
企業価値向上を伴走支援

　平素より協同組合島根県鐵工会様ならびに組合員の

皆様におかれましては、私ども商工中金に対しまして

格別のご支援・ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　商工中金では、昨年来、危機対応業務の指定金融機

関として、新型コロナウィルス感染症の影響を受けた

中小企業及び中小企業組合の資金繰りを最優先に取

り組んでまいりました。商工中金全体としましては、

2021年5月末時点で、33,635件、2兆3,201億円の融資を

実行しており、今後も中小企業の皆様の資金繰り支援

を最優先に取り組んでまいります。

　4月に公表した商工中金景況調査では、景況感は下

げ止まっているものの、先行きは横ばい見通しである

とともに、製造業の好転と非製造業の悪化が継続して

います。また、アフターコロナ時代においては、生活

様式や働き方、産業構造が変化しているため、企業は

新業態（ニューノーマル）に合わせた事業への対応が

必要となっており、足許の資金繰りは手当てできてい

る企業においては、新型コロナウィルス感染症の長期

化を踏まえ、新業態（ニューノーマル）を見据えた

事業構造改革や対策に軸足を移す企業も出てきて

います。

　商工中金では、コロナ禍でのさまざまな経営課題

やお客さまのニーズを把握するため、綿密な事業性

評価を実施しています。把握した各種ニーズに対し

ては、お客さまの置かれている状況や経営者の方の

思いに寄り添いながら、地域金融機関や外部機関

株式会社商工組合中央金庫

　松江支店長　堀之内 寛人

との連携し対応しています。具体的には、ビジネ

スマッチングや新事業展開に向けたＭ＆Ａサポー

ト、事業承継支援などのお客さまにあった適切なソ

リューションを提供しています。また、2020年8月

からは、金庫独自の100項目のアンケートを従業員

に回答していただき、会社全体の幸せを可視化す

る「幸せデザインサーベイ」の提供を開始し、従

業員の幸福度を把握し、職場環境の向上を図るこ

とで、中小企業や中小企業組合の皆様の持続的な　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

成長をサポートしています。

　今後も中小企業専門金融機関として培ったノウハウ

や多様なネットワーク等を活かし、お客さまに寄り添

いサポートを行います。特にコロナ禍で顕在化したお

取引先の諸課題に対し、財務改善はもとよりオンライ

ン商談会等、付加価値の高いソリューションの提供に

より課題を解決し、今まで以上にお取引先の企業価値

向上に取り組んでまいります。

　今、中小企業の皆様に必要なのは、この状況を乗り

切るための強い思いと、これから先も成長しつづける

ためのビジョンであり、私ども商工中金は、これらを

お客さまと共有しながら、各社のニーズに合わせた伴

走支援（本業支援や企業価値向上につながるソリュー

ション提供）を行ってまいります。

　末筆ながら、協同組合島根県鐵工会様の益々のご発

展と組合員企業の皆様のご健勝とご活躍をご祈念申し

上げます。

　☎（松江）0852
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　　　　　　 建材 24-2531
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○新規加入組合員
5.19　田中熔接所（代表　田中 静子 氏）安来市西赤江町
６ ４ ８ 番地 1（電話0８5４-2８-91８5）製缶、機械加工。従業員４名。

〇住所変更
5. ６　瀬崎鉄工所（代表者　瀬崎 彬弘 氏）住所が松江市
雑賀町 ３ ６ 番地から松江市東津田町 1 ８ 1 ７ 番地 1 5 へ変わら
れました。

○新規採用
（令和 ３ 年 ６ 月1日付）
　谷山　太一　　商品管理部

○退職
（令和 ３ 年 ６ 月 ３ 0 日付）
　岡本　茂　　　浜田営業所

組合員異動 職員人事異動

　令和 ３ 年度永年勤続表彰（島根県中小企業団体中
央会主催）が行なわれ、当組合からも永年勤続従業
員として右記の 2 名が表彰状並びに記念品を受賞しま
した。　

記
島根県中小企業団体中央会　会長表彰
　平井　敏隆　（商品管理部）　　　３ 0 年以上勤続
　下谷　朱美　（浜田営業所）　　　３ 0 年以上勤続

以上

令 和 3 年 度  永年勤続表彰

　現在、ホームページなどで情報をご案内しておりますが、
今後、LINEアカウントからも発信させていただくことで、タ
イムリーに見やすく、便利に情報をお届けできるようにして
いきたいと思っております。
　是非とも「友だち登録」をお願いします。
　右記の、友達募集のＱＲコードを読み込むと登録出来ます。

協同組合島根県鐵工会の
LINE公式アカウントを開設しました

「ノー残業デー」実施のお知らせ

当組合では、業務の効率化、法遵守の推進及び、職員のワークライフバランス向上を目的として、
月 ２日程度「ノー残業デー」を実施致してまいりましたが、令和 ３年 １ 月より、毎週水曜日に実施致し
ております。
つきましては、午後5時３0分に業務終了となりますので、取引先様におかれましては、電話対応・来訪
等でご不便をおかけ致しますが、ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
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２０２１年度　安全大会開催のご報告

　当組合の創立記念日である6月21日（月）に鐵工会館
に於いて、2021年度安全大会が行われました。今年
の全国安全週間のスローガン「持続可能な安全管理　
未来へつなぐ安全職場」の下、島根県に於ける労働
災害の発生状況や事故原因、また、多くの事故・災
害は、「不安全状態」と「不安全行動」が組み合わさっ
て発生することを認識するとともに、安全に関する
DVDを視聴しました。不安全状態にさせない為には

５S（整理・整頓・清潔・清掃・習慣（しつけ））の
励行が必要であることや、万一交通事故が発生した
時の為にとるべき緊急措置について
も説明がありました。
　最後に大会宣言を全員で唱和し、
今後、労働災害ゼロの安全職場を目
指すことを誓いました。

本部倉庫機能の内陸への移転についてのお知らせ

新事務所棟外観イメージ　 内陸倉庫全体レイアウト

　当組合の今後の取り組みといたしまして、「本部倉
庫機能の内陸への移転」並びに「内陸新事務所建築」
及び「既存内陸倉庫改装」を予定しております。
　スケジュールといたしまして、内陸新事務所建設、
内陸倉庫改装工事を令和3年8月上旬完成予定とし、
盆休み（8月13日～ 8月16日）にて移転作業、8月17日
より稼働の予定ですので、お知らせいたします。
　本部倉庫の機能を全て内陸へ集約することにより、
配送の利便性向上と業務効率化、適正人員配置の構

築を図りますので、一層のお引き立てを賜りますよ
うよろしくお願い申し上げます。
　尚、8月12日は板金機械の移設・調整作業のため、
板金加工関係の受注を一時停止する予定でございま
す。御入用品につきましてはお早めに御用命賜りま
すようお願いいたします。ご不便とご迷惑をお掛け
致しますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い
申し上げます。

8/12（木） 8/13（金） 8/14（土） ８/15（日） 8/16（月） 8/17（火）

営業日 盆休業
（移転作業）

盆休業
（移転作業）

盆休業
（移転作業）

盆休業
（移転作業） 営業日

◇移転スケジュール
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■概況■
　国内の景気につきましては、６月８日に発表された2021年
1～３月期の実質 GDP 成長率（2次速報）は、前期比△1.0%（年
率換算△３.9％）と1次速報より上方修正され減少幅は縮小さ
れましたが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、
年初に再び緊急事態宣言が発出されたことで、特に個人消費
で内需が低迷したことが改めて確認されました。一方で、設
備投資、公共投資などは動き出しており、全体としては、景
気動向に大きな変化は見られない状況となっています。
　国内においては４～６月期についても、感染者数の再拡大に
より３度目の緊急事態宣言が発令、延長され、サービス業を
中心とした個人消費は一段と悪化していると予想されます。
しかしながら、世界的にはワクチン接種の広がりによって一
部ではコロナ禍から日常生活を取り戻す動きもみられてお
り、輸出は好調に推移し、設備投資の増加も景気を下支えす
るものと思われますが、日本でのワクチン接種は集団免疫を
得るには年内はかかるものと思われ、欧米に比べると成長の
スピードは緩やかになると見込まれます。　
　新型コロナの世界的な感染拡大は世界経済に大きなダメー
ジを与えることとなりましたが、一方で世界の時間軸を一気
に早めることになったとも言えるのではないでしょうか。特
に鉄鋼業界ではあくまで“いつの日か来る”と思っていた脱
炭素、カーボンニュートラルへの動きが一気に加速し、また、
世界的に停滞していた経済活動が動き始めたとき、本来抱え
ていた様々な課題が浮き彫りになったように思われます。特
に国、行政、企業では将来を見据え、どういった舵切をする
のかが試されるように思われます。
　鋼材の市況としましては、昨年からの様々な原材料の高騰、
その高止まり、さらに副資材の値上がりなどの要因から、各
品種で大幅な値上げが実行され、まだ天井は見えておらず、
この状況は当面続くものと思われます。
　新型コロナの感染の収束は見えない中、新しい動きを模索
しながら、今年も折り返しである７月を迎えております。
■鋼板■（強含み）

鋼板類の需要動向は、産業機械関連の復調が今一つとする
一方で、小型を中心とした建設機械が回復している他、建築
関連も東京オリンピックが終われば秋口以降の回復が期待さ
れており、造船についても徐々に上向き傾向の状況です。市
中では回復感を示す声も出ており、これまでの仮需的な動き
から実需へ移行する動きに変わってきています。このような
状況の中、原料である鉄鉱石の ７ ～ 9 月積み価格が ４ ～ ６ 月
積み比の 1 0％高で決まり、四半期価格の過去最高値に並び
ました。国内メーカーの日本製鉄も主原料・副原料・プレー
トなどのコストアップ要因に加えて、中国政府による鉄鋼生
産の抑制や、鉄鋼の輸出税制改定による輸出抑制の動きもあ
り熱延黒板が７月出荷分からトン 1 万円の値上げとなり、昨
年度下期からの累計でトン 5 万円となりました。東京製鉄で
も７月契約分から厚板価格の値上げを実行し、厚板の値上げ
は３ヶ月連続となりました。また海外でも、韓国ポスコ、中

国鋼鉄は鋼板類の日本向け販価をトン ３ 万～ 5 万円に大幅に
引き上げ、今回の値上げでポスコ、中国鋼鉄の日本向け販価
は国内メーカーを上回るとみられます。このように、高炉や
電炉などのメーカー各社は、原料価格を背景に値上げを進め
ており、流通や溶断業者の仕入れ値は上昇基調が続き、今後
一段とタイト化に向かうとみている為、市況上昇の動きは止
まりそうにない状況です。
■薄板■（強含み）

国内の薄板は、過去に例を見ない状況となっております。　
昨年夏場以降から続いている国内在庫の減少は依然として

大きく、過去10年間で見ても最低レベルで推移しています。
この状況に国内メーカーも生産を回復し、若干プラスに振れ
ているものの、需給の基調に変化は見られない状況です。ま
た、以前より国内で使用される割合が大きかった輸入材料の
流入量も極端に少なく、市場の在庫量に大きな影響を与えて
います。特に対日本向けは割安感が強く、海外メーカー各社
は輸出を制限するなどの措置を実施。中国政府による鉄鋼生
産抑制や、輸出税制改定による輸出抑制の動きなども重なり、
高炉製品が大部分を占める薄板商材の状況は回復する要因が
見当たらない状況です。

薄板の需要環境は、元々、業界問わず幅広く使用されてき
ました。新型コロナウイルスの影響で業界格差があるもの
の、比較的堅調に推移しています。市況については、国内メー
カー、海外メーカー各社、大幅な価格改定を数カ月にわたり
連続で実施しており、過去に例を見ない幅となっています。
未だ天井は見えず、今後も続く見込みと思われます。

現在、世界の各企業に課されている「脱炭素」に対し、国
内鉄鋼メーカーも方針を強く打ち出した事で、鉄鋼業界は明
らかに変革期を迎えており、当面の間、強含みで推移します。
■ H 形鋼、一般形鋼■（強含み）
　電炉Ｈ形鋼メーカー大手の東京製鐵は、2021年７月契約の
形鋼類の製品販売価格を据え置きとしたものの、先月までの
大幅な値上げの浸透を見極めるための様子見としておりま
す。高炉メーカーである日本製鉄の建材製品を扱う商社・特
約店などで構成される “ときわ会” がまとめた5月末の H 形
鋼全国流通在庫は2ヶ月連続で減少し、在庫率は3.01ヶ月で、
流通の慎重な申し込み姿勢が覗えます。日本製鉄としまして
は、H 形鋼の2ヶ月連続となる値上げを発表しております。

国内建築需要はコロナ前と比べれば物足りないものの、小
規模鉄骨造が約2年ぶりに前年同月を上回るなど明るい兆し
となっておりますが、秋需に向けて需要の高まりが期待され
る中、このところ安定していた高力ボルトの需給の逼迫感が
再燃し、H 形鋼の僚品である BCR 等の品薄・歯抜けの傾向
も強まっております。

グローバルな鋼材需要の堅調さからくる需給タイトな構造
の余波が日本国内の形鋼に対しても及んでおります。市況が
高値で推移しているスクラップ価格だけでなく、輸送費や副
資材、電力等のコストも高水準にある中、メーカーとしては
脱炭素社会への取り組み等、大きな転換期にあり、将来にわ
たり国内の鋼材サプライチェーンを維持する観点から、生産
設備面での構造対策の断行を迫られております。脱炭素を起
点とした高炉メーカーの大型電炉計画やスクラップ定期購入
の方針により、今後スクラップ調達競争が激しさを増すもの
と思われ、鋼材価格に及ぼす影響をより強める事が予想され
ます。

鋼 材 市 況
（7月10日現在）
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■ステンレス■（強含み）
　ニッケル系ステンレスは、強含みで推移しています。
主原料である、ニッケル・クロム価格は更なる上昇、高止ま
りを見せており、原材料以外にも副資材・エネルギー・物流
費などの諸コストの上昇がメーカーの安定供給の構造を圧迫
する状況が続いています。大手メーカーは、昨年６月より値
上げを続けており、今後の契約以降も値上げを追加発表して
います。世界最大規模の非鉄金属専門の取引所であるロンド
ン金属取引所（LME）のニッケル価格相場において今後も
高水準が続く場合、市場価格の値上げは継続していくと思わ
れます。
　需要面では5月以降、例年を若干下回る荷動きが続いてい
ますが、産業機械など需要が上向きな業界もあり、半導体製
造装置・工作機械・医薬・食品関連などの分野では堅調に推
移しています。一方で建材向けなどの需要に盛り上がりの欠
ける分野との業界による格差がみられ、今後の需要動向に注
目が集まるものと思われます。需要環境にコロナ禍が今後も
どの様な影響を与えるか、不透明な状況ではありますが、原
材料の高止まりはしばらく続き、当面の間、強含みで推移す
るものと思われます。
■カラーコイル■（強含み）
　化粧鋼板市況においては、原材料の高騰や、輸送コスト高
の影響を受けているとともに、原板の国内価格が世界的に未
だ価格面で追い付いていない現状も踏まえ、メーカーは値上
げを今後も継続して行うものと考えられます。薄番手、厚番

手を一律にトン／３万～４万円の値上げを行ないながら、今後
も更なる値上げを目論んでいると考えられます。
　またカラーコイルも、上記を踏まえ、受注残も膨らんでお
り、今後も品薄や色によっては長期の欠品も増え、工事に遅
れなどが発生するものと考えられ、引き続きメーカーの動向
を注視していく必要があると考えられます。
　総じて、今後もカラーコイルにおいては、高値と品薄が広
がり、更なるひっ迫感が加速するものと推測され、強含みで
推移するものと思われます。
■異形鉄筋■（強含み）
　異形鉄筋の市況は、スクラップ市況が年初来の高値を超え、
メーカーが売り腰を強めたこともあり、強含みで推移しまし
た。
　県内においては民間・公共工事とも継続物件が多く、新年
度になり新規物件も出てきましたが、ウッドショックの影響
で先行きが不透明なところも出始めている状態です。
　鉄スクラップ価格は、5月末に高値をつけて以来、東京製
鉄の値動きがなく、市中では様子見が続いています。
　ゼネコンは、需要減少による競争激化で受注価格が低下、
指値が厳しくなり、需給のひっ迫感には乏しい状況の為、流
通との折り合いに苦労しています。
　現状、原料・副資材・電力料金等のコストアップの為、製
造コストの上昇は依然として高止まりを続け、メーカーは収
益是正を目指し強気の姿勢を変えていません。その為、先行
きに関しては引き続き強含みで推移すると思われます。

「島根ものづくり技術支援センター」は、島根県内のものづく
り企業の技術力を強化することを目的に設置された施設です。
設備を実際に触りながらの実践型研修を開催し、更に研修受講

者向けに機器開放しておりますので、試作トライアル（実体験）
にご活用いただけます。

■機器開放事業
開放機器使用料金［ 1時間当り］

・三次元 CAD／CAMシステム（MasterCAM） ［700円］
・三次元座標測定機（PRISMO navigator 5 ） ［1，000円］
・ 5軸制御マシニングセンター（D500） ［2，000円］
・立型マシニングセンター（YBM640V） ［1，500円］
ご利用時間：月～金（祝祭日を除く） 9：00～17：00
上記以外の日、時間帯の利用もご相談に応じます。
専属の指導員によるマンツーマンでの操作指導も可能です。

■実践型研修（受講料無料）
各設置機器について操作方法習得のため実践型研修を実施。

プログラムやオペレーションを習得したい方を対象に操作説明と
実習を行います。
開催日程は別途お知らせいたします。
申込み・お問い合わせ先は下記のとおりです。

会 場：「島根ものづくり技術支援センター」
松江市矢田町250－102
松江内陸工業団地 島根県鐵工会敷地内

主 催：協同組合島根県鐵工会
お問い合わせ先 TEL（0852）24－2157

協力機関：公益財団法人しまね産業振興財団
TEL（0852）60－5114
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会員サポート推進室からのお知らせ TEL（0852）24-2157
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安定供給

　本年1月に開設された「会員サポート推進室」で、４月
からコーディネーターを務めさせて頂いている明石啓孝

（あかしひろたか）と申します。どうぞよろしくお願い申
し上げます。
　鐵工会としての新たな取り組みとなる「会員サポート事
業」については、組合員企業の皆様のご意見やご要望を伺っ
た上で方向付けをすべきだと思っていますが、現時点で私
が考えていることを、何回かに分けてお伝えさせていただ
こうと思います。
　初回は「会員サポート推進室」の話の前に、その設置の
きっかけとなった「中期経営計画」について説明したいと
思います。

 鐵工会中期経営計画
「組合員の繁栄と組合の発展という相互の目的の統合を図
ることにより、社会に貢献し続けます」という組合の理念
に基づき以下の経営ビジョンが掲げられています。

＜経営ビジョン＞
1．地域協業を推し進め、組合員と地域を豊かにする
2．新たな価値を提案するリーダーとなる
3．組合員の加入・再編・技術力向上・事業承継に積

極的に取り組む
4．鐵に関する文化的事業に貢献する

　この経営ビジョンも含め鐵工会として目指すべき方向性
を示す際に、どのように実現させていくかのプロセスを具
体的にしていくことが重要であるという理事長方針の下、
昨年、中期経営計画を策定し、本年から第１期がスタート
しました。
　この中期経営計画にはテーマと３つの基本方針が掲げら
れています。

第1期 中期経営計画テーマ
鐵工会の商社機能と相互扶助組織の
両立化に向けた事業変革を推進

基本方針1　「人材育成、風土改革」
変化に常に挑戦する中核人材の育成と全体最適を実現す
る風土改革

 基本方針2　「事業分類の最適化」
提案型サービスの提供を軸とした
事業分類の最適化

 基本方針3　「IT化の推進」
サービス品質向上と業務効率化の
両面からIT化推進

 重点取組
　さらにこの計画を推進する上で、重点取組として以下の
３点が挙がっています。

 重点取組１　「共同購販事業の拡充」

アクションプラン
❶「営業体制見直しと情報共有の工夫」
❷人材育成
❸業務のIT見える化

 重点取組２　「組合員企業に対する各種支援の強化」
組合員の機会創出や課題解決に貢献し
共存共栄を図る

アクションプラン
❶専門部署の設立（人員増員、人材育成）
❷メカニカルアフターサポートの充実
❸島根県の「鉄に関する文化」に事業運営を通じて貢献



コーディネーター　明石啓孝（松江市在住58才）
＜主な職歴＞
㈱日立メタルプレシジョン／㈱野原熱錬工作所／
(公財)しまね産業振興財団／島根県よろず支援拠点／
島根県事業引継ぎ支援センター／事業承継推進員

＜得意分野＞
取引仲介／事業承継／経営計画／現場改善
＜連絡先＞
携 帯：080−2119−8905
Email：akashi@tekkokai.or.jp

　現在、運転を停止している各地の原子力発電所に
ついて、再稼働に向けて原子力規制委員会による新
しい規制基準による適合性確認審査が行われており、
島根原子力発電所２号機についても、再稼働の方向
性を決める時期が近づきつつあります。
　このような中、電力の需要度が大きい鉄工業界に
おいては、業界の競争力を高めていくためにも、安
定的で安価な電力の供給が必要であり、原発再稼働

による経済効果が期待されるところです。
　以上の状況を踏まえ、協同組合島根県鐵工会とい
たしまして、関係する自治体などに対して、原発再
稼働に向けた要望をしていきたいと考えております。
併せまして、安全面についても、より強化された基
準の維持と対策の着実な実行を求めていきたいと考
えております。

島根原発再稼働に向けた要望について

SDGs
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重点取組３　「財務基盤の一層の安定化」
収益管理の徹底等の計画的な経営により
組合員サービスの向上を図る

アクションプラン
❶月次予実管理のPDCAサイクル徹底
❷重点科目を設定しコスト管理を徹底
❸組合資源の有効活用

【目標値】
　以上の取り組みの結果として2023年度に以下の目標数値
の達成を目指すこととしています。



〈エコ商品〉 油吸収シート　エコイラ
　今回は、油・水を吸収するシート「エコイラ」をご紹介致します。
　機械からの油漏れ対策や、油水分離槽の浮遊油回収、立ち作業箇所の
油汚れ対策などでの使用に適しています。またISO14001・5Sなどの工場
美化にも対策として期待できます。
　油による環境汚染から自然を守るとともに、安全で清潔な職場づくり
を整えることができます。是非ともご検討・ご用命の程宜しくお願い致
します。

お問い合わせは　（協）島根県鐵工会　工機営業部まで　TEL　0852−24−2529

ECAR40M-3（30Mボックス） ECWR40M-3（30Mボックス）
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　三井住友海上火災保険㈱代理店　株式会社鐵工会
は、専門性の高いサービスを提供するため、201６年
４ 月よりセーフティサポート㈱と保険の業務提携を
行っております。
　今後、組合員様のリスクマネジメントや各種保険
相談、組合員の従業員様からのライフプランに関する
各種相談や事故相談など、保険業務はセーフティ
サポート㈱と共同で対応させて頂きます。
　なお、各種相談等は、株式会社鐵工会または直接、
右記セーフティサポート㈱にお問い合わせ下さい。

 三井住友海上火災保険株式会社　
　　　　　　　　　　　　　代理店　株式会社鐵工会

◇業務提携先
　三井住友海上火災保険株式会社
　AAA代理店　セーフティサポート株式会社

　松江店　　　：松江市乃白町700−１
　　　　　　　　TEL：（0852）59−3474
　　　　　　　　担当：乙部浩二、原　幸宏

　大田店　　　：大田市大田町大田ロ984−5
　　　　　　　　TEL：（0854）84−0380　担当：品川和樹

　浜田店　　　：浜田市黒川町4１96
　　　　　　　　TEL：（0855）25−5320

損害保険　募集業務についてのご案内● ●

島根県板金工業組合　（理事長　天野宏昌）

　島根県板金工業組合は、去る5月27日午後2時30分
より、くにびきメッセ601大会議室に於いて令和3年
度通常総会を開催し、以下の議案が原案通り、承認
可決されました。
（1）令和2年度 事業報告 並びに 収支決算 承認の件
（2）令和3年度 事業計画案 並びに 収支予算案 承認 

の件
（3）役員改選の件
（4）其の他の件

　併せて親会総会に先立ち、同日午前11時より、同
組合青年部の通常総会も同会場で開催され、令和2年
度事業報告並びに収支決算承認の件、令和3年度事業
計画案並びに収支予算案承認の件、役員改選等が原
案通り承認決議されました。
　なお、本年度は役員改選期にあたり、下記の方々
が就任されました。

島根県板金工業組合
理 事 長　　天野 宏昌　（㈲天野鈑金工作所）
副理事長　　後藤 重夫　（㈲後藤板金）
副理事長　　中林 賢治　（㈲中林板金）
副理事長　　南場 富次　（㈲ヤタ板金工業）
副理事長　　松浦 真一　（松尚錻力店）
専務理事　　若松 志昌　（協同組合島根県鐵工会）

理 事　　安野 浩二　（㈲安野板金工業）
理　　事　　天野 省二　（天野板金）
理　　事　　西尾 康弘　（西尾板金工作所）　　　
理　　事　　陰山 裕一　（陰山板金工作所）
理　　事　　須田　 強　（㈲須田板金）
理　　事　　細田 光次　（細田板金）
理　　事　　林 　朋法　（ハヤシ板金）
監　　事　　石倉 吉郎　（ばんきんや）
監　　事　　古川 勝久　（古川ブリキ店）

島根県板金工業組合　青年部
部　  長　　中林 佑二　（㈲中林板金）
副 部 長　　江戸 隆男　（江戸板金）
副 部 長　　𠮷水 太郎　（㈲𠮷水板金）

島根県建築板金技能士会
会　  長　　𠮷水 　博　（㈲𠮷水板金）
副 会 長　　仲田 　満　（仲田板金）

技能研究部会
会 　 長　　石倉 吉郎　（ばんきんや）

責任施工制度運営委員会
委 員 長　　天野 宏昌　（㈲天野鈑金工作所）
副委員長　　後藤 重夫　（㈲後藤板金）
副委員長　　勝部 信生　（㈲勝部板金）

関連団体通常総会報告
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スマホは便利です。ユーチューブ「ご縁の国
しまね」にアクセスすると、西は津和野から、
東は安来まで、飛びきり美しい映像で、島根が
満喫できます。嘘ではありません。

コロナで動きのつかない貴
あ な た

方、島根の魅力的
な秘密の場所にご案内します。
（ A の動画）案内人はヒトマロさんです。
千本の朱の鳥居をくぐりぬけると、太

たい

皷
こ

谷
だに

稲
い

成
なり

神社。そこには亀井のお殿様に似たヒトマロ
さんがいらっしゃいます。亀井のお殿様は、毎
日、益田市の高

たか

津
つ

柿
かきの

本
もと

神社（全国の柿本神社
400社の総社）を拝んでらっしゃいました。

山 陰 の モ ン サ ン
ミッシェルといわれ
る衣

え

毘
び

須
す

神社を知っ
てますか？映像を見
ると、行ってみたく
なります。日本一清
流の高津川はドル箱
といわれ、“鮎” や “つがに” が獲

と

れます。
珍しい繰

くり

込
こみ

漁、石
せき

州
しゅう

半紙の作り方、浜田市
奥の契

ちぎ

り岩、日本海に浮かぶヒトマロさん、知
らない、行きたくなる所が次々と出てきます。
（ B の動画）さあ、次は石見東部に行ってみ

ましょう。まず、出雲と違って、日本海の荒波
の豪快さ、なだらかな山々、広がる砂浜、江の

こんなにあるのか郷土の遺産こんなにあるのか郷土の遺産
㊽ 

川の雲海など、石見の豊かな自然を満喫できま
す。江津市では、古代随一の美人、恵

え

良
ら

姫
ひめ

さん
を訪ねます。会ったことがありますか？八頭身
美人で、歌がうまくて、地元の人の自慢です。
高
たか

角
つの

山
やま

公園に行くと、恵良姫さんの声が聞けま
す。ヒトマロさんも歌っています。二人の歌を
聞 き な が ら、
四
あ ず ま

阿屋
や

に行く
と、江の川を
眼下に、出雲
まで見渡せま
す。

さあ、二人
の抱き合う姿
のような三瓶
山を浮

うき

布
ぬの

池
いけ

か
ら見ると最高
ですよ。

石 見 に は、
願掛けスポットもあります。知ってましたか？

邑
おう

南
なん

町志
し

都
ずの

岩
いわ

屋
や

神社の鏡岩に “こより” を結び
つけて願いをかけます。多

た

鳩
ばと

神社のナギの木の
葉を財布に入れておくと、お金持ちになります。
石見にも、心落ちつく良い神社がたくさんあり、
心が洗われます。

そうそう、美
み

郷
さと

町では、千年前のヒトマロさ

島根県観光推進協議会委員
風土記を訪ねる会代表
山陰万葉を歩く会会長

� 川島　芙美子

くりこみ漁

日本海と夕日 山陰のモンサンミッシェル（衣毘須神社） 於
お

保
ほ

知
ち

盆地の雲海

高角山公園

三瓶山と歌碑

“ご縁の国しまね” ユーチューブ
　　動画を見ながら島根を巡りませんか！

　　　第 185 号	 鐵 工 会 だ よ り	 令和 3年 7月 10 日（10）



んの御神像に出会えます。
こうして映像で巡ってみると、石見は、日本

一の海の夕日とともに、万葉集第一の歌人ヒト
マロさんの恋のロマンが味わえる所でもあるの
ですね。

ついでに、美肌の湯につかって、“大あなご丼”
や “まる姫ポーク” を味わってみるのもいいで
すね。

実は、このユーチューブ動画、地図も入って
いて、スマホを見ながら、ドライブがてらに、
石見巡りもできるのですよ。できれば、日本海
の夕日が拝める時が最高ですけど。
（ C の動画）いよいよ次の映像は出雲です。

出雲はヒトマロさん以外にスサノヲノミコトも
案内人です。

神楽でオロチ退治をなさるスサノヲノミコト
は、実は奥出雲町の船通山に降臨なさったので
す。出雲で一番目立つ美しい山、斐伊川の源流
です。

出雲は製鉄の地、
タタラの地。映像
は そ の 仕 組 み を、
砂鉄と木々の豊か
な中国山地・かん
な流し田・安来節・
“どじょうすくい”
などで楽しく、わ
かりやすく説明し
ています。

桜井家・絲原家
のすばらしい庭園
が映ると一転、そ
こには、またヒト
マロさんが、顔を
出 し ま す。 実 は、
出雲もヒトマロさ
んを大切にする万
葉 ロ マ ン の 世 界

だったことがわか
ります。

島根は、　古代か
ら豊かさをもつ所、
最後は出雲大社の
神迎え神事でこの
映像は終ります。

島根は〜昔から
歌を育

はぐ

くむ所、自
然 の 中 に 神 が 宿
り、神楽が盛んで、
人々の信仰心の篤
い所〜それは今も
子供達に受け継が
れています。この
ユーチューブ動画

（ A ・ B ・ C ）を
見 て、 も う 一 度
“島根の良さ” を確
かめてみませんか。

（注）ヒトマロさん（柿本人麻呂公）：「万葉集」の歌聖
　　 スサノヲノミコト（須佐之男神）：「古事記」神話の神様

取材・制作　山陰万葉を歩く会／企画　島根県

船通山　　
令和に蘇る出雲・石見の万葉歌人①
　　　～柿本人麻呂生誕地～
https://www.youtube.com/
　　　watch?v=eJKSL2Hvq8A

令和に蘇る出雲・石見の万葉歌人②
　～万葉集最高傑作・石見相聞歌～
https://www.youtube.com/
　　　watch?v=e9yLiLZ2d6k

令和に蘇る出雲・石見の万葉歌人③
　　～出雲を称える歌・門部王～
https://www.youtube.com/
　　　watch?v=TsctiO9Npos

「大蛇退治」の神楽

絲原家の庭園

出雲大社の神迎え祭

桜井家の庭園

日刀保たたら

A

B

C

“ご縁の国しまね”ユーチューブ動画のQRコード
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『特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習』（臨時）のお知らせ

令和３年度(第５９回)溶接技術競技会島根県大会
兼(第６６回)全国溶接技術競技会島根県予選開催

　さて、令和3年4月1日より労働安全衛生法の改正により
「溶接ヒューム」が特定化学物質に加えられ、金属アーク
溶接作業に新たな規制が加わる事となりました。当協会と　
致しましても皆様に広く周知して頂きたく、「溶接ヒュー
ムの健康障害防止対策」として無料説明会を実施、取り組
んで参りました。
　表題の技能講習につきましては、現状、申込者多数の為、
受講出来ないとの声が届いており、ご要望にお応えする為、
一般社団法人島根労働基準協会様のご協力を戴き、下記の

開催概要の通り、協同組合島根県鐵工会の組合員の皆様を
対象に技能講習の臨時枠を設けて頂きました。
　つきましては、受講希望の組合員様は、同封の技能講習
開催のご案内にて島根県溶接協会までFAX連絡頂きます
ようお願い致します。
　ご連絡を頂きました受講希望の皆様には、後日、表題の
技能講習申込書を郵送致しますので、一般社団法人島根労
働基準協会様に直接お申込手続きをして頂きますよう、お
願い申し上げます。

　去る6月6日（日）ポリテクセンター島根（松江）に於いて第
59回溶接技術競技会島根県大会を開催致しました。参加企
業７社　被覆アーク溶接の部3名、炭酸ガス半自動溶接の
部８名の選手が出場され、昨年コロナ禍で中止となりま
した新課題の、中板（9mm）横向きＶ型開先（邪魔板付き）・
薄板（4.5mm）立向き溶接（邪魔板付き）に日頃から培われた
技術、技能を発揮して最優秀賞を目指し競技が行われまし
た。参加された選手の皆様及び協賛を頂きました関係各位
のご協力に対して、また事故もなく盛会裡に終了致しまし
たことに、厚く御礼申し上げます。
　尚、厳正なる審査を外観、Ｘ線（6月17日）、曲げ試験（7
月14日）を行い総合評価の後、最優秀賞（島根県知事賞）が
決定致します。
　また、各部門の
最優秀者は来る11
月14日（日）三重県
四日市市で開催さ
れます第66回全国
溶接技術競技会に
島根県代表として
全国１位を目指し
て出場されます。

記
◇特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習（臨時）開催概要
　《開	催	日》　令和3年8月5日（木）・6日（金）　
　《定　		員》　定員先着60名　※先着順で定員になり次第、締め切ります。
　《場　		所》　一般社団法人	島根労働基準協会　２F　松江市学園一丁目５番３５号
　《受	講	料》　受講料等：￥15,730円（受講料・テキスト代・税含む）
　《受講連絡》　同封の技能講習開催のご案内にて島根県溶接協会まで受講する旨ご連絡下さい。　
　　　　　　島根県溶接協会　TEL（0852）24－2157　FAX番号（0852）24－2161
　　　　　　FAX返信期限　令和3年7月20日（火）厳守

島根県溶接協会

主　催			島	根	県	溶	接	協	会　　　　	
後　援　島	根	県
　　　　（一社）日	本	溶	接	協	会		　　
　　　　中国地区溶接技術検定委員会

出場選手名簿

出場選手・審査委員 開先加工状況溶接状況

被覆アーク溶接の部 炭酸ガス半自動溶接の部
企　業　名 氏　名 企　業　名 氏　名

日立金属㈱安
来工場 北脇 詳悟 ㈱コダマ 石井 隼斗

㈱日立金属安
来製作所 瀨田 翔悟　 ㈱藤原鐵工所 石原 直人

㈱コダマ 原　 高広 ㈱藤原鐵工所 平野 漱二郎
出雲鉄工㈱ 錦織 聖史
出雲鉄工㈱ 尾原 元春
㈱産機 平塚 和行
㈱産機 舟木 大輔
㈲福島造船鉄
工所 多久和 郁人

　　　第 185 号	 鐵 工 会 だ よ り	 令和 3年 7月 10 日（12）


