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広くお伝えできるよう
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﹁新しい展開をしたい﹂など
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KANOYA CHAMBER

年頭のごあいさつ
鹿屋商工会議所 会頭

坪水徳郎

新年あけましておめでとうございます。
平成 29 年の輝かしい新春を迎え、謹んで新年のお慶びを申し上げます。新たな希望を胸に穏
やかな新年をお迎えになられたことと存じます。会員の皆様には、平素より当所の各般に亘る
事業活動につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、我が国は ｢人口急減と超高齢化の加速｣ と ｢地方の疲弊｣ の構造的課題に直面する中、
昨年は、イギリスのＥＵ離脱やアメリカの大統領選による急激な為替変動・新興国経済の減速・
国内消費の伸び悩みなどにより、企業を取り巻く経営環境は不透明感を増しております。又、
大隅地域も台風 16 号により甚大な被害を受けましたが、熊本地震をはじめ日本各地で自然災害
が頻発してサプライチェーンの寸断や農水産物価格の高騰など、社会・経済に大きな影響をも
たらし景気回復の実感を得られない年でありました。
新しく迎えた新年においては、ＴＰＰを成長戦略の柱とし、アベノミクスによりデフレ脱却
の兆しを見せていた日本経済は、トランプ政権の発足により不確実性が増す情勢の中、長引く
深刻な人手不足を背景とした人件費や労務費の拡大が企業の収益を圧迫しており、とりわけ中
小企業や小規模事業者にとって人材確保と生産性向上は喫緊の課題と言えます。
このような中、急速な経済のグローバル化・情報技術革新・規制緩和の波は、地域経済にも
押し寄せており、これまでの延長線上に成長や成功を描くことが困難な時代変化に直面してお
りますが、本年 10 月に鹿屋商工会議所は創立 70 周年を迎えます。この節目を機に会員の皆様
から真に頼られる組織であり続けるために、諸先輩方の気概や結束力を改めて学ぶと共に、機
能と役割を更に磨き新たな飛躍をめざして参ります。
商工会議所活動の基本となる経営支援においては、あらゆる企業のライフステージ〔創業・
成長・発展・承継〕に応じた経営課題の解決に向け、経営者に寄り添う伴走型支援により経営
力の向上と体質強化を図り、企業の持続的発展に努めて参ります。
地場産業の振興においては、会員企業の販路開拓・販売促進及び受注機会の確保に努め、併
せて大隅地域が一丸となり、強みである１次産業を基軸とする農商工連携・６次産業化など企
業間連携や情報技術〔ＩＴ〕を駆使した新たなビジネスモデルの構築を図ると共に、益々グロー
バル化する経済の枠組みの中、地場産品の輸出拡大や海外事業展開等のための情報の収集と提
供に努めなければならないと考えております。
社会資本整備については、地方創生の取り組みを支え・加速させるものであり、東九州自動
車道・大隅縦貫道をはじめ地域の快適で利便性の高い生活や経営環境の実現のため、産業交通
基盤の拡充に向け官民一体となり精力的に要望活動を展開して参ります。
年頭にあたり所感の一端を申し上げましたが、本年も行政並びに各関係機関との連携を図り
『地域総合経済団体』としての使命を果たすべく、更なる
をめざし

大隅地域の経済的自立と地域活性化

最善の努力を尽くす所存でございます。

商工会議所は地域商工業者を会員とする団体であり、会員数と結束力がその源泉です。会員
の皆様の声を結集して諸事業を推進して参りたいと考えておりますので、本年もより一層のご
支援・ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
結びに、会員の皆様にとりまして、本年がご健勝で酉年らしく飛翔の年になりますよう心か
らご祈念申し上げまして、年頭のごあいさつとさせて戴きます。
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『新しい力強い鹿児島県』
の実現に向けて
鹿児島県知事

三反園 訓

謹んで新年のお慶びを申し上げ
ます。
鹿屋商工会議所の皆様には、商工業の振興や地域
のまちづくりなど、本県経済の発展や地域振興に多
大な御貢献をいただいており、深く敬意を表しますと
ともに、県政の推進につきましても、様々な御支援・
御協力をいただき、心から感謝を申し上げます。
我が国において、グローバル化が急速に進展し、
本格的な人口減少、超高齢化が進行する中、地方の
魅力や資源を最大限に活用するためにも、地方創生
は国と地方が二人三脚で取り組まなければならない
課題であります。
県におきましては、観光振興や魅力ある産業づくり、
雇用創出に取り組むとともに、すべての県民が夢と誇
りを持てる新たな未来につながる地域づくりに努め、
「鹿児島に生まれてよかった。鹿児島に住んでよかっ
た。
」そう思える鹿児島を全力で目指してまいります。
さて、昨年は、７月の知事就任直後の熊本・宮崎
両県知事との会談をはじめ、県民目線による県政推
進の足掛かりとするため、県内各地に出向き、県民と
の対話や各種視察等に全力を傾注しました。
また、本県の一流の素材を売り込むため、国内外
におけるトップセールスを行うなど、走り続けた年で
ありました。
本県においては、１年後に迎える明治維新 150 周
年や 2020 年の「燃ゆる感動かごしま国体」などイ
ベントが目白押しであり、鹿児島の元気を発信する絶
好の機会と考えております。
特に、明治維新 150 周年の節目の年となる 2018
年には、ＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」が放送される
こととなりました。今後、大々的なイベントや各種プ
ロモーションなど様々な取組を戦略的に進め、鹿児
島の活性化に繋げてまいりたいと考えております。
なお、大隅地域においては、観光振興を図るため、
観光関連事業者や４市５町が一体となって、
「大隅広
域観光協会（仮称）
」の設立に向けた準備を進めてい
ることから、県としては、こうした取組との連携・協
力に、努めてまいります。
知事就任２年目となる今年は、時代の変化に的確
に対応しながら、
「新しい力強い鹿児島」の実現に向
けて、引き続き全力を挙げて取り組んでまいりますの
で、皆様には、県政に対する御理解・御協力をお願
い申し上げます。
年頭に当たり、鹿屋商工会議所のますますの御発
展と、皆様にとりまして、新しい年が実り多き一年と
なりますよう心から祈念いたします。
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年 頭 所 感
鹿屋市長

中西 茂

新年明けましておめでとうござ
います。
皆様におかれましては、輝かしい新春をお迎え
のこととお慶び申し上げます。
日頃から鹿屋商工会議所会員の皆様には、本市
の商工業振興のみならず、市政全般にわたり格段
の御支援・御協力を賜っておりますことに、心か
ら感謝申し上げます。
私は市長に就任して以来、市民の皆様と一体と
なり、豊かさと温もりを実感できる「市民が主役
の明るい未来づくり」に取り組んでまいりました。
その柱として、
○ 雇用と所得につながる産業おこし
○ みんなで築く安心・安全でやさしい地域づくり
○ 笑顔があふれる元気百倍の人づくり
の三つを基本方針とし、
「鹿屋市が大隅地域の将
来の鍵を握る」という強い信念の下、各分野にお
ける施策を推進しておりますが、少子・高齢化に
よる人口減少や、それらに伴う社会保障費の負担
増、インフラの老朽化対策などに加えて、合併算
定替終了に伴う普通交付税の縮減が見込まれるな
ど、財政健全化と地域活性化への対応が求められ
ているところです。
さて、わが国の経済情勢は、内閣府の月例経済
報告によりますと、「景気は、一部に改善の遅れも
みられるが、緩やかな回復基調が続いている」と
あります。しかしながら、この景気基調の期待感
は、地方経済の全ての業種には未だ及んでおらず、
依然として厳しい経済情勢の中にあると感じてい
るところです。
このような中、昨年は、鹿屋商工会議所、かの
や市商工会の皆様の御協力により、鹿屋市プレミ
アム商品券を発行していただいたところであり、
おかげさまで、大好評のうちに完売し、市内の多
くの加盟店で利用されているところでございます。
これも偏に会員をはじめとする皆様方の御尽力・
御協力の賜物であり、このプレミアム商品券が地
元商店街や地域経済の活性化の契機となるよう期
待しております。
これからも、鹿屋商工会議所会員の皆様方から
いただく御意見を、今後の市政運営に反映し、更
なる商工業の振興と地域活性化に努めていく所存
でございます。
最後になりますが、鹿屋商工会議所の益々の御
発展と、会員各位のさらなる御繁栄を心から御祈念
申し上げまして、謹んで新年の御挨拶といたします。

KANOYA CHAMBER

第 29 期鹿屋商工会議所役員・議員の紹介
（任期：平成28年11月１日〜平成31年10月31日）

専務理事

頭

副会頭

会
坪水 徳郎

山内 芳一

宮薗 善隆

和田 輝明

西村 龍一

坪水醸造㈱
代表取締役

㈲山内商事
取締役会長

サツマガス工業㈱
代表取締役

三和物産㈱
代表取締役

鹿屋商工会議所
専務理事

参

顧

与

問

最高顧問
森山 𥙿

中西 茂

衆議院議員

鹿屋市長

下本地 隆

和田 貞則

鹿屋市議会議長 （元）鹿屋商工会議所会頭

堀之内 芳平

前野 義春

鹿児島県議会議員

鹿児島県議会議員

常議員

大久保 博文

郷原 拓男

天野 純一

上山 浩一

宇都 健三郎

大石 博資

金沢 幸一

鹿児島県議会議員

鹿児島県議会議員

㈲天野電装
代表取締役

㈱ライジング
代表取締役

㈱宇都電設
代表取締役

旭信興産㈱
代表取締役

㈱カナザワ
代表取締役

陣之内 武

園田 泰治

北山 勉

久保 健太朗 河野 直正

㈱きたやま
代表取締役

㈱綜合印刷
代表取締役

田中 俊實

鶴丸 秀治

㈱ミズホ商会
取締役会長

ヒューズ㈲
代表取締役

児玉 拓隆

大海酒造㈱
代表取締役

小鹿酒造㈱
常務取締役

徳永 英作

長友 孝介

坂口 典明

新屋 浩一

㈱南日本銀行鹿屋支店 丸紅塵芥清掃㈲ ㈱鹿児島銀行鹿屋支店
支店長
代表取締役
支店長

永山 信一 西ノ原 文男

㈱ホンダ販売鹿児島東 アクサ生命保険㈱鹿屋営業所 鹿児島興業信用組合鹿屋支店
代表取締役
所長
支店長

西文社印刷㈱
取締役会長

㈱園田食品
代表取締役

林 正英

風呂井 敬

豊明建設㈱
代表取締役

㈲風呂井会計
代表取締役

監
事

村上 潤

山下 幸一

吉留 良一

鶴野 英一

内野 文生

嶋田 芳博

カイコー㈱
代表取締役

㈱南九
代表取締役会長

㈱吉留住設
代表取締役

鶴野税理士事務所
所長

内野文生司法書士事務所
所長

王子産業㈱
代表取締役
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３号議員
鎌田 伸二

川崎 秀行

黒木 誠朗

郷原 忠男

森 克俊

山下 孝久

鹿児島相互信用金庫鹿屋支店
支店長

㈱宮崎銀行鹿屋支店
支店長

㈱宮崎太陽銀行鹿屋支店
支店長

株式会社 三井
代表取締役

三州自動車㈱
鹿屋支店長代理

鹿児島信用金庫鹿屋支店
支店長

青山 三郎

岩越 隆史

梅木 一宏

岡本 孝志

鬼丸 義嗣

金谷 晴房

鎌田 隆次郎

青山税務会計事務所
所長

岩越自動車㈱
代表取締役

斉藤建設㈱
代表取締役

㈱岡本産業
代表取締役

はまよし㈱
代表取締役

旭交通㈱
取締役鹿屋支社長

鹿屋衛生管理センター㈱
代表取締役

２号議員

岡崎 洋人
㈱新生社印刷
代表取締役

河本 正己

小園 博

小林 省三

立元 大

津崎 方靖

中川原 潔

中島 一郎

萩原 和朗

㈲大黒（かのや大黒グランドホテル）
代表取締役

㈱園幸
取締役

㈱ホテルこばやし
代表取締役

㈱桜開発
代表取締役

宝徳技建㈲
取締役

総合システム管理㈱
取締役会長

中島製菓㈱
代表取締役

㈱九電工鹿屋営業所
所長

水口 拓己

宮田 直宜

山口 誠

山下 雄喜

枦木 良一

橋口 孝一 堀之内 武志 前田 正博

㈱大興空調システム
㈲はしぐち
九州電力㈱鹿屋配電事業所 ㈱丸正電器商会 ㈱鹿屋寿自動車学校 ㈱ミヤタ不動産 ㈱セブンプラザ
代表取締役
代表取締役会長
所長
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

㈱さつき苑
代表取締役

１号議員
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若藤 英二

秋元 耕一郎

伊東 靖

井之上 宏幸

岩元 保幸

宇住庵 忠司

大迫 孝

㈱ベルキャンバス
代表取締役

秋元ガス㈱
代表取締役

㈱伊東商会
代表取締役

㈲井之上電器
代表取締役

ミヨシ建装㈱
代表取締役

㈱宇住庵設計
代表取締役

菓子工房 亜ん寿
代表

KANOYA CHAMBER

大薗 純広

大谷 茂三

㈲鹿屋経理センター ㈲寿自動車工業
代表取締役
代表取締役

小川 猛
㈱南日本飲料
代表取締役

川上 幹雄

窪田 秀作

㈲祓川養魚場
代表取締役

奥村 勝利 上谷田 浩幸 上村 伸一
上谷田建設㈱
代表取締役

㈱ＫＡＭＩＭＵＲＡ
取締役

㈱鈴屋
代表取締役

㈲寿車輌
代表取締役

鑪 周作

田中 幹雄

谷川 貴義

黒松 正之

白坂 勇一

髙木 博志

田上 明

竹ノ内 純一

㈱黒松製材建設
代表取締役会長

㈱白坂建設
代表取締役

㈱とみや
代表取締役

㈲田上商店
代表取締役

㈲水信設備工業 ㈱鑪建築設計事務所 ㈲うえの福祉会
常務取締役
代表取締役
代表取締役

谷口 献児

中野 三郎

中原 浩一

中屋 省三

㈱空間デザインたにぐち ㈲平成総合サービス ㈱三和グリーン
代表取締役
代表取締役
代表取締役専務

九州化工㈱
代表取締役

永濵 信一

西薗 俊和

㈱倉府食品鹿児島 ㈲西薗技術コンサルタント
常務取締役
代表取締役

別府 浩一

松下 和夫 松下 れい子 峯﨑 美千代 山下 勝記

山本 大助

㈱別府商会
代表取締役

㈲小松
（小松食堂）㈱松下（ホテル大藏） ㈲フレッシュミネサキ ㈲山下警備保障
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

㈲マサル商会
代表取締役

㈲タニガワ
代表取締役

久永 義伸

古江 貴

㈲久永ボデー
代表取締役

㈲鹿屋葬祭
代表取締役

本年も役員・議員一同
よ ろ し く お願いします。
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鹿屋に新しい時代の拠点をつくるために
南風の丘の開発を進めています
昨年６月 OPEN

南風デザートハウス・南風ガーデン
昨年９月 OPEN レストラン「マルタン南風」

今年は「南風図書館」、 来年「唐芋ワールド」がOPENします
2人のフランス人がプロデュースした
新しい鹿屋の名物がうまれています。
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߆ؚ̥ͣज͒Ȋ銀座６丁目・「ＧＩＮＺＡＳＩＸ」
今年４月20日 OPEN
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●
海上自衛隊

錦
江
湾

●霧島ヶ丘公園
●かのやばら園

南風農菓舎
（デザートハウス）

銀座６の壮大なビル

ٻᨘҞᠾ૨҄  ҤȇǶȸȈȏǦǹ
鹿屋市浜田町

-

TEL

- -

営業時間：11:00〜19:00
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http://minami-kaze.com
店休日：毎週水曜日

KANOYA CHAMBER
経営に役立つ！
「助成金・補助金セミナー」ご案内
各種助成金や補助金等について「内容や申請手続きが
わからない・面倒」などの理由で、活用できていない事
業主の方が多いのではないでしょうか？本セミナーでは
２名の専門家を招き、「経営計画書の作成」や「申請のポ
イント」について、解りやすく解説いただきます。
・日

時

平成 29 年２月９日（木）13：30 〜 16：30

・場

所

鹿屋商工会議所

・内

容

＊第１部 『知って得する助成金の活用方法』
講師 江原＆パートナーズ社労士事務所
代表

江原 充志 氏

＊第２部 『補助金申請のための経営計画の作成』
講師 合同会社
代表
・受講料

無料

・定

30 名

員

グローカルサポート

川野 義美 氏

※詳しい内容につきましては、同封のチラシをご確認く
ださい。

平成28年度 第２次補正予算
『小規模事業者持続化補助金』
公募受付締切が迫っております！
小規模事業者が、商工会議所・商工会の助言を受けて
経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓に
取り組む費用の２／３を補助する小規模事業者持続化補
助金の公募受付締切が迫っております。
申請に際しては、鹿屋商工会議所の確認〔事業支援計
画書（様式４）〕の添付が必要となりますので、日本商工
会議所（補助金事務局）への提出の前に、鹿屋商工会議
所に「経営計画書」
（様式２）
・
「補助事業計画書」
（様式３）
の写しを提出のうえ、
「事業支援計画書」
（様式４）の作成・
交付を依頼してください。
受付締切 平成29年１月27日
（金）
【締切日当日消印有効】
（締切までに十分な余裕を持って、お早めに鹿屋商工会議
所までお越しください。）
◆本公募要領・計画書の書式は、日本商工会議所特設ホー
ムページからダウンロードできます。
（URL） http://www.jizokukahojokin.info
【お問い合わせ先】
当所中小企業振興部まで TEL：0994-42-3135

「第７回まるごと おおすみ アグリ・フード商談会」
開催並びに出展者募集のご案内
当所では、鹿屋・大隅地域の農畜水産物や食品・加工品等を全国の多くの方々にアピールすること並びに、出展者の更な
る販路拡大・販売促進を支援する目的で、２月８日（水）に「第７回まるごと “ おおすみ ” アグリ・フード商談会」を開催い
たします。
皆様方の商談会へのご出展を心よりお待ちいたしております。

〈第 7 回まるごと

おおすみ

アグリ・フード商談会開催要領〉

開催日時：平成 29 年２月８日（水） 9:00 〜 16:00
開催場所：鹿屋商工会議所 大ホールほか
内
容：事前予約制の個別商談会と内覧会及びフリー商談会
出展対象：鹿屋市・大隅地域の食品関連事業者など
出展費用：5,000 円／社（当所、大隅地域商工会会員事業所）
10,000 円／社（上記会員ではない事業者・一般）
募集締切：平成 29 年 1 月 20 日（金）
※出展ご希望の方は、下記までご連絡ください。追って事務局より出展に関する書類をお送りいたします。
《お問合せ先》第７回まるごと おおすみ アグリ・フード商談会事務局
鹿屋商工会議所 中小企業振興部内 TEL 0994-42-3135
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『鹿屋市プレミアム商品券』ご利用ありがとうございます !!
地域経済の活性化を図ることを目的に、平成 28 年 11 月 29 日（火）にスタートした本年度の『鹿屋市プ
レミアム商品券』事業は、好評のうちに予定の３億円を完売致しました。
鹿屋市内 498 店舗に加盟頂き、利用できる店舗には、のぼりとポスターが掲示されております。商品券の
使用期限は平成 29 年 2 月 5 日（日）までとなりますのでお早めにご利用ください。

加盟店の皆様へ
〜

プレミアム商品券換金手続きのご案内

〜

加盟店におかれましては、加盟店登録申請を行った商工会議所・商工会の事務局窓口へ「加盟店登
録証を提示し、「裏面に加盟店印を押印した使用済み商品券」と「必要事項を記入した換金依頼書」を
提出し換金を依頼してください。

〜

換金締切日のお知らせ

〜

1 月 20 日（金）・ 2 月 3 日（金）・ 2 月 20 日（月）
換金時間

土・日・祝日を除く

9 時〜 17 時まで

商 品 券 使 用 期 限 《 平成 29 年 2 月 5 日（日） 》
換金手続最終締切日 《 平成 29 年 2 月 20 日（月） 》
※平成 29 年 2 月 21 日（火）以降の換金手続きについては一切受け付けられませんのでご注意ください。

加盟店
随時募集中！

【お問合せ先】 鹿屋市プレミアム商品券発行事業実行委員会
〔鹿屋商工会議所〕 TEL 0994-42-3135
〔かのや市商工会〕 TEL 0994-63-3032

『平成 29 年新春賀詞交歓会』開催される！
１月４日（水）ホテルさつき苑にて、『新春賀詞交歓会』が各種団体連絡協議会の主催で開催され、大隅地
域の事業所、団体、行政関係者ら 73 団体 469 名が参加しました。
各種団体連絡協議会の田中俊實
会長のあいさつに続き、森山𥙿衆
議院議員、中西茂鹿屋市長が祝辞
を述べられました。その後、恒例の
鏡開きが行われ、坪水徳郎鹿屋商
工会議所会頭の音頭で乾杯し開宴。
参加者らは新年の挨拶を交わし、親
睦を深めていました。
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▲各種団体連絡協議会 田中俊實会長 ▲坪水会頭
「カンパチーノ」
の発声で乾杯

KANOYA CHAMBER

第 3 8 回 鹿 屋 市 秋 ま つ り「 歩 行 者 天 国 」
11,500人の来場者で賑わう！
11 月 27 日（日）地域振興イベントとして『第 38 回鹿屋市秋まつり歩行者天国』が鹿屋市中央
地区商店街エリア一帯（北田町・本町・仲町・大手町・西大
手町）にて開催されました。
商店街の手作りゲームコーナーや大隅戦士ハヤブサキング
ショー等を始めとするステージイベントが行われたほか、今
回は、
「ツール・ド・おおすみ」、
「漁師飯グランプリ」、
「TAX フェ
ア」
、「おおすみハナマルシェ」などの各種イベントが同時開
催され、雨の降るあいにくの天候にもかかわらず約 11,500
人の方々にご来場いただきました。

▲370台の自転車が街中を一斉にスタート

ま た、 夜 に は「 新
酒まつり」が同時開
催 さ れ、 約 2,800 人
の方々が来場。昼夜
を通して大盛況のう
ちに終了することが
できました。
▲昼食時には行列もできた漁師飯グランプリ

▲多くの来場者で賑わう新酒祭り

『イルミネーション点灯式』開催
11 月 27 日（日）、北田・大手町商店街にて「イ
ルミネーション点灯式」が行われました。
当日は、北田・大手町商店街において新酒祭り
も開催されており、多くの来場者で賑わう中、関
係者らにより点灯のスイッチ
が押されると、会場周辺のイ
ルミネーションが一斉に点灯
し、商店街一帯は華やかに彩
られました。

▲イルミネーションの点灯を祝う関係者

健康な暮らしを応援します !!!

株式会社 三井
三井調剤薬局グループ
〒 893-0014 鹿屋市寿７丁目 12 番 11 号
TEL ０９９４（４０）１４６６
FAX ０９９４（４４）６９１５
鹿屋市札元１丁目 19-20

株式会社 さくら TEL：0994-41-0046
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ホームページ作成セミナー（初級編）
・
ホームページ運営実践セミナー
ホームページ
運営実践セミナー（応用編）
開催のお知らせ
ビジネスの必需ツールであるホームページの作成や運営方
法を学び、新規顧客の販路開拓に繋げてみませんか？
日

時：平成29年２月１日
（水）10時〜12時
［初級編］
14 時〜16時
［応用編］

場

所：鹿屋市産業支援センター２階会議室
（鹿屋市北田町 3-3-23）

講

師：ウェブデザイン KANTA
柳澤

内

輝（やなぎさわ あきら）氏

地域うまいもんマルシェ
にて鹿屋の逸品を PR
各地商工会議所を通じて集まった逸品を、週替わ
りで東京・秋葉原の食のテーマパーク『日本百貨店
しょくひんかん』で販売する
シェ

地域うまいもんマル

が開催され、当所より『ちょいピー』（三和

物産）
・
『玄米珈琲』
（西尾製茶）
・
『パリパリ焼き芋』
（南
橋商事）の３商品を出品いたしました。
当所では、今後もこうした機会に豊富な鹿屋の食
をＰＲし、販路拡大に努めて参ります。

容：① HP 作成用ソフト『Wix』を使った HP 作成
②『Wix』を活用した HP の運用方法

定

員：各コース 10 名
（事前申込必須・定員になり次第締め切り）

受 講 料：無料
受講条件： ⑴無線 LAN 対応パソコンを準備できること
⑵パソコンの基本操作ができること
主催／共催

鹿屋市・鹿屋商工会議所

◎お申込み、お問い合わせについては…
鹿屋市 産業振興課 地域６次産業推進室 担当：川﨑
TEL：0994-31-1180

FAX：0994-43-2140

『季節のラッピングセミナー』
『季節のラッピングセミナー
』開催
12 月１日（木）当所において、
「包遊」代表の五味栄里氏をお招きして『プレゼントに華を添える〜季節のラッ
ピングセミナー』と題した実践形式のラッピングセミナーを開催し、14 名の方々が参加されました。
五味氏は、まず『ラッピングした商品を渡すときに一言添えてあ
げる。ラッピングも接客も優しさが大事。』と話され、ラッピング技
術だけでなく接客についても説明頂きました。
実践については、包装をするときに端材が出てしまうことがある
が、捨ててしまうのではなく、端材を利用して更におしゃれなラッ
ピングにすることができるなど、無駄をなくしてラッピングを豪華
にできるテクニックをご教授頂きました。
参加者も積極的に取り組み、
「楽しく受講できた」などの声も頂き
▲講師と、説明を熱心に聞き入る受講者。
好評のうち終了しました。
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お申込はお済みですか？（容器包装のリサイクル）
〜平成 2 9 年度の再商品化委託申込受付中〜
申込締切日：平成 29 年２月８日（水）
容器包装リサイクル法（以下「法」という。主務省庁：環境省・経済産業省・財務省（国税庁）
・厚生労働省・農林水産
省 ）により、
●食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者
●小売・卸売業者
●びん、ＰＥＴボトル、紙箱、袋などの製造事業者
●輸入事業者（容器や包装が付いた商品の輸入等）
●テイクアウトができる飲食店・通販業者など

○△
スーパー

上記、「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、再商品化（リサイクル）の義務を
負う可能性があります（但し、小規模事業者は除きます）。
※【再商品化（リサイクル）の義務】を負う特定事業者に該当するか否かは、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会
コールセンターにご相談ください。
なお、「特定事業者」でありながら、再商品化義務を履行していない場合は、平成 12 年 4 月の「法」の完全施行時
まで遡及して義務を履行していただく（再商品化委託申込を行っていただく）必要がありますのでご注意ください。
●お問い合わせ先
鹿屋商工会議所 中小企業振興部 TEL：0994-42-3135
●法律の概要、特定事業者の判断、遡及申込等に関する相談は、
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 コールセンター TEL：03-5251-4870
●委託申込関係書類の請求は、
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 オペレーションセンター TEL：03-5610-6261
●協会ホームページ URL：http://www.jcpra.or.jp
“ リサイクル協会 ” で検索いただくと、再商品化委託申込に関する情報を掲載しています。

FAX：03-5610-6245
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女性会通信
第25回鹿児島県下商工会議所女性会合同研修会
11 月 18 日（金）、指宿市の指宿いわさきホテルにて、『第 25 回鹿児島県下商工会議所女性会合同研修会』
が行われ、女性会会員９名で参加しました。
合同研修会では、はじめに日本漫画家協会理事で漫画家・画家のバロン吉元氏が『郷土指宿への想い 輝く女
性を目指せ〜漫画と波乱万丈の人生〜』と題し講演されました。吉元氏は、人間にとって大切な『観・考・推・
洞』について花を例に説明され、
「ものの見方・接し方の態度によって、ものを深く見ることができる」と述
べられました。
続いて、㈲みかん山プロダクション取締役でタレント・漫才師の辻イト子氏が『元気の出前・女性は日々新たな
挑戦！〜笑う門には福来たる〜』と題し講演され、自身の波乱万丈の人生の中で感じたことや、経験したことを紹
介し、「仕事能力よりコミュニケーション力が大事。奥さんがイキイキしていると家庭の雰囲気も明るくなる。景気
回復のためには、家庭にある小さなお金をまず動かすこと。大きなお金はいきなり動かない。
」と述べられました。
両講演とも、今後の女
性 会 活 動はもとより、
企業経営にも大変参考
となる内容でした。
また、合同研修会に
引き続き行われた交流
会では、次年度開催地
の奄美大島商工会議所
女性会の PR や各種余
興が行われ、各地区女
性会との親睦を深めま
した。
▲バロン吉元氏 講演会の様子

▲研修会場にて
（当所女性会参加者）

小規模企業共済制度 モデル
都道府県運動実施について
平成 28 年度、鹿児島県は「加入促進運動の一環
として、特定の都道府県を年度ごとに選び、関係機
関・委託機関の協力のもとに実施する

モデル都道

府県運動 」の対象地域となっています。
加入をご検討中の事業所の方は、当所までご相談
ください。
【お問い合わせ先】
当所中小企業振興部まで
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〜小規模事業者の資金調達を支援します〜

マル経融資のご案内
商工会議所の経営指導を受けている小規模事業者の方が経営改善に必要とする資金を商工会議所の推薦に基づき、
日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資する制度です。
※推薦にあたっては、常時使用する従業員が 20 人以下（商業・サービス業（宿泊業および娯楽業を除く）の場合５
人以下）などの条件を満たしていることが必要です。
【ご 融 資 額】2,000 万円以内
【利
率】年 1.16％（平成 29 年１月 13 日現在） 固定金利
【ご返済期間】運転資金 ７年以内（うち据置期間１年以内）
設備資金 10 年以内（うち据置期間２年以内）
【担保・保証】不要
【お問い合わせ先】鹿屋商工会議所中小企業振興部振興課 TEL0994-42-3135

「国の教育ローン」（日本政策金融公庫）のご案内
高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度です。
【ご 融 資 額】お子さま一人あたり 350 万円以内
【利
率】年 1.81％（平成 28 年 12 月９日現在） 固定金利
※母子家庭または世帯年収（所得）200 万円（122 万円）以内の方は年 1.41％
【ご返済期間】15 年以内
（交通遺児家庭、
母子家庭、
父子家庭または世帯年収（所得）200 万円（122 万円）以内の方は 18 年以内）
【お使いみち】入学金、授業料、教科書代、アパート・マンションの敷金・家賃など
【ご返済方法】毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能）
【保
証】（公財）教育資金融資保証基金（連帯保証人 (4 親等以内の親族 ) による保証も可能）
詳しくは HP（
「国の教育ローン」で検索）または教育ローンコールセンター
（0570-008656（ナビダイヤル）または（03）5321―8656）までお問い合わせください。
日本政策金融公庫鹿屋支店 TEL:0994-42-5141

鹿屋市中小企業資金利子補給金制度のご案内
融資実行日より２ヶ月以内に必要書類を提出下さい !!
鹿屋市中小企業資金利子補給金制度とは…
鹿屋市中小企業資金利子補給金の対象資金の融資を
受けた中小企業者に対し、借入金額の 2.0％分に相当す
る額（限度額：１事業所あたり 30 万円）を補給する制
度です。
Ⅰ対象者の要件
①市内に住所又は事業所を有する中小企業者
（法人の場合には、市内に本社・支社を有する者に限
る）
②鹿屋商工会議所・かのや市商工会（串良本所・吾平
支所・輝北支所）に加入し、かつ、市税を完納して
いるもの

Ⅱ利子補給金の内容
①対象資金
・鹿児島県中小企業制度資金
・㈱日本政策金融公庫制度資金
・商工貯蓄共済制度資金
（積立金の範囲内の資金は除く。
）
（※返済期間 1 年未満の短期借入については、対象
になりません）
※必要書類等については、当所中小企業振興部まで
お問い合わせ下さい。
◎その他お問い合わせは…
鹿屋市農林商工部商工振興課まで
住所：鹿屋市共栄町20-1 TEL：31-1164 FAX：40-8688
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業況ＤＩは、３カ月連続改善。先行きは不透明感強く、横ばい圏内の動き。
九州の業況ＤＩは、前月と比べ改善。
商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測）− 2016 年 12 月調査結果 −
●調査期間：2016 年 12 月 13 日〜 19 日 ●調査対象：全国の 423 商工会議所が 2977 企業にヒアリング
● DI とは：ディフュージョン・インデックスの略称、調査項目についての判断の状況を示す。ゼロを基準
として、プラスの値は景気の上向き傾向を、マイナスの値は景気の下向き傾向をあらわす。
12 月の全産業合計の業況ＤＩは、▲ 21.7 と、前月から＋ 1.2 ポイントの改善。冬の観光需要が堅調な宿泊業・飲食業に加
え、運送業、ソフトウェア業などが下支えし、サービス業の業況感が広く改善した。また、卸売業から農産物の価格高騰の影響
が和らいだとの声や、建設業から住宅など民間工事の堅調な動きを指摘する声が多く聞かれた。他方、消費低迷が続く中、人
手不足による受注機会の損失や人件費の上昇が中小企業のマインドを下押ししており、業況改善の動きは依然として力強さを欠
いている。
先行きについては、先行き見通しＤＩが▲ 21.5（今月比＋ 0.2 ポイント）とほぼ横ばいを見込む。冬の賞与増、株高進行に
よる個人消費の伸びや設備投資の増加、海外経済回復に期待する声が聞かれる。他方、消費低迷の長期化、人手不足の影響
拡大、次期米国大統領の政策の影響など、先行き不透明感を懸念する声は多く、中小企業においては慎重な姿勢を崩していない。
【九州ブロック概況】
○全産業の業況ＤＩは、前月と比べ改善。産業別にみると、卸売業、小売業、サービス業で改善、その他の２業種で悪化した。
○「熊本地震の影響により、庁舎の建て替え関連工事が多く、売上は堅調。しかし、人手不足による人件費の上昇や、資材の
値上がりで採算は悪化した」
（建築工事業）
、
「地元産の農産物が出回り始めたことで、供給量が元に戻り、価格は下がりつつ
ある。高値のため落ち込んでいた消費者の購買意欲が戻れば、売上も回復する見込み」
（農産物卸売業）
、
「人手不足のまま
繁忙期を迎え、
従業員を交代で休ませることができず、
隔週休業している。年末年始を乗り越えられるか不安である」
（飲食業）
◯業況の先行き見通しＤＩは、全産業では今月と比べ悪化する見込み。産業別にみると、卸売業、小売業、サービス業で悪
化、その他の２業種で改善する見込み。

忙しいあなたに変わって記帳のお手伝い

記帳代行のご案内
〜新規委託先募集中〜

商工会議所では、記帳指導の一環として「記帳代行」を行っております。
記帳代行とは、日々の記帳処理が困難な小規模事業者に対し、事務の合理化
を図るため、当所の会計ソフトで記帳事務を代行するものです。損益計算書・
貸借対照表を作成しますので、
青色申告特別控除を適用することもできます。
また、
記帳代行を通じて財務状況が把握でき、
経営状態の分析にも役立ちます。

記帳代行ってなにをすればいいの？？
営業日報（売上・仕入・経費）を毎日記入していただき、
その日報を当所へご提出いただきます。それに基づき、当所
記帳指導担当職員が、帳簿（総勘定元帳）の作成を行います。
また、毎年度末の確定申告書・決算書作成の指導までをサポー
トいたします。（決算代行は別途手数料を戴きます。）
記帳代行の効果は？？
・経理事務の負担が軽減され、事業活動への集中が図れます。
・四半期ごとの売上、仕入れ、経費の支出状況を提示、経
営の状況が把握できます。
・決算、
申告、
年末調整に関わる事務が大幅に軽減されます。
・計算が複雑な減価償却費の計算も簡単にできます。
記帳代行の対象は？？
・当商工会議所の会員であり、かつ個人の小規模事業者（従
業員 20 名以下）の方

・現在、税理士の指導を受けていない方
・前年の青色申告特別控除前の所得が 400 万円以下の方
・青色申告者または青色申告希望者の方
記帳代行の手数料は？？
毎月 6,000 円（消費税別）
※確定申告書・決算書の作成については、所得規模に応じ
て手数料が異なりますので、別途お尋ねください。
▼決算代行業務も承っております。
毎日帳簿（現金出納帳・経費帳・売掛帳・買掛帳等）を
記入されている方で、確定申告書・決算書作成の指導をご
希望の方についても、申込みを承っておりますので、お気
軽にお問い合わせ下さい。

【記帳代行に関するお問い合わせ先】
中小企業振興部まで TEL：0994-42-3135
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必ずチェック

最低賃金！

鹿児島県の最低賃金が改正されました。

使用者も
労働者も

【鹿児島県最低賃金が平成 28 年 10 月１日より時間額 715 円に改正されました。】

鹿児島県最低賃金
（地域別最低賃金）

最低賃金額
時 間 額

効力発生日

７１５ 円

平成28年10月1日

【鹿児島県の特定（産業別）最低賃金も以下のとおり改正されました。】
特定（産業別）最低賃金
産 業 名
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

最低賃金額
時 間 額

効力発生日

７４５ 円

平成29年1月8日

自動車（新車）小売業

７８０ 円

平成28年12月21日

【注】百貨店、総合スーパーの最低賃金額は平成 28 年度は改正がありませんでした。このため、平成 28 年
10 月 1 日から鹿児島県最低賃金額 715 円以上の支払いが必要となります。
★鹿児島県最低賃金は県下のすべての労働者に適用されます。ただし、特定（産業別）最低賃金の産業に該当す
る場合は、当該最低賃金も適用されます。
★最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどすべての労働者に適用され、使用者は労働者に対して最低賃金額
以上の賃金を支払わなければなりません。
★最低賃金には、次の賃金は算入されません。
⑴臨時に支払われる賃金（結婚手当など）
⑵一月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など）
⑶時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金
⑷精皆勤手当、通勤手当、家族手当

★最低賃金に関するお問い合せ先★
鹿児島労働局 賃金室 099-223-8278
鹿児島労働基準監督署 099-214-9175
川 内労働基準監督署 0996-22-3225

鹿 屋労働基準監督署 0994-43-3385
加治木労働基準監督署 0995-63-2035
名 瀬労働基準監督署 0997-52-0574

鹿児島労働局・労働基準監督署
http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
【最低賃金テレホンサービス 099-223-8881】
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確定申告の準備をお忘れなく！
平成 28 年分所得税及び復興特別所得税並びに個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告の
受付が平成 29 年 2 月 16 日（木）より始まります。下記にて日程を確認し、申告に備えましょう。
所得税の確定申告受付期間
平成29年2月16日
（木）〜 平成29年3月15日
（水）まで
消費税の確定申告受付期間
平成29年2月16日
（木）〜 平成29年3月31日
（金）まで
納付書で納税される方
所得税及び復興特別所得税の納付期限
3月15日（水）
個人事業者の消費税及び地方消費税の納付期限
3月31日（金）
振替納税を利用されている方
所得税及び復興特別所得税の振替日
４月20日（木）
個人事業者の消費税及び地方消費税の振替日
４月25日（火）
詳しくは最寄りの税務署まで

所得税
消費税

の

確定申告 無料税務相談 実施中！
鹿屋支部の各税理士事務所では無料税務相談を実施しております。
□相談を希望される方は事前に下記の各税理士事務所に電話でお申込み下さい。
□相談は無料です。
（ただし、おおむね 30 分以内）

南九州税理士会・鹿屋支部
氏
伊集院
風呂井
朝 倉
青 山
岩 崎
二 宮
鶴 野
武 石
南
小 林
窪 田
竹之内
眞 茅
尾 曲

名
一 男
敬
正 博
三 郎
隆 夫
道 昭
英 一
卓 郎
光 幸
千 鶴
伸 一
德 嗣
喜 昭
賢

所 在 地
鹿屋市寿
鹿屋市田崎町
鹿屋市寿
鹿屋市本町
鹿屋市寿
鹿屋市新生町
鹿屋市共栄町
鹿屋市今坂町
鹿屋市寿
鹿屋市上谷町
肝付町富山
鹿屋市札元
鹿屋市笠之原町
鹿屋市寿

電話
（0994）
43-2315
44-5311
44-8868
42-5822
43-5011
43-8723
43-3737
42-0560
41-2810
41-8811
65-7456
52-0810
41-2610
43-2315

氏
廣 瀬
中 倉
大 薗
半 崎
窪 田
堀之内
福 永
四 元
七 村
河 野
風呂井
鈴 木
原 﨑
児 島

会員名簿
名
克
和
純
光
哲
初
一
義
純
勝

彦
人
広
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KANOYA CHAMBER

「価格から考える
シェアギフトという分野」
11 月上旬に東京ビッグサイトの展示場で、インテ
リアや雑貨関係の見本市「ＩＦＦＴ／インテリア ラ
イフスタイル リビング」が開かれました。日本商工

てからビジネスシーンの必需品として新たに生まれて
きた製品ジャンルです。
日々使うものでかつ個性を主張しやすいことから、

会議所もブースを出し、全国の商工会議所を通じて多

素材やデザインにこだわりたい人も多いようです。た

くの事業者の商品が出品されました。その会場で、東

だ、財布やバッグのように趣味性が高く気に入れば何

急ハンズの統括バイヤーである宮武滋さんに面白いお

万円でも出すといった商品ではないとのことで、上限

話を伺いました。

はせいぜい 5000 円だそうです。

これまでギフト用の商品といえば 3000 円、5000

このように、時代とともに消費者の生活シーンや

円、１万円と相場が決まっていたけれど、近頃は「1000

ニーズが変わることで新しい市場が生まれることは珍

円以下で買えるシェアギフト」というジャンルが活気

しくありません。それに対して地域発で素材や技の良

づいているそうです。ソーシャルネットワークが幅広

さを盛り込んだ商品を開発することはビジネスチャン

い世代に定着したことで、ネット社会の作法の一つで

スにつながると思います。そのときに重要なのは、価

ある「シェア」という概念が実生活にも入り込んでい

格に対する感覚です。それぞれのカテゴリーの商品に

るためだそうです。

は消費者が手を出しやすい相場感があります。

具体的にどういうものかというと、今はやりの豆皿

この価格に対する感覚は、市場から離れた地方にい

やコフレ（小箱の意）などのように気持ちを伝える

ると養いにくいものです。コストの積み上げではなく

ちょっとした小物や贈り物のことです。雑貨では、贈

想定ターゲットの声を集めて虚心坦懐に聴くことで、

る方もいくつか買って何人かに配れる 1000 円以下の

つくり上げていく必要があります。

価格帯で、もらう方も用途に困らない汎用性の高いも
のが好まれるようです。
食品ならハワイのお土産の定番、マカダミアナッツ
のチョコレートのようなものです。配れる手軽さと価
格、それに明確にその地域のアイデンティティーが感
じられるものと言えるでしょう。宮武さんによると地
域の素材や技などの特徴を生かしたお土産ものは一般
に価格が高く、気軽に受け取るには使い勝手の悪いも
のが多いと感じるそうです。シェアギフトの分野はど
んどん増大しているため、うまく商品ができれば各地
域の良さが出たジャンルが形成されそうです。
実はこうした新しいジャンルの商品で地域発の雑貨
小物に適したものはいろいろあるそうです。例えば、
オフィスに入るためのＩＤカードなどを入れるケース
は、仕事環境のセキュリティーが問われるようになっ

◇渡辺 和博／わたなべ かずひろ
日経ＢＰ社 日経ＢＰヒッ
ト 総 合 研 究 所 上 席 研 究 員。
1986 年、筑波大学大学院理工
学修士課程修了。同年、日本
経済新聞社入社。日経パソコ
ン、日経ビジネス、日経トレ
ンディなどＩＴ分野、経営分
野、コンシューマ分野の専門誌編集部を経て現
職。全国各地の商工会議所などで地域振興や特
産品開発のための講演・コンサルを実施。消費
者起点のものづくりをテーマに地域発のヒット
商品育成を支援している。
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