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Ⅶ 商工労働関連団体一覧表

■公益法人 （名称、部内関係課、住所、電話番号、ＵＲＬ、事業概要）

(一財)くにびきメッセ／商工政策課

〒690-0826 松江市学園南一丁目2-1 島根県立産業交流会館内 電話0852-32-1903

http://www.matsue-cvb.jp/

コンベンションの誘致、支援及びコンベンション開催の拠点である県立産業交流会館の管理運営を行い、県

内産業の振興と地域の活性化を図ること。

(公財)しまね産業振興財団／しまねブランド推進課・産業振興課・中小企業課

〒690-0816 松江市北陵町１番地 「ソフトビジネスパーク島根」内 電話0852-60-5110

http://www.joho-shimane.or.jp/

企業に対する総合窓口・支援機能、コーディネート機能を持ち、国際化、起業化、研究開発、設備貸与、市

場開拓、下請取引、情報化等、企業ニーズに即応した総合的・機動的な支援を行い、産業の活性化を図ること。

・石見事務所

〒697-0034 島根県浜田市相生町1391番地８ いわみぷらっと内 電話0855-24-9301

・東京ビジネスセンター

〒105-0001 東京都港区虎ノ門１丁目17番１号 虎ノ門５森ビル１階 電話03-3502-3560

(公社)島根県観光連盟／観光振興課

〒690-8501 松江市殿町１番地 電話0852-21-3969

http://www.kankou-shimane.com/

県・市町村・民間が一体となって観光事業の推進と振興を図るとともに、観光を通じて地域の活性化及び交

流人口の増大に資すること。

(一社)島根県物産協会／しまねブランド推進課

〒690-0887 松江市殿町191 電話0852-22-5758

http://www.shimane-bussan.or.jp/

県産品の展示、宣伝、紹介、あっ旋、販路拡張並びに品質及び生産技術等の改善や後継者の確保・育成を図

り県産品の振興に寄与すること。

島根県中小企業診断協会／中小企業課

〒690-0003 松江市西嫁島１丁目４－５ （株）社長室内 電話0852-28-1600 ＦＡＸ0852-28-1602

中小企業診断士相互の連携を緊密にし、資質向上に努めるとともに、中小企業の振興に寄与すること。

(一財)島根県石央地域地場産業振興センター／産業振興課

〒695-0016 江津市嘉久志町イ405 電話0855-52-0600

http://shimane-jibasan.com/

島根県石央地域における地場産業振興のための事業を行うことにより、地場産業の健全な育成及び発展に貢

献し、もって活力ある地域経済社会の形成、地域住民の生活の向上及び福祉の増進に寄与すること。

(一社)島根県情報産業協会／産業振興課

〒690-0886 松江市母衣町180-25 米井ビル３Ｆ 電話0852-32-1601

http://www.web-sanin.co.jp/or/sangyo/

島根県の情報産業基盤を強化し、その振興に資するため情報化の普及啓発と人材育成をめざすと共に地域の

情報化の促進を図ること。

(一財)Rubyアソシエーション／産業振興課

〒690-0003 松江市朝日町478-18 松江テルサ別館２Ｆ 電話0852-28-9298

http://www.ruby.or.jp/

プログラミング言語Rubyに関連する開発支援、情報発信及び技術者認定試験などに取り組むことでRubyの普

及、発展とそのビジネス利用の拡大を図ること。

(一社)島根労働基準協会／雇用政策課

〒690-0825 松江市学園一丁目5-35 電話0852-23-1730

http://www.shima-roukikyo.or.jp/

労働基準関係諸施策に対応した情報の提供、相談、安全と健康の確保、安全衛生法に基づく各種技能講習に

よる資格者の養成、研修実務向上教育の外、経営首脳者に対する安全衛生管理研修等を行うこと。



(一社)島根県経営者協会／雇用政策課

〒690-0886 松江市母衣町55-4 電話0852-21-4925

http://www.shimanekeikyo.com/

労働問題の専管機関として発足した経営者集団として、「労使秩序の確立」「好ましい人間関係の樹立」「労

務管理の充実」をスローガンに、人事・労務管理の改善のための啓発や経営者相互の連携強化を図ること。

(一財)島根県中央労働福祉センター／雇用政策課

〒690-0007 松江市御手船場町557-7 電話0852-23-3300

http://www.shimane-roukan.org/

労働者及びその家族が健康で文化的な生活を営むことのできる環境を育成するため、労働会館管理運営事業

等を行うこと。

(一財)島根県東部勤労者共済会／雇用政策課

〒690-0886 松江市母衣町55-4 電話0852-28-6555

http://www.joymate.or.jp/

中小企業単独では実施が困難な企業内福利厚生事業について、出雲・隠岐地域の中小企業勤労者と事業主が

共同し、そのスケールメリットを利用して、健康の維持増進事業等総合的な福祉事業を実施すること。

(一財)島根県西部勤労者共済会／雇用政策課

〒697-0026 浜田市田町1711 みのりやビル２Ｆ 電話0855-23-5365

http://www.sw-kyosai.or.jp/

中小企業単独では実施が困難な企業内福利厚生事業について、石見地域の中小企業勤労者と事業主が共同し、

そのスケールメリットを利用して、健康の維持増進事業等総合的な福祉事業を実施すること。

(公財)ふるさと島根定住財団／雇用政策課・地域政策課

〒690-0003 松江市朝日町478-18 松江テルサ３Ｆ 電話0852-28-0690

http://www.teiju.or.jp/

活力と魅力ある地域づくりを推進するとともに、若年者への就業支援対策等を重点的に実施することによる

新規学校卒業者を中心とした若年層の県内就職促進と、無料職業紹介等を通じた県外からのＵＩターンの促進

を図ること。

(公社)島根県シルバー人材センター連合会／雇用政策課

〒690-0823 松江市西川津町825-2 松江市シルバーワークプラザ３Ｆ 電話0852-28-1171

原則として60歳以上の高齢者を対象とした臨時的かつ短期的な雇用・就業等の機会の確保・提供や技能講習

の実施、及び市町村におけるシルバー人材センターの設置・指導相談に関する事業を行うこと。

(公財)介護労働安定センター島根支部／雇用政策課

〒690-0003 松江市朝日町498 松江センタービル９Ｆ 電話0852-25-8302

http://www.kaigo-center.or.jp/

介護労働者について、その雇用管理の改善、能力の開発及び向上等の措置を講ずることにより、介護関係業

務に係る労働力の確保と介護労働者の福祉の増進を図ること。

(公財)産業雇用安定センター島根事務所／雇用政策課

〒690-0003 松江市朝日町498-6 松江駅前第一生命ビル８Ｆ 電話0852-27-1151

http://www.sangyokoyo.or.jp/

人材の出向・移籍の専門機関として産業間・企業間の円滑な移動を図るため、ハローワークや経済団体など

と連携して情報の収集提供等を行い、また、出向者等を対象に無料職業紹介を行うこと。



■ＮＰＯ法人 （名称、部内関係課、住所、電話番号、ＵＲＬ、事業概要）

特定非営利活動法人 ビジネスサポートひかわ／産業振興課

〒699-0613 島根県出雲市斐川町神氷2535番地10 電話0853-73-7200

http://www.shien-senter.com/

市場・生産ネットワークを活用し、地域の事業者等に対して、新たなビジネスチャンスの提供と人材育成な

どを行い、企業化を目指す企業やベンチャー企業に脱皮する起業家の発掘・育成の牽引役として、地域経済を

活性化し、活力あるまちづくりに寄与すること。

特定非営利活動法人 ２１世紀出雲産業支援センター／産業振興課

〒693-0002 島根県出雲市今市町北本町3-2-1 電話0853-25-2488

http://npo-i-i-support.org/

出雲市における産業支援機関として、住民及び企業等に対して産業の振興に関する事業を行い、もって産業

の活性化、住民生活の向上に寄与すること。

特定非営利活動法人 Ｇａｓｓｈｏ（がっしょ）／産業振興課

〒690-0886 松江市母衣町9-2 電話0852-28-9266

http://gassho.org/hiki/

地域における社会的課題に事業的手法で取り組む活動（「ソーシャルベンチャー」）の普及を促進することで、

活力ある地域づくりと豊かな生活の創造に貢献すること。

■商工会議所等 （名称、部内関係課、住所、電話番号、ＵＲＬ、事業概要）

島根県商工会議所連合会／中小企業課

〒690-0886 松江市母衣町55-4 電話0852-23-1616

http://www.matsue.jp/kenren/

県下８ヶ所の商工会議所の連絡・協調を図り、協同で建議を行うなど、県内商工業の総合的な改善発達に寄

与すること。

商工会議所／中小企業課

経営改善普及事業、商工業に関する調査研究、行政庁への意見具申などを行うことにより、地区内における

商工業の総合的な改善発達に寄与すること。

名 称 所 在 地 電 話

松江商工会議所 〒690-0886 松江市母衣町55-4 0852－32－0505

http://www.matsue.jp/

浜田商工会議所 〒697-0027 浜田市殿町124-2 0855－22－3025

http://www.hamada-cci.or.jp/

出雲商工会議所 〒693-0011 出雲市大津町1131-1 0853－23－3710

http://www.izmcci.or.jp/

平田商工会議所 〒691-0001 出雲市平田町2280-1 0853－63－3211

http://www.hirata-cci.or.jp/

益田商工会議所 〒698-0033 益田市元町12-7 0856－22－0088

http://www.iwami.or.jp/masudacc/

大田商工会議所 〒694-0064 大田市大田町大田イ309-2 0854－82－0765

http://www.ohdacci.com/

安来商工会議所 〒692-0011 安来市安来町879 0854－22－2380

http://www.yasugi-cci.jp/

江津商工会議所 〒695-0016 江津市嘉久志町2306-4 0855－52－2268

http://www.iwami.or.jp/gotsucci/



■商工会等 （名称、部内関係課、住所、電話番号、ＵＲＬ、事業概要）

島根県商工会連合会／中小企業課

（本所）〒690-0886 松江市母衣町55-4 電話0852-21-0651

http://www.shoko-shimane.or.jp/（各商工会のＵＲＬもここから）

（石見事務所）〒697-0034 浜田市相生町1391-8 電話0855-22-3590

商工会の健全な発達を図るとともに、商工業に関する広域的な調査研究などを行い、商工業の振興に寄与す

ること。

商工会／中小企業課

経営改善普及事業、商工業に関する調査研究、行政庁への意見具申などを行うことにより、地区内における

商工業の総合的な改善発達に寄与すること。

名 称 所 在 地 電 話

まつえ北商工会 〒690-0333 松江市鹿島町古浦607-3 0852－82－2266

まつえ南商工会 〒699-0408 松江市宍道町昭和1 0852－66－0861

石 央 商 工 会 〒697-0121 浜田市金城町下来原1409-2 0855－42－0070

出 雲 商 工 会 〒699-0711 出雲市大社町杵築南1344 0853－53－2558

美 濃 商 工 会 〒698-0203 益田市美都町都茂1809-2 0856－52－2537

銀の道商工会 〒699-2511 大田市温泉津町小浜イ308-6 (IP)050－3784－0955

安来市商工会 〒692-0404 安来市広瀬町広瀬753-40 0854－32－2155

桜江町商工会 〒699-4226 江津市桜江町川戸51-1 0855－92－1331

雲南市商工会 〒690-2404 雲南市三刀屋町三刀屋274-10 0854－45－2405

東出雲町商工会 〒699-0101 松江市東出雲町揖屋町1125 0852－52－2344

奥出雲町商工会 〒699-1511 仁多郡奥出雲町三成324-15 0854－54－0158

飯南町商工会 〒690-3513 飯石郡飯南町下赤名877-1 0854－76－2118

斐川町商工会 〒699-0505 出雲市斐川町上庄原1749-3 0853－72－0674

川本町商工会 〒696-0001 邑智郡川本町川本558-10 0855－72－0123

美郷町商工会 〒699-4621 邑智郡美郷町粕渕400-7 0855－75－0805

邑南町商工会 〒696-0103 邑智郡邑南町矢上3854-2 0855－95－0278

津和野町商工会 〒699-5605 鹿足郡津和野町後田口187 0856－72－3131

吉賀町商工会 〒699-5512 鹿足郡吉賀町広石562 0856－77－1255

隠岐國商工会 〒684-0404 隠岐郡海士町大字福井1375-1 08514－2－0376

西ノ島町商工会 〒684-0211 隠岐郡西ノ島町大字浦郷677-11 08514－6－1021

隠岐の島町商工会 〒685-0013 隠岐郡隠岐の島町中町目貫の二54-1 08512－2－1157



■中小企業支援センター （名称、部内関係課、住所、電話番号、事業概要）

島根県中小企業支援センター／産業振興課

〒690-0816 松江市北陵町１番地 「ソフトビジネスパーク島根」内 電話0852-60-5110

（（公財）しまね産業振興財団内）

創業・起業化・経営革新支援のための県の拠点として、新規事業の可能性の評価、専門家の派遣、弁護士に

よる助言等各種の支援をすること。

■経営安定特別相談室 （名称、部内関係課、住所、電話番号、事業概要）

経営安定特別相談室／中小企業課

倒産の恐れのある中小企業から事前に相談の申し出を受け、関係機関協力を得て再建策を講じたり、倒産関

連法に基づく円滑な整理により中小企業の倒産に伴う社会的混乱の未然防止を図ること。

名 称 所 在 地 電 話

松江商工会議所経営安定特別相談室 〒690-0886 松江市母衣町55-4 0852－32－0506

出雲商工会議所経営安定特別相談室 〒693-0011 出雲市大津町1131-1 0853－25－3710

大田商工会議所経営安定特別相談室 〒694-0064 大田市大田町大田イ309-2 0854－82－0765

島根県商工会連合会経営安定特別相談室
〒690-0886 松江市母衣町55-4（本所） 0852－21－0651

〒697-0033 浜田市相生1391-8（石見事務所） 0855－22－3590

益田商工会議所経営安定特別相談室 〒698-0033 益田市元町12-7 0856－22－0088

■そ の 他 （名称、部内関係課、住所、電話番号、ＵＲＬ、事業概要）

日本貿易振興機構（ジェトロ）松江貿易情報センター／しまねブランド推進課

〒690-0826 松江市学園南1-2-1（くにびきメッセ３Ｆ） 電話0852-27-3121

http://www.jetro.go.jp

世界73カ所、国内36カ所に展開するネットワークを活用し、日本の調和ある貿易の拡大と諸外国との円滑な

通商経済関係の発展に寄与すること。

(一社)島根県物産協会／しまねブランド推進課

〒690-0887 松江市殿町191 電話0852-22-5758

http://www.shimane-bussan.or.jp/

島根県産品の展示、宣伝、紹介、あっ旋、販路拡張並びに品質及び生産技術等の改善や、後継者の確保、育

成をはかり、もって県産品の振興に寄与すること。

(一社)島根県発明協会／産業振興課

〒690-0816 松江市北陵町1番地 テクノアークしまね１F 電話0852-60-5146

http://www.shimane-hatsumei.com/

発明の奨励・産業財産権制度の普及に努め、島根県の科学技術の進歩・発展に貢献すること。

島根県信用保証協会／中小企業課

〒690-8503 松江市殿町105番地 電話0852-21-0561

http://www.shimane-cgc.or.jp/

県内の中小企業者が金融機関から融資を受ける際に、その借入金等の債務を保証することにより、中小企業

者の金融の円滑を図ること。



島根県中小企業団体中央会／中小企業課

〒690-0886 松江市母衣町55-4 電話0852-21-4809

http://www.crosstalk.or.jp/

中小企業等協同組合の組織、事業及び経営の指導等を行い、広く組合制度の普及啓発及び中小企業の健全な

発展に寄与すること。

島根県火災共済協同組合／中小企業課

〒690-0886 松江市母衣町55-4 電話0852-21-0249

http://www.kenkasai.jp/

中小企業者のために火災共済事業を行い、もってその経済的地位向上に寄与すること。

島根県共同店舗協同組合連合会／中小企業課

〒690-0886 松江市母衣町55-4 電話0852-21-4809

県内の各共同店舗協同組合で構成する連合会であって、各組合の行う事業への補助や、共同で実施する教

育・販促事業により、中小企業者が営む事業の改善発達に寄与すること。

島根県商店街振興組合連合会／中小企業課

〒690-0886 松江市母衣町55-4 電話0852-21-4809

「商店街振興組合法」に基づき設立された商店街の法人組織「商店街振興組合」の県内連合組織として、商

店街・小売店の活性化のために必要な調査・研究、研修、指導・相談、情報交換・提供等を行うこと。

日本貸金業協会島根県支部／中小企業課

〒690-0002 松江市大正町414 スズキビル２Ｆ 電話0852-24-2229

「貸金業法」に基づき設置された自主規制機関として、貸金業の適切な運営を確保することにより、資金需

要者の利益を保護し、業界の健全な発展を図ること。

島根労働局／雇用政策課

〒690-0841 松江市向島町134番10（松江地方合同庁舎５階）

http://www.shimaneroudou.go.jp/

労働基準、職業安定及び雇用均等の三行政それぞれの専門性を発揮するとともに、複数の行政分野に渡る課

題に対し、総合的・効果的な労働行政を推進すること。

・総 務 部 電話0852-20-7001、7009、7007

局全体の管理・総合調整、労働保険の適用・徴収、総合的な労働相談受付、情報公開窓口

・労働基準部 電話0852-31-1156

労働条件確保・改善、安全衛生対策、最低賃金・家内労働対策・労災補償対策

・職業安定部 電話0852-20-7016

雇用機会創出支援、各種雇用対策の推進、雇用保険制度の運営、求職者支援制度の運営

・雇用均等室 電話0852-31-1161

男女雇用機会均等の確保、育児・介護休業制度の定着促進

日本労働組合総連合会・島根県連合会（連合島根）／雇用政策課

〒690-0007 松江市御手船場町557-7 電話0852-21-8105

http://wsl.jtuc-rengo.or.jp/shimane/

県内労働組合が結集したローカルセンターとして、労働者の労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を

図ること。特に、労働基本権の確立、県民生活の向上、男女平等の社会の実現などに取り組むこと。

島根県労働組合総連合（しまね労連）／雇用政策課

〒690-0886 松江市母衣町55-2 電話0852-31-3396

県内労働組合が結集したローカルセンターとして、労働者の労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を

図ること。特に、働く者の利益・権利擁護、平和と民主主義、社会進歩を目的として活動を展開すること。

(一社)島根県労働者福祉協議会／雇用政策課

〒690-0007 松江市御手船場町557-7 電話0852-23-3302

http://shimane.rofuku.net/

働く者やその家族が明るく・豊かで安心して暮らせる生活を守るため、県内11地区労福協並びに関係労働団

体・事業団体と連携して、勤労者等の生活と福祉の向上を目指して各種事業を実施すること。



中国労働金庫島根県営業本部／雇用政策課

〒690-8516 松江市御手船場町549-4 電話0852-27-1600

http://www.chugoku.rokin.or.jp

働く人たちが、お互いを助け合うために資金を出し合ってつくった協同組織の金融機関として、労働金庫法

に基づき、働く人の視点に立って預金、ローン、各種サービスを提供すること。

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構／雇用政策課

http://www.jeed.or.jp/

・島根障害者職業センター

〒690-0877 松江市春日町532 電話0852-21-0900

障がい者や事業主に対して公共職業安定所の行う職業指導、紹介業務及び事業主指導業務と密接に連帯し

て、障がい者の就職のための相談からアフターケアまでの一連の業務を行うこと。

・島根高齢・障害者雇用支援センター

〒690-0887 松江市殿町111山陰放送・第一生命共同ビル３Ｆ 電話0852-60-1677

高齢者の雇用の安定、福祉増進を図るため、事業主に対する相談・援助、高齢者雇用促進に係る奨励金の

支給並びに調査研究、情報及び資料の収集・提供等、事業主の自主的な取り組みを促進する事業を行うこと。

障がい者の雇用促進と職業の安定を図るため、事業主の障がい者の雇用に関する正しい知識と理解のもと

に、障がい者の雇用問題に積極的に取り組んでもらえる気運づくりなど各種事業を行うこと。

・島根職業訓練支援センター

〒690-0001 松江市東朝日町267 電話0852-31-2305

http://www3.jeed.or.jp/shimane/poly/

求職者支援訓練を実施するため、訓練実施機関の開拓、訓練実施機関の訓練計画策定への相談援助、訓練

の認定申請の審査、訓練実施に関する指導、助言等を行うこと。

・島根職業能力開発促進センター（ポリテクセンター島根）

〒690-0001 松江市東朝日町267 電話0852-31-2309

産業・業種団体、事業主、勤労者、求職者の方々を対象として、離職者訓練・能力開発セミナーの実施、

従業員の能力開発のための施設・設備開放、職業能力開発に係る相談援助及び情報提供を中心とした支援を

行うこと。

・島根職業能力開発短期大学校（ポリテクカレッジ島根）

〒695-0024 江津市二宮町神主1964-7 電話0855-53-4567

実践技術者を養成するための高校卒業者等を対象とした専門課程教育（２年制）、求職者を対象とした職

業訓練、訓練についての各種相談・支援などを行うこと。

島根県職業能力開発協会／雇用政策課

〒690-0048 松江市西嫁島一丁目４番５号 ＳＰビル２Ｆ 電話0852-23-1755

http://www.noukai-shimane.or.jp

民間における職業訓練、技能検定の普及振興及び企業の能力開発プログラムの策定援助など、企業内キャリ

ア形成推進に関わる支援を行うこと。

島根県技能士会連合会／雇用政策課

〒690-0048 松江市西嫁島一丁目４番５号 ＳＰビル２階 電話0852-23-1707

技能士の技能及び資質の向上並びに技能尊重気運を醸成させることなどを通じ、技能士の社会的地位の向上

及び福祉の増進を図ること。






