニアコンサルタント
　　なかむらアサミ　氏



発行　 �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

〜協同組合田布施地域交流館〜
たぶせ古代源米（赤米・黒米おかき）を

� セットで３名様にプレゼント！

　アンケートにお答えいただいた会員の皆様を対象に、抽選で素敵な商品をプレゼント
いたします。メール、ＦＡＸ又は応募フォームにて、以下のアンケートにご回答の上、ご
応募ください。皆様のご応募お待ちしております！
対象： 中央会会員、中央会会員組合所属企業、山口県中央会ものづくり振興倶楽部会員、

山口県中央会中小企業振興会会員

【アンケート】
　 タイトルに「会報プレゼント（11月号）」と記入
　 ①所属組合名・企業名②お名前③ご住所④ご連絡先⑤今月号のよ

かった記事⑥中央会へのご意見（取材のご依頼などもお寄せください）
【応募先】　 メールmisa@axis.or.jp 　　ＦAX 083-925-1860
【応募締め切り】　令和２年11月30日㈪
　　　　　　　　※ プレゼントの当選は、商品の発送をもってかえさせていただきます。

　協同組合田布施地域交流館では、田布施町に古墳時代後期の遺跡
が数多くあることにちなみ古代米を栽培し、子どもたちの食育の一環と
して、「古代米田んぼアート」と称して田植え・稲刈り体験を開催して
います。
　「たぶせ古代源米」は、田布施町産100％の古代米ともち米を使って
おり、赤米おかき（塩味）、黒米おかき（醤油味）の２種類の味が楽
しめます。

中央会会員プレゼント

応募フォーム

　私たちのおすすめは、ネコ寺として親しまれている雲林寺です。雲林寺には、大小さまざまな猫の置物をは
じめ、「猫みくじ」や猫の御守、猫の絵馬など、たくさんの猫グッズがあり、かわいらしい猫たちに癒やされる
こと間違いなしです。
　県内のみならず、国内外から多くの観光客が訪れている人気のお寺ですが、現在はコロナウイルス感染症の
影響で、本堂（建物）内の拝観が休止されています。（10月19日現在）また拝観できる日が来ましたら、ぜひ訪
れていただきたいところです。
　観光の行き帰りには、雲林寺から車で数分のところにある私たちのお店「農家レストランむつみ・キッチンばぁ
〜ば」にもぜひお立ち寄りください。レストランは、Go To Eatキャンペーンの対象店ですので、お得にむつみ
豚など、むつみ地域のおいしいお食事を召し上がることができるチャンスです！皆様のお越しをお待ちしており
ます。

（Go To Eatキャンペーンについてはこちらをご覧ください。https://gotoeat-yamaguchi.com/）

雲林寺
住所：萩市大字吉部上2489

農家レストランむつみ・キッチンばぁ〜ば
住所：萩市大字高佐下2674番地76　萩・むつみの恵　内
電話：08388－8－0808

企業組合むつみ・キッチンばぁーば
代表理事　吉松芳枝さん（右）・副理事長　蜷川榮 さん（左）

 のおすすめ

雲林寺（ネコ寺）


