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島根県 最低賃金

１０月２６日、松江市のホテル一畑において、県内商工会の役職員や県内外の来賓約１４０名参加のもと、
青木 朋人中国通産局長、丸山 達也県知事、森 義久全国商工会連合会長をはじめ、多数の来賓をお招きし、

令和３年
１０月２日～
(時間額)

商工会法施行 60 周年記念 商工会しまね県大会が開催されました。第１部として、商工会役職員並びに青
年部・女性部役員功労にかかる中国経済産業局長表彰が青木中国経済産業局長から 6 名、島根県知事感謝
状が丸山知事から直接８名の役員（美濃商工会１名）に
授与されるとともに、島根県商工会連合会長の表彰状が
商工会役員功労者４名（美濃商工会１名）をはじめ総勢

島根県内の飲食店・宿泊施設等を支
援・応援するキャンペーンを開催
中！ 嬉しい特典・クーポン付きの
お得な宿泊プランや賞品プレゼン
トなど、耳よりな情報を発信！
# We Love 山陰キャンペーン

再発見！
あなたのしまねキャンペーン

益田県土整備事務所・益田市建築課 調

（島根県民限定）

Go To Eat し ま ね

２１名の方に授与されました。続いて、高橋県連会長が
主催者を代表して挨拶を行った後、来賓として青木経済
産業局長、丸山島根県知事、田中島根県議会議長並びに
森全国商工会連合会長の祝辞がありました。

しまね県大会の様子

第２部は、㈱地域事業再生パートナーズ 代表取締役 今若 明 氏を招聘して「事業者と地域がともに歩
む持続的な発展へのチャレンジ」と題して記念講演が行われ、第３部では、今若 氏をコーディネーターと
して「小さな一歩から、地域の未来づくりが始まる」と題し、パネルディスカッションが行われました。
その後、県内商工業者と地域の持続的発展を目指し新たな一歩を

らくらく島根めぐり
キャンペーン

踏み出すために大会決議が行われました。なお、今回の美濃商工会
役員の受賞者は以下の通りです。 ＜役職は R３.3.31 付＞

石見周遊スタンプラリー
いわみくるり

島根県知事感謝状受賞
■永年勤続役員

副会長

河野 克正

島根県商工会連合会長表彰受賞者
しまね観光ナビ

※上記のうち、美都町建築申請：0 件、匹見町建築申請：0 件

益田市市民課 調

◆11/11(木)
第 61 回商工会全国大会
（東京）
◆11/13(土).14(日)
先進地視察研修
（出雲ほか）
◆11/17(水)
美都温泉３０周年記念式典
（ふれあいホールみと）
◆12/5(日)
匹み都神楽＆屋台大集合
（ふれあいホールみと）
◆12/19(日)
匹見峡温泉神楽イベント
「湯けむりの舞」（匹見峡温泉）

丸山知事から授与される河野克正 氏

■役員功労者

理事

増本 健次

10 月 18 日、佐々木会長をはじめ、河本・河上両副会長は、美都・匹見地
区における令和４年度の経営改善普及事業と地域振興事業等に伴う補助金に
併せ、コロナ感染症の収束を見据えた地域づくりに向けて、切れ目ない経済
対策の実施と回復期における賑わい創出など、地域経済の活性化に資する取
組を大胆に実施していただくことや、
さらに「新型コロナウイルスに関する相
談窓口」や経営改善普及事業を担う対応

㈱リサイクル齋藤
代表者：齋藤 春花
（美都町/リサイクル業）

中田自動車
整備センター
代表者： 籾田 夏雄
（匹見町/自動車整備業）

支援拠点として、安心、安全な相談や指
導ができる商工会の環境整備の配慮に
ついての要望書を益田市長並びに益田
市議会議長へ提出しました。

司法書士
杉島正貴事務所
代表者：杉島 正貴
（三宅町/司法書士）

要望書を提出する正副会長
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お歳暮時期に向け、益田市にゆかりのある県外の方を対象に、地域資源を活
用した商品を特別価格で販売する、「美都・匹見ふるさと産品フェア」を開催
しています。昨年に続き２回目となるこの事業は、コロナ禍で会員事業所を応
援するため企画され、通常の約 3 割引の特別価格で購入できるチラシを作成し
配布しています。今後、益田市内には、新聞折込でチラシを配布し、地域の皆
様にも購入できるよう計画しています。
先着 750 セットとなっていますので、この機会に是非ご利用ください！

特設サイト
ＱＲコード
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㈲山本粉炭工業（美都町板井川）が、令和 3 年度中国地方発明
表彰で最優秀賞にあたる文部科学大臣賞を受賞されました。この
地方発明表彰は、特許や実用新案又は意匠登録され、地域産業を
牽引する発明をした技術者や研究開発者が表彰されるものです。
文部科学大臣賞受賞は県内では 8 年ぶりで、今年中国地方ではマ
ツダ㈱（広島市）やオージ－技研㈱（岡山市）など、大手企業が
受賞された中、見事受賞されました。
10 月 25 日、KDDI 維新ホール（山口市）にて開催
された表彰式にて表彰されました。

10 月 30 日、秋晴れの下、ひだまりパークみとにて開催され、12 事業所より
参加された 28 名がプレーを通じて親睦を深めました。開会後、前回優勝者の米田
安成さんの始球式に始まり、３コース 24 ホールをまわり総打数を競い合いました。参加者の中には初
心者の方もおられましたが、すぐに上達し、チーム内で応援し合うなどとても和やかな雰囲気で楽しん
でいました。表彰式では、会員や参加者から賞品を多数提供していただいたお陰で全員に順位賞をお渡
しすることができとても喜んでいただきました。
優 勝
佐々木 惠二 さん

準優勝
小川 忠久 さん

この度受賞された技術の紹介

「作業車両走行路付きプール式炭化平炉」（特許第 5560383 号）
プール式炭化用平炉は、原材料を生成釜に投入し、水蒸気の膜により外気を遮断すること
により大量の炭化物を生成することができる。釜の側面をコンクリートブロックで形成し釜床の
鉄板と釜底面との間の排気空間に蓄熱保持部材が充填されている。このシンプルな構造によ
りメンテナンス性の優れた生成窯となり、建設機械車両の走行路を備えることにより、原材料
11 月 1 日 、 益 田 市 長 へ 賞 の 受 賞 を 報
告し、今後もこの技術を活用し地域経
済の発展や環境問題の改善に貢献し
たいと抱負を述べられました。

の投入、炭化物の搬出の作業効率の向上に寄与している。
この技術は国内外から注目され、日本各地はもとより海外でも技術移転が進んでいる。バ
イオマス原料を使うことにより、SDGｓ（持続可能な開発目標）に貢献することが期待される。

第３位
青木 明 さん

【11 月中旬受付開始予定】
飲食店等事業継続特別給付金（追加分）
給付対象

「益田版カタリ場」を開催
10 月 15 日、地域の大人と子どもが対話を
通して、これから「どんな大人になりたいか」を考えるライフキャ
リア教育のモデル授業「益田版カタリ場」を実施しました。
この「益田版カタリ場」は、「認定ＮＰＯ法人カタリバ」が開発
した「カタリ場」プログラムを一般社団法人豊かな暮らしラボラト
リー（通称：ユタラボ）と益田市が連携して独自に開発した対話プ
ログラムで 2015 年から実施されており、2021 年現在市内のほ
とんどの小・中・高校で導入されています。
今回、ユタラボさんよりお声がけいただき、当青年部と美都中学
校の 2 年生の生徒さんと一緒にこの益田版カタリ場を行いました。
参加された皆さんは、最初は緊張されていた様子でしたが、慣れて
く ると 笑い声 が響 きわた
り、和やかな雰囲気になっ
てきました。参加された青
年部員、生徒さんそれぞれ
が、人生を振り返り、また
将 来に 向けて 考え る良い
機会になったと思います。

２

「草木染め」
10 月 24 日、匹見上公民館で部員 5
名が参加し、草木染めを行いました。
野山で採取した臭木の実を鍋で煮出し
た染料液と、柚子、桜の 3 色の染料液
を使って、ハンカチやコースターを染
めていきました。輪ゴムで縛ったり生
地を折ったり板材で挟んで染色し、染
まる部分と染まらない部分を作ること
で、色んな模様の作品が出来上がりま
した。その後、大将で昼食を頂き親睦
を深めました。

給付要件

給付金額

中小企業等事業継続特別給付金

飲食店営業、喫茶店営業

中小企業者等

直近期の総売上高が、前期または前々期と比較して
減少、かつ次の①または②のいずれかを満たすこと

事業に係る売上高が、令和 2 年 12 月から令和 3 年
10 月までの間の任意の連続する 2 か月の売上高の合
計と前年同期間または前々年同期の売上高の合計を
比較して 30％以上減少

①飲食店等営業に係る売上高が、直近期と前期また
は前々期を比較して 20％以上減少
②飲食店等営業に係る売上高が、令和 2 年 12 月か
ら令和 3 年 3 月までの間の売上高の合計と前年同
期間または前々年同期間の売上高の合計を比較し
て 30%以上減少
売上高に応じて 40 万円～160 万円

※ただし、売上高を比較した前年同月期間または
前々年同期間の売上高の合計が 40 万円に満たない
者及び主な収入が事業収入でない個人事業主を除
く。
40 万円

※飲食店等事業継続特別給付金、中小企業等事業継続特別給付金は、いずれも重複受給は不可

金 融
日本政策金融公庫 浜田支店では、下記の日程で融資相談会
「一日公庫」を開催いたしますので、お気軽にご相談下さい。

あなたも家族もまるごと守る！頼れる補償！
補償内容でプランが選べる！(月掛 2,000 円～)

■日 程 令和 3 年 12 月 2 日（木）10：00～12：00
■会 場 美濃商工会 本所（益田市美都町都茂 1809-2）
■申込み方法 11 月 25 日（木）までに商工会へご連絡下さい。
【本所】TEL.0856-52-2537 【匹見支所】TEL.0856-56-0220
３

