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タペストリー

定番の広告
だからこそ
人が動く動機に
つながります

各種看板

記念品や
商品アイテムとして
人気の高い
商品です

夜間の
宣伝にも
効果大！

マグカッププリント
電照看板
イベント告知・
祝勝幕など
目を引くこと
間違いなし

！

飾るだ
店舗イメ けで
ージを
演出
アクリル
プ
キーホル レート、
ダーにし
て
記念品
にも

い
ゃ
な
じ

既製品の
バッグなどに
プリントが
できます

横断幕・懸垂幕

活気と
店舗の
きる
発 信で
情報を
テム
ア
定番 イ

イベントに
対応した
アイデアうちわ

だけ

店舗の外観・内観に
目を引く大判広告。
季節毎の演出も

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
ご用意し
ています。

既製品各種プリント

ル
オリジナ
にも
プリント す
きま
対応で

オリジナル
ファイルが
作成できます

クリアファイルプリント

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

ノベル
ティー
グッズ

、
Ｔシャツ に
など
パーカー て
し
ト
ン
リ
プ
揮
果を発
宣伝効

イベント
の
展示会
、
陳列ス
ペースの
演出効
果に

テーブルクロス
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

タオルプリント

「 動画
広告も
見せた
い」
「スマ
ホと
もっとた 連動して
くさん情
報を
伝えた
い
というと 」
きに
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第116回通常議員総会開催！
平成 28 年度事業報告並びに一般会計 / 特別会計収支決算を承認
５月 29 日㈪当所において、「第 116 回通常議
員総会」が開催され、平成 28 年度事業報告並び
に一般会計 / 特別会計収支決算が承認されまし
た。
また総会終了後は、議員研修会を開催。㈱日本
政策金融公庫鹿屋支店前田浩志支店長を講師に迎
え、「身近な資源を力に変える企業経営」と題し、
大隅の現状とこれからの経営についてご講演いた
だきました。

▲通常議員総会で議長を務める坪水会頭

◆平成 28 年度総括的概要
平成 28 年度は、イギリスのＥＵ離脱やアメリ
カ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、又、大隅地域
も台風 16 号により甚大な被害を受けたが、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１年であった。
需要創造政策〔アベノミクス〕によるデフレ脱
却をめざす我が国経済は、急速な経済のグローバ
ル化・情報技術革新・規制緩和等の波が押寄せる

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、ＴＰ
Ｐ離脱などトランプ政権の経済政策の不透明さも
加わり、とりわけ中小企業にとって人材確保を含
め働き方改革と生産性の向上は喫緊の課題であ
り、依然として厳しい経営環境であった。
このような状況の中、地域総合経済団体である
本商工会議所は、鹿児島県や鹿屋市をはじめ日本
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・大隅経済地域開発推進協議会及
び関係機関・関係団体等との緊密な連携のもと、
活力ある地域経済社会の実現をめざし、地域中小
企業の育成支援・地域活性化に鋭意取り組んだ。
政策提言・要望活動に関しては、東九州自動車
道も「鹿屋串良〜曽於弥五郎」間の供用開始以
来、着実に利用者も増加しストック効果も現れて
おり、今後は「鹿屋串良〜志布志」間の早期完成
及び日南市までの早期整備を最重要路線と位置づ
け、併せて、地域集積圏を形成するネットワーク
道路としての大隅縦貫道・国道 504 号の整備促
進や錦江湾横断交通ネットワークの推進など、産
業都市基盤の社会資本整備は “ 地方創生 ” の取り
組みを支え・加速させるものであり、大隅地域の
一体的浮揚と快適で利便性の高い生活や経営環境
の実現に向けて、各関係機関が官民一体となり関
係中央省庁及び地方局・西日本高速道路㈱等に対
して精力的に要望活動を行った。
地域活性化とまちづくりに関しては、10 周年
を迎えた「リナシティかのや」を核とする中央地
区商店街のにぎわいづくりに向けて『鹿屋市まち
なか再生基本戦略』の策定に参画すると共に、テ
ナントミックス／リーシング・空き店舗対策・個
店支援等を進め、エアメモ・かのや夏祭り・ばら

坪水醸造

株式
会社

鹿屋市古前城町５−７
☎ 42−3177 FAX 42− 0292
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祭り等の実施、各商店街や通り会が主催する地域
イベントの支援・協賛。又、大隅地域の「魅力的
な観光地域づくりを推進する組織〔ＤＭＯ〕」の
母体として、行政と民間が結集した『おおすみ観
光未来会議』の発足や『鹿屋市観光協会』の再編
など、新たな枠組みでの地域ブランドの構築や交
流人口の拡大に向けた観光振興に一石が投じられ
た。
地場産業振興に関しては、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ると共に、出
展企業 42 社・流通大手バイヤー 39 名の参加に
よる『第 7 回まるごと “ おおすみ ” アグリ・フー
ド商談会』や当所青年部主催による地元農商工業
者と地域の方々との架け橋づくりを目的とした
『第 7 回かのや産業フェスタ』を地元業者 78 社
の参加のもと開催。又、大隅加工技術センターの
利活用や企業間連携・情報技術 (IT) の活用によ
る大隅地域の強みである１次産業を基軸とする新
たなビジネスモデルの構築に加え、地場産品の輸

出拡大に向けての国際見本市への出展支援など海
外事業展開の情報収集に努めた。
中小企業対策に関しては、経営支援の担い手で
ある経営指導員の『会員事業所総訪問』による巡
回指導等の強化と経営改善普及事業の推進に努め
ると共に、改正小規模支援法により国の認定を受
けた『経営発達支援計画』に基づく企業のライフ
ステージ〔創業・成長・発展・承継〕に応じた経
営課題の解決を図るため、あらゆる経営相談に対
して企業目線に立ったきめ細かな伴走型の支援体
制で経営力の向上と体質強化に努めた。加えて、
創業・経営革新・農商工連携・６次産業化等の新
事業展開及び事業承継等に際し企業が直面する課
題の解決には、中小企業支援ネットワーク事業や
専門家派遣制度を活用してより高度な経営支援を
行い、又、人材確保と安定雇用に繋げるため、若
年求職者等の人材育成と就労支援を行うジョブ・
カード事業等の実施により、管内中小企業・小規
模事業者の経営支援に積極的に努めた。

平成 28 年度収支決算総括表
会

計

名

繰 越 金

入

支

出

収支残高

差引収支残高

（支出は△印）

一
般
会
計
①中 小 企 業 振 興 部

2,125,235

66,860,644

42,185,770

26,800,109

△ 25,012,945

1,787,164

0

54,240,493

58,601,747

△ 4,361,254

4,361,254

0

②会 館 管 理 運 営

0

24,239,088

50,467,532

△ 26,228,444

26,228,444

0

③共

業

0

19,980,470

12,370,014

7,610,456

△ 7,610,456

0

④特定退職金共済制度

13,681

85,702,198

85,704,261

11,618

0

11,618

⑤ 特定商工業者法定負担金

20,488

973,508

981,217

12,779

0

12,779

⑥ 鹿屋市内共通商品券発行事業
⑦ 鹿屋市商店街活性化推進事業

921,449

737

85

922,101

0

922,101

0

13,693,167

16,698,167

△ 3,005,000

3,005,000

0

⑧テナントミックス事業

0

7,700,397

8,868,248

△ 1,167,851

1,167,851

0

0

49,492,238

47,829,456

1,662,782

△ 1,662,782

0

⑩ ジ ョ ブ・ カ ー ド 事 業

0

11,086,702

11,123,702

△ 37,000

37,000

0

⑪退 職 準 備 積 立 金

83,292,615

5,869,510

7,022,912

82,139,213

750,000

82,889,213

⑫記念行事準備積立金

2,253,767

559

0

2,254,326

250,000

2,504,326

⑬財 政 調 整 積 立 金

1,500,750

375

0

1,501,125

0

1,501,125

⑭会 館 整 備 積 立 金

1,644,886

286

0

1,645,172

△ 1,513,366

131,806

91,772,871

339,840,372

341,853,111

89,760,132

0

89,760,132

済

事

特
別
会
計

⑨労働保険事務組合事業

合
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鹿児島県大隅地域振興局長

堀之内 健郎 氏に聞く

今年４月に県
それには，鹿屋商工会議所の会員皆様方が，ビジネ
『水と緑と文化が融合した人に優しい湧水商店街』
商工労働水産部
ス感覚をこれまで以上に研ぎ澄まし，スピーディー
から参りました。
に対応していくことが大切ではないでしょうか？
◆大隅の将来に向けて
私 は， 商 工 労
今年は，明治維新 150 周年記念のプレイベント
働水産部での経
が数多く開催される予定です。来年は明治維新 150
験 が 長 く， 県 庁
周年と大河ドラマ「西郷どん」放映，2020 年には
生 活 35 年 中 21
東京オリンピック・パラリンピック，鹿児島国体と
年を商工労働水
鹿児島県へ大勢の方々をお見えになる予定です。
産部で過ごして
大隅地域振興局をはじめとして県全体で大勢の
います。
方々をお迎えするための環境整備，PR に力を入れ
中小企業の経
営 革 新， 金 融， ているところです。
大隅半島へも多くの方々がお見えになると思いま
産 業 振 興， 農 商
▲今年 4 月に鹿児島県大隅地域振興 工 等 連 携， 商 店
す。人と物が動くところはビジネスチャンスです。
局長に着任された堀之内健郎氏
また，私たちは，これまで４市５町と一体となっ
街振興など商工
て社会資本整備に取り組んできました。
部門の様々な仕事を商工会議所，商工会の方々や県
これらのチャンスと蓄積を是非，ビジネスに生か
内の企業の方々と一緒に行っていました。
していただき，地元経済界で享受していただきたい
ここ最近では，
「かごしま産業おこし郷中塾」と
と思います。
いう企業の後継者・幹部を育成する塾を，「食品関
例えば，2020 年の東京オリンピック・パラリン
連産業振興プロジェクト」その後継事業である「新
ピックの選手村への食材供給は，国際基準で行われ
かごしま “ 食 ” と “ 職 ”」の魅力向上・加速化プロ
る予定です。ここに納品できる力があれば，全世界
ジェクト」では，食品関連産業は，本県の工業統計
でも通用する食材となり得ます。
での出荷額で最大のシェアを持っているにもかかわ
衛生管理，履歴管理，できればハラル対応，物流
らず，全国比較で少ない１社当たりの付加価値額を
方法など課題はありますが，是非地元経済界でチャ
伸ばし雇用に結びつけるという取組みを行っていま
レンジしていただきたい項目です。
した。
◆大隅の印象
このような，ビジネスチャンスをモノにするには，
これまで，大隅半島での勤務経験はありません。
新たな事業を構想し，そのビジネスができる人材を
ここ３ヶ月の大隅での生活で確信したことは，
登用し，はじめは小さく立ち上げ，経験を積ませ，
・とにかく素材勝負ではありますが食べ物が何を食
大きく育てる。小さな失敗や見当違いはすぐに修正
べても「おいしい」「安い」「量が多い」
し，あきらめないことが大切だと思います。
・「大隅全体の発展を考えていらっしゃる」経営者
そして投資も必要です。
の方，企業後継者，若手の大規模農業者の後継者
「人をお迎えするための投資」，「お迎えした人に
がいらっしゃる。
喜んでいただくための投資」，「お迎えした人と接す
・大隅は，ちょっとした，知恵と工夫次第で大きな
る人材への投資」
，「オペレーションを効率化する情
伸びが期待される地域で，チャンスに恵まれてい
報化投資」，「大隅のことを知っていただくための投
る。
資」などが必要であります。
・一方で，ものづくりには力を入れるが，企画，営
是非，機会を見つけて，今後の投資のこともお考
業，販売，アフターフォロー，リピーターを増や
えいただきたいと思います。
すといった他人とコミュニケーションをとりなが
大隅地域振興局も，皆様方と一緒になって大隅の
ら仕事をすることは若干苦手。だから，大隅の良
将来に役立つ仕事をしていきます。
さが知られていない。
鹿屋商工会議所会員の皆さんの事業家精神，事業
・農林水産業という，一つの非常に強い産業に特化
構想力に期待したいと思います。
しているが故のもろさ。― 天候不順による不作，
農林水産物の疫病発生，国際政治の変化による為
替相場に左右される資材・燃油価格・代替品価格
など，農林水産業が産業として存立する条件の不
透明さが地域経済に及ぼす影響が大きい。―
いずれにしても，
「食」という現物を地域として
供給できる力はあります。
課題は，
新たな需要をどのようにして見つけるか，
生み出すことが大隅発展の課題だと思います。
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鹿児島県商工会議所連合会会員総会・議員大会開催！
5 月 30 日（火）鹿児島市の城山観光ホテルにおいて、「鹿児島県商工会議所連合会会員総会・議員大
会」が開催されました。県下 11 の商工会議所会頭で構成される会員総会後、関係機関、商工会議所議員
179 名が参加し、議員大会が開催されました。
議員大会では、三反園訓鹿児島県知事の講話があ
り、
「人口の減少が、鹿児島県の衰退に繋がること
から平成 29 年度予算では子育て支援に 330 億円の
予算を計上し、乳幼児医療の窓口負担ゼロなどの支
援を行って参ります。
また、鹿児島には素晴らしい商品が数多くありま
すが、これまで PR 力がありませんでした。素晴ら
しい商品を PR するには戦略が必要であると考え『Ｐ
Ｒ観光戦略部』を創設しました。
これまでの前例にとらわれず、県民と協力し県政
の運営を行って参ります。」と述べられました。
▲議員大会で県の施策を語る三反園訓鹿児島県知事

鹿児島県事業引継ぎセンターを
ご存知ですか？

相談料無料
秘密厳守

鹿児島県事業引継ぎ支援センターは、次世代の事業引継ぎに関する様々な課題解
決を支援する公的相談窓口です。中小企業の事業引継ぎの実務に精通した専門相
談員が秘密厳守でご相談を承ります。相談は無料です。
【ご相談の流れ】
1. お申込み・受付

2. ご相談・相談員によるアドバイス

3. 事業引継ぎ支援

●まずは「相談予約申込書」を FAX
で送信ください。
電子メールの場合、鹿児島商工会
議所のホームページからお申込み
ください。
（上記の方法が困難な
場合は、電話によるお申込みも可
能です。
）
●お申込み後、担当者からお電話で、
相談日の日程調整をさせていただ
きます。

●当センターの窓口までお越しいた
だくか、専門相談員が事業所へお
伺いします。
●相談員が会社の状況や社長様のご
意向をお伺いのうえ、事業実態の
把握や具体的な課題を抽出し、親
族内・従業員承継、第三者承継な
どの事業引継ぎに関わる様々なア
ドバイスをいたします。

●ご相談の結果、お客様が M&A な
どによる第三者の事業引継ぎを希
望される場合は、
①その内容に応じて、金融機関な
どの橋渡し
②全国の事業引継ぎ支援センター
に登録されている売り・買いの
情報の提供
などの支援を行います。

鹿児島県事業引継ぎセンター

TEL:099-225-9533 FAX:099-227-1977

〒892-8588 鹿児島市東千石町1-38 アイムビル13階（鹿児島商工会議所内） http://www.kagoshima-cci.or.jp E-mail:k-hikitsugi@chic.ocn.ne.jp
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春の大型連休期間中の景況調査について（結果）
□ 調査期間
□ 調査件数

平成 29 年５月８日（月）〜 12 日（金）〈５日間〉
鹿屋市内の関連企業 26 事業所等

【大型スーパー・地元小売店】
今年の春の大型連休は、2 年ぶりに開催された「エアーメモリアルｉｎかのや」（以下エアメモ）や、「かの
やばら祭り」等の影響から、他地域から鹿屋市を訪れる観光客が増加し、
その流れで店舗が賑わったり活気があっ
たりした印象はある。しかしながら、3 〜 4 年前の来客・車輌台数では無く、徐々に客足が減っているのも事
実と思われる。昨年の熊本地震の影響による品薄状態も殆ど無く、例年同様の業況に戻っている。
【コンビニエンスストア】
全体的に天候が悪く客足は悪かったが、イベント等がある周辺地域のコンビニでは良かったようで、立地状
況により明暗が分かれた感じである。客単価は昨年の 500 円から 600 円まで上がっている。要因としては家
族連れの来客が目立ち、飲料・弁当の売上が増えた。鹿屋市内でのコンビニは出店も止まり、現在、膠着状態
になっている。
【家電販売業】
売上は前年と比較して増加。客数と客単価に着目すると、客単価の良さが目を引く。この時期はエアコンが
動き出す時期であり、昨年も出足が早かったが、今年はその傾向が顕著に現れている。連休中は天候に恵まれ
たが、家電の売上に影響があるのは気温である。暑い日が少し続けば、エアコンの売れ行きが大きく伸びる。
東京オリンピックが近づいていることもあり、テレビや長時間録画が可能なレコーダー等の売上も上がってき
ている。
【自動車販売業】
大型連休による特徴的な動きはなく、売上も例年とほとんど変わらなかった。来店客数も、通常の土日と同
程度であった。新車販売に力を入れ、営業担当者を増やしていることもあり、中古車より新車売上の方が高い
傾向にあるが、月によって開きがある。売れ筋の車種については、ここ数年のトレンドと変わらず、ハイブリッ
ト車や、コンパクトカー、軽自動車が人気である。
【タクシー業】
昨年に比べ、利用者数は少し落ちている。自家用車の普及に伴い、タクシーの利用者は年々減少している傾
向にある。加えてドライバーが不足しているので、タクシー利用の需要がある時に配車ができないことも痛手
となっている。また、大隅半島は観光地が少ない為、県外から問い合わせは来るが、バラ園や基地史料館以外
に紹介できる場所が無く、大型連休中の観光客による利用数も、思うように伸びない。
【バス業】
昨年は、熊本地震の影響があり利用者数が大きく減少したが、今年は例年並みに持ち直している。しかし、
天候が崩れた期間もあった為、利用者は思うように増えなかった。観光バスの利用においては、三年ほど前に
料金を値上げした為、減少傾向にある。部活動の遠征や結婚式などで利用する方の割合が高く、観光目的とし
てバスを利用する方は少ない。
【ガソリンスタンド店】
昨年に比べると、熊本地震やエアメモ中止の影響がなかった事で、総体的な車の流入台数は増加している。
しかし、鹿屋市内の格安スタンドの台頭もあり、各々の店舗の流入台数は立地場所によって状況が異なる。
今後については、一時的には安売り店の価格に引っ張られる形で、ガソリン価格は下がる傾向になると思われ
るが、1 〜 2 年の長期スパンで見ると、大手石油メーカーの合併・提携等も進み、安売り店は石油の仕入先が
限られてくることから、安売り店は低価格の維持が困難になり、価格は横並びになってくる可能性が高いと見る。
【ホテル業】
利用客数は例年通り。宿泊客においては、小中学校のスポーツ団体が多かった。エアメモ前後は自衛隊ＯＢ
等の関係者や県外からの宿泊客が多かったが、ブルーインパルスが来た 2014 年ほどではなかった。また、帰
省しても実家に泊まらずに、ホテル宿泊をする利用者が増加している。披露宴においては、件数は前年比増だが、
一件あたりの招待客の人数は減少傾向にある。帰省する友人・知人を呼ぶために、大型連休中に披露宴を行う
人が増えている。レストラン会場の利用者においては、初節句祝いや帰省中の家族連れが目立った。宴会は少
なかった。
【飲食店】
大型連休期間中の客足・売上は例年とほぼ変わらず横ばい。昨年は震災の影響で人の動きが少なく、売上に
も繋がらなかったが、今年は例年並みに客足も戻り、売上も悪くなかった。客層としては、家族連れや帰省客、
県外からの来店も多く見られた。また、初節句祝い・法事等での利用も多く見受けられた。エアメモのあった
4 月 29 日は団体の予約があったが、一般のお客様はエアメモ会場へ行く為、来店は少なかった。
【旅行代理店】
海外への旅行客はほとんどなく、大半の旅行先は国内である。関東、関西方面は平年並みに推移。家族旅行で、
ディズニーランドやＵＳＪへ行くお客様の割合が高い。飛び石連休のため、福岡や長崎などの九州も人気であっ
た。昨年は熊本地震の発生により、行き先が九州の旅行客はキャンセルや目的地の変更が目立ったが、今年は
特に影響も無く、売上・顧客ともに、例年並みに回復している。
【建設業】
建設関連においては、昨年より継続的に受注が多かったが、ここ最近は落ち着いてきている。土木関連にお
いては、昨年 9 月の台風被害が激甚災害指定されたこともあり、今後も公共工事が多くなる見込みである。建
設業全体としては資材不足のほか、人材も不足している。募集をかけても人がなかなか集まらず、また、高齢
化も進んでいるため、今後も技術者の不足が懸念される。
7

KANOYA CHAMBER

参加者募集

加工食品開発個別検討会を開催します !!

既存商品や開発中・構想中の商品などを加工食品開発支援・販路開拓の専門家（講師）と個別で検討し
合うことにより、商品の訴求効果を高め、更に売れる商品づくりを目指す検討会です。
専門家の的確な意見やアドバイスが受けられる絶好の機会です。是非この機会にご参加ください。
【日
【場
【講
【内
【定
【参

時】 平成 29 年８月８日（火）14:30 〜 17:20
８月９日（水）10:00 〜 11:50
所】 鹿屋商工会議所
師】 伊藤 順 氏（株式会社キースタッフ 代表取締役副社長）
容】 １社 50 分間の事前予約制個別検討会
員】 ５社
加 料 】 5,000 円 / 社（当所会員の方）
20,000 円 / 社（当所会員以外の方）

▲前回の検討会の様子

※検討会参加には事前にお申込みが必要です。同封のチラシをご覧ください。

「IT を使って会社を元気にするセミナー」開催のご案内！
こんな方に聞いて欲しい！

セミナーで学べること！！

●市場縮小（人口減少）で売上がジリ貧

◆増えた、安く OR 無料で使える IT ツール

●人手がなくて仕事がこなせない

◆そもそも IT って何？
◆ IT 導入で成功した事例
◆実践で使える IT ツールの選び方
◆ IT 導入実践を補助する施策

●ネットとか SNS とか IT はわからない
● IT 活用なんてお金はかけられない
●どう工夫したらよいか想像がつかない

【日
【場
【講

時】 平成 29 年８月 18 日（金） 14:30 〜 16:30
所】 鹿屋商工会議所 会議室 （鹿屋市新川町 600 番地）
師】 有限会社 インテリジェントパーク
代表取締役 荒添 美穂 氏
【定 員】 50 名（定員になり次第締め切らせていただきます）
【受講料】 ＜当所会員の方＞…無料
＜当所会員以外の方＞…2,160 円（当日お支払いください）
※詳しい内容につきましては、同封のチラシをご覧ください。
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KANOYA CHAMBER
業況ＤＩは、4 カ月連続改善。先行きは慎重な見方が残り、横ばいを見込む
商工会議所LOBO
（早期景気観測）−2017年６月調査結果（概要版・付帯調査）−
▼

ポイント
6 月の全産業合計の業況 DI は、▲ 14.5 と、前月から＋ 1.7 ポイントの改善。電子部品、自動車関連の生産・
輸出や、建設・設備投資の堅調な動きが続いているほか、それらの関連商品を中心に卸売業の業況感が改善した。
また、インバウンドを含め好調な観光需要を取り込んだ小売業に持ち直しの動きがみられた。他方、消費者の
節約志向や人手不足の影響拡大、原材料費・運送費の上昇を指摘する声が多く聞かれるなど、中小企業のマイ
ンドには依然として鈍さがみられる。
先行きについては、先行き見通し DI が▲ 14.7（今月比▲ 0.2 ポイント）とほぼ横ばいを見込む。輸出や設
備投資の拡大に加え、インバウンドを含む観光需要や中元商戦、夏のセールなど、消費の回復に期待する声が
聞かれる。他方、人手不足の影響拡大、消費者の節約志向、原材料費・運送費の上昇、地政学的リスクなどへ
の懸念から、中小企業においては業績改善に確信を持てない企業が多く、業況感は横ばい圏内との見方が続く。
【ブロック別概況・九州】
○全産業の業況 DI は、前月と比べ悪化。産業別にみると、卸売業、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。
○「技術者、特に施工管理技士が不足しているため、人
材確保を目的に賃上げを実施した。建設資材価格も上昇
しているため、収益が圧迫されている」
（一般工事業）、
「気
従業員 DI
温の上昇に伴い、飲料品の出荷が多くなり、売上は改善
売上 DI
資金繰りDI
した。ただし、運送費が上昇したため、今後売価を見直
す必要がある」（飲食料品卸売業）
、「新卒・中途ともに
応募者が減り、新規採用者で退職者の補充ができないた
採算 DI
め、大型案件や納期の短い注文を受けることが難しく、
仕入単価DI
業況 DI
（下落−上昇）
売上は悪化した」（鋼板等製造業）
○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、全業種で悪化の見込み。

小園博常議員

ご逝去

当所常議員（２号議員）小園博氏（株式会社園幸

取締役）

が去る７月１日（土）にご逝去されました。享年 60 歳でした。
平成 13 年より当所議員として、第 29 期においては当所常
議員のほか地域開発委員会委員長、建設建材部会部会長を務
めるなど、当所活動にご貢献賜りました。
謹んでご冥福をお祈りいたします。

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

句
節句

結納
行楽

法事
事

〒 893-0064
ご予約・お問い合わせ専用ダイヤル

入学
学
卒業
業

研修

鹿児島県鹿屋市西原 1 丁目 9 番 10 号

（年中無休）
受付時間／AM9:00〜PM9:00迄
受
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

フリー
ダイヤル
専用 FAX

受付時間／24時間対応
ご予問い合わせ専用ダイヤル

FAX 0994-42-5226
9

KANOYA CHAMBER

平成 29 年度
かのや夏祭り
行事日程

８月５㊏
※交通規制予定 14：00 〜 21：00
12：00 〜神事（八坂神社）
14：00 〜出御祭（八坂神社）
14：05 〜シエルブルー疾走（市街地）
15：00 〜音楽隊パレード（市街地）
15：15 〜御巡行（市街地）
16：30 〜還御祭（八坂神社）
16：00 〜総踊り（市街地）
※雨天決行
暴風雨時等延期 8 月 11 日（金）
山の日（祝日）

８月６日㊐
18：00 〜演芸大会
古江漁港特設舞台
19：45 〜主催者挨拶 古江漁港特設舞台
20：00 〜納涼花火大会 古江漁港岸壁
※少雨決行
暴風雨時等延期 8 月 12 日（土）

鹿屋市商店街連合会定期総会開催！
6 月 27 日（火）ホテルさつき苑において市内 13 商店街・通り会より 31 名が出席し、鹿屋市商店街
連合会の「平成 29 年度定期総会」が開催されました。
冒頭で久木田弘会長が「昨年発生した熊本地震への支援ということで、連合会と致しましても義援金の送
付や被災地での炊き出しを行いました。また視察研修も、被災地熊本に赴き商店街等の被災の状況を目の当
たりにし会員一同大きなショックを受けました。
また鹿児島マラソンと同じ日に開催された SHOW
−１グランプリは、天候の影響もあり売上は芳しくあ
りませんでしたが、今後も出店者を商店街連合会とし
て支援を行っていきたいと思います。
これから各商店街・通り会イベント等ございますが、
皆で協力して鹿屋の街を盛り上げていきましょう」と
挨拶。
総会では、平成 28 年度事業報告ならびに決算報告、
平成 29 年度事業計画案及び予算案が承認された後、
商店街として取組むべき活動や活性化策への提案が行
われるなど盛況裡に閉会しました。

鹿屋市永小原町３５５８-3
TEL：0994-47-2855
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▲総会の冒頭挨拶を行う久木田会長

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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エアーメモリアルinかのや2017

アンケート調査結果
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４月 30 日（日）に「エアーメモリアル in かのや 2017」が海上自衛隊鹿屋航空基地にて開催されました。
今年は、1 日群司令の任命式や海上自衛隊 T-5 飛行展示、陸上自衛隊の装備品機動展示などこれまでに
࡞ࡇࢀࡲ࡛࡞࠸ᒎ♧ࡀ⾜ࢃࢀࡿ࡞᪂つ࣋ࣥࢺࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡸ35ࡢຠᯝࡀⱝᖸ࡛ࡣ
ないイベントが行われるなど新規イベントへの取り組みや PR の効果が若干ではありますが現れた形とな

࠶ࡾࡲࡍࡀ⌧ࢀࡓᙧ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋᙜᡤ࡛ࡣᖺ࢚࣮࣓ࣔࣜࣝLQࡢࡸ㛤ദᬒἣ

りました。当所では例年エアーメモリアル in かのや開催時に来場者へのアンケート調査を実施しており、

ᐇࡋ࡚࠾ࡾࠊᮏᖺࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
本年は以下のとおりの調査結果となっております。
◆調 査 日

平成 29 年 4 月 30 日（日）

یㄪᰝ᪥ࠉࠉᖹᡂᖺ᭶᪥㸦᪥㸧
◆調査方法
当日会場内にて無作為に来場者に対してアンケート調査を実施
・午前の部 11：00 233 枚回収
یㄪᰝ᪉ἲࠉࠉᙜ᪥ሙෆ࡚↓సⅭ᮶ሙ⪅ᑐࡋ࡚ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ
・午後の部 12：30 277 枚回収
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ࣭༗๓ࡢ㒊ࠉ㸸ࠉᯛᅇ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ࣭༗ᚋࡢ㒊ࠉ㸸ࠉᯛᅇ
合計 500 枚回収
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉྜィࠉᯛᅇ
◆入場者数

24,000 名（エアーメモリアル in かのや実行委員会発表）

＜平成 28 年度は熊本地震の為中止＞
یほᐈᩘࠉࠉྡ㸦࢚࣮࣓ࣔࣜࣝLQࡢࡸᐇ⾜ጤဨⓎ⾲㸧
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉͤཧ⪃㸸ᖹᡂᖺᗘࡣ⇃ᮏᆅ㟈ࡢⅭ୰Ṇ
【平成 27 年度：23,000 名・平成 26 年度：49,000 名（ブルーインパルス招聘）
】
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ࠙ᖹᡂᖺᗘ㸸ྡ࣭ᖹᡂᖺᗘ㸸ྡ㸦ࣈ࣮ࣝࣥࣃࣝࢫᣍ⪸㸧ࠚ

⏨ڧዪẚ⋡
↓ᅇ⟅
ዪᛶ
⏨ᛶ

ڧᖺ㱋ẚ⋡
ϲ

↓ᅇ⟅
䠔䠌ṓ௨ୖ
䠓䠌௦
䠒䠌௦
䠑䠌௦
䠐䠌௦
䠏䠌௦
䠎䠌௦
䠍䠌௦

Ϯϱϴ
Ϯϯϲ
Ϭ

ϭϬϬ

ϮϬϬ

ϯϬϬ

䜰䞁䜿䞊䝖ᅇ⟅⪅䛻䛚䛡䜛⏨ዪẚ䛿㻡㻞䠖㻠㻤
アンケート回答者における男女比は
52：48
䛸䜋䜌ྠᩘ䛸䛺䜛䚹
とほぼ同数となる。
ڧᮏ᪥ࡣࡕࡽࡽ࠾㉺ࡋ࡛ࡍ
↓ᅇ⟅
ᕞෆ

ϭϮϴ

㮵ඣᓥ┴ෆ

ϭϮϱ
ϭϬϮ

㮵ᒇᕷ

ϭϭϰ
Ϭ

ϱϬ

ϭϬϬ

ϯϴ
ϵϰ
ϵϱ
ϴϰ
ϴϲ
ϰϴ
ϰϱ
ϮϬ

ϰϬ

ϲϬ

ϴϬ

ϭϬϬ

ᖺ㱋ᒙ䛷䛿䚸㻡㻜௦䛜୍␒ከ䛟䚸ḟ䛔䛷㻢㻜௦䞉㻟㻜௦䛸
年齢層では、50 代が一番多く、次いで 60 代・30
䛺䜛䚹
Ꮚ⫱䛶䛜⤊䜟䛳䛯ୡ௦䛿ኵ፬䜅䛯䜚䛷䛾᮶ሙ䚸㻟㻜
代となる。
௦䛿ᐙ᪘㐃䜜୰ᚰ䛷䛾᮶ሙ䛜ከ䛟ぢ䜙䜜䛯䚹
子育てが終わった世代は夫婦ふたりでの来場、30
๓ᅇ䛸ẚ䜉㻝㻜௦䛜ቑ䛘䛶䛔䜛䛜䚸ᐙ᪘㐃䜜䛷䛾᮶
ሙ⪅䛜ቑ䛶䛔䜛䛣䛸䛜せᅉ䛸䛧䛶ᣲ䛢䜙䜜䜛䚹
代は家族連れ中心での来場が多く見られた。

Ϯϵ

㮵ඣᓥᕷ

ϵ

Ϭ

Ϯ

ᕞእ

ϭ

前回と比べ 10 代が増えているが、家族連れでの
ϭϱϬ

来場者が増ていることが要因として挙げられる。

ࠉ
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⮬ڧᏯ௨እࡢሙᡤ࡛ᐟἩࡉࢀࡲࡋࡓ
⮬ڧᏯ௨እࡢሙᡤ࡛ᐟἩࡉࢀࡲࡋࡓ

ϱϬ

↓ᅇ⟅
EK
z^

ϯϲϵ
ϴϭ
Ϭ

ϭϬϬ

ϮϬϬ

ϯϬϬ

EK
z^

ϰϲ
ϰϱϰ
Ϭ

ϰϬϬ

‶ࡢࢺࣥ࣋ڧ㊊ᗘࡣ
‶ࡢࢺࣥ࣋ڧ㊊ᗘࡣ
ࡣ
↓ᅇ⟅
ఱ䛸䜒䛔䛘䛺䛔
‶
䜔䜔‶
ᬑ㏻
ᴫ䛽‶㊊
‶㊊

ڧሙ࡛ࡣఱ㉎ධࡉࢀࡲࡋࡓ
ڧሙ࡛ࡣఱ㉎ධࡉࢀࡲࡋࡓ

ϭϬϬ

ϯϬϬ

ϰϬϬ

ϱϬϬ

ڧᅇࡢࡈண⟬ࡣ࠾࠸ࡃࡽ࡛ࡍ
ڧᅇࡢࡈண⟬ࡣ࠾࠸ࡃࡽ࡛ࡍ

ϱϱ

ϭ༓ᮍ‶
ϭ༓䡚ϯ༓
ϯ༓䡚ϱ༓
ϱ༓䡚ϭ
ϭ䡚Ϯ

Ϭ
Ϭ
ϵ
ϰϯ
ϭϮϮ
ϭϬϬ

ϮϬϬ

ϯϬϬ

満足・概ね満足の回答が約９割を占めている。
‶㊊䞉ᴫ䛽‶㊊䛾ᅇ⟅䛜⣙䠕䜢༨䜑䛶䛔
䜛䚹䜎䛯䚸䜲䝧䞁䝖䝇䝍䝑䝣䜔⮬⾨㝲㝲ဨ䜈䛾ឤ
また、イベントスタッフや自衛隊隊員への感謝の
ㅰ䛾ኌ䜒ከ䛟ᣲ䛜䛳䛶䛔䛯䚹
声も多く挙がっていた。
䜔䜔‶䛾᮶ሙ⪅䛛䜙䛿䚸ሙෆ䞉࿘㎶䛾
やや不満の来場者からは、会場内・周辺の案内
ෆᯈ䛾ቑタ䜔䜲䝧䞁䝖䜰䝘䜴䞁䝇䛜⪺䛝ྲྀ䜚䛻䛟
䛔䛺䛹䛾ពぢ䛜ᣲ䛢䜙䜜䛯䚹
板の増設やイベントアナウンスが聞き取りにくい
などの意見が挙げられた。

□エアーメモリアル in かのやに対し
寄せられたご意見 ･ ご要望

ϰϱ
ϭϰϵ
ϭϭϭ
ϵϮ
ϱϬ
Ϭ

Ϯϳϭ
Ϭ

ϮϬϬ

ϱϬ

ϭϬϬ

ϭϱϬ

ϮϬϬ

約 9 割の来場者が会場内において購入している
が、多くは食べ物や飲み物の購入であり、3 千円
以内の予算帯が全体の４割を占めている。

□総

評

昨年は、熊本地震の影響から開催されず２年ぶ
りの開催であったが、天候にも恵まれ、来場者
数は平成 27 年度：23,000 人から平成 29 年度：
24,000 人と微増。平成 26 年度がブルーインパル
スの招聘もあり、49,000 人の来場者があったこ

・ブルーインパルスを招聘して欲しい

とを踏まえると観客数を増加させるためには、意

・オスプレイを招聘して欲しい

見・要望にも多く挙げられているように、ブルー

・展示飛行の回数を増やして欲しい

インパルスの招聘が一番であるが、毎年の招聘は

・会場（駐車場・駐輪場も含む）までの案内板が
少ない
・アナウンスがよく聞こえない

困難であるため、イベント内容の見直しや他イベ
ント（ばら祭り 等）とのコラボイベントなどの実
施を図っていく必要がある。また、エアメモの事
前・事後の他観光地への人の流れは悪く、来場者

・隊員と触れ合う機会を増やして欲しい

層・宿泊状況・交通手段・来訪地域等からも宿泊

・ゴミ袋の配布は良かった

を伴う長期滞在の観光客は少なく、一時的な滞在
のみであると判断される。購買動向についても予
算 3,000 円以下の飲食物が中心であり、地域への
経済効果は薄かったと考えられる。
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『創業なんでも個別相談会』
鹿屋市、㈱日本政策金融公庫鹿屋支店、かのや市商工会、鹿屋商工会議所で構成する鹿屋市創業応援ネッ
トワーク連絡会議では、毎月「創業なんでも個別相談会」を開催しています。
㈱日本政策金融公庫鹿屋支店の融資担当者も同席致しますので、創業に関する融資、また創業計画書の
書き方、補助金・助成金のご相談まで、創業に関するあらゆる相談が可能です。
ぜひ、ご利用ください。
【日 時】 毎月第１水曜日 午前 10 時〜午後４時
【今後の開催予定】 平成29年 ８月２日（水）、９月６日（水）
※相談時間は、正午〜午後１時を除く概ね１時間以内
【場 所】 鹿屋商工会議所
【対象者】 新たに創業を目指している方・新たな事業分野への進出に取り組もうとしている方等。
【相談料】 無 料
【お申込み先・連絡先】
ホームページより申込書をダウンロードし、必要事項を記入の上、ＦＡＸまたは電話にて鹿屋商工会議
所までお申込み下さい。
【お問い合わせ先】鹿屋商工会議所（鹿屋市新川町 600 番地）TEL:0994-42-3135 ／ FAX:0994-40-3015

でも相談の ご 案 内
ん
な
律
法
鹿屋商工会議所では、管内の事業所を対象に『法律なんでも相談』を実施致します。事業上
の金銭貸借・事業承継による相続問題など、法律に関するご相談に応じます。どうぞ、お気軽
にお申し込みご相談下さい！【秘密は厳守致します。
】
☆日
☆場
☆相

時☆

談

所☆
料☆

☆ 担当弁護士 ☆

平成 29 年８月 21 日（月）
≪ 13：30 〜 16：30【１人 30 分・定員５名】≫
鹿屋商工会議所（１階 相談室）
当所会員の方
1,080 円（税込み）
〃 非会員の方
3,240 円（税込み）
おおすみ法律事務所
濱田 徹 弁護士

相談には事前予約が必要です。
申込書に相談概要をご記入の上、事前に右記連絡
先までお知らせ下さい。
（FAX 可）折り返し、相
談内容等についてお伺いさせて頂きます。

【連絡先】鹿屋市新川町６００番地
鹿屋商工会議所 中小企業振興部
ＴＥＬ ０９９４（４２）３１３５
ＦＡＸ ０９９４（４０）３０１５
〔振興課まで〕

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

T E L (0994) 43-4178
FAX (0994) 44-9371
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〜鹿屋商工会議所が実施する検定紹介〜

かごしま検定
―鹿児島観光・文化検定―
悠々と噴煙を上げる桜島、波静かな錦江湾、明治維
新を中心とする歴史や、独特の南国文化。鹿児島の個
性豊かな地域資源は、永年、人々の心を魅了しつづけ
てきました。鹿児島の誇りであるこれらの魅力を大い
にアピールし、ひとりでも多くの鹿児島ファンを増や
していくことが、これからの鹿児島には求められてい
ます。かごしま検定は、鹿児島県の内外問わず、多く
の方々が、鹿児島への関心を持ち、その素晴らしさを
実感していただくため実施するものです。
試験は、鹿児島の自然、歴史、文化、地域の特徴、産業・
経済の５分野から出題します。
また、合格者には県内観光施設等を利用する際、入
場料が割引になる特典があります。
（平川動物公園や
かごしま水族館等）

女性会通信
去る５月 11 日（木）、平成 29 年度女性会通常総会
が開催されました。右田恵美子会長が「今年度は女性
会活動の場をさらに広げ、様々な活動に積極的に取り
組んでいきましょう。また会員一丸となって女性会を
盛り立てていきましょう。」と挨拶。来賓を代表して
当所和田輝明副会頭が「当所女性会の活躍推進のため、
会員増強への協力や各活動へのサポートを行っていき
ます。今年度も女性会のさらなる活躍を期待していま
す。」と挨拶を述べました。
議事では、平成 28 年度事業報告並びに収支決算、
平成 29 年度事業計画（案）並びに収支予算（案）が
原案通り承認されました。また総会において、
『会員
増強を図りながら女性目線で地域振興・鹿屋の発展へ
と繋がる活動の充実を目指す』と本年度の目標を確認
し、盛況裡に閉会しました。

＜試験日程＞
平成 29 年９月６日（水）
〔マスター試験・シニアマスター試験〕
申込期間：平成 29 年７月７日（金）〜８月 10 日（木）
平成 30 年２月４日（日）
〔マスター試験・シニアマスター試験〕
申込期間：平成 29 年 12 月１日（金）〜
平成 30 年１月 12 日（金）

▲総会にて本年度の抱負を述べる右田会長

《女性会会員募集中》
一緒に活動しませんか !!

受験料：3,240 円（税込）
※マスター試験、シニアマスター試験共通
シニアマスター試験については、マスター試験の合格
が受験資格となります。
申込方法：鹿屋商工会議所又は鹿児島商工会議所の窓
口まで受験料を添えて申込む。
◎かごしま検定の詳細については鹿児島商工会議所企
画産業部までお問い合わせください。
ＴＥＬ：０９９−２２５−９５１１
鹿児島商工会議所ホームページ

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

KANOYA CHAMBER

軽減税率対策補助金のお知らせ
平成 28 年 11 月 18 日に消費増税延期法が成立し、消費税の軽減税率制度は、平成 31 年 10 月 1 日から実
施されます。中小企業・小規模事業者の方々に、軽減税率実施への対応を円滑に進めていただくために、軽減
税率対策補助金の申請受付期間を平成 30 年１月 31 日まで延長（ただし、B-1 型については、平成 30 年 1 月
31 日までに事業完了報告書を提出。
）いたします。

複数税率対応として、2 つの申請類型があります。
A 型：複数税率対応レジの導入等支援
複数税率に対応できるレジを新しく導入したり、対応できるように既存のレジを改修したりするとき
に使える補助金です。
※レジには、POS 機能を有していないレジ、モバイル POS レジシステム、POS レジシステムなどを含み
ます。
B 型：受発注システムの改修等支援
電子的な受発注システム（EDI/EOS 等）を利用する事業者のうち、複数税率に対応するために必要と
なる機能について、改修・入替を行う場合に使える補助金です。
B − 1 型：受発注システム・指定事業者改修型
B − 2 型：受発注システム・自己導入型
平成 30 年 1 月 31 日までに導入または改修等が完了したものが支援対象となります。
A 型及び B-2 型

平成 30 年 1 月 31 日までに申請（事後申請）
平成 30 年 1 月 31 日までにシステム改修等を終え、事業完了

申請受付期限
B-1 型

報告書を提出（事前申請。交付決定 以前に作業着手した場合
は補助対象になりません。）
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「顧客の心を掴む感動できるサービス」
6 月 7 日（水）当所において、有限会社
香取感動マネジメント代表取締役香取貴信
氏を講師に招き、講習会を開催しました。
ディズニーランドで数多くのアトラク
ションを担当し、イベント企画会社で数多
くのイベントを手掛け、その手腕に定評の
ある香取氏は、 失敗談を含めた自らの経
験をもとに、お客様の心を掴み、感動して
もらうにはスタッフが一丸となって、提供
するサービスに心を込めることが大切だと
説明されました。
参加者からは「目からウロコでした」
「経
、
験談や影響を受けたことを話してもらえ
て、とても参考になった」といったご意見
をいただきました。

▲講師：香取氏の話を熱心に聞く参加者

「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」
6 月 21 日（水）当所において、ヒロモウェ
ブ代表の小林裕典氏を講師に招き、販路開
拓セミナーを開催しました。
「楽天市場ショップオブザイヤー」ペッ
トジャンル賞 6 年連続受賞の「快ねこ生活」
を運営する会社（当時）で、企画制作部門、
新規事業に携わった経験を持つ小林氏。
サイトを作る際のポイントについて、ク
ラウドソーシングを活用したサイト作成の
ほか、自社サイトの定期的な見直しについ
ても勧められ、経営者の意見や考え方が変
わればサイトの見た目も変わるべきなど、
実際の取り組み事例をもとにわかりやすく
解説していただきました。
▲多くの聴講者で賑わった販路開拓セミナー
参加者からは、
『今回のセミナーで HP を
利用した販路開拓の知識が広がった。
』
『最近の Web 販売の流れや、顧客視点・心理に立って Web を作り
込むことの大切さがわかった。』などの感想をいただき、好評のうちに終了しました。
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さんの
の ひろば
会員さん

店
名
Ａｍｏｕｒ（アムール）
代 表 者： 永井 一希
住
所： 〒 893-0056 鹿屋市上野町 5228-3
電
話： 080-9245-9362
駐 車 場： あり（7 〜 8 台分）
営業時間： 昼の部 11 時 00 分〜 15 時 00 分
（オーダーストップ 14 時 30 分）
夜の部 18 時 00 分〜 23 時 00 分
（オーダーストップ 22 時 00 分）
定 休 日： 毎週木曜日、第３日曜日

▲当店人気のフワとろオムライス

当店の一押し品： 『フワとろオムライス』820 円（税込）
鹿屋市上野町のマツダオートザム鹿屋向かいに今年５月 27
日にオープンした飲食店です。
当店は『オムライス』を看板メニューとしております。『オ
ムライス』にかけるソース３種類は全て手づくりを心がけ、様々
な味のバリエーションの『オムライス』を提供しております。
特に女性のお客様を中心に好評頂いております。
また、夜の時間帯は洋風居酒屋としてもご利用頂けます。看
板メニューの『オムライス』の提供はもちろん、お酒に合う居
酒屋メニューも取り揃え、さらにキッズルームも完備しており
ますので、老若男女どなたでもお気軽にご利用ください。

新入会員のご紹介
企業名
有留 隆 塗装
要商事㈲
㈱鹿屋 100all
KOMS
心絆総業
Spring Road
Zero
大衆酒場あるく花
TRS
パンドォル
ひだか整骨院
ひとつむぎ合同会社
ファクトリー牛込
㈱ TAS かのや

相談会場

〜

▲シックな木目調の落ち着いた店内

ご加入いただき、ありがとうございました！〜
代表者名
有 留
隆
東
妙 子
内 村
豪
大久保 雅 之
石 村 信 ニ
鵜 瀬 つかさ
松 岡 洋 助
西之園 友 作
山 重 友 弘
杉 田 秀 俊
日 髙 正 史
青 木 敬 介
牛 込 真 一
落 司 ひとみ

所在地
鹿屋市王子町 3917-13
鹿屋市郷之原町 12729
鹿屋市川西町 4857-5
鹿屋市白水町 244-1
鹿屋市下高隈町 5052-2
鹿屋市古江町 7430-20
鹿屋市寿 5-12-14
鹿屋市寿 2-9-23
鹿屋市旭原町 2610-21
鹿屋市札元 1-4-11
鹿屋市海道町 750-3
鹿屋市田崎町 1169-1
鹿屋市西祓川町 397-2
鹿屋市田崎町 1169-1

【50音順・敬称略】
業種
建設業
飲食業・不動産業
小売業
飲食業
小売業
美容業
飲食業
飲食業
建設業
製造小売業
サービス業
サービス業
サービス業
サービス業

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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「『欲しいもの』と
『似たようなもの』
」
先日、関わっている地域産品の相談で大手チェー
ンのバイヤーさんに会ったときのことです。バイ
ヤーさんが言うには「その地域のものは、なかなか
欲しいものがないんです」「似たようなものはたく
さんあるんだけどね」
。
ここで言う欲しいものとは、彼が考える「売れる
モノ」のことです。似たようなものというのは、同
じような素材、同じような加工法、同じような商品
形態をとっているけれど彼は売れないと考えている
ものです。この「売れる」と「売れない」の間には
どんな一線があるのでしょうか。
私自身もいろいろな地域へ伺って事業者さんと話
していて「欲しいものと似たようなもの」の違いを
実感することがあります。例えば地域の農産物や海
産物を使って「こんな加工食品をつくってみてはい
かがでしょう？」と提案すると「それはもうつくり
ました。でもそんなに売れていません」という答え
が返ってくることが珍しくありません。そのとき私
はいつも「それはただつくってみただけでしょう」
と思うのです。
各地商工会議所の講演会などで何度かご一緒させ
ていただいたローソンのバイヤーである稲葉潤一さ
んは、売れる商品をつくるためには「創って」
「作っ
て」「売る」という３つの要素が欠かせないと言い
ます。１番目の「創って」とは製造のことではなく
「想定したターゲットや消費シーンに対して価値を
明確にすること」
。商品コンセプトやデザイン、
ネー
ミングなどをきちんと考え抜いていることを指しま
す。
２番目の「作って」は製造・生産です。コストと
品質と納品（いわゆるＱＣＤ）を安定させることで
す。３番目の「売る」は、プロモーションです。想
定したターゲットに対して、その商品の持つ価値の
情報をきちんと伝えることです。大衆向けにはテレ
ビなどのメディアを使った広告宣伝から、小規模に
はご近所の口コミやインターネット、ＳＮＳを使っ

たお金をかけないものまで幅広い手法があります。
先に挙げた事例では、この３要素のうち２番目だ
けを行っており、１番目と３番目が全くできていな
いと感じました。出来上がったものは似ていても、
売れるものにはなりません。そもそも１番目の
「創っ
て」
がちゃんとできていないと、
価格設定や販売チャ
ネルに加え、３番目のプロモーションの方向性など
が決められないはずなのです。そこを考えないで商
品ができているということは、単に「作った」だけ
だといえます。
似たようなものだから、そこまできちんとつくっ
ていなくても売れるんじゃないかとも考えがちです
が、売れ行きが全く違ってくることは珍しくありま
せん。例えば、素材やデザインはとても気に入って
いるけれどサイズが全く合わないＴシャツがあった
ら買いますか。そういう話なのです。
日経ＢＰ総研マーケティング戦略研究所
上席研究員
渡辺 和博

◇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。

舞 は がき承ります
見
中
暑

本 社 鹿 屋 市 札 元 2 丁 目 3 8 0 8−6
TEL 0994-43-3094 FAX 0994-43-7172
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〜あなたの夢を現実に！〜
創業を
10月開講
目指す方へ！ 「鹿屋・大隅地域創業スクール」
カリキュラムは以下の通りです。
No. 日程

開催時間

カリキュラムテーマ

カリキュラム講座概要

講師名氏名

1

10/11 18時00分
創業に向けての心構え
（水） 〜21時00分

□
□
□

創業するための条件整理
失敗しないためのポイントやアイデアの出し方
ビジネスプラン作成①

㈱エーアイエー
中馬 千春氏

2

10/13 18時00分
人材の活用方法・育て方
（金） 〜21時00分

□
□
□

創業時の人材の集め方
組織を強くするための人の育て方
ビジネスプラン作成②

㈱エーアイエー
中馬 千春氏

3

10/17 18時00分
マーケティングの基礎知識と営 □ マーケティングの基礎
□ 営業手法や商品開発、販路開拓の仕方
（火） 〜21時00分 業・販売戦略
□ ビジネスプラン作成③

㈱エーアイエー
土成 邦彦氏

4

10/18 18時00分
財務経営力の基盤となる利益計画 □ 経営に必要な基礎知識
□ 利益計画・資金計画について
（水） 〜21時00分 と資金計画の基礎的知識の習得
□ ビジネスプラン作成④

㈱エーアイエー
四郎園 健彦氏

5

10/24 18時00分
財務・法務の基礎知識と事業計画 □ 創業に必要な手続き
□ 税務・法務についての基礎知識
（火） 〜21時00分 の作成ポイント
□ ビジネスプラン作成⑤

㈱エーアイエー
林 英俊氏

6

10/27 18時00分
あなたを必要としている人からみ □ あなたの「いいところを引出 PR する」
□ SNS の特長と基本
（金） 〜21時00分 つけてもらうには
□ ビジネスプランの作成⑥

㈱エーアイエー
下茂 志津子氏

7

10/31 18時00分
見込み客からファンへSNSの育て
（火） 〜21時00分 方

□
□
□

お客さまとのコミュニケーションと注意点
ホームページや実店舗と連携するには
ビジネスプラン作成⑦

8

11/10 18時00分
資金調達と公的資金制度の活用
（金） 〜21時00分

□
□
□

資金調達の手法
創業者融資制度について
小規模企業共済制度等について

㈱エーアイエー
下茂 志津子氏
鹿児島県信用保証協会
㈱日本政策金融公庫

※カリキュラム等はあくまで予定であり、日程等変更する場合がございますので御了承下さい。

お申込み・お問い合わせは当所振興課まで

℡ 0994-42-3135

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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