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2 中央会やまぐち（2021年11月号）

思います。現在は、コロナ禍における入国制限の影響
で実習生の受け入れはできていませんが、既に他の監
理団体から受け入れている組合員から実習の実施に係
るノウハウの取得をはじめ、実習生受け入れの中で実
習実施者との関係だけでなく、日常の生活の中で、特
に文化や生活習慣の違いなどからくる諸問題の解決策
などを学んでいるところです。

○人財の育成と仲間づくり
　組合では組合員企業の経営者や従業員を対象とした
教育事業や情報提供にも力をいれています。教育事業
では、現場における労働災害は絶対に起こさないとの
思いから、安全に関する様々な特別教育等を実施して
おり、今年度は十分なコロナ感染症対策を行った上で、
「第２回　職長・安全衛生責任者特別教育」を行いま
した。

○スケールメリットの向上を
　当組合は、もともと情報交換等の交流を行っていた
周南市及び下松市の設備工事業及び総合工事業を行う
事業者６社が集まり、平成29年９月に設立しました。
　当初は、組合員が取り扱う資材、工具及び消耗品（産
業ガス等）などの共同購買事業を中心に事業活動を行っ
てきましたが、平成30年に定款へ外国人技能実習生受
入事業を追加し、事業の拡大に取り組んできました。
（監理団体の許可は、令和２年11月に取得）
　また、加入組合員のエリアに宇部市、防府市、岩国
市、光市を追加、拡大すると共に積極的なＰＲを行っ
た結果、組合加入は18社増え、現在は24社となりました。

〒744-0041　下松市大字山田下46番地の１
TEL　0833-48-6411
FAX　0833-48-6481
URL　https://restoration-union.com
代表理事　中村　哲也

レストレーション協同組合

新たな人材と出会い、共に仲間になる！

代表理事

中村哲也 氏

　まだまだ歴史の浅い組合ですが、ビジネスに意欲の
ある企業同士を結び、新たな取引や提携の促進、新規
事業への進出支援等、企業活動にプラスとなる様々な
情報や機会を提供していきたいと思います。今後とも
ご支援のほどよろしくお願いいたします。

○外国人技能実習生の共同受入
　今後、特に力を入れていきたい事業として外国人技
能実習生の共同受入事業があげられます。
　本事業を通して向学心に燃え、勤労意欲旺盛な若者
を海外から技能実習生として受け入れ、技能、技術、
知識の移転を図ることにより開発途上国等への経済発
展・産業振興を担う人材育成に取り組むとともに、我
が国の国際協力・国際貢献の一翼を担っていきたいと



3（2021年11月号）中央会やまぐち

特集 令和３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）１年前と比べた経営状況は、大幅に悪
化した令和２年度と比べ、「良い」、「変わらない」と
する事業所の割合が増加し、「悪い」とする事業所の
割合が大きく減少している。

１　調査時点　令和３年７月１日　
２　調査対象　800事業所　　　
３　回答数　　413事業所　　　
４　回答率　　51.6％　　

　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、新型コロナウイルスに
よる影響、雇用保険料の事業主負担分、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、「人材不
足（質の不足）」が最も多く、令和２年度に大幅に増
加した「販売不振・受注の減少」は減少している。

（図１－１）１年前と比べた経営状況
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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47.6％と最
も多く、全体の約５割で推移している。令和２年度と
比べ「38時間以下」が1.7ポイント、「40時間超44時間
以下」が3.1ポイント増加し、「38時間超40時間未満」
が３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４）令和３年月の新規学卒者を採用または採用の計画状況
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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、「70〜100％」
が32.4％で最も多く、令和２年度に比べ0.5ポイント
増加、次いで「50〜70％未満」が31.5％となっている。

４　新規学卒者の採用状況
　（図４）令和３年３月の新規学卒者を採用または採
用の計画があった事業所及び採用計画人数、実績人数
ともに増加し、充足率も増加した。

５　新型コロナウイルス【経営への影響】
　（図５）新型コロナウイルス【経営への影響】は、「売
上高の減少」したとする事業所が約６割と最も多いが、
令和２年度に比べ、その割合は減少している。

 
６　雇用保険料の事業主負担分について
　（図６）雇用保険料の事業主負担分については、山口県、
全国とも「雇用保険料率の引き上げは、負担増であり、
反対」とした事業所が、全体の約５割となっている。

７　賃金改定状況
　（図７）令和３年１月１日から７月１日（調査時点）
までの賃金改定状況は、令和２年度に比べ「引上げた」、
「今年は実施しない（凍結）」がともに増加し、「未定」
は減少している。
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特集

令和４年度山口県施策・予算に関する要望書項目

山口県の施策・予算に関する要望書を提出

　中央会では、８月下旬から９月上旬にかけて、県下７か所で開催し
た移動中央会において、会員の皆様からお聞きしたご意見・ご要望を
中心に、山口県に要望すべきことを、下記のとおり取りまとめました。
　９月28日㈫には、自由民主党山口県支部連合会の「政策聴聞会」に
坂本専務理事が出席し、本要望書を提出するとともに、意見を述べま
した。
　今後、山口県知事に対しても本要望書を提出し、会員の皆様のご要
望をしっかり伝え、実現していただくようお願いすることにしています。

１　厳しい経営環境を乗り越えるための中小企業間連携への支援 

・中小企業組合等の設立・運営支援の強化
・中小企業団体中央会の指導体制・支援機能の拡充・強化

２　コロナ禍で経済活動に窮している中小企業等の事業継続と再生への支援

・経営危機に直面する中小企業の事業継続支援策の継続的な実施
・消費者マインド回復に向けた消費喚起策の継続的な実施
・新型コロナウイルス感染症からの経済再生支援策の提示

３　環境変化に対応した中小企業等の経営強靭化・成長促進支援

・デジタル社会への移行に向けた支援の強化
・新分野展開などの事業再構築等への取組支援の拡充
・持続的発展に向けた事業承継・後継者育成支援の強化
・危機管理対策強化に向けた取組への支援の強化

４　中小企業等の働き方改革実現等に向けた労働・雇用対策の推進

・テレワーク等新しい働き方に対する支援策の拡充
・人手不足が深刻化する業界の人材確保・定着対策の強化
・外国人材の受入れ体制の整備

５　中小企業等の事業活動を支える環境の整備

・商店街の維持・運営に対する支援の強化
・官公需予算の確保及び適切な執行
・特定課題を抱える業界への支援

６　地域に根ざした地方創生に資する取組への支援

・企業組合に対する支援の拡充
・特定地域づくり事業協同組合の設立及び運営支援

※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。

政策聴聞会の様子

山口県中小企業団体中央会
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組合TOPICS

　10月25日㈪、周南市「周南地域地場産業振興センター」にて、山口県地域資源活用型企業組合連絡協議会の
設立総会が開催されました。
　当協議会は、山口県産の農林水産物など地域の資源を活用して、商品の加工販売や飲食店の運営等を行う企
業組合が連携し、情報交換や研修、共同事業を行うことで、資質の向上、販路拡大、認知度の向上などを図り、
経営活動の促進と地域活性化に寄与することを目的としており、21の企業組合が初期メンバーとして参画しました。
設立総会では、上程した４議案すべてが原案通り可決決定され、会長に企業組合うずしお母さんの店 宇野理事長、
副会長に企業組合あぶホームメイド 伊藤理事長、理事に企業組合のぞみ会 下村理事長、監事に企業組合ふの
たに手づくり工房 弘兼理事長をそれぞれ選出しました。
　今後、当協議会では、「やまぐちふるさとくらぶ」の愛称とロゴを用いてのブランド化や、会員組合個々の
商品の販路拡大や知名度向上などに取り組んでいくこととしています。 （連携支援第一課　竹中）

食品関連の企業組合による協議会が発足 山口県地域資源活用型企業組合連絡協議会

　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）最低賃金を定めて
います。
　効力発生日　令和３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　995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　921円

３　輸送用機械器具製造業最低賃金� １時間　965円

４�百貨店，総合スーパー最低賃金� １時間　875円

詳しいことは、山口労働局賃金室　TEL083-995-0372�又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

山口県最低賃金が改正されます。
みんなチェック！最低賃金。

１時間　857円
【発効日】 令和３年10月１日

やまぐちふるさとくらぶロゴマーク設立総会の様子
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中央会TOPICS

　本会では、10月14日㈭〜17日㈰の計４日間に亘って、フジグラン宇部で開催された「やまぐち地産・地消フェア」
に、山口県内の農産加工品などを製造している、17の企業組合から商品を集めて、昨年に引き続いて出店しま
した。本会職員が販売員として、訪れたお客様に対
し各商品の産地や特長を説明し、販売を行いました。
　フェアに訪れたお客様は、手作りのジャムやお菓子、
お弁当といった商品を手にとり、興味深そうに吟味
しつつ買い物を楽しまれていました。日頃は、その
地域でのみ販売されている場合が多い企業組合の商
品の魅力を、県内の多くの方に知っていただく機会
となりました。
　中央会としては、今後も組合の皆様の魅力を広く
発信・普及できるよう尽力していきます。
 （連携支援第二課　吉村）

　本会は、食に関連する事業者による自発的なビジネスコミュニティ作りを促進することを目的に、10月12日㈫ 
岩国市クラスビズにて「食のディスカッションin岩国」を開催しました。
　食に関連する10事業所が集まり、進行役のFOODYELL 代表 藤本恵子氏から投げかけられた「岩国に来た
観光客に何を食べて帰ってもらいたいか？」「どんなお土産を
買って帰ってもらいたいか？」をテーマに討議を進めました。
　参加者からは、既存の資源単体では難しい様々な理由や課
題が挙げられ、例えば酒粕をキーワードにコラボを進める案
が挙げられました。いずれにしても、一部の者がブームを作
ろうとしても浸透しないため、地域でタッグを組み、マスコ
ミや外部の力を得ながら活動を続けることの重要性が話し合
われました。
　本会では、今後もこのような新たな組織づくりについて支
援を続けていくこととします。 （管理・企画課　平田）

山口県中小企業団体中央会

　本会では、９月16日㈬の「組合会計」を始めとし、「組合運営・制度」、「労務管理」の３テーマについて４
日間の講習会を開催し、組合役職員ら延べ45名の出席がありました。
　「組合会計」では税理士法人いそべ 小平税理士から、インボイス制度、組合会計の基本や『中小企業組合検定』
の試験対策について、「組合運営・制度」では本会 前田指導員から、中小企業等協同組合法の基準・原則、総会・
理事会の運営、行政庁への届出等の実務について、「労務管理」では株式会社維新 丸山社会保険労務士から、

最近の働き方改革に係る法律
の種類と内容についての説明
を受けました。受講者の方は、
「資料・内容ともに参考になっ
た。情報は組合員へ報告する。」
と話されていました。
 （連携支援第二課　洗川）

「2021年中小企業組合教室」を開催

山口県中小企業団体中央会

山口県中小企業団体中央会

フジグラン宇部「やまぐち地産・地消フェア」に出店

食のディスカッション in 岩国を開催

組合会計 労務管理

ディスカッションの様子
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組合TOPICS

　当組合では、従来からのギフト商品の引き合いに対応するため、お菓子の詰め合わせのギフトパッケージを
開発しました。
　９月27日㈪に開催した、今回の講習会では、同じ田布施町内のキッショウ株式会社 吉岡靖氏からギフトラッ
ピングの一種である「合わせ包み」と「リボンの蝶結び」に
ついて学びました。包み紙と箱の間に空間ができないように
仮で折り目を付けたり、リボンのボリュームを出すために結
びを二重にしたりといったテクニックを学び、参加者全員が
基本的なギフトラッピングが出来るようになりました。
　新型コロナウイルスの影響により売り上げが減少している
事業者が多い中、積極的に次の展開を模索されています。是
非、田布施町の近くに寄られた際には田布施地域交流館にも
お立ち寄りいただければと思います。
 （連携支援第一課　松村）

　当組合は、コロナ渦でも安心して暮らせるよう、６月に抗菌・抗ウィルス事業の組合を設立し、周南市を拠
点に本格始動しました。
　当組合の取り扱う商品はすべて新型コロナへの有効性、人体への安全性を確認済み。空間内の消毒、抗菌コーティ
ングをする「コーティングミスト」、銅イオンの力を利用し貼付け箇所を抗菌する「抗菌・抗ウィルスフィルム」、
極超音波を利用し、空間内のウィルスを不活性化する「空間除菌機」の３つの対策で接触感染、空気感染を防
ぎます。これら事業は「2021年度版日本が誇る
ビジネス大賞」にも掲載され、抗菌・抗ウィル
ス事業に期待されています。
　中央会では、「第６波」の感染拡大を予防す
るため、10月９日㈯、当組合の協力のもと、中
央会事務所を消毒・除菌作業して頂きました。
皆さんも第６波に備えてみてはいかがでしょうか。
 （連携支援第一課　水野）

銀南街商店街振興組合

　10月16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「銀南街秋まつり」が開
催されました。
　商店街のアーケード内に、各国のストリートフードを食べることが出来る万国屋台や日本各地の美味しいも
のを取り寄せた物産展、県内各地に散らばる人気＆話題の商品をセレクトしたマルシェ等々の出展がありました。

また、お子さん向けにはバルーンアートの入ったガチャガチャ
があり、次から次へとお子さんが列を作って、笑顔で楽しま
れておりました。
　当日は、徳山あちこちマルシェも同時に開催されており、
商店街で当日使用出来る商品券の販売もあり、イベントを手
伝う学生ボランティアの姿もありと、コロナ禍で集客をとも
なうイベントの開催が自粛されていた状況のなか、お客様も
このようなイベントの開催を待ち望んでおられたのか、多く
のお客様で賑わっておりました。 （連携支援第二課　花田）

銀南街秋まつりを開催

企業組合菓子工房たぶせ

抗菌・抗ウィルス空間推進協同組合

ギフト需要を取り込むためのラッピング講習会の開催

３つの対策で抗菌・抗ウィルスの空間づくり

ラッピング講習会の様子
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業 種 別 の 景 況　業界の景況DI値の推移－全国平均との比較－

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 →

　９月期は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う集中対策期間が延長されたことにより、飲食業や旅館業、食料品製
造業等の売上げが減少する一方、木材・木製品や、卸売業、小売業、建設業等の一部に持ち直しの動きがあり、景況DI
値は、僅かながら５ヶ月ぶりに上昇した。
　しかしながら、景況感が改善している製造業や建設業の一部においても、原材料費の高騰や部品調達の遅れ、外国
人技能実習生が入国できないことによる人手不足等により、収益や操業に影響が出ている。
　感染者数が減少傾向にあることに期待しつつも、新型コロナウイルスによる経済活動への影響が長期化する中、コ
ロナ前の経済活動に戻るのか不安との声が多い。

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3年9月期

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

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　

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……………�

（月）
-90

-80

-70

-60
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-40
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山口県
全国

（DI値）

4 5 6 7 8 9R2.9 10 11 12

-41.3

R3.1 2 3
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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3年9月期

製

造

業

食 料 品

〇　新型コロナウイルスの影響で、飲食店等の業務用売上が戻らない。 （調味料製造業）
〇　９月も自粛要請が延長され、イベントの中止で売上が激減。10月から小麦など原料の値
上げも予定され、これからも厳しい状況が続くと予想。 （パン・菓子製造業）

〇　後継者不足が大変深刻である。漁業者の減少で市内の水揚げが年々大幅に減少している。
コロナ禍、団体客の土産商品が動かない。 （水産食料品製造業）

〇　自粛要請により県内各種イベントも中止が多かった。飲食店等の関連食材の売上も激減。
影響が多岐に広がっている。 （精穀・製粉業）

繊 維 工 業 〇　新型コロナウイルスの影響で、ベトナムの送り出し機関との面接ができない状況が続い
ている。 （下着類製造業）

木 材 ・
木 製 品

〇　令和３年７月以降「ウッドショック」による木材価格の値上がり及び国産材の需要増大
により、コロナ前の取扱高に戻った。しかし、丸太等の原材料費や製品の仕入値高騰によ
り収益については前年並みの状況が続いている。 （製材業・木製品製造業）

印 刷 〇　印刷業界にとっては今年の総選挙は大きな追い風であり、売上高の回復に少なからず寄
与するものであると期待している。

窯 業 ・
土 石 製 品

〇　中国原石の価格高騰により、国産石材に迫る価格となっている。 （石工品製造業）
〇　出荷量は、前月比82％、前年同月比91％。現時点では、セメント・骨材等の資材調達は、
特に問題は生じていない。販売価格は安定している。 （生コンクリート製造業）

一 般 機 器
〇　従業員不足及び元請の引き締めにより工事発注が伸び悩んでいる。景気悪化は、自動車
業界の部品調達遅れに伴う生産停止が原因と考えられる。 （防府市）

〇　外国人技能実習生の高賃金な都市部企業への転籍が増え、また、人道的見地から帰国す
るケースも増えており、各企業とも人員の確保に苦慮している。 （宇部市）

輸 送 機 器 〇　鉄道車両関係の受注は国内２〜３年後の新車両計画も不透明で、海外において生産予定
はあるものの、コロナ禍で見通しが立たない。 （鉄道車両・同部品製造業）

非

製

造

業

卸 売 業 〇　売上は、「いりこ」の入庫が激減していたが、海産物全体では微増。 （乾物卸売業）
〇　「ふく」の価格が高騰。今期は令和２年より厳しいと予想。 （生鮮・魚介卸売業）

小 売 業
〇　９/26時点、対前年比▲13％の売上。令和２年はGoToトラベルで大幅に増加したが、今
年の期待は薄く、当面の間、客足は鈍いと想定する。 （各種商品小売業　萩市）

〇　前年比供給高103.6％、来店数100.4％。市場野菜の高騰により、産直野菜の売れ行きが
好調。家庭内で食べるスイーツも良く売れる。 （各種商品小売業　下関市）

商 店 街

〇　新型コロナウイルス感染症は落ち着きを見せているが、イベント等の自粛は続き、経済
活動が元の姿に戻るのは年末からその先という感覚である。 （宇部市）

〇　飲食店は観光客も入っているが、他の業種は苦しい模様。洋品店は季節の変わり目で、
10％程度増加している。 （萩市）

〇　補助金を利用し、商店街プレミアム商品券を販売する。 （下関市）

サービス業

〇　遠出が出来ず美容院に来店するのか、前年同月比で120％の売上。 （美容業）
〇　感染拡大の不安で来店サイクルが伸びる等で収益が悪化。先行きが不安。 （理容業）
〇　ＪＲ売上は、GoToトラベルがあった令和２年９月と比べて25％程度。 （旅行業）
〇　前年同月比で、売上額52.7％、宿泊人員47.6％。コロナウイルス感染の影響のなかった
令和元年９月と比べると、売上額51.1％、宿泊人員44.7％と非常に厳しい。新型コロナウ
イルス第５派の影響をまともに受けた月であった。 （旅館業）

建 設 業

〇　公共への依存率が極めて高く、競合を顕著に感じる。 （一般土木工事業）
〇　業者の技能者が急激に減少し、僅かな工事量の増加で回復感を覚える。 （左官業）
〇　気温が高く現場の施工効率がダウンし、収益に悪影響が出た。資材の値上がりが多くの
品物に波及しているが、販売価格になかなか転嫁できない状況。 （屋根工事業）

〇　鋼材、ボルト、デッキ、塗料などあらゆるものが値上げされ、積算も相当慎重になる。
手配困難な物もあるため、仕事量にも影響が出始めている。 （鉄骨・鉄筋工事業）

運 輸 業

〇　海外からの輸入部品調達に支障があり、自動車関連では一部操業停止に追い込まれる荷
主企業もある。輸送取扱高は前年比80％程度。 （一般貨物自動車運送業　防府市）

〇　「工業」と「生活雑貨等」のモノの動きが活発化してきている。コロナによる生活環境の
変化により都会からの移住・求職がある。 （一般貨物自動車運送業　宇部市）

〇　タクシーチケットの９/１〜20分取扱金額は、令和２年と比べ▲44.2％。コロナ前の令和
元年と比べると▲59.0％。感染者が減っても、利用客が戻るとは思えず、例年なら繁忙期
となる年末を前に、たいへん不安な状況。 （一般旅客自動車運送業）

そ の 他 〇　外国人技能実習生の事業所側は、根気よく入国待ちの姿勢でいるが、実習生側の意思が
弱くなり、辞退という結果になった案件が発生している。 （介護事業）
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　♪♪空の青さに　心はずませ♪♪で始まる山口県愛唱歌「みんなのふ
るさと」。若き日に習ったこの歌が、数年前から地元テレビ局の番組内で流れ
ています。毎回聞くたびに、心にジーンと響いてきます。

　山口県で生まれて62年。学生時代の４年間を除き、ほぼすべての時を山口県で過ごし
ています。山口県の話題が放送されれば、妻との会話を中断し真剣集中して聞き、間違
いがあれば突っ込み、褒められれば「にやり」。生まれ育ち、生活してきた、ふるさと
山口県が大好きです。
　県内のことで、知らないことがあるのが嫌で、「それ知っちょる」「行ったことある」と言えるために、名所・
旧跡はもちろん、新しい施設やお店、道路ができたと聞けば訪ね歩いています。県内の旅館やホテルには、こ

れまで60か所くらいに泊まりました。昨年春以降のコロナ禍では、県内宿泊等に対する様々
な助成制度を活用させていただき、たくさんの新たな魅力に触れることができました。
　最近、山口県の魅力度が42位という、民間団体の調査結果が発表されました。感覚
的にはそんなはずはないのですが、これからもっと山口県の魅力を磨き、発信してい
かなければなりません。中央会もその一翼を担っていければと思います。

♪♪平和の虹を未来の橋に　はばたく山口　みんなのふるさと♪♪

♪♪みんなのふるさと♪♪

職員コラム

専務理事
坂本　竜生

★徳山商店連合協同組合

『当たる！当たる！歳末えびす大感謝祭2021』
豪華景品が当たるガラポン抽選会を開催！
令和３年12月１日から12月26日の間、お買い上げ3,000円（税別）毎に抽選
券１枚、300円（税別）毎に補助券１枚を進呈。
【抽選所開設期間】令和３年12月10日から12月26日

★山口市中心商店街
発行総数169,000,000円分（紙版、デジタル版合わせた総数）、プレミアム率
30％！山口市中心商店街で利用できる〈プレミアム付〉商品券を販売！
詳細：https://www.yamaguchi-machinaka.com/event0133/

★宇部新天町名店街協同組合
『招福　宇部新天町節分祭』
名物「あめ福引」や縁起のいい５色豆の配布を実施。あめ福引では、商店街
で使える買い物券も当たります！
開催日：令和４年２月３日㈭

※イベントの詳細は、各商店街へお問い合わせください

このイベントは、山口県商店街振興組合連合会の小規模事業者応援キャンペーン補助金を活用しています。

商店街イベント情報♪



　私のおすすめはペットを飼うことです。８年前に近所のお寺で保護されていた子猫を飼い始め
たのをきっかけに今では猫３匹と一緒に暮らしています。
　最初に飼い始めたプリンは、お寺で保護されたとき生後２週間くらいで、当時はどうしたらよ
いか調べ物をしたり獣医さんと相談しながら育て、いま８才になりました。
　プリンの特技は「だるまさんが転んだ」ができることです。１匹飼い始めるとキャットタワー
や猫用おもちゃも揃えてしまって、３年前にさらに２匹保護ネコを引き取りました。この２匹は
姉弟で、チロルの特技は投げたおもちゃを持ってきてくれます。チョコの特技はないですがマイ
ペースでとても愛嬌がよいです。
　３匹ともそれぞれ性格も違い世話も焼けますが動物を飼うことで、私自身とても癒やされてい
ます。

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

山口県鉄構工業組合
事務局　樋口　美帆さん

� のおすすめ

猫飼いのススメ

チョコチロルプリン

猫と本 Miaw
下関市赤間町３-41　https://miaw.jp
お店の名前のとおり猫と本をゆっくり楽しむことのできる
猫カフェです。

山猫軒　光市室積村770
https://otomecyaan.wixsite.com/yamanekoken
山の上にあり瀬戸内海眺めながら猫と遊べます。

　猫に限らず動物を飼うことは飼う側にも良い影響があるとおもうのでペットと一緒にくらして
みてください。

　猫は好きだけど事情で飼えない方へおすすめ猫カフェを紹介します。


