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新年、明けましておめでとうございます。
皆様には平成 30 年の輝かしい新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。
また、旧年中は商工会の運営に対しまして、深いご理解と温かいご協力を賜り、厚く御礼を
申し上げます。
さて、昨年の日本経済は、アベノミクスの取り組みの下で、経済再生・デフレ脱却に向けた
進捗が見られ、有効求人倍率は全都道府県で１倍を超え、高水準が続いています。また、企業
の賃上げは 3 年連続で高い水準となり、特にパートタイム労働者の時給は上昇を続け、雇用・
所得水準は大幅改善しました。経済は緩やかな改善傾向が続いており、中小企業・小規模企業
を取り巻く状況も改善傾向にあります。
一方、当地域に目を向けますと、人口減少・高齢化が進み、地域住民を顧客とした小売・サ
ービス業の低迷や基幹産業として経済を牽引してきた建設産業が苦境に立たされるなど、各業
種が極めて厳しい経営環境に置かれています。
そのような状況の中で、昨年は「小規模企業持続化補助金」など国の取り組みを積極的活用
することや「中期行動計画」
「経営発達支援計画」に基づいた地域資源を活かした商品開発・販
路開拓などを通じて会員企業様の支援を行ってきました。また、島根県事業承継支援助成金を
活用した、事業承継支援や青年部の資質向上セミナーの開催や、町の将来の経済を担う人材育
成に力を入れて取り組んできました。
また、消費税の軽減税率制度実施予定を１年後に控え、関係する私たちは新たな仕組みに対
応するためには自発的に学び、関わっていくことが大切です。商工会も会員の皆様のご質問や
疑問にお答えできるよう、一層精進してまいります。
来年度も、引き続き地域に最も身近な経済団体として会員事業様の多様なニーズに対応でき
るようなサポート体制の強化を図ります。併せて、邑南町においても「中小企業小規模企業振
興条例」が制定されたことで、町と連携したサポート体制強化に努めていきます。
本年も、役職員一丸となって、商工会の役割を再認識し、会員企業様の経営支援及び地域振
興のため尽力、邁進してまいりますので、会員各位の一層のご理解とご協力をいただきますよ
う何卒よろしくお願いいたします。
最後になりましたが、新しい年が会員の皆様にとって、飛躍の年になりますようご祈念申し
上げまして年頭のあいさつとさせていただきます。
平成 30 年１月
邑南町商工会 会長 末 田 幸 雄

理事会を開催しました
12 月 12 日(火)16 時から、いこいの村しまね会議室において 14 名の理事出席の下、平成 29 年度
4 回目の理事会が開催されました。
会議の冒頭では、末田会長から今年の総括と来年に向けての具体的な商工会の取り組みについてのあいさ
つがあり、その後議事に入りました。ジブラルタ生命保険㈱板垣マネージャーより、貯蓄共済などの加入状
況を報告、また、12 月 18 日にオープンした「邑南町しごとづくりセンター」のセンター長が開所前の挨
拶をされました。
協議事項・報告事項は下記の通りです。

◆協議事項◆
①新会員加入承認について
企業名（氏名）
寺本急便
（寺本 幸長）
籠球酒場カーキー
（日野原 卓郎）

地区

業種

住所

石見

運送業

邑南町日和 1372-2

石見

飲食業

邑南町矢上 1064-14

上記 2 件の新会員加入について、承認されました。

◆報告事項◆
①会員の脱退、変更について
企業名（氏名）
有限会社 寺本急便
（代表取締役 寺本 幸長）
有限会社 矢上石油
（代表取締役 松川 尚史）

地区

業種

住所

石見

運送業

石見

ガソリン
スタンド

備考

邑南町日和 1372-2

解散

邑南町矢上 3882

代表者変更

②経営発達支援計画について
経営発達支援事業についての進捗報告、地域経済の活性化に資する取組み（カタログギフトについて等）、
支援力向上のための取組みについて、報告しました。
③その他
・邑南町しごとづくりセンター 三浦伸太郎センター長より挨拶
・ジブラルタ生命保険㈱

加入状況について、事業経営と保証について

・邑南町への来年度予算要望について
【1】島根型 6 次産業推進研修会及び公募に係る事前説明会

各種セミナーのご案内

6 次産業・農商工連携の一層の取組み推進を図るために、多様な

事業者が連携して取り組む通称「新しまろく事業」を平成 30 年度も公募します。
○浜田会場

○松江会場

H30 年 1 月 22 日（月）13：30～16：15

H30 年 1 月 23 日（火）13：30～16：15

浜田合同庁舎大会議室

松江合同庁舎 601 会議室

【2】企業のための採用力向上セミナー
企業の効果的な自社アピールはとは？？若者が集まる企業ブースとは？？
たくさんの企業が集まる合同説明会の中で、キラリと輝くプレゼンをしませんか？？
（浜田会場）H30 年 1 月 23 日（火）浜田合同庁舎大会議室

13：30～16：00

（益田会場）H30 年 1 月 24 日（水）益田合同庁舎大会議室

13：30～16：00

（松江会場）H30 年 1 月 25 日（木）サンラポーむらくも翔雲の間

13：30～16：00

お申し込み期限は 1 月 15 日（月）です！お気軽にお近くの商工会窓口にお問い合せください！

11 月 24 日～26 日まで、JR 有楽町駅前広場で開催された「ちよだフードバレーネットワーク・
オータムマルシェ」に参加しました。
このイベントは、全国各地の食材や商品等を販売・提供することで、販路拡大を図ることを目的に毎
年開催されています。
邑南町からは、5 社の事業所様が参加され、町内で生産された農産品や加工食品を販売され、首都圏
の消費者へ PR を行いました。単純に販売するだけでは購入される方は少なく、はじめは苦戦しました。
売上進捗を見ながら、全員で販売戦略を考え、自社商品だけでなく、他社商品の細かい特徴、
「ウリ文句」
を参加者全員で考えることでテント内一丸となって接客をすると、商品紹介も説得力が増し、お客様に
喜んでいただくことができました♫

邑南町しごとづくりセンターOPEN！

決算・申告準備をお願いします！
今年も決算・確定申告の時期が近づいてきま
した。正確な決算・申告書を作成するために、
余裕を持って準備をしましょう。
《確定申告期間》
平成３０年２月１６日(金)～３月１５日(木)
《消費税申告期間》
平成３０年 4 月 2 日(月)まで
申告の時期は大変混雑が予想されます。日計表
など早めの書類提出をお願いします。
不明な点がありましたら、商工会までお問い合
わせください。

12 月 17 日に田所公民館にて、邑南町しごと
づくりセンター（通称：おおなん Biz）開所式が
行われました。
センターは田所公民館内にあり、18 日より三
浦センター長が町内すべての事業経営者（全産業
分野、NPO 法人含む）とこれから起業を考えて
いる方の相談に応じています。
開館時間は 9 時～17 時、1 回の相談は 1 時間、
利用料は無料です。
商工会も連携機関
として情報交換
をしていきたいと
思います。

求人情報！商工会「正規職員(事務職員)」募集
商工会で一緒に働きませんか？？興味のある方
や、お知り合いにお心当たりのある方がいらっしゃ

～年末調整事務は終わりましたか？？～
納付期限は

いましたら、商工会にお問い合わせください＾＾

納期特例の承認を受けていない方→1/10 まで

採用時期：平成 30 年 4 月 1 日

納期特例の承認を受けている方 →1/22 まで

試験日 ：平成 30 年 1 月 27 日（土）
勤務地 ：石東地域（邑智郡、江津市、大田市）
募集人員：2 名
応募期間：12 月 26 日～1 月 15 日

法定調書の提出期限は 1/31 です！
ご不明な点等がございましたら商工会までお気
軽にお問い合わせください。

職員一同

冬のギフトカタログ販売期間は 1 月 31 日までです！冬のご挨拶にどうぞ♫

【３】食品展示商談会出展者スキルアップセミナー開催のお知らせ
しまねブランド推進課では、平成 30 年 2～3 月に開催される展示・商談会出店する県内の農林水産物の生産
者、加工事業者等を対象に、必要となる知識とスキルの習得を支援するセミナーを開催します。
（浜田会場）平成 30 年 1 月 31 日（水）13：30～16：00 浜田合同庁舎 5 階中会議室
（松江会場）平成 30 年 2 月

1 日（木）13：30～16：00 松江合同庁舎 2 階講堂

お申し込み期限：1 月 16 日（火） 詳しくは商工会本所 ☎95-0278 担当：吉岡

