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▲現在の鹿屋商工会議所会館（平成6年落成）

鹿屋商工会議所　創立70周年記念事業
　　　　　　　　　　　10月20日に記念式典を開催……3p
かのやKEYパーソン
　一般社団法人鹿屋市観光協会　会長　園田泰治氏……4p
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他にも各種対応出来ます。お気軽にお問合せください。
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応出来ます お気軽にお問合せく

before

after
団結力・絆が深まります！！

新
生
魂

キャップ

横断幕

移動着などに大活躍
Tシャツ以外のウェアー、
パンツにもご希望に応じて
プリント出来ます。

持っているだけで
インパクト大
持ち運びもカンタンで、応援の時な
どに持っていれば他を圧倒すること
間違いなし !

屋外での活動や
応援に最適 !
オリジナルＴシャツと
合わせて着用すればより
効果的にご利用出来ます。

全員の思いを形に
1つあるだけでモチベー
ションもグンとUP⇧
1色からフルカラーまで
対応します。

お店の注目度がぐっと上がります!さらにDMやチラシで
制作したデザインをのぼりやタペストリーにすれば、
お得な宣伝セットに!

Ｔシャツ

イベントやお祭りに大活躍!!
のぼり

オリジナル
デザインプリント
オリジナル
デザインプリント承ります

認証NO  DAS 53739204/21/l
ISO27001認証取得

鹿児島県鹿屋市札元 1-22-34
TEL 0994-43-2238  FAX 0994-43-7541
URL http://www.shinsei-p.co.jp

ヒューマン印刷に徹する

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
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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

鹿屋商工会議所は創立70周年を迎えます
～地域の商工業者とともに～

▲創立時の会議所会館（鹿屋市北田町）

10月20日（金）に記念式典を開催 ＜商工会議所会館の変遷＞
　当所は、昭和 22年 10 月 23 日に通商産業大
臣の許可を得てから、本年度創立 70 周年を迎
えます。
　創立 70 周年記念事業を検討する専門部会を
設置し、記念事業に関する協議を重ね、この程
内容が決定致しました。
　主な記念事業の概要は下記の通りです。

▲現在の当所会館（鹿屋市新川町）

▲昭和 45年旧会館が落成（鹿屋市共栄町）

1.  記念式典、祝賀会
　日　時　平成 29年 10月 20日（金）
　　　　　記念式典　15時 30分 ~16時 40分
　　　　　祝賀会　　17時 00分 ~18時 30分
　会　場　かのや大黒グランドホテル
　　　　　（鹿屋市共栄町 12番 3号）
　内　容　１．永年勤続役員・議員・職員表彰 
　　　　　２．創立会員表彰
　　　　　３．特別功労者表彰

2.  チャリティーゴルフ大会
　日　時　平成 29年 10月 21日（土）
　　　　　午前８時 31分スタート  
　場　所　大隅カントリークラブ
　　　　　（曽於郡大崎町野方 8519-2）



KANOYA CHAMBER

4

◆今年 4月に一般
社団法人になりま
したが、これまで
の経緯を教えてく
ださい。
　鹿屋市観光協会
は、平成 28 年に
鹿屋市観光協会・
鹿屋市物産協会・
かのやツーリズム
推進協議会の３団
体が統合し、今年
の4月に一般社団
法人として新たに
生まれ変わりまし
た。

　全般的な観光業務を担う鹿屋市観光協会、特産品の
開発と販売を担う鹿屋市物産協会、そして教育旅行に
おける民泊受入に取り組むかのやツーリズム推進協
議会、これら 3団体を統合することで個々の組織体
制の脆弱さを補い、情報の一元化による戦略基盤の基
礎を固めることにつながればと統合に至った訳です。
他地域に負けない鹿屋市独自の事業メニューを醸成
し、地域の振興・地域の活性化に寄与する、より公
益性の高い団体へと成長することを目的として日々
の活動を行っています。そして更に法人化し社会的
信用を増すことで、協会の目的遂行に強い意志をもっ
て取り組める基盤づくりができたと考えています。
　現在、企業等で構成されている一般会員が 130 会
員、ツーリズム受入家庭で構成されているツーリズム
会員が 49 会員、全体で 179 会員の方々が加入して
います。
◆鹿屋市及び大隅半島の観光資源についてどのよう
にお考えですか？
　鹿屋市はこの恵まれた自然環境の中に多くの観光
資源を有しています。かのやばら園、吾平山上陵、輝
北天球館等の観光スポットのほか、食の分野でも重要
な観光資源としての強みを有しています。大隅各地域
に魅力ある観光資源はあるものの、まだまだ売り出し
方に工夫が必要であることは否めず、広域連携のもと
メディアへの露出を高めていく努力が必要であると
実感しています。

◆平成30年は明治維新150周年。大隅半島への効果、
観光に与える影響は？
　平成 23年に全線開業した九州新幹線の効果や、鹿
児島空港国際線と国内線 LCC の就航を要因に、鹿児
島県全体の観光客数は好調に推移しています。
　大隅半島においてもここ近年の増加率は県同様、も
しくはそれ以上ではあるものの県全体に占める大隅
半島の割合はまだまだ低く（宿泊者数比較で６％、外
国人宿泊者数比較で 1.6％）格差は開いたままで推移
しています。明治維新 150 周年の節目の年に大河ド
ラマ「西郷どん」の放映も決まり相乗効果で過去の
大河ドラマの経済効果（「翔ぶが如く」では 183 億円、
「篤姫」では 262 億円）を大きく上回るものと予想は
されています。大隅地域へもその経済波及効果はある
のでしょうが大隅独自の魅力素材を確立し直接的な
誘客に繋げていくのが大きな課題と言えるでしょう。

◆当所としても、観光協会との連携の必要性を感じて
います。観光協会会長として他団体との連携をどのよ
うに考えていますか？
　地域の振興・地域の活性化には地域全体での取り組
みが必要です。鹿屋商工会議所ほか各分野で活躍され
ている団体・個人の方々と共に、私ども鹿屋市観光協
会も連携していけるように日々精進してまいります。
◆今後の観光協会としての活動、取り組みについて教
えてください。
　最初で申し上げました協会の事業目的を実現して
いくために、今年度は特に人材の育成に努めたいと考
えています。既に “ 平和学習ガイド ” として 10 名以
上の方々が登録され、鹿屋市各所に点在する戦争遺跡
のガイドを長年されています。これらのコースは商品
化に至り鹿屋市の新たな観光メニューとして当協会
で取り扱っているところですが、今後は町内会等地域
限定のガイド育成、登山ガイドの育成に力を入れ鹿屋
の魅力を発信いたします。

一般社団法人
鹿屋市観光協会　会長 園田 泰治 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』

▲鹿屋市観光協会 会長 園田泰治氏

項目 地区 平成27年（人）平成24年（人） 増減
地 区 別
延 べ
宿泊者数

①鹿児島県 7,972,730 6,870,930 16％増
②大隅半島 493,498 430,369 14％増
②／① 6.1％ 6.2％

外 国 人
延 べ
宿泊者数

③鹿児島県 373,240 138,120 170％増
④大隅半島 6,248 1,451 330％増
④／③ 1.6％ 1.0％
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経営のバトンタッチ『事業承継』を考える！
　近年、事業承継という言葉を頻繁に耳にするよ
うになった。そもそも事業承継とは、会社の事業
を後継者に承継させる（引き継がせる）ことであ
る。 
　しかしながら現在の経営環境の下、日本経済を支
える中小企業、特に小規模事業者数の減少は顕著で
あり、その減少の理由として後継者の不足という要
因が大きく影響している状況にある。
【中小企業・小規模事業者数の推移】

　出展：中小企業庁ホームページより

　平成 29年中小企業庁の統計によると、中小企業
経営者の平均引退年齢は、中規模事業者では 67.7
歳、小規模事業者では70.5歳とかなりの高齢となっ
ている。経営者の高齢化が進むなか、優れた技術や
ノウハウなどを次世代に伝えるためにも、事業承継
は重要な課題となっている。
【事業承継が円滑に行われない場合の弊害】
　事業承継が円滑に行えないことで問題となるの
は、後継者の不在が原因で廃業し、企業が持つ技術
や雇用の場が失われるだけではない。
　事業承継の対策をせずに放置していると、後継者
がいる企業であっても、いざ事業承継という時期に、
相続を巡るトラブル、後継者の経営ノウハウの不足、
取引先や従業員の信頼を得られないといった問題の
発生が懸念される。
【弊害の防止策】 
　事業承継を円滑に行うためには、事前に後継者の

候補を見つけ、その後継者を育成し、徐々に経営権
を移していくといった計画的な取組みが求められ
る。そのためには、「何を」「いつ」「誰に」という
3つの視点が重要であるといわれる。
　ひとつ目の「何を」は、資産である。事業用資産
や自社株式、資金の他にも会社の経営理念や社長の
持つ信用、特許やノウハウといった目に見えにくい
知的資産も含まれる。
　「いつ」は、事業承継の時期のことである。後継
者の育成には３年から 10年はかかるといわれてい
る。そのことを踏まえ、いつ事業承継を完了するか、
そのためにはいつから事業承継に取り掛からなけれ
ばならないかを考えながら事業承継計画を作成しな
ければならない。
　「誰に」は後継者のことであり、誰に承継させる
かにより３つの類型があることを知っておこう。 
Ⅰ親族内承継
　…自分の子供や親族への承継
Ⅱ 親族外（役員・従業員）承継
　…親族以外の役員や従業員への承継
Ⅲ 親族外（第三者）承継
　…M&Aなどの方法による社外への承継
　  自社がどの類型を取ることができるかを考えよう。
【事業承継に対する支援】    
　事業承継は、事業者にとって大きな経営課題のひ
とつであり、またデリケートな問題であるため経営
者は身近な人にさえ相談できないといったケースも
少なくない。
　当所では、エキスパートバンクによる専門家派遣
や「鹿児島県事業引継ぎ支援センター」と連携を図
り、事業承継に対する支援を行っている。

鹿児島県事業引継ぎ支援センター
鹿児島市東千石町１-38
鹿児島商工会議所ビル 13階鹿児島商工会議所内
TEL　099-225-9533

2012年（企業全
体に占める割合）

2014年（企業全
体に占める割合）

増減数（率）

中小企業・小規模事業者
 385.3 万者
（99.7%）

380.9 万者
（99.7%）

▲ 4.4 万者
（▲ 1.1%）

うち小規模事業者
334.3 万者
（86.5%） 

325.2 万者
（85.1%）

▲ 9.1 万者
（▲ 2.7%）

大企業 １万 600者 １万 1,110 者
+514者
（+4.9%）

全規模（大企業と中小企
業・小規模事業者の合計）

386.4 万者 382.0 万者
▲ 4.3 万者
（▲ 1.1%）
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株式会社 さくら鹿屋市札元１丁目19-20
TEL：0994-41-0046

鹿屋市永小原町３５５８-3
TEL：0994-47-2855

　本セミナーでは、国や県の施策を説明するとともに、経営分析を行って実際に業
績が上がった事例を紹介します。
　また、財務・顧客・業務プロセスなど様々な視点から、経営分析の手法について、
全国で支援実績のある専門家がわかりやすく解説しますので、是非、この機会にご
参加ください。

【日　　時】 平成 29年９月 28日（木）　13：30 ～ 16：30
【場　　所】 鹿屋商工会議所
【定　　員】 40 名（先着順とさせていただきます）　　　　　　
【受  講  料】 無　料
【講　　師】 ㈱エイチ・エーエル コンサルタント
 西原　哲也 氏（中小企業診断士）
【申込方法】 受講申込書に必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みください。
 受講申込書は、以下のホームページよりダウンロードできます。
 またホームページからメールで申込むこともできます。
【HPアドレス】 http://kanoya-cci.omega.ne.jp/
【お問合せ先】 鹿屋商工会議所  振興課（TEL:42-3135 ／ FAX:40-3015）

補助金などの施策活用にも役立つ !

事業計画の策定に繋がる　経営分析セミナー開催！
～企業を支えるヒト・モノ・カネが分かると経営が変わる～

▲講師 西原 哲也 氏

▲講師 川野 義美 氏

中期アクションプラン作成講座のご案内中期アクションプラン作成講座のご案内受講生募集 !

受講生募集 !

○本講座のポイント
・ アクションプラン（事業計画・経営革新計画）を策定する過程で、自社の進むべき
道が見えてきます。

・本講座でしっかりとした計画を策定することで、今後の補助金申請に役立ちます。
○経営革新とは
・ 新事業に取り組む経営者の方が、「経営革新計画」を作成し、県知事の承認を受け
ると、計画の期間中、政府系金融機関による低利融資や信用保証の特例などの支援
措置を利用することが可能となります。
※鹿児島県への経営革新計画の申請・承認まで、サポートします。　
【日　　時】 平成 29年 10月 16日㈪、23日㈪、30日㈪、11月 6日㈪の全４回講座
 ※各日、18：00 ～ 21：00 開催
【場　　所】 鹿屋商工会議所　会議室
【受  講  料】 5,000 円〔税込み・全４回のテキスト代を含む〕
【講　　師】 合同会社グローカルサポート　代表社員　川野義美氏
【申込方法】  受講申込書に必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みください。
 またホームページからメールで申し込むこともできます。
【HPアドレス】 http://kanoya-cci.omega.ne.jp/
【お問合せ先】 鹿屋商工会議所  振興課（TEL:42-3135 ／ FAX:40-3015）

～社長のアイデアを形にします！～

昭和53年生まれ。京都府出身。
金融業界や不動産業界、法律
業界など様々な業界での経験
を活かし、経営コンサルタン
トへ転身。現場に即した実践
可能な支援を行う。

昭和 23 年生まれ。鹿児島県出
身。鹿児島県商工会連合会の
経営指導員として、県内各地
の商工会等において培った支
援経験を元に、数多くの経営
革新計画の支援実績を持つ。
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　これまで７回にわたり開催されてきた「かの
や産業フェスタ」ですが、第８回目を迎える今
回は、これまでの「見る」中心のものから、「体
験できる」ものへの変化を目指し、また、新た
な試みとして会場を「リナシティかのや」に変
更して開催致します。
　開催予定地の『リナシティかのや』は鹿屋市
の中心に位置しており、中心地での開催により
商店街の活性化、利便性・アクセスの向上によ
るクオリティの高い出店、市内外からの来場者
の増加が期待できるのではないかと考えており
ます。
　他業種・異業種の集合体である「産業フェスタ」
を通じて、来場者の方々には「鹿屋の良さを楽
しみながら知っていただく、または再認識して
もらう機会」に、出店者の皆様には「自社の商
品を通じて鹿屋でしかできない良さを伝える機
会」にしていただき、『鹿屋の街を「知る」そし
て「伝える」』これこそが私達が導き出した新た
な産業フェスタのコンセプトです。

青年部だより

『第８回かのや産業フェスタ』『第８回かのや産業フェスタ』－－未来Create（クリエイト）未来Create（クリエイト）－－
開催のご案内開催のご案内

開　催　日 平成29年10月9日（月）祝日  ※雨天決行
時　　　間 9:30 ～ 16:00
会　　　場 リナシティかのや
主　　　催 かのやの絆イベント実行委員会
 鹿屋商工会議所青年部
お問合せ先 かのや産業フェスタ実行委員会事務局
 TEL 0994-42-3135（鹿屋商工会議所内）

※ 当日は大変混雑が予想されます。
駐車場には限りがございますので、
公共交通機関のご利用をお願い致
します。
※ 企画等につきましては、予告なく
変更になる場合がございます。予
めご了承ください。
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札元商工親睦会が創立30周年を迎える！

第21回笠之原十五夜大綱引大祭が開催されます！

　札元商工親睦会が創立 30周年を迎え、去る 9月 2日（土）、ホ
テルさつき苑にて 30周年を祝う『記念式典』と『祝賀会』が開催
されました。
　当日の式典には、来賓・関係者約 80人が出席し、森山哲男会長
が今年 28回目を迎えた札元夏祭りが無事終了したことの報告と関
係機関へ協力に対する謝辞を述べられました。
　また「当時は、札元地区に住みながらお互いに面識もなく素通
りする状態であった。」と昭和 63年の設立当時の札元地区の状況
に触れ、札元商工親睦会を立ち上げ、バイパスの歩道にばら通り
を設置するなど地域の美化活動も行い、昨年はみどりの愛護功労
賞を頂くことができたとこれまでの活動内容を報告。
　式典では、札元商工親睦会の立ち上げにご尽力され、設立以降、
17年間に亘り札元商工親睦会の会長を務められた㈲山内商事会長
の山内芳一氏に感謝状と記念品の贈呈が行われました。
　山内氏は「これは、私がいただくのではなく、私の方が会にお
礼を述べたい。身にあまる賞で、この会の発展が 40年、50 年と
続きますよう。一人ひとりのご多幸を…」と謝辞を述べられました。

開  催  日　平成29年9月30日（土）
 　　　　　雨天の場合10月1日（日）に延期
時      間　午後 4時～
場      所　笠之原公園

～笠之原大綱引の歴史と大祭～
　今より 260 年前、江戸時代の中期に笠之原へ伝わり、五穀豊
穣に感謝するように始まった伝統行事。平成８年に地元有志に
より復活した。    
　現在の綱作りも昔からの伝統を受け継ぎ約 3日間かけて手編
みの大綱を作っています。    
　今年も笠之原公園において、豊年を祝い、商売繁盛、家内安
全、交通安全、無火災等を祈願して、綱の長さ約 80m、直径約
40cm、重さ 1,500㎏の大綱を左右に分かれて引き合います。

▲挨拶をする森山会長

▲感謝状を受け取る山内氏（手前）

笠之原公園

笠之原 IC

269

220

550

ケーズデンキ

恒心会
おぐら病院

鹿屋中央高校

鹿屋農高 鹿屋
医療センター
鹿屋
医療センター
鹿屋
医療センター ファミリー

マート
ファミリー
マート
ファミリー
マート

スズキ

▲盛り上がってます笠之原！

商店街通信
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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

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

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ご予約・お問い合わせ専用ご予約・お問い合わせ専用ダイヤルダイヤル

〒 893-0064　鹿児島県鹿屋市西原 1丁目 9番 10号

結納 節句句句 入学
卒業
学
業業業業業業業業

行楽 法事 研修事

2017  2017  かのや夏祭り  盛大に開催！かのや夏祭り  盛大に開催！
たくさんのご協賛ありがとうございました！たくさんのご協賛ありがとうございました！

　8月 11日（金）、12日（土）の 2日間にわたり『かのや夏祭り』が開催されました。
　台風 5号の影響で日程が延期されましたが、11日（金）の本祭には、４万２千人が訪れ、総踊りには
参加者数 25チーム約 2,100 人の踊り子が、鹿屋市街地を踊り歩き、祭りの雰囲気を盛り上げました。
翌 12日（土）には、古江漁港において納涼花火大会が行われ、３万７千人が来場。
　８千発の花火やレーザーショー、大隅半島では唯一の 2尺玉の打ち上げなど夜空を彩る催しに、会場
からは大きな歓声が上がりました。

　                                                                           かのや夏祭りの総踊りの審査結果は以下のとおりです。

【小・中学校（幼・保育園）の部】
順位 チーム名
1 台小っ子
2 KANOYA６NEN　Best FrienD 83
3 鹿屋中踊り連

【一般の部】
順位 チーム名
1 北田町リナシティばか踊り連
2 志布志　楽結舞
3 本町・かぎんばか踊り連

【山車の部】
順位 チーム名

最優秀賞 北田町リナシティばか踊り連
アイデア賞 第一鹿屋中学校

《かのや夏祭り総踊り審査結果》

▲３万７千人の来場者で賑わった花火大会
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検定種目 検定施行日 申込受付期間 受験料

珠　算

珠算能力（第 212 回）
段　  位（第 122 回）

 30 年    2 月 11 日（日） 12/4（月）～ 30 年 1/10（水）
段位

 珠算のみ
2,500 円

暗算のみ
1,200 円

両方受験
2,900 円

           １級   2,300 円
 　 準１級   2,000 円
           ２級   1,700 円
 　 準２級   1,600 円
           ３級   1,500 円
 　 準３級   1,300 円
 ４～６級   1,000 円
 ７～10 級    900 円
 暗算    　  　 900 円

下級・暗算（第 104 回）  29 年 12 月 10 日（日） 10/2（月）～ 11/8（水）

簿　記
１級～３級（第 147 回）  29 年 11 月 19 日（日） 　9/11（月）～ 10/19（木） １級　7,710 円

２級　4,630 円
３級　2,800 円２級～３級（第 148 回）  30 年    2 月 25 日（日） 12/18（月）～ 30 年 1/25（木）

リテール
マーケティング
（販売士）

１・２・３級（第 81 回）  30 年     2 月 21 日（水） 12/18（月）～ 30 年 1/25（木）
１級　7,710 円
２級　5,660 円
３級 　4,120 円

科目免除者（試験の一部免除）は、申込み時にその証明書（免除科目が明記されているもの）の写し（コピー）の提出が必要です。
【１級】科目別合格証明書【2･3 級】養成講習会終了証明書、養成通信教育講座終了証明書、（3級のみ）商業経済検定試験の合格証書又は合格証明書
※免除期間は、科目免除資格取得直後から行われる２回の検定試験まで   ※詳しくは窓口・電話にてお問い合わせください。

かごしま
検    定

グランドマスター（第 22 回）
シニアマスター（第 32 回）
マスター（第 34 回）

 30 年    2 月  4  日（日） 12/1（金）～ 30 年 1/12（金）
グランド
マスター
4,320 円

シニアマスター
・マスター
3,240 円

カラー
コーディネーター ２・３級（第 43 回）  29 年 12 月   3 日（日） 9/19（火）～ 10/20（金） ２級　7,340 円

３級　5,250 円
ビジネス　　　
実務法務 ２・３級（第 42 回）  29 年 12 月 10 日（日） 9/26（火）～ 10/27（金） ２級　6,480 円

３級　4,320 円
福祉住環境
コーディネーター ２・３級（第 39 回）  29 年 11 月 26 日（日） 9/12（火）～ 10/13（金） ２級　6,480 円

３級　4,320 円
環境社会検定
（eco 検定） 第 23 回  29 年 12 月 17 日（日） 10/3（火）～ 11/2（木） 　　　5,400 円

※簿記・リテールマーケティング（販売士）検定はインターネットからも申込できます。
　鹿屋商工会議所ホームページ http://kanoya-cci.omega.ne.jp/service/main-nav03.html よりお申込みください。
※ カラーコーディネーター、ビジネス実務法務、福祉住環境コーディネーター、eco 検定は、  「東京商工会議所検定センター」へ
　インターネットもしくは電話で直接お申込みください。
　東京商工会議所検定ホームページ http://www.kentei.org/　　 TEL 03-3989-0777（土日 ･祝日 ･年末年始を除く 10:00 ～ 18:00）

平成 29年度後期実施検定試験日程平成 29年度後期実施検定試験日程

　商工業を営んでいる経営者や各企業・事業所の経理担当者
の方々を対象とした実務向けの『簿記講座』を開催いたします。
簿記の仕組み、簡単な試算表・決算書の作成をわかりやすく
教えます。
日　時：平成 29年 10月 4日（水）～ 6日（金） 
　　　　18：00～ 20：30（3日間とも同時刻開催）
場　所：鹿屋商工会議所 
定　員：30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　1,080 円／非会員　3,240 円 
講　師：株式会社エーアイエー 
　　　　TKC公認経営革新アドバイザー林英俊　氏 
【お問合せ・申込先】 
 鹿屋商工会議所中小企業振興部　振興課まで
 TEL　0994-42-3135　　FAX　0994-40-3015

会社の経理に役立つわかりやすい簿記講座会社の経理に役立つわかりやすい簿記講座 ＝ 新職員紹介 ＝＝ 新職員紹介 ＝
振興課　主事
古里　光喜（31 才）

意気込み
　９月１日より鹿屋商工会議所の一員となりました。一日で
も早く一人前となり、皆様の頼りになる存在として鹿屋の発
展に尽力したいと考えておりますので宜しくお願い申し上げ
ます。
趣味・特技
　食べることが好きで、食べ物を目的として出掛ける事が大
半です。特に甘いものには目がないため体型の変化も気にな
るところですが、自然が心地良い鹿屋の地で体を動かすこと
も楽しみたいと考えております。
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鹿屋市プレミアム商品券まもなく販売！発行総額 6億 6千万円

　地域住民の地域内での消費を喚起するとともに、市内商業者との連携・関係づくりを行うことで、商業基盤
の強化と地域経済の活性化を図ることを目的に、鹿屋市内の店舗において期間限定で利用できる “ プレミアム
付商品券 ”「鹿屋市プレミアム商品券」の販売を開始します。本年の商品券の購入には、下記申込期間内での事
前購入申込が必要です。また、商品券利用の取扱加盟店も随時募集しておりますので是非お申し込みください。

〇事前購入申込期間 平成 29年  9 月 11日（月）　～　  9 月 25日（月）
 ※事前購入申込方法の詳細については当所ホームページをご覧ください。
〇引換（販売）期間 平成 29年 10月 25日（水）　～　10月 31日（火）
  〔事前申込いただいた方へ購入引換証を発行、引換（販売）期間内に商品券と引換購入い

ただきます〕
〇引換（販売）場所  鹿屋商工会議所・串良公民館別館大ホール・鹿屋市役所輝北総合支所・吾平振興会館の

うち予め指定された特別窓口
 〔鹿屋商工会議所以外は 10月 25日（水）～ 10月 27日（金）の販売〕
〇商品券使用期間 平成 29年 10月 25日（水）　～　平成 30年 1月 14日（日）
〇商品券換金期間 平成 29年 11月　1 日（水）　～　平成 30年 1月 29日（月）〔加盟店の方〕

　～加盟店は随時募集中です～
　鹿屋商工会議所及びかのや市商工会地区内で営業している店舗・事業所の方で鹿屋商工会議所・かのや市商
工会会員の方は登録料は必要ありません。（ただし、換金手数料１％を換金時にいただきます） 
　取扱加盟店登録申請書に必要事項を記入し、所属（入会）している鹿屋商工会議所またはかのや市商工会へ
提出してください。
　加盟店一覧は当所ホームページ、追加チラシ等で随時掲載を行って参ります。
　※詳しい内容につきましては、下記事務局にお問合せください。
【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
　　　　　　　専用ダイヤル  ☎42-3250　　鹿屋商工会議所  ☎42-3135　　かのや市商工会串良本所  ☎63-3032

補助金活用のススメ　補助金採択者に伺いました！
　安倍政権発足以降、様々な経済政策が打ち出され
ています。
　商工業者に対する補助金の制度もものづくり補助
金や持続化補助金をはじめ、IT 導入補助金、省エネ
補助金など様々な補助制度が設けられています。
　小規模事業者持続化補助金（以下、持続化補助金）
の採択を受けた有限会社出水田鮮魚営業部長の出水
田一生さんに今回、お話を伺いました。

持続化補助金を活用しようと思ったきっかけは。
　補助金申請書作成支援セミナーの案内をみて、セ
ミナーに参加したのがきっかけです。ちょうど鮮魚
の小売をはじめようとしていたので、この補助金を
活用しようと思いました。

持続化補助金の活用方法は。
　実は、持続化補助金の採択を 2度受けています。
1度目は小売スペースの改築で申請し、2度目は新
たな加工品販売のための加工スペース改築費用とい
うことで採択を受けました。補助金の額は、他の補
助金に比べて大きくないと思いますが、それでも事
業に取組む側にとっては助かります。

持続化補助金に 2回採択されたそうですが、何か採
択される秘訣がありますか？
　早い段階で、申請書類を作成して会議所の経営指
導員の方に添削してもらいました。実際に書類を提

出するまで、3～ 4回手直しをしました。誤字、脱
字や見やすいレイアウトといった一人で作成するよ
り、他の方にも見てもらった方が、見やすい申請書
が作れると思います。
　あと、書いた方がよい情報など教えていただき、
申請書に書き加えました。

持続化補助金の採択後、何か変化がありましたか？
　私が採択を受けた持続化補助金は、取りやすいレ
ベルの補助金だと思います。今後もこのような補助
金があれば、活用していきたいですし、また他の補
助金の申請についても挑戦してみたいと思います。

▲補助金を活用し改築した店舗前にて
㈲出水田鮮魚　出水田一生さん



KANOYA CHAMBER

12

「アグリフード EXPO東京」出展報告
　８月 23日（水）～ 24日（木）の２日間、東京ビッグサイトにて開催された「第 12 回アグリフード EXPO東京
2017」に、鹿屋市内の食品・加工品業者６社と共同出展し、来場者に対して商談・PRを行いました。
　「アグリフード EXPO東京」は、地元産品を活用した “ こだわり ” 食品を製造する食品メーカーや魅力ある農産物
づくりに取り組んでいる農業経営者などの事業拡大に直結するビジネスマッチングの場を提供する「国産」にこだ
わった全国的な展示商談会です。

　今回も試飲・試食を用意し、当所ブース来場者にサンプルと商品パンフレット、商談シート等を配布し、商談・
PRを行いました。多くのバイヤーが来場し、商談会終了時、商談件数 191 件（うち継続商談 60件）の実績となっ
ております。
　共同出展した６社全社から担当者が直接参加しました。担当者が直接参加することで踏み込んだ商談や PRを行
うことができ、今後の取引につながる多くの商談が生まれました。
　売り手側として、鹿屋市ならびに大隅地域の食品・加工品を全国の多くの方々に紹介することができ、また、多
くのバイヤーや関係者より貴重な意見やアドバイスをいただきました。
　当所はこれからも全国的な展示商談会に鹿屋市ならびに大隅地域の食品・加工品を取りまとめて出展し、更なる
販路開拓・販売促進を支援して参ります。

〔開催実績〕
開催期間：平成 29年８月 23日（水）～ 24日（木）
開催場所：東京ビッグサイト　東６ホール　東京都江東区有明 3-21-1
主　　催：（株）日本政策金融公庫
出展者数：703 社
来場者数：13,247 人（２日間）
当所出展：３小間（６社）
当所実績：ブース来場者約 700 名、商談件数約 191 件、継続商談 60件（商談会終了時）

【当所共同出展者】50音順
No 事業所名 主な出展商品
１ 鹿児島県オーストリッチ事業協同組合 ・ダチョウもも肉、ウインナー
２ 三和物産（株） ・塩茹で落花生、煎り落花生
３ 大丸実業（有） ・焼き芋（常温・冷凍）、紅はるか（生芋）
４ 西尾製茶 ・ロースト玄米あらびきスティック、粉葉美人
５ （株）西ノ原商事 ・かぼちゃアイスクリーム・かぼちゃペースト
６ （有）南橋商事 ・パリパリ焼き、紅はるか（生芋）

▲当所出展ブース ▲当所出展ブース ▲来場者と商談する出展者
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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

『平成 29年度永年勤続優良従業員表彰式』ご案内『平成 29年度永年勤続優良従業員表彰式』ご案内
～鹿屋市内事業所の永年勤続優良従業員を表彰します～

　当所では、鹿屋市内の事業所等に永年勤続された従業員の方々を対象に、その長年の功績を称え、これを激
励すると共に勤労意欲の向上を図ることを目的として「永年勤続優良従業員表彰式」を下記要領により開催致
します。鹿屋市内の事業所で、該当される方がいらっしゃいましたら、是非ご活用ください。

１．表彰式内容
　　日　時：平成 29年 11月 13日（月）
        10 時 00 分～ 11時 30分
　　会　場：鹿屋商工会議所２階会議室

２．事業主負担金
　　当所会員事業所：被表彰者１名につき 5,400 円
　　　　　　　　　　※非会員事業所は被表彰者１名につき 10,800 円
３．申込締切日
　　平成 29年 10月 13日（金）※期日厳守
　　※詳細につきましては、同封のチラシをご覧ください。

【お問合せ先】中小企業振興部振興課まで　TEL　0994-42-3135

㈱オキスが「アグリフード EXPO
　　輝く経営大賞」の優秀賞を受賞

尾曲修二氏〔アネット㈲代表取締役会長〕
民間部門農林水産研究開発功績者
表彰で農林水産大臣賞受賞　「アグリフード EXPO輝く経営大賞」は、アグリフード

EXPOの主催者である（株）日本政策金融公庫が平成 17
年度に創設した賞です。全国の日本政策金融公庫各支店
から推薦を受けた候補者を、社外の有識者で構成する選
定委員会において審議し、東日本・西日本エリアでそれ
ぞれ「大賞」「優秀賞」を決定するものです
　今年度の「優秀賞」に（株）オキスが選ばれ、アグリフー
ド EXPO 東京開催期間中の８月 23 日（水）に同会場内
で表彰されました。

　平成 29 年度の民間
部門農林水産研究開発
功績者表彰で、ウイル
ス病に強いサツマイモ
のバイオ苗を低コスト
で安定生産するシステ
ムを確立した、尾曲修
二氏が最高の農林水産
大臣賞に選ばれました。
本表彰は平成 12 年度
より毎年行われており、
今回が 18 回目となり
ます。鹿児島県関係者の大臣賞は平成13年度以来２回目。
なお、受賞式は 10 月４日（水）東京ビッグサイトにお
いて行われます。

▲㈱オキスの岡本珠生氏（一番左）

▲昨年の表彰式風景

▲今回受賞した尾曲修二氏

受賞おめでとうございます
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「IT を使って会社を元気にするセミナー」開催「IT を使って会社を元気にするセミナー」開催
　去る 8月 18 日（金）、有限会社インテリジェントパーク代
表取締役の荒添美穂氏を講師に迎え、セミナーを開催致しま
した。
　荒添氏は「現在の IT 環境は、これまでとは比較にならない
ほど高速大容量の通信環境が普及しています。大都市から遠
いところでも IT を活用することで、地理的不利な状況を克服
できるため、多くのビジネスチャンスが存在します。
　またホームページ等 IT のツールを活用して成功する は、
ターゲットと目的をはっきりさせることです。
　また容易に取り組みやすい SNS はツールによりアプローチ
の方法が異なることを知っておくべきです。フェイスブック
は、若者が活用するイメージがありますが、現在、ユーザーの年齢層は比較的高くなっており、そのことを認
識してアプローチしなければなりません。ツイッターは若者層への訴求効果が高く、即時的な情報を提供でき
ます。またインスタグラムはここ 2年で急激に利用者が伸びており、若者に対してのイメージ戦略にはもって
こいのツールです。」と説明。
　様々なツールを紹介しつつ、人気のあるものは模倣されるというリスクについても指摘。
　IT の利便性とそのリスク、経営者としての対策を参加者は熱心に聴いていました。

旭原・東原地区の一斉巡回と移動相談所を開催旭原・東原地区の一斉巡回と移動相談所を開催
　去る 9月 6日（水）旭原公民館において『旭原・東原地区
移動相談所』を開催致しました。
　開催に合わせて 9月１日（金）～５日（火）にかけて旭原地区、
東原地区の約 170 事業所を巡回訪問し、当所事業の説明を行
うとともに、移動相談所への参加を呼びかけました。当日は、
10事業所 13名の方々が参加。
　当所職員より当所の概要や金融制度の説明、専門家を派遣す
るエキスパートバンクや助成金・補助金制度の説明を行いまし
た。
　この他、日本政策金融公庫是則知広融資課長より国の融資制
度を、鹿児島興業信用組合鹿屋支店主任調査役山下哲也氏が鹿

児島県中小企業融資制度の紹介を行いました。  
　参加者からは「普段、商工会議所の職員と話す機会がなく、このように話しやすい雰囲気の中で相談す
ることができ、大変良い機会となった。」、「これまで金融機関からしか融資を受けていなかったため、今後、
条件が合えば相談してみたい。」など会議所に対する多くの意見が寄せられました。
　当所では、普段なかなか会議所に来れないといった商工業者の方々からの声もあり、一斉巡回・移動相
談所を開催しております。

▲旭原・東原地区移動相談所の様子

▲講師荒添氏の話を熱心に聴く参加者

セミナー
報告



当所ホームページで企業情報を発信してみませんか？ 掲載無料
当所ホームページのトップページに情報 BOXがあることをご存知ですか？
当所の会員であれば、ご利用は無料です。所定の様式に必要事項を入力の上、送信してください。

●ご注意
１．情報 BOXへの情報掲載は、鹿屋商工会議所会員のみです。
２．全ての情報は、鹿屋商工会議所担当がチェックを入れ、掲載致します。
３．全ての情報が掲載されるとは限りません。
４．掲載する期間は、概ね 1か月程度です。
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経営支援に関するアンケート調査へのご協力について（お願い）経営支援に関するアンケート調査へのご協力について（お願い）

【お問合せ先】中小企業振興部振興課まで　TEL 0994-42-3135

〔商工会議所ホームページのトップページ〕 〔情報 BOXに必要事項を入力して送信〕

ここを
クリック

　

小規模事業者の皆様へ

　鹿屋商工会議所では、小規模事業者支援法に基づく「経営発達支援計画」の認定を受け、地域の経営者に寄
り添った伴走型の支援を実施することとしております。
　そこで、先般、小規模事業者の皆様の生の声を反映させるとともに、支援活動の基礎資料とする為、現状や
経営課題についてお聞きするアンケート票を、小規模事業者の皆様へお送りしているところです。
　すでにご協力いただいた皆様には、この場を借りて御礼申し上げますとともに、まだご回答を頂いていない
小規模事業者の皆様には、お忙しいところ大変恐縮ではございますが、是非ともご回答賜りたくお願い申し上
げます。
【回答要領】
　お送りしておりますアンケート票（A4・3枚）に必要事項をご記入の
上、FAX：0994-40-3015 まで、ご返信ください。
※  FAX による返信が難しい事業所におかれましては、職員が回収に参り
ますので、下記の問合せ先までご連絡ください。

※ 依頼文書では、回答期限を９月 15日（金）とさせていただいており
ますが、本期限を過ぎましても受付を致しますので、是非ともご協力
の程よろしくお願い申し上げます。

　【お問合せ先】 中小企業振興部・振興課まで（TEL:42-3135・FAX:40-3015）
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鹿屋大隅ジョブ・カードサポートセンターからお知らせ鹿屋大隅ジョブ・カードサポートセンターからお知らせ
　当センターでは、ジョブ・カード制度～キャリア
アップ助成金人材育成コース（有期実習型訓練）の活
用を希望する事業所のお手伝いをしています。
　今回、制度を活用した「NPO 法人ローズリングか
のや」がジョブ・カード制度専用サイトに掲載されま
した。
　このサイトでは、ジョブ・カード制度を利用した
様々な業種の活用事例を動画や活字で閲覧する事が
出来ます。「NPO法人ローズリングかのや」の動画は
10分弱ですので、是非ご覧ください。
　なお、当センターでは、制度について制度普及推進
員が説明をいたしますので、お気軽にお問い合わせく
ださい。

ジョブ・カード制度専用ホームページ
　https://www.jc-center.jp/
鹿屋大隅ジョブ・カードサポートセンター
　TEL:0994-42-3138

～NPO法人ローズリングかのや～
【ジョブカード制度の職業訓練の概要】
□コース名：ばら苗販売養成コース
□職種：ばら苗販売、売場運営
□期間：平成 27年 8月～ 28年 1月
□種別：有期実習型訓練

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　鹿屋市共栄町20-1  TEL：31-1164  FAX：40-8688
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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

商工会議所LOBO（早期景気観測）　ー2017年 8月調査結果ー

業況DIは、足踏み。先行きは慎重な見方残るも、緩やかな回復を見込む

ポイント
▶ 8 月の全産業合計の業況DI は、▲ 18.2 と、前月から▲ 2.1 ポイントの悪化。
　関東を中心とした記録的な長雨に伴う客足の減少や、農産物の不安定な出荷から、サービス業や卸売業、小
売業の業況感が押し下げられた。
　また、人手不足の影響拡大や消費者の節約志向を指摘する声も多い。他方、電子部品、自動車関連の生産や、
夏休みのインバウンド需要が好調に推移したほか、建設・設備投資の堅調な動きも続いている。
　中小企業の景況感は総じてみれば緩やかな回復基調が続くものの、足踏み状況となっている。
▶ 先行きについては、先行き見通しDI が▲ 16.4（今月比＋ 1.8 ポイント）と改善を見込むものの、「悪化」か
ら「不変」への変化が主因であり、実体はほぼ横ばい。
　輸出や設備投資の堅調な推移、インバウンドを含む観光需要の拡大に加え、公共工事の増加などへの期待感
が伺える。他方、深刻な人手不足の影響拡大や、消費者の節約志向、運送費・原材料費の上昇、地政学的リス
クなどを懸念する声が多く、中小企業においては先行きへの慎重な見方も続く。
【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、
小売業で改善、製造業でほぼ横ばい、その他の3業種（建
設、卸売、サービス）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。
〇 「人件費が上昇している中、受注価格競争が非常に厳
しく、粗利の確保に難航している」（一般工事業）、「九
州北部豪雨の影響からか、消費者心理が冷え込み、来
店客数が減少した」（飲食業）、「受注が多く、売上は堅
調に推移している。だが、人手不足のため、短期納品
への対応は困難となっている」（金属加工機械製造業）
〇 業況の先行き見通しDI は、全産業では今月と比べ改
善の見込み。産業別にみると、全業種で改善の見込み。
売上は悪化した」（鋼板等製造業）

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）

「国の教育ローン」（日本政策金融公庫）のご案内「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。お
子さま 1人につき 350 万円以内を、固定金利（年 1.81%（平成 29 年 7月 12 日現在））
で利用でき、在学期間内は利息のみのご返済とすることができます。
　詳しくは、「国の教育ローン」で検索していただくか、下記のコールセンターへお問合
せください。
〔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

●調査期間：2017年 8月 16日～ 22日　 ●調査対象：全国の423商工会議所が、3,798 企業にヒアリング
●  Di 値とは：業況・売上・採算などの各項目についての判断の情況を表す。ゼロを基準として、プラスの値で景
気の上向き傾向を表す回答の割合が多いことを示し、マイナスの値で景気の下向きの傾向を表す回答の割合が
多いことを示す。
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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

～商工会議所生命共済制度～～商工会議所生命共済制度～

商工会議所福祉制度キャンペーンのお知らせ商工会議所福祉制度キャンペーンのお知らせ

ご契約者の皆様へ…配当金のお知らせ！≪配当率 58.82％≫
　当所では、会員事業所の福利厚生制度の一環として、現在 418 事業所 1,480 名の方々にご加入いただいて
おります「生命共済制度」における、本年度（平成 28年 7月から平成 29年 6月まで）の配当率が下記のと
おり確定致しましたので、「契約者配当金明細書」によりお知らせ申し上げます。
　なお、配当金は指定の口座へお振込みさせていただきますので、ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。

記
　1．配当率　　58.82％【平成 28年度 :44.94％】
　2．振込日　　平成 29年 10月 19日（木）【各ご指定の預金口座へお振込み致します】
　3．その他
　　① 現在、生命共済制度を脱退されておられる方も、平成 28年 7月から平成 29年 6月までの加入期間に

応じて配当金がございます。
　　②当所における本期間中の給付金支払総額は下記の通りです。
　　　　●事故・病気死亡・傷害給付金 6 件 900 万円
　　　　●入院給付金 4 件 39 万円
　　　　●お見舞金・お祝金・健診補助金 212 件 91 万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　222 件 1,030 万円
　　（給付金等の支給申請は、申請が遅れると支給できない場合がございますので、お早めにお願い致します。）
　　③ 加入事業所について、当所会員であることが団体定期保険約款（生命共済制度加入資格要件）で定めら

れております。厳しい時節柄ではございますが、当所会員継続加入も引き続きよろしくお願い申し上げ
ます。

　　④ 毎月の保険料を、指定の預金口座から引き落としさせていただいておりますが、2ヶ月未納になります
と契約は失効となりますので、毎月 20日前には預金の口座残高確認をよろしくお願い申し上げます。

　　⑤加入口数について、口数の増口および減口の変更ができますのでお気軽にお尋ねください。

＜お問い合わせ先＞　鹿屋商工会議所 総務課 共済担当 　　　℡ 42-3135　FAX 40-3015
＜引受保険会社＞　　アクサ生命保険株式会社 鹿屋営業所 　 ℡ 44-5870　FAX 44-5447

　ベストウィズクラブでは、「福祉制度キャンペーン」を 9月 15日（金）から 11月 30日（木）に実施します。
本キャンペーンは、『商工会議所福祉制度』を会員の皆様にご理解いただき、会員事業所の福祉向上にお役立
ていただくことを主な目的にしています。
　『商工会議所福祉制度』は、経営者・役員の皆様の保障や退職金準備の他、入院・介護・老後に備えた様々
な保障ニーズにお答えするものです。
　当所職員とアクサ生命保険株式会社の担当社員がお伺いした際には、是非ご協力いただきますようお願い申
し上げます。
※ 「ベストウィズクラブ」は、商工会議所共済制度・福祉制度の普及・推進を目的とし、全国各地の商工会議
所およびアクサ生命保険株式会社により運営されている組織です。

＜キャンペーンについてのお問い合わせ先＞　鹿屋商工会議所　総務課　共済担当まで（TEL：0994-42-3135）
＜共済制度・福祉制度についてのお問い合わせ先＞　アクサ生命保険株式会社鹿屋支社　まで（TEL：0994-44-5870）
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「『おいしいもの』を
               つくれば売れるのか」

　全国各地の事業者さんとお話ししていて戸惑うこ
との一つが「おいしさとは何か」の考え方の違いで
す。地域特産の野菜や果物、海産物などを使った加
工食品や食材はたくさんあります。これを地産地消
だけでなく遠くまで運んで価値ある商品にするため
には、いくつか越えるべきハードルが存在します。
相談会などで事業者の皆さまとお話しすると「まず
食べてみてください。おいしいでしょう？」と言わ
れて、後は「おいしいから、市場や取引条件はこち
らの思うままに売れるはず」といった結論に導く人
がいます。
　食べ物はおいしければ売れるというのは間違いだ
と真っ向から否定するのは、全国にイタリアンレス
トランを展開するサイゼリヤの創業者、正垣泰彦氏
です。『おいしいから売れるのではない　売れてい
るのがおいしい料理だ』という著作まであります。
正垣さんは、料理のおいしさにとって見た目、香り、
味、後口、それに価格も大事な要素だと言います。
これらがちゃんと整って初めて人はおいしいと感じ
るのだそうです。また、先日お会いした食材通販の
オイシックスのバイヤーは、近ごろの消費者は「口
よりも頭でおいしさを感じている」と言います。単
に口に入れたときの味だけでなく、自分が求めてい
る用途やシーンに対してその食品がマッチしている
かが重要とのことです。
　サイゼリヤはコストパフォーマンスを理論的に追
求して実践するチェーンストア理論の体現者です。
例えば、ライスをのせるお皿を洗う際は、お皿を左
手で持ちスポンジを３回転させるとか、テーブルは
左右に４往復して満遍なく拭くといったように、行
動を細分化して品質と時間をコントロールしていま
す。また、オイシックスはインターネット通販とい
う売り方の特性を生かして、同じようなカテゴリー
で同じような価格帯の商品を二つ同時に売ってみて
どちらが売れるか、いわゆる「ＡＢテスト」を徹底
的に繰り返して消費者が求めているニーズの核心を
常に研究しています。

　こうした大企業の研究に裏付けられた商品を相手
に、地域の小規模事業者の商品は戦っていかなけれ
ばなりません。逆に言えば、大企業では提供できな
い価値を消費者に提供するにはどうすればよいかを
突き詰めることが、地域の事業者には必要なことだ
と感じます。単に素材が良い、味が良いというだけ
では生き残れないと思います。
　私は、もちろん小規模事業者にも希望はあると考
えています。このごろ地方に行くと必ず「はやって
いるおいしいパン屋さんはありませんか？」と聞き
ます。これが結構あちこちにあるのです。地方は車
社会ですから、場所によっては数十キロメートルも
離れた所からパンを買いに来るケースも珍しくあり
ません。しかもパンは毎日の食材ですからたびたび
お店を訪れます。この広い商圏、高い来店頻度、さ
らに大手チェーンではまねができないオリジナルな
価値の提供が、ほかの業種業態でも成功の になる
のではないかと考えています。

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　総研マーケ
ティング戦略研究所上席研究
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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