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イベントやお祭りに大活躍!!
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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。

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
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KANOYA CHAMBER

かのやKEYパーソン
北田大手町商店街振興組合

KANOYA CH

鹿屋経済同友クラブ会長

中原 浩一 氏に聞く

◆まず鹿屋経済同友クラブについて教えてください。
り、陳情活動や
『水と緑と文化が融合した人に優しい湧水商店街』
鹿屋経済同友クラブは昭和 32 年に中堅企業の有
署名活動を行っ
志 25 名が、地域経済の堅実な再建のために集まっ
てきました。
できるようになりました。
て設立した団体で、鹿屋市だけでなく大隅半島の地
全国約２万箇所の商店 また最近、日
◆取り組みの成果は？
域経済発展のために諸問題に取り組んでおり、現在
本の気象状況が
街の中から地域の特性・
ハード、ソフト両事業の実施により、市民の方々の
63 名の会員が加入しています。今年がちょうど創
大きく変化して
ニーズを把握し創意工夫
商店街への注目度や期待感が高まり、他団体による単
立 60 周年にあたります。
きています。異
を凝らした取組により、
独イベントも開催されるようになりました。また、
常が普通、当た
地域コミュニティの担い
「KITADA SARUGGA」の開設により、イベント時
◆今 年 6 月の総会において、鹿屋経済同友クラブ
り前のような印
手として商店街の活性化
会長に就任され、新会長として現在の心境と今後
象 を 受には、リナシティかのやからの回遊性も高まってきま
け ま す。
や地域の発展に貢献し
した。
の方針を教えてください。 て い る 商 店 街 を 表 彰 す
これまで交通
今回の活動は各店舗の次の世代が前向きに取り組み
創立 60 年という節目の年に、歴史ある団体の会
ネットワーク網
る「 は ば た く 商 店 街 30
熱意を持ち一致団結して行われました。商店街の若返
長に就任し、身の引き締まる思いです。3
ヶ月が経
の構築は、建設
選」に選ばれた北田・大
▲６月会長に就任した中原浩一氏
りも期待できるように成りました。さらに商店街を形
過しましたが、まだ右も左も分からない状況です。
や流通といった
手町商店街振興組合の前
成する個店各自が活気を取り戻せば、この商店街で商
様々な会議に参加させていただき、鹿屋経済同友ク
経済活動に不可欠な側面があり、経済効率が優先さ
田数郎理事長にお話を伺
売をしてみたいという経営者を呼び込み、空き店舗の
ラブとして、今後どのように活動すべきか勉強中と
れることで、地方における整備がなかなか進まない
いました。
再開へつながるはずと商店街の再生に期待を膨らまし
いったところでしょうか。
状況にありました。
◆きっかけは？
ているところです。
また、これまで 18 年にわたり会長を務められた
しかしながら今後は、ライフラインとして、災害
2007 年に北田・大手町商店街に隣接して「リナシティ
◆今後の目標・抱負について
田中俊實前会長〔㈱ミズホ商会取締役会長〕には、
に強い地域づくりを目指す必要があり、交通ネット
かのや」がオープンし、ここに集まったお客様が商店
組合店舗は一番多い時で 64 店舗でしたが、今は過
鹿屋西部商工同友会と大姶良経済文化同友クラブの
ワークの構築が喫緊の課題になると考えています。
街にも足を伸ばしてくださると期待していましたが、
去最少の
14 店舗。少ない人数で協力して取り組んで
市内２つの団体だけでなく、隣接する垂水市の垂水
地域が孤立する状態を避けるインフラ整備が求め
期待に反して回遊性は高くありませんでした。
きたことが評価され非常にうれしく思います。
経済同友クラブとの良好な関係を構築していただき
られており、今後も重点目標を達成できるよう努め
そのような中、約 200 メートルあるアーケードの老
現状はまだまだ市民の皆様へ満足頂ける状況では無
ました。
てまいります。
朽化が著しく、崩落の危険もあったことからアーケー
いので今後は、グリーンカーテンと併せて花の植え付
今後も、これらの団体の方々と連携を図りながら
ドの改修は喫緊の課題でした。しかし、改修は費用も
一緒になって大隅半島の経済発展に貢献できればと
◆創立けなどを行ない、商店街の環境整備に努めるとともに
60 周年とおっしゃいましたが、何か今年特
高いし、撤去も容易ではないし…となった時に、全国
考えています。
別な活動がありますか？また今後の抱負を。
「KITADA SARUGGA」の２階に使い勝手の良い多
商店街支援センターの支援パートナー派遣事業を活用
11 月
30 日（金）、60 周年の事業として視察研
目的コミュニティー施設を整備し、
歩きたくなる・行っ
し、アドバイスをもらいました。
◆鹿屋経済同友クラブとして特に力を入れている活
修と記念式典・記念講演会を企画しています。
て見たくなる「まちづくりの活動拠点」の機能を確か
アーケードの骨組みのみを残すという方法を選択し視察研修については、これまでも大隅半島におけ
動は？
なものにしていき、関係機関との連携や市民の皆様の
ましたが、アーケード問題を協議する企画運営部会を
やはり、鹿児島県全体をみると薩摩半島と比べ、
る観光地や企業視察を行ってきました。今回も会員
参加を得ながら、イベントやワークショップを開催す
立ち上げるなどし、検討を重ねた結果、団結力が強ま
大隅半島はインフラ整備が遅れている点は否めませ
が気軽に参加できる企画を準備したいです。
ることで来街者の増加や回遊性の向上に努め、商店街
り、アーケードのリニューアルだけで終わらせないよ今後の抱負としては、会員数を増やし、色々な方々
ん。
のシャッターを一つでも多く開き、もう一度人が集ま
うにしよう！という機運が高まりました。
鹿屋経済同友クラブとして、重点目標のトップに
の意見を聞いてみたいと考えています。また市内の
る場所にしたいと考えています。
◆どのような取り組みを？
基幹都市としての交通体系の確立を挙げています。
若い経営者の方々に対しては鹿屋経済同友クラブを
「水と緑と文化が融合した人に優しい湧水商店街」
そのなかでも１．錦江湾横断交通ネットワーク（桜
はじめとし、色々な団体へ参加して欲しいと思いま
商店街概要
をテーマに、アーケード屋根を撤去してナノミストや
島架橋）の建設促進、2.
東九州自動車道の早期完
す。幅広い年齢の方々、様々な業種の方が参加する
北田・大手町商店街振興組合
緑のカーテンを設置しましたが、存在を知ってもらう
成や整備計画路線の昇格推進、３．大隅縦貫道の整
ことで企業人として学べる場となると思います。
理事長：前田 数郎 氏
ためには魅力あふれるイベントを開催し、実際に商店
備促進の
3 項目を優先すべき事項としてあげてお

理事長 前田 数郎 氏に聞く

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

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

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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「アグリフード EXPO 東京 2018」出展報告！

▲多くの来場者で賑わう当所ブース

８月 22 日（水）～ 23 日（木）の２日間、東京
ビッグサイトにて開催された「第 13 回アグリフー
ド EXPO 東京 2018」に、鹿屋市内の食品・加工品
業者５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、８月末現在、商談件数 264 件（うち継続商談 74 件）
の実績となっております。
共同出展した５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。
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。

▲看板とのぼりで大隅半島を PR

〔開催実績〕
出展者数：678 社
来場者数：12,385 人（２日間）
当所出展：３小間（５社 14 商品）
当所実績：ブース来場者約 600 名
商談件数（名刺交換含む）264 件
継続商談 74 件（商談会終了時）
※は今回初出展
【当所共同出展者】50 音順
事業所名
主な出展商品
No
１ （有）三清屋
黒豚
２ 三和物産（株）
塩茹で落花生、煎り落花生
３ 大丸実業（有）
４ 西尾製茶

▲来場者と商談する出展者
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焼き芋（常温・冷凍）、
紅はるか（生芋）

ロースト玄米あらびきス
ティック、玄米珈琲

５ ワダツミ農園（株）※ モリンガ（粉末・乾燥）

KANOYA CHAMBER
青年部だより

かのや産業フェスタは鹿屋・大隅をは

じめ県内外の来場者の皆様に対して地元

の企業を知ってもらい、地元の商品やサー

ビスに触れる機会であり、ヒト・モノが
一堂に集まり様々な企業・商品・サービ
スに顔と顔を合わせて直接交流する場所

【荒天時の場合による順延日】

2018年１１月２５日
（日）

です。

マックスバリュには駐車しないでください。 当日はイベント会場周辺にて交通規制があります。

市民・市民活動団体・企業・行政など、

吉本新喜劇を築いた
伝説の作家

多様な団体が協力し合って「支え合って

竹本 浩三氏

講演会

「笑売人から学ぶ」
～笑って元気に働ける地元づくり～

時間：開場12:30 開演13:00
場所：リナシティかのや3Fホール

入場無料

働く車両シリーズ

献血コーナー

今夜の家ごはん

かのや10代しゃべりば

クイズラリー

キッズファクトリー

和歌山市生まれ。
劇団くるみ座、
東宝株式会社文芸部
新喜劇の作・演出を手掛けその基礎を築いた。
以後、
書
席」
「ごろんぼ波止場」
などテレビ、
ラジオ番組の作・演
帝京平成大学現代ライフ学部教授、帝塚山学院大学

フェスタでは、『企業＝人』が売り買いの
みを越えた情報交流をできることが強み

などを経て1959年から吉本興業に加わり、
特に吉本
いた脚本は700本以上、
「 パンチDEデート」
「 爆笑寄
出は5000本以上にもなる。
現在、
吉本興業文芸顧問、

いく地域づくり」を可能とするこの産業

文学部講師、
大阪市「上方芸能文化顕彰」選考委員（本
データはこの書籍が刊行された当時に掲載されてい

でもあります。

若者一人ひとりが「居場所と出番を」

たものです）

MC

キカンタレ

「キカンタレ」
は、
仮屋竹洋さん
（肝付町高山地区出身・

物販展示販売

飲食ブース

ガラポン抽選会

野菜の掴み取り

31歳）
とけーじさん（鹿児島市出身･33歳）のコンビ。
東京で活動中に、
プライベートで仲良くなり、
2016年
にコンビが結成されました。今年、
よしもとクリエイ
ティブ・エージェンシーが各県に地元出身の芸人及び
マネージャーを派遣して地域を盛り上げていく、
「あ
なたの街に"住みます"プロジェクト」
の一環で派遣さ
れ、
鹿児島県内で活動をしています。

【お問い合わせ】

かのや産業フェスタ実行委員会事務局

〒893-0015 鹿児島県鹿屋市新川町600番地（鹿屋商工会議所内）
TEL 0994-42-3135 FAX 0994-40-3015
かのや産業フェスタ 検 索

■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 ■共催：鹿屋市・鹿屋商工会議所・鹿屋市商店街連合会
■後援：鹿児島県大隅地域振興局・鹿屋市教育委員会・日本商工会議所青年部・九州ブロック商工会議所青年部連合会・
（株）まちづくり鹿屋

見出すことの出来る内容づくりに着目し
た今回は、
「地元企業の商品・サービスの

発信から、地元企業で働く魅力」をコン
セプトとし、この産業フェスタをきっか

けとして、地域社会・経済の発展の一助
となることを目的とします。

開

催

日

平成 30 年 10 月 14 日（日）

※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。

【荒天時の場合による順延日】
平成30年11月25日（日）
時

間

9:30 ～ 16:00

会

場

リナシティかのや・イベント広場

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）
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2018

かのや夏祭り 盛大に開催！
８月 4 日（土）
、26 日（日）の両日、
「かのや夏祭り」

が開催され、いずれも好天に恵まれ多くの人で賑わい
ました。

4 日（土）には、八坂神社で夏祭りの無事故息災と

商売繁盛を祈念し神事が行われたあと、大隅初のプロ
サイクリングチーム CIEL BLEU KANOYA が市街地
を疾走。

音楽隊や御巡行などが、中心市街地を練り歩き、祭

りの雰囲気を盛り上げました。

16 時からの総踊りでは 36 チーム約 2,700 人の踊り

▲ 52 名が参加した商工会議所踊り連

子さんが市内を踊り歩きました。

26 日（日）には、古江港において納涼花火大会が行われ、会場には市内外より４万１千人が来場。

８千発の花火やレーザーショー、大隅半島では最大となる 2 尺玉の打ち上げ花火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。

▲祭りの無事故を祈念する関係者

▲神官を先頭に市内を御巡行

▲青年部と高校生による本部神輿

《かのや夏祭り総踊り審査結果》
かのや夏祭りの総踊りの審査結果は以下のとおりです。
また今年は、明治維新 150 周年ということもあり、その当時の衣装や飾りつけをしたチームに特別賞
として【西郷どん賞】が設けられ、本町鹿銀ばか踊連が受賞しました。
【小・中学校（幼・保育園）の部】
順位
チーム名

【一般の部】
順位

チーム名

1

150th special team 鹿屋 90

1

本町

2

台小っ子

2

海上自衛隊

鹿銀ばか踊連

3

寿北小 6 年「寿北組」

3

志布志

本 社 鹿 屋 市 札 元 2 丁 目 3 8 0 8−6
TEL 0994-43-3094 FAX 0994-43-7172
6

鹿屋航空基地

【山車の部】
順位
最優秀賞

チーム名
北田町リナシティばか踊り連

アイデア賞 敬心グループ

楽結舞

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

KANOYA CHAMBER

固定資産税
ど 「先端設備等導入計画」をご存知ですか？
３年間ゼロな
先端設備等導入計画とは

中小企業の生産性向上のための設備を導入する計画です。
認定を受けた中小企業は、生産性向上のために取得した設備投資（償却性資産）に係る固定資産税の
減免措置や補助金の優先選択、補助率アップ等の優遇を受けることができます。

≪申請の流れ≫

経済産業大臣

計画認定の３つのメリット

（導入促進指針の策定）
協議

同意

１

メリット

鹿屋市
（導入促進基本計画の策定）
申請

メリット 生産性向上のために取得した設備に係る
固定資産税を３年間ゼロに軽減！※要件あり

認定

先端設備等導入計画

２

設備取得のための資金繰りを支援！

メリット 各種補助金における優先採択！
さらに、ものづくり補助金は補助率アップ！

３

事前確認書発行

認定経営革新等支援機関
例 商工会議所、商工会、金融機関、
税理士、会計士 等

中小企業者
事前確認依頼

◆主な要件

【計 画 期 間】 ３年間、４年間又は５年間であること。
【労働生産性】 計画期間において、基準年度比で労働生産性が年率３％以上向上すること
【設備の種類】 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備。
※固定資産税の減免を受けるには、別途要件があります。
〈減価償却の種類〉 ・機械装置
・建物付属設備
・測定工具及び検査工具
・ソフトウェア
・器具備品

優先採択の対象となる補助金一覧【中小企業庁】

○ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業（ものづくり補助金）○小規模事業者持続化補助金（持続化補助金）
○戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン補助金）
○サービス等生産性向上 IT 導入支援事業（IT 補助金）

本件に対する 鹿屋市役所 商工振興課
TEL：0994-31-1164 FAX：0994-40-8688
お問合せ

当所中小企業振興部振興課
TEL：0994-42-3135 FAX：0994-40-3015

チームサポーター募集中！ ｗｗｗ.cielbleu-kanoya.com

EVENT
OUTDOOR
PLANNING

イベント・催事
アウトドア・ＢＢＱ
企画・運営

RENTAL

各種レンタル

株式会社

ベルキャンバス

〒893-0067 鹿屋市大浦町11479-16
TEL（0994）45-6162 FAX（0994）45-6163
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受講生募集！

～夢への一歩をふみだそう！～
『鹿屋大隅地域創業スクール』
開講します！

鹿屋・大隅地域で創業を考えている方、仲間を作りたい方、創業資金の調達
方法がわからない方、創業に関する基礎知識を習得したい方、お待ちしており
ます。
鹿屋大隅地域創業スクールは、
「ゼロから始める創業」をテーマに、経験がな
い方でも、解りやすく且つ実践的な内容を盛り込んだ座学による講義を中心に開
催致します。
昨年、参加者 24 名のうち４名が創業した本スクールは、今回も皆さんの挑戦
を全力でサポートいたしますので、
是非とも多数のご参加をお待ちしております。

□創業スクール （全 9 回
No.

日程

受講料：5,400 円）

開催時間

▲昨年の創業スクールの模様

テーマ

カリキュラム講座概要

1

10 月 2 日（火） 18：00～21：00 創業に向けての心構え

・創業するための条件整備とアイデアの出し方
・ビジネスプラン作成①

2

10 月 5 日（金） 18：00～21：00 人材の活用方法・育て方

・創業時の人材の集め方及び育て方
・ビジネスプラン作成②

3

10 月 12 日（金） 18：00～21：00 マーケティングの基礎知識及び販売戦略 ・ビジネスプラン作成③

4

10 月 16 日（火） 18：00～21：00 広報及び集客の実践と IT の活用手法

・広告・集客の実践媒体としての IT 活用
・ビジネスプラン作成④

5

10 月 19 日（金） 18：00～21：00 会計の仕組みと業績の把握と見方

・創業に必要な会計の仕組みと業績の把握・見方
・ビジネスプラン作成⑤

6

10 月 23 日（火） 18：00～21：00 事業計画の基礎と立て方

・事業計画の基礎と利益管理及び資金計画の基礎
・ビジネスプラン作成⑥

7

10 月 26 日（金） 18：00～21：00 創業に関する税務・法務・経営の基礎知識 ・ビジネスプラン作成⑦

8

10 月 30 日（火） 18：00～21：00 資金調達と公的資金制度の活用

・資金調達方法
・小規模企業共済制度等について

9

11 月 2 日（金） 18：00～21：00 ビジネスプラン発表会

・各参加者が作成したビジネスプラン及び創業にあたって
の決意表明

・マーケティングの基礎及び商品開発・販売戦略

・経営に必要な知識と税務・法務の基礎知識

お申込み・お問合せは当所中小企業振興部振興課まで TEL 0994-42-3135/FAX 0994-40-3015

『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、また創業計画書の描き方、
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。
【相談料】 無 料
【日 時】 毎月第１水曜日 午前 10 時～午後４時
【お申込み・お問合せ先】
【今後の開催予定】
ホームページより申込書をダウンロードし、必要事項
平成 30 年 10 月３日
（水），11 月７日
（水），12 月５日
（水），
平成 31 年１月９日（水），２月６日（水），３月６日（水） を記入の上、ＦＡＸまたは電話にてお申込みください。
当所 中小企業振興部 振興課まで
※相談時間は、午後０時～午後１時を除く概ね１時間以内
【場 所】 鹿屋商工会議所（鹿屋市新川町 600 番地）
TEL：0994-42-3135 ／ FAX：0994-40-3015
【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。
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軽減税率制度は
多くの事業者の方に
関係ある制度です

消費税軽減税率対策セミナー

「来たる消費税率アップへの備えと
クラウドサービス活用のススメ」
～消費増税を日々の業務の省力化・効率化に活かす！～

2019 年 10 月の消費税率 10％引き上げまで約 1 年と迫りました。
［第２部及び個別相談会講師］
今回の消費税率の引き上げでは、併せて軽減税率制度が導入される予定です。
本セミナーは、2 部構成とし、第 1 部では消費税の軽減税率制度の円滑な実
施に向けた説明会を開催。第 2 部では、軽減税率補助金を活用してレジ購入や
改修を検討されている方、またクラウドサービスの導入・活用により、「時間
コストの削減」
、「業務の効率化」といった生産性の向上を図りたい事業者の皆
様を対象としたセミナーを開催致します。
ぜひ、この機会にご参加をお待ち致しております。
【日時とテーマ】平成 30 年 10 月 16 日（火）
講師プロフィール
1983 年、長崎県出身。
第１部 13：30 ～ 14：30「消費税軽減税率制度説明会」
九州の大手税理士法人や事業再
第２部 14：30 ～ 16：30
生コンサル企業での勤務を経て
「消費税率アップとクラウドサービス活用のススメ」 2014 年に独立。
中小企業の業務効率化や創業にお
個別相談会 16：30 ～ 17：30
ける IT ツール活用支援に特化し、
【会
場】 鹿屋商工会議所 研修室
経営のアドバイスを行う。
【講
師】 第 1 部：鹿屋税務署 消費税軽減税率担当職員
また、全国の商工会議所や自治体
とも連携、中小企業へのクラウド
第 2 部及び個別相談会
サービス普及に努める。
：株式会社ワクフリ 代表取締役 髙島 卓也 氏
2017 年 12 月に株式会社ワクフ
【定
員】 30 名（※個別相談会は 1 事業所 20 分程度、先着 3 事業所迄）
リを設立。
【受 講 料】無料［会員／非会員問いません］
【申込方法】 同封の受講申込書に必要事項をご記入の上、FAX またはお電話にてお申込みください。
【お問合せ先】 当所  中小企業振興部  振興課まで （TEL：0994-42-3135 ／ FAX：0994-40-3015）

鹿屋市中小企業資金保証料補助金をご存知ですか？
【対象経費】

中小企業者の創業、設備取得等の積極的な取組みを支援する制度です。

【対象者】

鹿児島県中小企業制度資金のうち
以下の融資に係る保証料
⑴
⑶
⑷
⑸

設備資金
⑵ 創業支援資金
新事業チャレンジ資金
観光・ものづくりパワーアップ資金
事業承継対策資金
⑹ 耐震改修支援資金

まるじん

【補助金額及び上限額】
補助対象経費
（保証料）×

１/ ２

※１年度につき１中小企業者当たり 30 万円を上限とします。

①～③すべてを満たす中小企業者

①鹿屋市内に主たる事業所を有していること。
②鹿屋商工会議所又はかのや市商工会に加入していること。
③市税を滞納していないこと。

【申請方法】

申請書類を加入している商工団体に提出

※毎 年 1 月 1 日から 12 月 31 日までに支払った信用保証
料について、翌年 1 月中に申請を行う。
※提 出書類については、鹿屋市ホームページにてご確認
ください。

Marujin

丸紅塵芥清掃㈲

郷之原
トンネル

ドクターアイズ
鹿児島鹿屋店さん

ニシムタさん

R220バイパス
至垂水

Marujin

ホームページhttp://www3.synapse.ne.jp/marujin/

スズキ自販
鹿屋西さん

至笠之原

からのお問い合わせは24時間受け付け中！！
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受講生募集！

事業計画策定支援セミナー 財務分析編

～財務分析に基づく事業計画で、会社の未来を変えましょう～
本セミナーでは、事業の持続的発展に係る事業計画策定の重要性をはじめ、
決算書の構造やキャッシュフロー計算書など、財務分析の基本について説明
します。
財務分析と聞くと難しいイメージを抱きがちですが、簿記がわからない方
や財務管理に詳しくない方でも、全国で支援実績のある専門家がポイントを
押さえながら分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

【会
【定
【対
【受

時】 平成 30 年 10 月９日（火）
セミナー
13：30 ～ 16：30
個別相談会 16：30 ～ 17：30 ※要事前予約・先着順
場】 鹿屋商工会議所
員】 40 名
象】 小規模事業者の経営者、経営幹部、管理職の方 等
講 料】 無料

講師プロフィール
金融業界や不動産業界、法律業界
など様々な業界で培った経験を活
かし、現場に即した実践可能な支
援を行っており、受講生からの評
価も高い。

【講
師】 ㈱エイチ・エーエル 西原 哲也 氏（中小企業診断士）
【申込方法】 同封しております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。
【お問合せ先】 当所  中小企業振興部  振興課まで（TEL：0994-42-3135 ／ FAX：0994-40-3015）

『簿記 の 基 礎 講 座 』

受講生募集！

毎年、好評いただいている本講座。今年も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

の方々等を対象とした『簿記講座』を開催いたします。

簿記の仕組み、現金の動き、簡単な試算表・決算書の作成をわ

かりやすく教えます。お申し込みはお早めに！
【日

時】10 月 22 日（月 )・24 日（水）・25 日（木）の 3 日間

【場

所】鹿屋商工会議所

18：00 ～ 20：30（３日間とも同時刻開催）

【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
【講

1,080 円／非会員

師】株式会社エーアイエー

【お申込み・お問合せ先】
当所

中小企業振興部

3,240 円

TKC 公認経営革新アドバイザー

林 英俊

氏

振興課まで（TEL：0994-42-3135 ／ FAX：0994-40-3015）

『 電球1個から 』

株式会社 宇都電設
10

▲昨年の簿記講座の模様

〒893‐0015 ⿅児島県⿅屋市新川町５４８1
TEL 0994（42）5855 FAX
HP http://utoden.biz/

0994（42）5880
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平成 30 年度後期検定試験日程
検定種目

検定施行日

珠算能力（第 214 回）
段
珠

算

インターネット
申込受付可能

簿

記

インターネット
申込受付可能

位（第 124 回）

珠算能力（第 215 回）
段

位（第 125 回）

申込受付期間

30 年 10 月 28 日（日）

8/20（月）～ 9/26（水）

31 年 2 月 10 日（日） 12/3（月）～ 31 年 1/9（水）

下級・暗算（第 107 回）

30 年 12 月 9 日（日）

10/1（月）～ 11/7（水）

１級～３級（第 150 回）

30 年 11 月 18 日（日）

9/10（月）～ 10/18（木）

２級～３級（第 151 回）

31 年 2 月 24 日（日） 12/17（月）～ 31 年 1/24（木）

１・２・３級（第 83 回）

31 年 2 月 20 日（水） 12/17（月）～ 31 年 1/24（木）

受験料
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
準１級
２級
準２級
３級
準３級
４～６級
７～ 10 級
暗算
１級
２級
３級

２, ３００円
２, ０００円
１, ７００円
１, ６００円
１, ５００円
１, ３００円
１, ０００円
９００円
９００円

7,710 円
4,630 円
2,800 円

１級 7,710 円
２級 5,660 円
３級 4,120 円

リテール
マーケティング 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。
（販売士） 【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 24 回）
シニアマスター（第 35 回）
マスター（第 37 回）

31 年 2 月 3 日（日） 12/3（月）～ 31 年 1/11（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
２級 7,340 円
２・３級（第 45 回）
30 年 12 月 2 日（日）
9/18（火）～ 10/19（金）
コーディネーター
３級 5,250 円
ビジネス
２級 6,480 円
２・３級（第 44 回）
30 年 12 月 9 日（日）
9/25（火）～ 10/26（金）
実務法務
３級 4,320 円
２級 6,480 円
福祉住環境
２・３級（第 41 回）
30 年 11 月 25 日（日）
9/11（火）～ 10/12（金）
３級 4,320 円
コーディネーター
環境社会検定
第 25 回
30 年 12 月 16 日（日）
10/2（火）～ 11/2（金）
5,400 円
（eco 検定）
※簿記・リテールマーケティング（販売士）検定については、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）
※商工会議所検定情報ホームページ http://www.kentei.ne.jp/

検定アレコレ!!

日商簿記３級
今後取得したい資格
日本経済新聞社
・日経 HR 調べ

第６位

日商簿記２級

第７位

日商簿記３級

日本商工会議所が主催する簿記検定。なかでも簿記 3 級は、簿記の入門編として受験
者数が毎回 10 万人を超える人気の資格です。
20 ～ 40 歳代のビジネスパーソンに対する調査でも、今後取得したい資格第 7 位にラ
ンキングされています。
検定というと難しいというイメージがありそうですが、下の表のように実際の受験者
数の半数近い受験者が合格しています。
回
第 145 回（2017.  2.26）
第 146 回（2017.  6.11）
第 147 回（2017.11.19）
第 148 回（2018.  2.25）
第 149 回（2018.  6.10）

受験者数
105,356 名
102,077 名
113,559 名
102,212 名
101,173 名

実受験者数
80,832 名
80,227 名
88,970 名
78,243 名
79,421 名

合格者数
38,289 名
40,880 名
35,868 名
38,246 名
35,189 名

合格率
47.4%
50.9%
40.3%
48.9%
44.3%
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商店街通信

第22回笠之原十五夜大綱引大祭が開催されます！
【開催日】 平成 30 年 9 月 22 日（土）
雨天の場合９月23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～
▲盛り上がった昨年の大綱引の模様
269

ケーズデンキ

笠之原 IC

鹿屋農高

550

鹿屋
医療センター

ファミリー
マート
220

スズキ

恒心会
おぐら病院

笠之原公園

鹿屋中央高校

今より約 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ました。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
80 ｍ、直径約 50㎝、重さ 1,500㎏の大綱を二手に分か
れて引き合います。

平成30年10月１日より

鹿児島県中小企業融資制度の申込手続きが変わります！
従

来

変更後

＜資金＞
汎用資金（中小企業振興資金など）
経済活性化支援資金
経済安定対策資金
＜斡旋方法＞
上記資金のうち創業支援資金以外で
1000 万円を超える資金については、
商工団体に設置しているあっせん協議会を
経由して信用保証協会へ融資申し込み

＜資金＞

汎用資金（中小企業振興資金など）

➡

経済活性化支援資金
経済安定対策資金
＜斡旋方法＞

創業支援資金以外の資金については

商工団体または金融機関のいずれの機関でも
申し込み可能。

＜中小企業者にとってのメリット＞
※中小企業者にとっては、取扱金融機関より直接、信用保証協会へ申し込むことで融資結果が出るまで
の期間が短縮されます。
詳しくは 当所中小企業振興部振興課まで
TEL：0994 － 42 － 3135 FAX：0994 － 40 － 3015
幕末・明治 激動の時代

西南の役 錦絵展
西郷どん・鹿児島等 関連錦絵を展示中
（入館無料・水曜日休館）

手造りの木工品・種類豊富な造花・小物雑貨など
取り揃えております♪ 来て見て楽しいお店です！

「書画・古文書」展示コーナー
かのやばら園近く！
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営業時間：９：００～１８：００

定休日：毎週水曜日

鹿屋市下堀町9578-5

ＴＥＬ：0994（４０）８２７７

KANOYA CHAMBER

会員さんの ひろば
○店
○住
○電
○駐 車

名：Dining360（ダイニング サブロー）
○代 表 者：梅北 健一
所：鹿屋市大手町 1-1 リナシティかのや 103
話：0994-43-2820
場：イベント広場、まちなかパーク、ピット 88 をご利用の方は、
▲落ち着いた雰囲気の店内
４～５時間無料。※店内等での認証が必要です
（全室掘りごたつ個室）
○営業時間：昼の部 11 時 00 分～ 14 時 00 分（オーダーストップ 13 時 30 分）
夜の部 18 時 00 分～ 24 時 00 分（オーダーストップ 23 時 30 分）
○定 休 日：毎週火曜日
リナシティかのや１階に、平成 29 年 2 月に移転オープンしました飲食店です。
ホテルで経験を積んだ料理長自慢の和洋折衷メニューを、全室掘りごたつの個
室でゆっくりとお楽しみください。
お昼のオススメは、「SELECT LUNCH（セレクトランチ）」。150 円～ 300 円の惣
菜とご飯セット（ご飯・味噌汁・漬物）300 円等を自由に組み合わせることがで ▲ SELECT LUNCH の一例（900 円）
きる新感覚のランチです。
ポテトサラダ（150 円）
、サバ塩焼き（200 円）、若鶏の唐揚げ（250 円）、ハンバーグ（300 円）など、惣
菜やデザート等 40 種から、お好みのものをお選びください。
また、全 9 品の「360 きまぐれランチセット（1,300 円）」やアラカルトメニュー（カレー 600 円・中華丼
600 円など）もご準備して、お客様をお待ちしておりますので、是非、お気軽にご来店ください。
夜は、コース料理のほか、お得な「360 だれやめセット 1,500 円（生ビール・小鉢・料理 4 種盛り合わせ）
」
や豊富なアラカルトメニューもございますので、一日の疲れを、当店で癒やしていただければ幸いです。

『平成 30 年度永年勤続優良従業員表彰式』ご案内
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 30 年 11 月６日（火）
	       10 時 00 分～ 12 時 00 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 ：被表彰者１名につき 10,800 円
３．申込締切日
平成 30 年 10 月 16 日（火）※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】当所

中小企業振興部

振興課まで

▲昨年の表彰式風景

TEL 0994-42-3135

FAX 0994-40-3015
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鹿屋商工会議所セミナー報告
8.17

経営分析について、手法や事例等を学ぶ

経営分析セミナー開催！
8 月 17 日（金）、当所において株式会社エイチ・エー

エル中小企業診断士三上康一氏を講師に迎え、経営
分析セミナーを開催しました。

現在、国や県が力を入れている中小企業に対する

施策として小規模事業者持続化補助金をはじめとす
る各種補助金のほか、経営革新計画や経営力向上計

画などを作成することのメリットや実際に経営分析
を行って業績が上がった事例などを紹介。

三上氏は「経営分析は、企業にとって健康診断の

ようなもので、定期的に行うことで、企業の体力を

維持できるとともに、補助金や経営革新計画等を作
成する際にも前提となるものです。」と説明。

セミナー終了後は個別相談会が行われ、事業所が

抱えている経営課題について分析を行い、参加者は

経営改善をどのようにすべきかアドバイスを受けて
いました。

なお、本セミナーは、国より認定を受けた経営発

達支援計画に基づくもので、事業計画策定支援セミ

ナーの第１弾です。今後、第２弾（財務分析編）、第

３弾を予定しておりますので、是非ご受講ください。

9.6

補助金の採択率を高める！
『経営計画』のつくり方講座
9 月 6 日（木）合同会社グローカルサポート代表

社員川野義美氏を講師に迎え、経営計画のつくり方
講座（第１回講座）を開催しました。

「近年、補助金の公募は非常に増えており、国の情

報サイト『ミラサポ』のほか、中小企業基盤整備機
構が運営している「J-Net21」等で情報を得ること

ができるとともに、商工会議所をはじめとする支援

機関でも申請支援を行っているので相談してほしい」
と説明。

「また、各種補助金だけでなく、色々な優遇措置の

対象となる『経営革新計画』においても、経営計画

策定は不可欠であり、自社の方向性を見出す上でも、
計画を作成することをお勧めする」との話があった。
参加者は、講師オリジナルのワークシートを使っ

て、実際に計画書を作成、セミナーの中でわかりや
すい表現方法などアドバイスを受けました。

本講座は、全３回シリーズで、経営計画の作成に

ついて学び、今後、希望者には個別相談を行いながら、
各種補助金や経営革新計画等の申請を目指します。

▲補助金の採択のポイントを学ぶ参加者

▲経営分析の手法を学ぶ参加者

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
14

補助金採択へ向け 12 名が受講！

無料相談、随時受付中！（ᵒᵓᵋᵓᵓᵑᵗ）
※

土日・祝日に相談希望の方は、別途ご連絡下さい。
１．相続手続き全般（預貯金解約手続を含む）
２．遺言書作成支援（公正証書手続き含む）
３．お墓の改葬手続き支援
４．成年後見（候補者として指名可）、
任意後見契約書作成（任意後見人として受任可）
５．農地転用
６．車庫証明、車の名義変更手続き（割引可）
７．外国人の在留資格更新・変更申請等
８．家庭問題（離婚協議書、夫婦間契約書、
夫婦円満契約書の作成）
９．許認可申請（住宅宿泊業（民泊）届出含む）
１０．法人設立、定款変更、議事録作成
等

鹿児島県行政書士会会員 福岡入国管理局届出済
行政書士 寺 岡 正 善
鹿屋市田崎町２８１５番地（セブンイレブン前）

KANOYA CHAMBER

8.21

IT で業務効率化・経営強化を！

「IT 活用による生産性向上セミナー」開催

8 月 21 日（火）、当所にて NAWAGATE ㈱代表取締役縄田倫靖氏…

を講師に迎え、IT 活用による生産性向上セミナーを開催しました。
「地方の中小企業者にとっては『生産性向上』が急務であり、生

産性を投入（INPUT）と算出（OUTPUT）に分類して考え、少な

い投入から大きい算出を得ることが『生産性の向上』と言えます」
と説明。

また、IT 活用時における投入と算出の具体例や業種毎の事例を

あげ、IT の活用で実際にどのような課題が解決されたかを紹介し
ました。

約 80％の中小企業が IT 導入に失敗するといわれるなか、主な

失敗事例をあげ、失敗せずに IT 導入の成果を上げるポイントを説

明。参加者からは「自社の取り組み方法に問題がないか」等多く
の質問がなされ、セミナーは盛況裡に終了しました。

▲ IT 活用事例を紹介する縄田氏

～ 10 月は個別労働関係紛争処理制度に係る周知月間です～

県労働委員会委員による

労使間のトラブルに関する無料相談会
（平成 30 年度）

個々の労働者と使用者との間に生じた労働に関するトラブルの解決方法について、県労働委員会委員
【公益委員（弁護士、大学教授等）、労働者委員（労働組合役員等）
、使用者委員（会社経営者等）
】が相
談に応じます。どなたでも、お気軽に御相談ください。
（秘密厳守、無料）
なお、10 月 21 日（日）リナシティかのやで行う相談会は関係機関との合同相談会です。
御相談の内容によっては、当労働委員会がトラブル解決のお手伝いをする「あっせん」制度を利用す
ることもできます。
日

時

場

所

相談対応者等

午前 10 時 30 分
リナシティかのや
・県労働委員会委員
～午後 3 時 30 分
〔出張合同相談会〕 （受付：午後 3 時まで） （鹿屋市大手町 1 番 1 号）・関係機関相談員等
10 月 21 日（日）

※事前申込みは不要です。直接、会場へお越しください。なお、予約もできます。
（お問い合わせは下記まで）

＜お問合せ先＞
鹿児島県労働委員会事務局（鹿児島市鴨池新町 10 －１）電話：099-286-3943
時間：8 時 30 分～ 17 時 15 分（土・日・祝日・年末年始を除く。）
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～商工会議所生命共済制度～
ご契約者の皆様へ…配当金のお知らせ！≪配当率 60.40％≫

会員事業所の福利厚生制度の一環として、現在 381 事業所 1,202 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 29 年 7 月から平成 30 年 6 月まで）の配当率が下記のとおり確定致し
ましたのでお知らせ申し上げます。
なお、配当金はご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
60.40％【平成 29 年度 :58.82％】
2．振込日
平成 30 年 10 月 19 日（金）【各ご指定の預金口座へお振込み致します】
3．その他
①すでに生命共済制度を脱退されておられる方も、平成 29 年 7 月から平成 30 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
7件
7,000,000 円
7件
246,000 円
●入院給付金
234 件
1,111,668 円
●お見舞金・お祝金・健診補助金
計 8,357,668 円
	 計 248 件
（給付金等の支給申請は、手続き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、当所会員継続加入につきまして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、ご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 日前には預金口座の残高確認を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 合 せ 先＞ 鹿屋商工会議所 総務課 共済担当
＜引受保険会社＞ アクサ生命保険株式会社 鹿屋営業所

℡ 42-3135 FAX 40-3015
℡ 44-5870 FAX 44-5447

商工会議所福祉制度キャンペーンのお知らせ
当所では、
「福祉制度キャンペーン」
を 9 月 18 日（火）から 11 月 30 日（金）まで実施します。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
としています。
『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、是非ご検討いただきますようお願い申し
上げます。
＜キ ャ ン ペ ー ン に つ い て の お 問 合 せ 先＞当所総務課共済担当まで
＜共済制度・福祉制度についてのお問合せ先＞アクサ生命保険株式会社鹿屋営業所

相談会場

（TEL：0994-42-3135）
まで（TEL：0994-44-5870）

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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小さな掛け金で大きな安心の
交通事故発生件数

まごころ共済

47 万 2,165 件〔全国〕
（平成 29 年度統計：警視庁 HP より）

いつ起こるか分からない交通事故
備えは万全ですか？
□まごころ共済とは…

人身事故で加害者となった場合に、見舞金費用や香典料など多額の自己負担が必要になる場合が

あります。まごころ共済は、任意保険等でカバーできないこれらの出費を契約者にお支払致します。

＜安心保証＞
【負傷者が相手側】
● 300 万円までの実費を支給
●死亡臨時費用共済金 30 万円…一時金として
●入通院臨時費用 ３万円…一時金として
（通算３日以上の入通院）

【負傷者が契約者側】
～被害者になっても安心補償～
●死亡
300 万円
●入院１日 4,500 円（１人１日あたり）
通院 2,250 円（１人１日あたり）
【対物担保特約】
●２万円以上の損害で一律３万円

□安い掛金…普通車  1,000 円
（月々）・軽自動車  550 円
（月々）
（年一括払いにすれば２ヶ月分さらにお安くなります。）

※お引き受けできないナンバープレートもあります。（営業用自動車：緑ナンバー・黒ナンバー等）

【お問合せ先】当所総務課

県火災共済担当まで

TEL：0994-42-3135

FAX：0994-40-3015
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商工会議所 LOBO（早期景気観測） ー 2018 年 8 月調査結果ー
業況ＤＩは、改善も力強さ欠く。先行きは不透明感残り、横ばい圏内の動き
●調査期間：2018 年 8 月 16 日～ 22 日
●調査対象：全国の 423 商工会議所が、3,741 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。

ポイント

▶ 8 月の全産業合計の業況 DI は、▲ 14.8 と、前月から +1.9 ポイントの改善。ただし、「悪化」から「不変」への変
化が主因であり、実体はほぼ横ばい。建設業や電子部品、産業用機械、自動車関連の堅調な動きが続くほか、インバ
ウンドを含めた夏休みの観光需要が好調に推移した。また、記録的な猛暑に伴い、飲料や夏物商材の需要が拡大する
一方、客足減少や農産物の生育不良による価格上昇を指摘する声も聞かれた。燃料費や原材料費の上昇による負担増
や深刻な人手不足、根強い消費者の節約志向が依然として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▲ 14.4（今月比＋ 0.4 ポイント）とほぼ横ばいを見込む。消費の持ち直し
やインバウンドを含む観光需要拡大、生産や設備投資の堅調な推移への期待感がうかがえる。
他方、人手不足の影響の深刻化や、燃料費・原材料費の上昇、コスト増加分の価格転嫁遅れ、米国の保護主義的な
関税措置に端を発する貿易摩擦の影響など、世界経済の不透明感を懸念する声も多く、中小企業の業況感はほぼ横ば
いで推移する見通し。
【 九州ブロック概況 】
全産業合計の各 の推移（
年 月以降）
○全産業の業況 DI は、前月と比べ改善。産業別にみると、建
設業で悪化、卸売業で横ばい、その他 3 業種で改善した。
〇「連日の猛暑の影響から、エアコンなどの空調設備の引き合
いが好調で、売上改善となった」（電化製品等卸売業）、「イン
バウンド需要が伸びており、売上は改善。Wi-Fi 環境の整備や
Web ページの外国語対応等により、さらなる需要の取り込み
を図る」（宿泊業）、「公共工事の動きが鈍いことに加え、鉄鋼
や木材などの建材価格、人件費・外注費の上昇から、売上・採
算ともに悪化した」（一般工事業）
○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、建設業で改善、サービス業で横ばい、
その他の 3 業種で悪化の見込み。
従業員ＤＩ

資金繰りＤＩ

売上ＤＩ

採算ＤＩ

業況ＤＩ

仕入単価ＤＩ
（下落―上昇）

一部制度
変更アリ！
！

鹿屋市中小企業資金利子補給金制度のご案内

（旧）融資実行日より２ヶ月以内に申請

➡（新）融資実行日より１ヶ月以内に申請

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）
 屋商工会議所・かのや市商工会に加入し、かつ、
②鹿
市税を完納しているもの
※必要書類等については、当所中小企業振興部まで
お問い合わせください。
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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）
◎その他お問合せは…
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

KANOYA CHAMBER

「サッカー元日本代表・
  岡田監督が教えてくれたもの」
サッカーの元日本代表監督の岡田武史さんは、い
ま愛媛県今治市のサッカーチームＦＣ今治のオー
ナーをしています。長い監督経験でたどりついた日
本人に向いたサッカースタイルをメソッド化して
ジュニアの育成からトップチームまで浸透させるこ
とで、自分が理想とするサッカーを実現したいと考
えているそうです。
岡田さんは、「サッカーが強いチームをつくるだ
けでは駄目。チームを支える経済的な盛り上がりが
地域になければ持続しない」と考えて、ショッピン
グセンターなど地元企業と手を組んで地域活性化に
取り組んでいるそうです。サッカーを見に来た老若
男女がそのついでに半日を楽しく過ごせる場所とコ
ンテンツを提供する必要があると考えたのです。
国内最高ランクのリーグＪ１に昇格するためには
ホームに１万５０００人を収容するスタジアムが必
要です。もちろん入れ物をつくるだけでなく、年間
何十試合もそこに足を運んでくれるお客さんを育て
ないと強いチームは維持できません。人口約 16 万
人の今治市を中心にして、それだけのファン（関係
人口）をつくるには近隣の西条市や新居浜市なども
含めて１００万人に関心を持ってもらう必要がある
と考えています。サッカーのスペシャリストであり
ながらこうした「商品価値」と「商圏」をきちんと
イメージして作戦を考え、それを実行に移せるのは
さすがワールドカップに２度出場した名将です。
もともとは自分のやりたいこと、理想をかなえる
ためにスタートしていますが、結局それを実現し維
持していくためには、自分の努力や自分の属してい
るジャンルを超えた他者の協力が必要と気付いたの
だと思います。
岡田さんの考え方の変化を地方発の特産品や観光
商品開発に当てはめて考えてみると、とても示唆に
富んでいることが分かります。まず
「つくり手視点」
から抜け出して「顧客視点」に変わっていること。

そして、地域やジャンルを超えたコラボレーション
で、顧客の価値を実現しようとしていること。作戦
立案の軸が「自分の理想」から「お客さまの満足」
に移っているのです。理想のチーム（商品）をつく
れたとしても、それを価値あるものとして受け入れ
てくれるお客さまがいなければ話は始まりません。
強いチームの試合を見せるだけではなく、その前
後まで豊かな時間を過ごしたいと思うお客さまの行
動に寄り添って、サッカー以外のコンテンツでもお
客さまが喜ぶサービスを提供しようという考えで
す。地域も広域で考え、自分の考えに共感してくれ
る協力者を募り、多くのファンと共に自分の理想を
実現する。それができれば自分だけでなく、地域も
ファンも「三方よし」です。これが持続性の基にな
ります。
この場合のサッカーを、例えば「日本酒」
、例え
ば「メロン」
、あるいは「ヒノキの加工品」などに
広げて考えてみると、良いヒントになるのではない
かと思います。

◇渡辺

和博／わたなべ・かずひろ

日経ＢＰ 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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