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！紙だけないじゃお客様の魅力を
最大限に発揮するために
さまざまな形の商品を
ご用意しています。

イベントの展示会、陳列スペースの演出効果に

窓や壁にデザインを
施すだけで
店舗イメージが
ガラリと変わります

会社・店舗のＨＰ製作、パンフレットや冊子をＷＥＢ上で公開

「動画広告も見せたい」「スマホと連動してもっとたくさん情報を伝えたい」というときに

飾るだけで店舗イメージを演出アクリルプレート、キーホルダーにして記念品にも

イベントに
対応した

アイデアうちわ

会社名・標
語・

運送表示な
ど

取り外しの
できる

広告宣伝媒
体

夜間の
宣伝にも
効果大！

イベント告知・
祝勝幕など
目を引くこと
間違いなし

定番の広告
だからこそ

人が動く動機に
つながります

既製品の
バッグなどに
プリントが
できます

店舗の活気
と

情報を発信
できる

定番アイテ
ム

会社イメージの宣伝カー。移動しながらの宣伝効果が狙えます

オリジナル

プリントに
も

対応できま
す

Ｔシャツ、

パーカーな
どに

プリントし
て

宣伝効果を
発揮

オリジナル
ファイルが
作成できます

店舗の外観・内観に
目を引く大判広告。
季節毎の演出も

記念品や
商品アイテムとして
人気の高い
商品です

電照看板

カーラッピング
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クリアファイルプリント

各種看板

テーブルクロス

のぼり旗

タオルプリント

ウィンドウサイン

タペストリー

フロアマット

ノベルティーグッズ

ホームページ・電子書籍

ウェア－プリント

ＡＲ（拡張現実）サービス
ステッカー
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保険をくるり。

AXAは8年連続世界 N0.1 の保険ブランド
※インタ ー ブランド社「BEST GLOBAL BRANDS 2016」より

アクサ生命は、商工会議所と協力し、会員事業所の各種ニーズ（弔慰金·見舞金制度、退職金制度、 門アクサ生命
リスク対策や事業承継など）を共済制度／福祉制度でサポー トしています。

AXA-A2-1610-0394/9F7 redefining/standards 
鹿児島支社　鹿屋営業所　〒893-0015 鹿屋市新川町600 鹿屋商工会議所 4F　TEL 0994-44-5870

第１１５回通常議員総会用
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坪水醸造株式
会社

鹿屋市古前城町５－７
☎42－3177　FAX 42－ 0292

■基本方針
　我が国経済は、アベノミクスの様々な政策パッ
ケージを展開してきた結果、需給ギャップは大幅
に改善してきているものの、足元においては「人
口急減」と「地方の疲弊」という構造的な課題へ
の対応が急務となっています。　　　
　特に、人手不足や後継者不足を背景とした廃業
に伴う事業者数の減少は大きな課題となってお
り、又、潜在成長率は依然として低い状態であり
ますが、成長の果実を全国津々浦々まで届けるた
めには、働き方改革、生産性の向上、設備投資の
増加などの政策を着実に実行して、デフレ改革と
ともに潜在成長率の底上げへの取り組みが不可欠
であると考えます。
　政府においては、昨年 8月に事業規模 28兆円
超の経済対策を閣議決定して、財源の裏付けとな
る補正予算が 11月に成立しました。ただ、公共
投資の増加は景気を一定程度押し上げると期待さ
れますが、家計支援策については、規模が小さく
消費押し上げ効果は限定的と見られています。加

えて「まち・ひと・しごと創生総合戦略 2016 改
訂版」も昨年 12月に閣議決定致しましたが、今
後も地方の元気に直結するような政策を推進して
いただきたいと思います。
　このような中、地域の中小企業や小規模事業者
の経営基盤の強化や地域の活性化に寄与するに
は、改正小規模支援法に基づき企業に寄り添った
きめ細かい経営支援が必要であることから、昨年
度、当所は「経営発達支援計画」の国の認定を受
けましたので、今後は地域経済の支援拠点として、
中小企業の経営課題の解決や事業の再生など中長
期にわたる “伴走型支援 ”を行って参ります。
　会員の皆様に対しましては、本年度も会員事業
所総訪問等による「現場主義」及び「双方向主義」
を基本行動として、会員企業に応じた経営改善・
経営革新の推進を図るとともに、鹿屋・大隅地域
の安心安全な農畜水産物や地域特産品の販路開拓
とビジネスマッチングを目的に「まるごと “ おお
すみ ” アグリ・フード商談会」の開催や農商工連
携・６次産業化による新たなビジネスモデルの創
出に努めて参ります。
　又、「地域総合経済団体」として、東九州自動
車道の志布志市までの早期完成と日南市までの早
期整備をはじめ、錦江湾横断交通ネットワークの
推進、地元企業の受注機会の確保など、種々提言
･要望活動にも関係機関と連携して官民一体とな
り積極的に取り組んで参ります。
　尚、本年度も会員増強運動に取り組み、組織力
の強化と組織率の向上に努め財政基盤の確立を図
り、継続性のある商工会議所運営に努めます。
　本年 10 月に鹿屋商工会議所は創立 70 周年を

第 115 回通常議員総会において 
平成 29 年度事業計画並びに収支予算が承認される

「行動し信頼される商工会議所」をめざし活動します！

第１１５回通常議員総会用

▲第 115 回通常議員総会
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迎えますが、これを機に「行動し信頼される商工
会議所！」として、会員の皆様から真に頼られる
組織であり続けるために更なる飛躍をめざして、
本年度は以下の行動指針に基づき諸事業を積極的
に展開して参ります。

■…行動指針
１、…「現場主義」及び「双方向主義」を基本として、

会員事業所総訪問によるサービスの提供に努
めます。

２、…農商工連携・６次産業化を推進しつつ、鹿屋・
大隅の地場産品等の販路拡大・販売促進支援
に努めると共に、付加価値の高いブランドと
新たなビジネスモデルの創出に努めます。

３、…役職員一丸となり、組織率の向上による組織・
財政基盤の確立と部会・委員会の積極的開催
による円滑な事業運営に努めます。

４、…各関係機関との連携を強化し、種々提言・要
望等を積極的に行います。また、地域経済の
構造変化に対応すべく、中小企業や小規模企
業の経営課題等について適宜解決して参りま
す。

■ 事業項目
１、提言・要望活動、広報活動の積極的展開
　⑴　�基盤整備促進のため、大隅総合開発期成会、

鹿屋市開発促進協議会、大隅経済地域開発
推進協議会との連携を強化し、積極的な政
策提言・要望活動を行う

　　　①…東九州自動車道の建設促進…
　　　　〔鹿屋串良 JCT －志布志 IC －日南 IC〕
　　　②…地域高規格道路の建設促進
　　　　〔大隅縦貫道・国道 504 号等〕
　　　③錦江湾横断交通ネットワークの推進
　　　④鹿屋港の整備促進
　⑵　�部会、委員会、青年部、女性会等の諸活動

を通じた要望活動
　⑶…　地元企業の受注機会の確保
　　　①…国、県、市の工事・納品の受注機会の確

保
　　　②防衛省関連工事・納品の受注機会の確保
　⑷　…広報・調査研究
　　　①…商工会議所をもっと知ってもらうＰＲ事

業への取り組み
　　　②メディアを活用した広報周知の実施
　　　③報道機関との懇話会の実施
　　　④魅力ある会報・ＨＰの充実
　　　⑤ SNS を活用した情報発信事業
　　　⑥各種調査結果を会員や関係機関へ発表

２、まちづくりの推進
　⑴　中心市街地活性化対策の支援
　　①…リナシティかのや及び周辺商店街のテナン

トミックス、テナントリーシング
　　②空き店舗対策の実施
　　③…鹿屋市、㈱まちづくり鹿屋、にぎわいづく

り協議会等との連携強化
　　…〔各組織の役割の明確化とそれぞれの強みを

活かした支援体制の構築〕

　⑵　商店街活性化事業の推進
　　①商店街活性化事業の研究及び効果的支援
　　②商店街、通り会との連携による活性化支援
　　③経営革新支援等による個店強化支援の推進

３、地域産業振興の推進
　⑴　中小企業経営基盤の強化
　　①…会員事業所総訪問巡回指導による課題解決

支援
　　②…経営発達支援計画による短・中長期的な経

営支援
　　③�伴走型小規模事業者支援推進事業による需

要獲得支援
　　④…よろず支援機関と経営革新等支援機関ネッ

トワークによる総合的経営支援
　　⑤消費税軽減税率相談等事業の実施
　　⑥…鹿屋市・商工会議所・金融機関３者連携に

よる支援体制の構築
　　⑦�事業引継ぎ支援センターと連携した事業承

継支援
　　⑧ものづくりによる持続的な経営力強化支援
　　⑨マル経融資の積極的推進
　　⑩金融・経営相談会の定期的な実施
　　⑪…移動相談所の開設並びにワンストップ相談

会の拡充
　　⑫…関係機関・団体等と連携した講習会・講演

会の体系的実施
　　⑬…ジョブ・カード制度による雇用の拡大と各

種助成制度の普及推進
　　⑭�ＩＴ（クラウド等）利活用による生産性向

上支援
　⑵　創業・経営革新の支援
　　①…経営革新支援窓口の開設による支援機能強

化
　　　農商工連携・経営革新・創業支援を展開
　　②経営革新による新事業創出支援
　　③…かのや創業応援ネットワークによる創業支

援
　　④創業スクールによる起業者育成支援



KANOYA CHAMBER

5

　　⑤…臨店コンサルティング事業による経営計画
作成支援

　　⑥…Ⅰ・Ｕ・Ｊターン者の企業への就業支援及
び起業家支援

　⑶　産業振興
　　①………販路開拓・販売促進支援事業の実施
　　　…アグリフード商談会の開催、展示会等への

出展を通じた販路開拓支援
　　②…農商工連携に向けた新たなビジネスモデル

の構築
　　③加工品直売所開設に向けた調査研究
　　④…６次産業化に向けた加工品・商品開発のサ

ポート
　　⑤…ＪＥＴＲＯ等政府系機関と連携した海外展

開支援
　　⑥…農林水産業団体等の連携による地場産業の

支援
　　⑦大隅加工技術研究センターの利活用
　　⑧…ふるさと納税制度における産品・商品の開

発とコーディネート
　⑷　観光・イベント事業の推進
　　①…かのやばら園等を核とした交流人口の拡　　

大推進
　　②…エアーメモリアル、夏祭り、秋祭り、ばら

祭り等各種イベントの協賛・支援
　　③広域連携による観光振興
　　④…鹿屋市観光協会、かのやイベント協議会、

おおすみ観光未来会議等との連携…
　　⑤…九州新幹線からの 2次アクセスの対応と

域内への誘客の推進
　⑸　商工技術・技能の普及推進
　　①各種技能検定試験の実施及び PRの強化
　　…②…簿記講座、パソコン等 IT 関連講習会、講

演会の実施

４、組織財政基盤並びに組織活動の強化
　　①…会員増強推進本部の設置による組織率の向

上…〔目標：組織率５０％以上〕
　　②役職員一体となった会員増強運動の実施
　　③部会、委員会活動の実施
　　　正副部会長／正副委員長／全体会議の開催
　　④…会員共済制度の拡充強化並びに福利厚生制

度の充実
　　⑤会館の管理運営強化及び大規模修繕の実施
　　⑥青年部、女性会活動の支援
　　⑦�鹿屋商工会議所創立 70周年記念事業の実

施
　　⑧職員の資質向上、各種研修制度の充実
　　⑨…大隅地域各商工会との連携強化、広域連携

への対応

５、関係機関との連携強化
　　①…日本商工会議所、九州商工会議所連合会、

鹿児島県商工会議所連合会及び官公庁その
他経済団体等との連携強化

会　　計　　名 平成 29 年度 
予　算　額

平成 28 年度 
予　算　額 比較増減

一　 般　 会　 計 79,870,000 78,200,000 1,670,000

中 小 企 業 振 興 部 
特 別 会 計 63,330,000 59,020,000 4,310,000

鹿 屋 市 商 店 街 活 性 化 推 進 事 業 
特 別 会 計 16,890,000 16,890,000 0

テナントミックス事業
特 別 会 計 9,660,000 8,920,000 740,000

会 館 管 理 運 営 
特 別 会 計 50,670,000 50,820,000 △…150,000

共 済 事 業 
特 別 会 計 20,380,000 20,080,000 300,000

特定退職金共済制度
特 別 会 計 106,860,000 86,000,000 20,860,000

特定商工業者法定負担金
特 別 会 計 1,000,000 1,000,000 0

鹿屋市内共通商品券発行事業
特 別 会 計 930,000 930,000 0

労働保険事務組合事業
特 別 会 計 50,060,000 49,300,000 760,000

合 計 399,650,000 371,160,000 28,490,000

平成 29年度各会計収支予算総括表
自：平成29年４月１日～至：平成30年３月31日

　（単位：円）
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　… 本年４月に
㈱日本政策金融
公庫鹿屋支店に
赴任された前田
支店長にお話を
お伺い致しまし
た。

◆公庫に入庫さ
れた動機は
　ひとつは大学
時代、同級生が
公庫の融資制度
である「国の教

育ローン」を利用していたことから、大まかではあ
りますが、公庫のイメージが私の中にインプットさ
れていました。
　もうひとつは、私が進路を決める頃はバブル経済
の絶頂期でしたが、自動車修理業を営んでいる親戚
から、経営が厳しい状況のときに公庫からの融資を
受けて立ち直ったという話を聞いたことです。
　国内全企業の 99％を占める中小企業こそが日本
の活力の源泉でありますし、中小企業の経営者の
方、一人一人と向き合って仕事ができるとの思いで
入庫しました。

◆鹿屋の印象は
　非常に魅力的なところだと思います。
　一、…食べ物…野菜、肉、魚、そして焼酎
　一、…自然と歴史…海、山、森、美味しい食べ物を

生み出す大地、吾平山稜、荒平天神
　一、…人…親切・温かい、挨拶、地元に対する愛着

があるなどがあげられると思います。
　食については、とても美味しいものが多いです。
他の地域では、これは美味しいけれども、他のもの
がないというイメージですが、鹿屋では、野菜、特
に肉、魚、肉は牛、豚、鶏全てが美味しい。飲み物
も焼酎やお茶があり、充実していると思います。
　二つ目の自然と関係しますが、美味しいものを生
み出すのは、豊かな自然、土地が良いということが
あると思います。人についても、非常に温かく迎え
ていただいたと思っています。気軽にあいさつやお
声掛けをして下さる。人の魅力も非常に素晴らしい
ものがある。そこが鹿屋の魅力だと思います。

◆心がけていることは
　お客様の気持ちになって考え、行動することを心
がけています。そのためには、お客様、地域のこと
を良く知り、理解することが大事だと考えています
ので、お客様と直接お会いして話を伺ったり、趣味
の自転車も活かして地域を回りたいと思います。お
客様の状況、課題を理解することで、融資だけでな

く経営課題解決に向けた助言等にも積極的に取り組
んでいきます。

◆管内の中小企業にお伝えしたいことは
　日本経済は緩やかな回復基調が続いているとされ
ていますが、個人消費は力強さにかけることから、
地方の中小企業にとって必ずしも景気回復の実感が
十分に浸透しているとは言えません。
　回復が実感できるのは、大企業や大都市の企業で
はないかと思います。
　輸出に関する製造業等が好調であるため、地方に
とってはその影響が出にくいのではないかと思いま
す。
　中小企業にとっては、身近なお客様が買い物をし
ていただき、個人消費が伸びないことには景気の回
復が実感できないのではないかと思います。
　今後、景気回復を軌道に乗せていくためには、中
小企業の皆様への支援が大事であり、鹿屋商工会議
所、地域の金融機関とも連携を図り、公庫はその役
割を果たしてまいります。
　無担保・無保証人の「小規模事業者経営改善資金
（マル経融資）」をはじめ、さまざまな融資制度をご
用意しておりますので、融資をはじめとする経営に
関するお悩み等お気軽にご相談下さい。

◆今後の公庫について
　高校生によるビジネスコンテストを実施していま
す。高校生でチームを編成し、ビジネスプランの作
成・発表をするものです。若い頃から起業マインド
を育成する趣旨で既に４回開催されています。
　鹿屋においても創業する方が増えており、特に若
い女性による創業が目立っています。
　今の創業される方の特徴は、地元で創業する、地
元への愛着が強いように思います。創業やソーシャ
ルビジネスをはじめとする成長戦略分野等への支援
に積極的に取組むとともに、地震、台風被害などの
自然災害、経済状況等に応じた需要へのきめ細やか
な対応等セーフティネット機能の発揮は勿論のこ
と、地域の活性化を図るため農林水産事業分野への
融資を含めた日本公庫の総合力を発揮した取り組み
を行って参ります。
　

株式会社日本政策金融公庫　鹿屋支店長

前
ま え

田
だ

　浩
ひ ろ

志
し

　氏に聞く 「お客様の気持ちになって考え、行動する！」

略　歴
支……店……長：前田　浩志　氏
出……身……地：熊本県熊本市
最終学歴：東北大学法学部
前……任……地：…㈱日本政策金融公庫　下関支店
　　　　　国民生活事業　総括課長
趣　　味：自転車、温泉

企業情報
株式会社日本政策金融公庫鹿屋支店
住　所：鹿屋市大手町２－１９
ＴＥＬ：０９９４－４２－５１４１
URL:http://www.jfc.go.jp/
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かのやKEYパーソン
北田大手町商店街振興組合

理事長 前田 数郎 氏に聞く
『水と緑と文化が融合した人に優しい湧水商店街』

　全国約２万箇所の商店
街の中から地域の特性・
ニーズを把握し創意工夫
を凝らした取組により、
地域コミュニティの担い
手として商店街の活性化
や地域の発展に貢献し
ている商店街を表彰す
る「はばたく商店街 30
選」に選ばれた北田・大
手町商店街振興組合の前
田数郎理事長にお話を伺
いました。

◆きっかけは？
　2007 年に北田・大手町商店街に隣接して「リナシティ
かのや」がオープンし、ここに集まったお客様が商店
街にも足を伸ばしてくださると期待していましたが、
期待に反して回遊性は高くありませんでした。
　そのような中、約 200 メートルあるアーケードの老
朽化が著しく、崩落の危険もあったことからアーケー
ドの改修は喫緊の課題でした。しかし、改修は費用も
高いし、撤去も容易ではないし…となった時に、全国
商店街支援センターの支援パートナー派遣事業を活用
し、アドバイスをもらいました。
　アーケードの骨組みのみを残すという方法を選択し
ましたが、アーケード問題を協議する企画運営部会を
立ち上げるなどし、検討を重ねた結果、団結力が強ま
り、アーケードのリニューアルだけで終わらせないよ
うにしよう！という機運が高まりました。
◆どのような取り組みを？
　「水と緑と文化が融合した人に優しい湧水商店街」
をテーマに、アーケード屋根を撤去してナノミストや
緑のカーテンを設置しましたが、存在を知ってもらう
ためには魅力あふれるイベントを開催し、実際に商店
街に足を運んでもらうことが一番と考えました。
　そこで、これまで一過性にすぎなかった商店街の催
し物を見直し、六月燈の復活や新酒まつり・イルミネー
ション点灯式など新イベントを実施しました。複数の
団体が共同でイベントを開催することでイベントは大
型化し、告知力も増大、魅力も大きくなり集客が期待

できるようになりました。
◆取り組みの成果は？
　ハード、ソフト両事業の実施により、市民の方々の
商店街への注目度や期待感が高まり、他団体による単
独イベントも開催されるようになりました。また、
「KITADA SARUGGA」の開設により、イベント時
には、リナシティかのやからの回遊性も高まってきま
した。
　今回の活動は各店舗の次の世代が前向きに取り組み
熱意を持ち一致団結して行われました。商店街の若返
りも期待できるように成りました。さらに商店街を形
成する個店各自が活気を取り戻せば、この商店街で商
売をしてみたいという経営者を呼び込み、空き店舗の
再開へつながるはずと商店街の再生に期待を膨らまし
ているところです。
◆今後の目標・抱負について
　組合店舗は一番多い時で 64 店舗でしたが、今は過
去最少の 14 店舗。少ない人数で協力して取り組んで
きたことが評価され非常にうれしく思います。
　現状はまだまだ市民の皆様へ満足頂ける状況では無
いので今後は、グリーンカーテンと併せて花の植え付
けなどを行ない、商店街の環境整備に努めるとともに
「KITADA SARUGGA」の２階に使い勝手の良い多
目的コミュニティー施設を整備し、歩きたくなる・行っ
て見たくなる「まちづくりの活動拠点」の機能を確か
なものにしていき、関係機関との連携や市民の皆様の
参加を得ながら、イベントやワークショップを開催す
ることで来街者の増加や回遊性の向上に努め、商店街
のシャッターを一つでも多く開き、もう一度人が集ま
る場所にしたいと考えています。

商店街概要

北田・大手町商店街振興組合
理事長：前田　数郎　氏　
会員数：14 名
店舗数：7 店舗
事務所：鹿屋市北田町 8-9
　　　　KITADA SARUGGA 2F
TEL：0994-42-3808　FAX：0994-42-3808
URL：http://ja-jp.facebook.com/kitadasyoutengai

KANOYA  CHAMBER 
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『平成 29 年度鹿屋市中小企業合同入社式』開催！
鹿屋の未来を担う新入社員７０名が参加

　去る４月６日（木）「平成 29 年度鹿屋市中小
企業合同入社式」が当所にて開催されました。
　当日は市内 19事業所 70名の新入社員が参加。
　式典の冒頭にて坪水徳郎会頭より「皆様ご入
社、ご入庁おめでとうございます。皆様のご入社・
ご入庁をそれぞれの職場の社長や上司・先輩の皆
様方に代わりまして心より歓迎申し上げます。自
らが選ばれた職場に愛着を持ち、全力で職務に精
励され、チャレンジ精神を忘れることなく、それ
ぞれの企業の発展に貢献されますよう期待してい
ます。」との式辞が述べられました。続いて中西
茂市長が「皆さんが、一日も早く企業の繁栄と地
域社会の発展に貢献することを期待しています。」
と祝辞を述べられました。
　また、鹿屋労働基準監督署の夏迫昭人署長・鹿
屋公共職業安定所の瀬戸雄作所長より激励のこと
ばを頂きました。
　新入社員を代表して㈱財宝の新潟彩乃さんが
「社会人として第一歩を踏み出す喜びとともに来
賓の方々から激励の言葉をいただき感激していま
す。まだまだ未熟な私たちではありますが、今日
の感動を忘れず、社員の一員として企業はもとよ
り地域社会に貢献できるよう努力することを誓い
ます。」と決意表明を述べました。

　式典終了後には、㈱清友：代表取締役宮之原明
子氏による「魅力的なʻ人財 ʼであるために」と
題したビジネスマナー研修が開催されました。
　社会人としてのコミュニケーション術や挨拶の
仕方・名刺の渡し方など実践さながらのロールプ
レイングや最後は目標をそれぞれのテキストに書
き記す時間を設け、「今日決めた目標を胸に、こ
れから頑張って欲しい」とエールを送り締めくく
りました。

▲決意表明を述べる新潟さん（㈱財宝）

▲熱心にグループワークに取組む新入社員たち▲式辞を述べる坪水会頭
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新常議員のお知らせ
　当所「第 115 回通常議員総会」（3月 30 日開催）において、新たに常議員２名が選任されましたの
でお知らせします。尚、新常議員については以下の通りです。

〔常議員（2 号議員）〕
㈱丸正電器商会
（鹿屋市打馬 1－3－33）

代表取締役
　前田　正博　氏

〔常議員（2 号議員）〕
㈱園幸
（鹿屋市共栄町 22－ 20）

取締役
　小園　博　氏

お知り合いの方をご紹介ください！
～鹿屋商工会議所ご入会のご案内～

　『商工会議所』は業種・業態・事業規模を問わずあらゆる商工業者の皆様にご加入いただき、会員組織を
基盤に地域商工業の発展・魅力あるまちづくりをめざす…“…地域総合経済団体…”…としての使命を担うと共に、
地域密着型の相談・支援体制のもと地域経済のセーフティネット的機能を果たしながら会員企業の経営改
善や従業員の福祉向上に役立つように幅広い「会員サービスの提供」に力を入れ、地域中小企業の事業経
営のお手伝いを通じて新たな成長戦略の創造と経営力の向上に努めております。

鹿屋商工会議所では、「行動し信頼される鹿屋商工会議所！」をめざし、
現在、組織率の向上による組織力の強化に取り組んでおります。 
お知り合いの方やお取引先の事業所等をぜひご紹介ください。

鹿屋商工会議所ご入会について
【年 会 費】
個人事業所の場合 ･･･ 原則として 12,000 円（１口） 以上
法人事業所の場合 ･･･ 原則として 24,000 円（２口） 以上

※平成 29 年度年会費は平成 29 年４月１日から平成 30 年３月 31 日までです。
※会費は全額損金または必要経費に算入できます。
※ご加入初年度の会費は、ご加入月にあわせて、月割の金額を頂戴します。
　　  ☆職員が訪問し、ご説明させていただきます。まずはお電話ください。

鹿屋商工会議所　総務課まで　TEL0994-42-3135
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『小規模事業者持続化補助金』≪追加公募分≫受付締切迫る！
　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書 [ 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）、代表者が 60歳以上の場合は「事業
承継診断票」（様式６）の作成・交付を依頼してください。

　　受付締切 平成29年５月31日（水）【締切日当日消印有効】
　　[ おおむね一週間前までにご依頼下さい。また、申請をご検討の方は事前にご連絡下さい。]

　◆�本公募要領・様式等は、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

老舗ホテル料理長の
こだわりをお届けします。
オードブル 慶弔料理 各種弁当

0120-938-1390120-938-139
ご予約・お問い合わせ専用ダイヤル ご予約・お問い合わせ専用ダイヤル受付時間／AM9:00〜PM9:00迄（年中無休）

フリー
ダイヤル

FAX 0994-42-5226 専用 FAX ご予問い合わせ専用ダイヤル受付時間／24時間対応

〒 893-0064　鹿児島県鹿屋市西原 1丁目 9番 10号

結納 節句 入学
卒業

行楽 法事 研修

企業に寄り添う「伴走型支援」に取り組みます！
　当所が策定した「経営発達支援計画」が、平成 29年３月に国から認定を受けました。
　「経営発達支援計画」とは、平成 26年に成立した『小規模支援法（商工会及び商工会議所による小規模
事業者の支援に関する法律の一部を改正する法律）』に基づき、商工会議所などが、地域の小規模事業者が
抱える需要開拓や事業承継等の課題に対し、事業計画の策定や着実な実施等を事業者に寄り添って支援す
る計画であり、国が認定・公表するものです。
　認定を受けた計画には、地域の経済動向調査の実施や、事業者の
経営分析、事業計画策定セミナーの開催、商談会の開催による販路
開拓支援などが盛り込まれています。
　今後、小規模事業者の皆様が抱える経営課題について、伴に走り
ながら「伴走型支援」に取り組んで参りますので、お気軽にご相談
ください。

　当所の認定計画は、中小企業庁ホームページより閲覧できます。
　※ HP アドレス
　　 http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/08_ninteikeikakukyusyuu.html

【お問い合わせ先】　当所　中小企業振興部まで　TEL：0994 － 42 － 3135



KANOYA CHAMBER

10

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

～小規模事業者の資金調達を支援します～
マル経融資制度

　マル経融資（小規模事業者経営改善資金）とは、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、
経営改善に必要な資金を、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・低金利で融資
する制度です。

【お問い合わせ先】当所中小企業振興部まで　TEL：0994-42-3135　FAX：0994-40-3015

●ご利用いただける方 
　常時使用する従業員（パート、アルバイトを除く）が 20 人以下
　（宿泊業、娯楽業を除く小売、卸売、サービス業では５人以下）

【資 金 使 途】　運転資金および設備資金 
【限　度　額】　2,000 万円
　　　　　　　　※ 1,500 万円以上のご融資の場合、事業計画書の提出が必要となります。

【担保保証人】   不要 
【利　　　率】　1.11％（平成 29 年５月１日現在） 
【返 済 期 間】　運転資金…  7 年以内（据置１年以内含む）
　　　　　　　設備資金…10 年以内（据置２年以内含む）
※ご相談によっては、ご希望に添えない場合もあります。
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２年ぶりに開催！エアーメモリアル in かのや 2017
２万４千人が航空ショーを堪能
　エアーメモリアル in かのや 2017 が４月 29 日・30
日、海上自衛隊鹿屋航空基地において開催されました。
　29 日には哨戒機 P-3C や TH-135 ヘリコプターへの
体験搭乗が行われ、県内外から選ばれた 182 名が鹿屋
上空の旅を堪能しました。
　翌 30日には、哨戒機 P-3C の編隊飛行や小型民間機
のエキストラ 300L の曲芸飛行などが行われました。
　２日間にわたり開催されたエアーメモリアルは天候
に恵まれ、また２年ぶりの開催ということもあり県内
外から２万４千人が来場、多くの家族連れや自衛隊ファ
ンで賑わいました。

平成29年度「創業補助金」および
「事業承継補助金」の公募開始について

◆創業補助金
　⑴　補助率および補助金額の範囲
　　○補助率：１/２以内…
　　○補助金額の範囲
　　　①…外部資金調達がない場合：
　　　　………………………………………………………………………50 万円以上 100 万円以内…
　　　②…外部資金調達がある場合：
　　　　　　　　　　　… 50 万円以上 200 万円以内
……
　⑵　公募期間…
　　【郵送】…平成 29年５月８日㈪
…………………………………　 ……～……平成 29年６月２日㈮（当日消印有効）…
　　【電子申請】…平成 29年５月下旬
………………………………………………………… …～平成 29年６月３日㈯（17時締切）
……

◆事業承継補助金
　⑴　補助率および補助金額の範囲…
　　○補助率：2/3 以内…
　　○補助金額の範囲…
　　　①…事業所の廃止・既存事業の廃止・集約を伴

わない場合：100 万円以上 200 万円以内…
　　　②…事業所の廃止・既存事業の廃止・集約を伴

う場合：100 万円以上 500 万円以内（※）
…
（※）経営革新等に要する費用として上限 200 万円…
事業所の廃止等に要する費用として上限 300 万円
……
　⑵　公募期間…
　　【郵送】…平成 29年５月８日㈪
………………………………………　…～平成 29年６月２日㈮（当日消印有効）…
　　【電子申請】…平成 29年５月下旬
………………………………………………………　…～平成 29年６月３日㈯（17時締切）…

◆応募書類等 
　…募集要項、応募書類等の詳細は、以下の創業・事業承継補助金事務局ＨＰをご覧ください。
　創業・事業承継補助金用ＨＰ：http://sogyo-shokei.jp/sogyo/
◆本補助金に関する問い合わせ先
　創業・事業承継補助金事務局
　〒104-0045東京都中央区築地3-17-9　興和日東ビル3Ｆ　TEL:03-5148-7051…
　お問い合わせ時間：10：00～ 12：00、13：00～ 17：00／月曜～金曜（土日祝日除く）

▲多くの人で賑わったエアメモ

　中小企業庁は、新たに創業する者に対して創業等に要する経費の一部を助成する「創業補助金」および、事
業承継を契機として経営革新等や事業転換を行う中小企業に対して、その取り組みに要する経費の一部を助成
する「事業承継補助金」の公募を開始いたしました。…
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『かのやばら祭り 2017春』開催中！

創業・経営支援セミナーのご案内

　去る４月 29日（土）、かのやばら祭り 2017 春のオープニングセレモニーがかのやばら園において開
催されました。セレモニーでは、瀬貫浩昭所長によるオープニング宣言の後、なんぶ幼稚園の園児によ
る合唱が披露されました。かのやばら園は８ha
の広大な敷地に、３万５千株のバラが咲き誇る
日本最大規模のばら園です。春に咲くバラは、
この時期にだけ咲くものと四季咲きのバラが一
緒に咲くことから、たくさんのバラを観賞でき
ます。また６月４日（日）までの期間、さまざ
まなイベントが催され、恒例の夜間イベント「ス
プリングファンタジーナイト」は、６月２日（金）
～４日（日）の３日間開催されます。

「今、経営者が考えるべきインターネットを使った販路開拓」
　本セミナーの第１部では、インターネットマーケティング分野の第一人者である、ヒロモウェブ代表
小林裕典氏を講師に迎え、インターネットの活用による集客やリピート客の確保、新たな販路開拓等を
実現するための戦略と実践ノウハウについて実例を交えながら解説いただきます。第２部では関係機関
による経営に役立つ施策や情報を紹介します。この機会に是非ご参加ください。… … … …
… … … … … … … … …
【日　　　時】　平成 29年６月 21日（水）　18：00～ 20：30
【場　　　所】　鹿屋商工会議所（鹿屋市新川町 600 番地）
【講　　　師】　ヒロモウェブ代表　小林裕典氏
【参　加　料】　無料
【申…込…方…法】　参加申込書に必要事項を記入のうえ、日本政策金融公庫
　　　　　　　熊本創業支援センターに FAXにてお申込ください。
【お問合せ先】　日本政策金融公庫鹿屋支店
　　　　　　　ＴＥＬ：0994－42－5141… … … …

▲セレモニーで合唱するなんぶ幼稚園の子供たち
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鹿屋商工会議所が実施する検定紹介！
eco 検定（環境社会検定試験）®
eco 検定（環境社会検定試験）とは
　環境に関する技術やモノづくりは日々研究が進み、
社会としてのシステムづくりも着々と進められていま
す。しかし、それらを動かし、活かすのはまさに “人 ”
です。
　eco 検定は、環境に関する幅広い知識を礎に率先し
て環境問題に取組む「人づくり」と、環境と経済を両
立させた「持続可能な社会づくり」を目指しています。

「eco 検定」の特徴… …
　多くの専門分野が存在し、ますます多様化・複雑化
する環境問題について、幅広い基礎知識の習得を目指
す検定であることが大きな特徴です。学習項目は、国
際的な政治動向から環境破壊のメカニズム、生活者と
して持つべき心構えまで、多岐にわたりバランスよく
整理されています。… …
　環境問題解決のアプローチ方法がひとつではなく
様々あるのと同様に、eco 検定で習得した知識を活か
すことのできる場も多様です。… …
ビジネスシーンにおけるキャリアアップから、生活者
として健康で安全な暮らしを送る術としてまで幅広く
役立ちます。

第 22回… 試験日　７月 23日㈰
申込登録期間　５月９日㈫～６月９日㈮
… 　　（受付時間　10：00～ 18：00）

第 23回… 試験日　12月 17日（日）
申込登録期間　10月３日㈫～ 11月２日㈭
… 　　（受付時間　10：00～ 18：00）

福祉住環境コーディネーター検定試験
福祉住環境コーディネーターの役割… …
　福祉住環境コーディネーターとは、高齢者や障害者
に対して住みやすい住環境を提案するアドバイザーで
す。医療・福祉・建築について体系的で幅広い知識を
身につけ、各種の専門職と連携をとりながらクライア
ントに適切な住宅改修プランを提示します。また福祉
用具や諸施策情報などについてもアドバイスします。

第 38回　試験日　７月９日㈰
2・3級… 申込登録期間　４月25日㈫～５月26日㈮
… （受付時間　10：00～ 18：00）

第 39回　試験日　11月 26日㈰
2・3級… 申込登録期間　９月12日㈫～10月13日㈮
… （受付時間　10：00～ 18：00）

ビジネス実務法務検定試験®
ビジネス実務法務検定試験とは …
　企業が求める実践的な法律知識を身につけるビジネ
スにおいて業務のリスクを察知し、問題点を解決に導
く法律の知識は、法務部門に限らず、全てのビジネス
パーソンにとって必要不可欠な能力です。そのための
基礎となる実践的な法律知識を体系的・効率的に学ぶ
ことができるのがビジネス実務法務検定試験です。

企業は、なぜ法律知識をビジネスパーソンに求めるの
か？
　企業には消費者・取引先企業等、さまざまな利害関
係を持つ人々がいます。… …
　企業は、これらの人々の立場や利益を無視すること
は許されません。… …
　ひとたび、企業の不祥事が発生すると刑事責任や損
害賠償などの民事責任はもちろん、社会からも厳しい
ペナルティーを受けます。… …
　このような時代だからこそ、企業は法令等を遵守で
きる能力のある社員を数多く求めているのです。… …
…
ビジネス実務法務検定試験を多くの企業が採用
　今、多くの企業が「倫理憲章」や「企業行動基準」
を策定し、企業自らが不正や不祥事を未然に防止する
ための活動を積極的に行っています。… …
　そのため、ビジネス実務法務検定試験を企業内での
推奨検定としたり、人事異動や採用の際の能力評価の
参考、管理職登用試験に採用する企業が増えています。

第 41回　試験日　７月２日㈰
2・3級… 申込登録期間… ４月 18日㈫～５月19日㈮
… （受付時間　10：00～ 18：00）

第 42回　試験日　12月 10日㈰
2・3級　…申込登録期間　９月26日㈫～10月27日㈮
… （受付時間　10：00～ 18：00）

※ …eco 検定、福祉住環境コーディネーター検定、ビ
ジネス実務法務検定は、「東京商工会議所検定セン
ター」インターネットもしくは電話で直接お申込み
ください。

　東京商工会議所ホームページ　http://www.kentei.org/
　☎ 03-3989-0777
　（土日・祝日・年末年始を除く 10:00 ～ 18:00）

詳細につきましては、同封のチラシをご覧ください。
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農業用諸機械

株式
会社

〒893-0009
本社　鹿児島県鹿屋市大手町12-1

TEL (0994)43-4178
FAX (0994)44-9371

鹿屋商工会議所職員紹介
　当所に在籍しております職員は下記の通りとなって
おります。ご用の際にはお気軽にお声をお掛け下さい。
事務局長　岩元　伸二
　　　　総務課
課　　長　茅島　健一
係　　長　野間口　理
主　　事　本藏　将博
主　　事　町田　香澄
臨時職員　水迫　明加
　ジョブ・カード事業
サポートセンター長
　　　　　東　真　一
普及推進員　八木　泰海
普及推進員　太田　理恵

　   中小企業振興部
部　　長　中川路哲郎
振興課長　郷原　和徳
課長補佐　今村　和隆
係　　長　中薗　康洋
主　　任　宮内　康亮
主　　事　岩倉　光治
主　　事　濵元　優衣
主　　事　迫　　祐澄
主　　事　益山　七美
販路開拓支援員
　　　　　横山　貴久
記帳指導員　川畑　恵美

《女性会会員募集中》
一緒に活動しませんか !!

　女性会活動では、異業種の方々と知り合い、共に学び、
教養や経営能力を高め、様々な情報交換をすることで
プラスになることが沢山得られます！
☆主な活動内容
　・会員相互の親睦と研鑽
　・講習会、講演会、視察研修会の実施
　・商工会議所活動に寄与する活動
　・…地域振興に関する事業の実施及び社会一般の福

祉に寄与する活動
☆入会資格
　鹿屋商工会議所会員事業所の女性経営者又は専従
者、役員、代表者婦人
☆年会費　6,000…円
☆お問合せ
　鹿屋商工会議所女性会事務局
　TEL：0994-42-3135

　4月 18日（火）ホテルさつき苑にて、鹿屋商工会議所青年部通常総会を開催しました。総会では、平成 29年
度会長に就任した圓田健作会長より「鹿屋商工会議所青年部は昨年 20 周年の節目を迎えることができました。
これもひとえに青年部の歴史を築き、伝統を守りながら発展させ続けてこられた諸先輩方のご尽力並びに鹿屋商
工会議所をはじめとする関係各位の皆様方のご協力の賜物と感じております。
　21年目を迎える本年度は『創意工夫～変化に気付き未来への進化を築く～』をスローガンに掲げました。青年
部の柔軟な発想で市場の変化に気付き、早期に対応していかなければ生き残っていけない時代がくる。更にそこ
から進化を築いていく事が我々の今すべき使命であると思います。勉強不足な会長ではありますが、若い力で少
しでも今後の見本になるような職務に努めていきます。皆さんと共に、日々研鑽に励み、地元産業の発展、地域
社会に貢献することに鋭意努力して参ります。」と所信を表明しました。
　なお、平成 29年度新役員は、下記のとおりとなっております。

役 職 氏　　　名 会社名
会 長 圓 田 健 作 有限会社…マルタ建設
副 会 長 川 﨑 大 輔 株式会社…鹿児島イーデン電気
副 会 長 久　 保　 真 一 朗 久保醸造…合名会社
専務理事 山 下 　 　 仁 有限会社…山下とうふ店
直前会長 定 松 光 徳 ミヨシ建装…株式会社
監 事 久　 保　 健 太 朗 株式会社…綜合印刷
監 事 西 中 康 記 株式会社…鹿屋大隅地域おこし公社
相 談 役 竹 井 知 子 photo…design…kalmia
理 事 池 畑 幸 志 株式会社…池畑鉄工
理 事 山 下 裕 亮 株式会社…ファーストオフィス
理 事 長 友 孝 介 アクサ生命保険株式会社鹿屋営業所
理 事 中 釜 拓 也 有限会社…アキラ巧芸 ※事務局長　和田彰（三和物産株式会社）

▲所信を表明する圓田新会長

～平成 29年度役員名簿～

青年部だより
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業況ＤＩは、2 カ月連続改善。先行きは懸念材料多く、横ばい圏内の動き 

商工会議所LOBO（早期景気観測） －2017年４月調査結果（概要版・付帯調査）－
ポイント

▼ 4 月の全産業合計の業況DI は、▲ 17.3 と、前月から＋ 2.8 ポイントの改善。ただし、「悪化」から「不変」へ
の変化が押し上げ要因となったことに留意が必要。インバウンドを含め春の観光需要の堅調な動きから、小売業、
卸売業、サービス業の業況感が改善した。また、電子部品や自動車関連で引き続き好調な生産を指摘する声が聞
かれたほか、設備投資に持ち直しの動きが見られた。一方、消費者の節約志向、人手不足の影響拡大、原材料、
燃料の値上りが依然、中小企業の足かせとなっており、業況改
善に向けた動きは力強さを欠く。

▼先行きについては、先行き見通しDI が▲ 17.5（今月比▲ 0.2
ポイント）とほぼ横ばいを見込む。ゴールデンウィークに伴う
観光需要など消費の拡大や、海外経済の回復に期待する声が聞
かれる。他方、消費の一段の悪化、人手不足の影響拡大、原材
料・燃料価格の上昇、地政学的リスクや不安定な金融市場が実
体経済に及ぼす影響など、先行きへの懸念を指摘する声は多く、
中小企業の業況は横ばい圏内で推移する見通し。

…【ブロック別概況・九州】ブロック別全産業DI（前年同月比）
の推移（九州）≪九州ブロックの概況≫
○�全産業の業況DI は、前月と比べほぼ横ばい。産業別にみると、
建設業、小売業で改善、その他の3業種で悪化した。各業種から寄せられたコメントは以下のとおり。�
○�「売上低調の中、原油価格の上昇に伴い、化学繊維の価格が上昇しているため、採算が圧迫されている。採用
は慎重にならざるを得ない」（繊維製品製造業）、「インバウンド需要が堅調で個人客、団体客ともに増えている
ため、売上は改善傾向にある」（雑貨小売業）、「熊本地震から1年が経ち、低調だった宴会等の予約が出てきた
ことで、売上は改善した。街に活気が戻り、先行きにも期待が持てる」（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の見込み。産業別にみると、小売業で改善、建設業、製
造業で悪化、その他の2業種でほぼ横ばいの見込み。

従業員 DI

売上 DI

採算 DI

業況 DI

資金繰りDI

仕入単価DI
（下落－上昇）

県内初！基地立地商工会議所連絡懇談会開催
国内 22商工会議所より 34名が参加 !!

　去る５月９日㈫、基地立地商工会議所連絡懇談会総会が鹿屋商工会議所にて開催されました。
基地立地商工会議所連絡懇談会は、管内に自衛隊の基地のある
または隣接する 27の商工会議所で構成され、自衛隊に関する情
報交換やイベントに関する調査等を行っており、鹿児島県内で
は初めての開催。
　当日は、22 商工会議所の役員・職員 34 名が、全国各地より
集まり基地が立地・隣接する地域の振興策等に関する情報交換
が行われました。
　10日㈬には、海上自衛隊鹿屋航空基地を表敬訪問し、中村敏
弘第１航空群司令からの鹿屋基地の現状説明や P-3C 哨戒機への
体験搭乗が行われました。 ▲鹿屋航空基地にて記念撮影
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 ⇒  ⇒ あなたの事業所　　 　　商工会議所　　  ⇒ 　　事業所
①申込・相談 ②実訪依頼 ③改善提案（訪問）

■エキスパートバンクの仕組み
　　エキスパート（専門家）　　

～　専門家無料派遣制度を利用してみませんか？　～
専門家派遣制度とは…
　税理士、公認会計士、弁護士、中小企業診断士その他の公的資格を有する者等、豊富な経営支援の
実績のある方です。支援機関の推薦を受けた全国の専門家が、直接事業所に訪問し、具体的・実践的
な指導で皆様の経営のお悩みに対応します。

■ご利用できる方
県内商工会議所地区内の小規模事業者
商業、飲食業、サービス業（宿泊業及び娯楽業を除く）…従業員５人以下
製造業、建設業、運送業、宿泊業、娯楽業…従業員 20人以下

相談ニーズにきめ細かく対応するため、中小企業庁が作成した支援ポータルサイトです。

ミラサポ［専門家派遣事業］
「ミラサポ」とは中小企業・小規模事業者が抱える経営課題が複雑化、高度化、専門家する中で、

会員登録はこちらから　　https//www.mirasapo.jp/

［詳しくは中小企業振興部までお問い合せください］TEL：0994-42-3135　FAX：0994-40-3015

エキスパートバンク～専門家の助言・指導で更なる飛躍～
エキスパートバンク制度とは改善すべき経営課題を抱えている小規模事業者の皆さんの経営を支

援する制度です。経験豊富な専門家（エキスパート）が、直接事業所に訪問し、具体的・実践的な
指導で課題を解決します。

■ミラサポの流れ
。すまきだたいてしを用活の遣派家門専に適最、け受を談相営経てに所議会工商 ①

 なお、専門家派遣事業をご利用いただく前に、ミラサポの会員登録・企業情報登録が必要となります。
②派遣してほしい専門家を決定し、商工会議所がオンラインで派遣申し込みを行います。
③専門家がお伺いします。※商工会議所の担当者が、原則として同行させていただきます。
④ 専門家派遣をご利用いただいた後、評価・コメント入力用フォームの URL を記載したメール
が事務局より送付されますので、評価実施をお願い致します。

■「ミラサポ」の特徴
・全国の事業者、専門家などが参加するミラサポコミュニティで交流できます。
・ビジネスの成功をサポートする便利で実用的なツールが無料で使えます
・あなたが抱える経営課題に応える専門家の派遣が無料で受けられます。（年間３回まで）
・補助金の電子申請がミラサポからできます。
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会員さんのひろば
（販路開拓のお手伝いをします !!）

　ひとつむぎ合同会社は鹿屋市地域おこし協力隊を卒業
した二人が立ち上げた会社です。
　二人は共に親が鹿屋出身の孫ターン、親の故郷を元気
にするために大阪と神奈川から移住してきました。
　皆様の販路開拓、商品開発など、売上 UPのお手伝い
をします。
相談無料、是非一度お連絡下さい。
ひとつむぎ合同会社
代表　青木　敬介　
☎ 090-1679-0090…　………k.aoki.hitotsumugi@gmail.com
https://www.hito-tsumugi.net/
〒 893-0037　鹿屋市田崎町 1169-1

地域ビジネスを
　　　応援します

相談会場　南九州税理士会・鹿屋支部の会員事業所
　　　　　相談を希望される税理士事務所に電話予約をして下さい。

税理士には、職務上知り得た秘密を守る義務（守秘義務）が
課されていますので、安心してご相談下さい。

税理士はあなたの暮らしのパートナー
南九州税理士会 ・ 鹿屋支部
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「地域資源の深掘りを
　　　　　　　生かすコラボを」

　先日、山形県の庄内地方でアル・ケッチァーノと
いうイタリアンレストランを経営する奥田政行シェ
フにお話を伺う機会がありました。そのとき、地域
発のヒット商品づくりの視点で勉強になることがた
くさんあったのです。奥田シェフは鶴岡市を皮切り
に東京・銀座の山形県アンテナショップ内にあるヤ
マガタ・サンダンデロなどたくさんのレストランを
経営・プロデュースしています。また、全国各地の
地域の食材を使った商品やレシピの開発でも引っ張
りだこです。食を通じて地域を活性化したいという
意識のとても強い方でした。
　奥田シェフに伺って感動したのは、地域資源（奥
田さんの場合は主に食材）を発掘していく際の手法
や考え方が徹底していることでした。山や川の地形
や日照はもちろん空気（風）の通り道や地質、水質
などとそこで採れる食材の味の関係を深堀りして
いくのです。例えば標高が５５０メートルくらい
で、爽やかな風が通る地域ではチャンピオン級の牛
が育つそうです。蚊などの虫が少なく牛がストレス
を感じないからだそうです。また庄内平野で冬のう
ちに道路が凍結しやすい場所を地図上に記録してお
いて、後で線でつなぐと夏にはそこが風の通り道と
なっていて良い野菜が育つエリアが分かるといいま
す。
　このような調子で、地域の自然がもたらす恵みを
徹底的に調べた上で、それを最終的な料理にどう生
かすかを考えるそうです。地域の個性は他ではまね
ができないものなので、その特徴を突き詰めるとオ
リジナルなものが出来上がります。
　面白いのは、こうして発見された個性ある資源の
特徴を料理する（商品化する）ときの考え方です。
例えば食材の持つ「苦み」や「エグみ」「香り」などは、
よいものもありますがすべてが好ましいものとは限
りません。そんな偏りを生かすために「同質なもの
を組み合わせる」「相補的な関係のものと組み合わ
せる」という２つのアプローチを取るそうです。食

材を組み合わせることで個性を残しつつ、さらに新
しい価値を生み出します。
　料理のプロですから、味はつくろうと思えば調味
料や技を駆使してどんなものでもつくれるわけで
す。しかし、もともとの地域の自然・風土が生み出
した個性を残せば他の場所ではつくれない地域資源
になれるわけです。
　奥田シェフは生産者さんと「物々交換」を駆使し
ます。買ったり買われたりという主従の関係ではな
く、お互いの価値を認め合った上で共に繁栄しよう
との考えがベースにあります。個性ある地域資源を
生かすために、なんでもかんでも自分だけで完結す
るのではなくて、「何と組み合わせればよいか」「誰
と組めばよりよいものが出来上がるか」を考えてみ
るのは大事なアプローチだと思います。野菜につい
て言えば、これまで曲がったキュウリに象徴される
個性が強いものは、形や味が市場に受け入れられな
いとして淘汰（とうた）されてきました。近年こう
した傾向は見直されています。地域の個性が市場で
価値を持つチャンスの時代が迫っているのだと思い
ます。

◇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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本  社 鹿屋市札元2丁目3808－6
TEL 0994-43-3094 FAX 0994-43-7172

支  店 志布志市志布志町志布志2丁目16番21号
TEL 099-471-1328 FAX 099-471-1329

　当所では、夏季における電力消費量抑制への対応
と地球温暖化防止に取り組むため、「クールビズ」を
実施しています。
　11 月２日（木）まで弱冷房（夏季の室温を 28 度
に設定）にし、併せて軽装（ノーネクタイ・ノー上着）
にて勤務しておりますので、当所の取組みにご理解・
ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　また、当所へご用の皆様も遠慮なくクールビズで
お越し下さい。

クールビズ
（弱冷房および軽装勤務）

実施中です！

平成 29 年度

労働保険年度更新手続のお知らせ
６月１日㈭から７月10日㈪までは労働
保険料の「年度更新」申告・納付期間です
● …6 月はじめに送付されます労働保険料申告書・納付書
により、期間中に申告・納付を行なっていただきま
すようお願いします。

●…平成 23 年度から、年度更新の審査業務が外部委託さ
れ、申告書の受付は、原則として記入漏れ等をチェッ
クするだけの確認作業になります。このため、申告書
に記入誤り・漏れがないよう、自主的な記入・申告を
お願いします。
●…電子政府の総合窓口（e-Gov）からも電子申請による
年度更新申告ができます

【問い合わせ先】
鹿児島労働局労働保険徴収室　適用係

電話　099-223-8276

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。

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

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。
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