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▲鳴之尾牧場（鹿屋市有武町）

謹
賀
新
年

鹿屋商工会議所では新型コロナウイルス感染症が終息するまで

を開設中です。お気軽にご相談下さい!!
新型コロナウイルスに関する経営相談窓口
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鹿屋商工会議所 会頭　坪 水 徳 郎

年頭のごあいさつ

新年あけましておめでとうございます。
　令和３年の新春を迎え、謹んで新年のお慶びを申し上げます。新たな希望を胸に穏やかな新年をお迎えに
なられたことと存じます。会員の皆様には、当所の諸事業に対しまして、日頃より一方ならぬご支援・ご協
力を賜り厚くお礼申し上げます。
　昨年は、新型コロナウイルスの世界的流行が、各国の経済・社会に甚大な影響を及ぼし、あらゆる行動・
思考・価値観に変化をもたらしました。我が国でも４月には、全国に緊急事態宣言が発出され、経済活動の
制限が求められるなど過去に経験したことのない対策が取られ、外出抑制や休業要請により個人消費が大き
く落ち込み、多くの企業が大変厳しい経営環境に置かれ“三密”の言葉に象徴されるように私達の生活様式は
一変しました。
　このような中、当所では昨年１月『新型コロナウイルスに関する経営相談窓口』を設置、資金繰りや補助
金活用など各種経営相談に対応すると共に、関係機関と連携して国・県・鹿屋市が講じた各種支援策の周知
や申請支援、消費喚起プログラムを展開して、会員企業の事業継続と雇用維持を支えて参りましたが、本年
も引き続き全力で対応して参ります。
　この度のコロナ禍は、人口減少や少子高齢化、人手不足と云った我が国の長期的かつ構造的な課題に加え、
デジタル化の遅れや東京一極集中・働き方改革等、従来から行政や企業が抱えていた課題を改めて浮き彫り
にしました。この未曽有の局面で、多くの経営者は様々な課題に立ち向かわなくてはならず、制約・危機・
変化への対応能力が問われておりますが、その抜本的な解決の道が見えないため、心が折れ事業継続意欲を
喪失してしまうことを危惧しております。
　今こそ鹿屋商工会議所としては、経営者に寄り添う伴走型の支援を通じ経営課題の解決を図り、心に元気
をお届けできるように役職員一丸となり努めて参ります。加えて、インフラ整備や観光振興はじめ地域経済
活性化への環境づくりを進め『地域社会に貢献する総合経済団体』として、会員企業並びにふるさと鹿屋の
ために関係機関との連携を図り＜大隅地域の経済的自立と地域活性化＞をめざして参ります。
　最後になりますが、ご承知の通り当地域でも昨年末にはクラスターが発生しました。現在の新型コロナウ
イルスの感染状況では収束の長期化が予想され、当面は見えない敵との戦いは続きますが今が踏ん張りどこ
ろです。当所としては、新型コロナウイルスを正しく理解し、正しく恐れ、感染防止に努めながら、これか
らも地域と共に『行動して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在り続ける
ために、会員の皆様の声を結集して諸事業を推進して参りたいと考えておりますので、本年も一層のご指
導・ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
　結びに、新しい年が会員の皆様にとりまして、輝きと飛躍に満ちた年となりますことを心よりお祈り申し
上げまして、年頭のごあいさつとさせて戴きます。

いつも台所にはマルイの醤油・味噌
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丸紅塵芥清掃
じんかい

有限
会社

年　頭　所　感

鹿児島県知事　塩田　康一 鹿屋市長　中西　茂

ウィズコロナ時代における
　　　　産業振興について

　謹んで新年のお慶びを申し上げます。
　鹿屋商工会議所の皆様には、商工業の振興や活力ある
地域社会の構築に多大な御貢献をいただいておりますこ
とに深く敬意を表します。また、県政の推進につきまし
ても、格別の御支援・御協力をいただき、心から感謝申
し上げます。
　昨年は、新型コロナウイルス感染症の影響により、こ
れまで私たちが経験したことのない大変厳しい状況にあ
り、クラスターの発生など予断を許さない状況が続いて
います。
　県としましては、引き続き、皆様と一体となって感染
予防対策と医療体制の確保等を通じて、県民の皆様の安
心・安全を確保すると同時に、農林水産業や中小企業な
ど新型コロナウイルス感染症の影響を受けている方々に
対して、新しい生活様式に対応するための感染防止対策
や、農林水産業、観光業の需要喚起、製造業の新製品開
発に対する支援などの経済対策を行っているところであ
ります。
　このような状況の中で、本県の産業振興を図るに当
たって、私は、「デジタル社会」が一つのキーワードに
なると考えております。
　感染症の拡大により、人の移動が制限されたことで、 
遠隔教育・医療、リモートワーク等の利用が進み、地方
回帰の機運が高まってきております。そのような中で、 
場所を限定しない働き方を可能とする、S o c i e t y 5 . 0
の実現に向けた基盤を早期に整備し、経済社会のイノ
ベーション創出の動きを更に加速させることで、感染症
の脅威にも強くしなやかに対応できる社会や安心・安全
で持続可能な地域社会の構築を目指してまいります。
　併せて、廃業等により経営者がこれまで培ってきた経
営資源が失われることのないよう、円滑な事業承継の促
進を図ってまいります。
　今後とも、県民の皆様の安心・安全と経済活動、社会
活動の両立を図るとともに、新型コロナ感染症収束後の
力強い経済復興と更なる成長に向けて、皆様と一丸と
なって取り組んでまいりますので、御理解・御協力をお
願い申し上げます。
　年頭にあたり、鹿屋商工会議所の皆様のますますの御
発展と、会員の皆様にとりまして、新しい年が実り多き
１年となりますよう心から祈念いたします。

　新年あけましておめでとうございます。2021年の年
頭にあたり、謹んで新年の御挨拶を申し上げます。
　鹿屋商工会議所会員の皆様におかれましては、日頃か
ら本市の商工業振興のみならず、市政全般にわたり格段
の御支援と御協力をいただいておりますことに、心から
感謝申し上げます。
　昨年を振り返りますと、新型コロナウイルスの影響に
より、経済情勢・市民生活ともに非常に不安定な時期が
長く続き、今もなお先行きが見通せない状況にあります。
一日も早い収束を願うばかりでございます。
　また、記録的な雨量となった７月豪雨災害では、家屋
の浸水被害や道路の法面崩壊などの甚大な被害が発生し、
被災された会員の方も数多くいらっしゃったことと存じ
ます。あらためて心よりお見舞い申し上げます。
　さて、わが国の経済情勢は、内閣府の直近の月例経済
報告によると、「景気は、新型コロナウイルスの影響に
より、依然として厳しい状況にあるが、持ち直しの動き
がみられる」とされています。
　しかしながら、全国的な感染拡大は続いており、本市
においても飲食業や観光業を中心に厳しい状況にありま
す。
　これまで、本市におきましては、緊急経済対策として、
売上高の減少がみられる事業者を支援する「中小企業等
事業継続支援金」や、消費喚起の起爆剤としての「プレ
ミアム商品券の発行」、感染予防対策を整えて経済活動
を推進するための「新しい生活様式普及支援事業補助
金」など、新型コロナウイルスの感染拡大により影響を
受けた中小事業者の皆様を支援する各種施策を実施して
まいりました。
　今後、市内経済の停滞から脱却し、着実な回復を果た
すため、これからも鹿屋商工会議所及び関係団体の皆様
と一体となり、新しい生活様式を実践することで感染予
防対策の徹底と経済活動の両立に取り組み、商工業の振
興と地域活性化を推進してまいりたいと考えております
ので、御支援・御協力を賜りますようお願い申し上げま
す。
　結びに、鹿屋商工会議所の益々の御発展と、会員の皆
様のさらなる御健勝と御多幸を心から祈念申し上げまし
て、新年の挨拶といたします。　

4

KANOYA CHAMBER



～逆境のときこそ、
　　　　力を尽くす～

日本商工会議所　会頭
三村　明夫

　明けましておめでとうございます。
　2021年の新春を迎え、謹んでお慶び申しあげます。
　さて、昨年１月にわが国で初めての新型コロナウイ
ルス感染者が報告されてから、早くも１年が経とうと
しています。コロナ禍にあっても、今なお必死に経営
努力を続けておられる皆さまに深く敬意を表するとと
もに、われわれ全国515の商工会議所は、今年も一丸
となって事業者の皆さまと地域経済の発展のために力
を尽くしてまいります。
　さて、わが国経済全体は、緊急事態宣言が発令され
た昨年４－６月期のＧＤＰがリーマンショック時を超
える戦後最大の落ち込みを記録した後、７－９月期に
は持ち直しの動きへと転じました。しかし、秋以降に
再び感染が拡大する中、その後の回復に向けた足取り
は依然として重いままです。
　一方、コロナ禍を通じて、政府・民間を含めた国全
体としてのデジタル化の遅れ、過度な大都市集中のリ
スクと適切な地方分散化の必要性、危機下における医
療提供体制のあり方、中央と地方の権限分担のあり方
など、日本の多くの課題が浮き彫りとなりました。ま
た何よりも「強く豊かな国でなければ国民を守れな
い」ということに皆が気付いたのではないでしょうか。
激甚化する自然災害、新たなパンデミック、地政学上
の混乱等は今後も起こり得るものであり、わが国がそ
のような不確実性の中を生き抜いていくためには、不
確実性を吸収できるバッファとしての「戦略的ゆと
り」が不可欠であります。
　昨年の菅政権発足以降、私は政府に対してこの「戦
略的ゆとり」を持つ必要性、またそのためにも経済成
長が欠かせないものであることを訴えてきました。経
済成長は労働投入×資本投入×全要素生産性で定義さ
れます。これまでの深刻な人手不足の中で、女性や高
齢者など労働参加が大いに進みました。しかしさらな
る労働参加率の向上には限界があり、将来不安により
消費が伸び悩む中では国内での新たな設備投資による
資本蓄積も多くは望めません。従って、わが国の経済
成長のためには、残る「生産性の向上」が必須なので
す。
　一国の生産性は「一人当たりＧＤＰ」で表されます
が、日本は2018年時点で世界第31位に甘んじていま
す。「一人当たりＧＤＰ」は国民一人当たりの豊かさ

だけでなく、効率的に働き得られた余暇を人との繋が
りに充てることで、幸福度を向上させる指標にもなる
ことから、私はこれを日本の新たな国家目標に据え、
その引き上げのために皆で知恵を絞り、汗をかくべき
だと考えます。
　日本全体の生産性向上のために、商工会議所は、以
下の３点に取り組んでまいります。第一は、コロナ禍
への対応支援です。環境変化に対して、柔軟に素早く
対応できることが中小企業経営者の強みであり、コロ
ナを契機として新製品やサービス開発、業態転換、Ｅ
Ｃ等も活用した国内外への販路開拓などに積極果敢に
挑戦する経営者を、しっかりと後押ししてまいりたい
と思います。
　第二は、デジタル化を通じた生産性向上です。コロ
ナ禍で初めてテレワークを体験し、デジタル技術の有
用性に気付いた経営者も多いと思います。また、国や
地方公共団体が今後デジタル化を進める中で、民間企
業側もそれに対応していく必要があります。まずは身
の丈に合った、低コストで利用可能なＩＴ導入から始
め、徐々にステップアップするなど、ＩＴ導入補助金
等の支援策もフル活用し、中小企業のデジタル化を推
進してまいります。
　第三は、取引適正化です。大企業と中小企業が強固
に結び付いた日本経済の強さは、大中小の石が組み合
わさって風雪に耐える「石垣」に例えられてきました。
しかし、その石垣も修復、再構築する時期に来ていま
す。サプライチェーン全体のデジタル化により効率性
を高め、コストアップや付加価値をフェアに分け合い
取引価格の適正化を図る「大企業と中小企業の新たな
共存共栄関係」の構築が必要です。商工会議所は、こ
の趣旨に賛同した企業による「パートナーシップ構築
宣言」の宣言企業が1,000社を超えるよう、積極的に
後押ししてまいります。
　加えて、本年いよいよ開催が見込まれる東京オリン
ピック・パラリンピックを、復興五輪であると同時に、
感染拡大防止と社会経済活動を両立させる具体的なプ
ロジェクトとして位置付け、国民運動を盛り上げてい
きたいと考えております。
　最後に、近代日本資本主義の父であり、東京商工会
議所初代会頭の渋沢栄一翁は、関東大震災の混乱の渦
中にあっても「逆境のときこそ、力を尽くす」自らの
信念によって、晩年にあってなお、わが国を立て直す
べく精力的に奔走されました。渋沢翁の意志を受け継
ぎ、今年も日本商工会議所は全国のネットワークを最
大限活用し、中小企業と地域の発展、日本経済の再生
に向けて、先頭に立って頑張ってまいります。皆さま
の多大なるご支援、ご協力をお願いし、私の年頭あい
さつとさせていただきます。

以　上

『電球1個から』

株式会社 宇都電設 〒893-0015 鹿児島県鹿屋市新川町5481
TEL　0994（42）5855　FAX　0994（42）5880
HP　http://utoden.biz/
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▲感染症対策を行った会場の様子

▲謝辞を述べる永谷勇人さん（左）

　地元企業に永年勤続された従業員の功績を讃え、激励するとともに、勤労意欲の向上を図るべ
く、去る令和２年11月11日(水)に、当所にて「令和２年度永年勤続優良従業員表彰式」が開催さ
れました。坪水徳郎会頭並びに中西茂鹿屋市長より27事業所、78名の受賞者の方々に表彰状と
記念品が授与され、また、衆議院議員の森山　氏、鹿屋公共職業安定所の長山伸一所長より祝辞
を賜りました。
　受賞者を代表して鹿児島綜合警備保障株式会社の永谷勇人さんが、「今日まで大過なく勤めら
れましたのも、偏に社長をはじめ、上司・同僚ほか、関係諸氏のご指導・ご援助の賜物と感謝の
念に堪えません。今後は、本日のこの感激を忘れることなく、更に会社の期待に添うよう仕事に
励み、与えられた職務遂行のため、より一層精励する所存でございます。」と謝辞を述べられま
した。

５ 年 勤 続 の 部
10 年 勤 続 の 部
15 年 勤 続 の 部
20 年 勤 続 の 部
25 年 勤 続 の 部
30 年 勤 続 の 部
35年以上勤続の部
合 　 　 計

令和２年度表彰者数
1 8 名
1 9 名
1 6 名
6 名
8 名
7 名
4 名

7 8 名

令和２年度永年勤続優良従業員表彰式
27事業所78名が受賞
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大海酒販株式会社
株式会社西日本浄化サービス
株式会社吉留住設
株式会社伊東商会

有限会社ミネサキ
大海酒造株式会社
株式会社南九
株式会社南九
株式会社岡本産業
坪水醸造株式会社
株式会社伊東商会

株式会社三和グリーン
株式会社岡本産業
坪水醸造株式会社
株式会社宇都電設
株式会社宇都電設
株式会社宇都電設
株式会社吉留住設
株式会社伊東商会

株式会社エーアイエー
坂元運送有限会社
有限会社福永ガス
株式会社吉留住設
有限会社川畑工業
有限会社アリーナ　菓子工房ボンヴィヴォン

株式会社鹿栄電設
株式会社鹿栄電設
大海酒造株式会社
株式会社南九
株式会社モナミ
久保醸造合名会社
株式会社岡本産業
株式会社岡本産業
坂元運送有限会社
株式会社西日本浄化サービス
株式会社伊東商会
株式会社大隅運輸
株式会社大隅金属
株式会社大隅金属
株式会社大隅金属
有限会社アリーナ　菓子工房ボンヴィヴォン

勤続35年以上の部

勤続30年の部

勤続25年の部

勤続20年の部

勤続15年の部

山　下　裕　一
隈　元　盛　男
吉　原　　　敏
船　間　智　秋

橋　口　洋　一
竹　下　敏　浩
畠　井　加代子
山　名　マサ子
松　村　弘　幸
末　吉　眞一郎
金　丸　憲　彦

重　田　　　徹
田　中　照　美
原　田　節　子
岩　田　公　春
宮　田　幸　治
山　田　幸　行
新　地　孝　一
織　田　洋　子

平　野　　　隆
下伊倉　良　人
加　田　勝　幸
松　元　　　誠
鶴　田　修　一
福　永　知　美

有　村　賢　一
金　子　将　志
靏　本　貴　子
又　木　大　介
羽子田　秀　人
古　野　康　英
薗　田　藤吉郎
永　田　浩　二
吉　富　謙　一
髙　橋　祥　治
田　畑　伸　治
永　井　利　幸
中　村　信　一
戸口田　　　勝
薬師堂　正　美
大　窪　　　緑

大海酒造株式会社
株式会社モナミ
三和物産株式会社
株式会社岡本産業
坪水醸造株式会社
株式会社宇都電設
株式会社宇都電設
株式会社西日本浄化サービス
株式会社西日本浄化サービス
株式会社伊東商会
株式会社大隅金属
株式会社メディケア
株式会社メディケア
株式会社メディケア
株式会社メディケア
有限会社アリーナ　菓子工房ボンヴィヴォン
有限会社アリーナ　菓子工房ボンヴィヴォン
はるしま整形外科クリニック
岩越自動車株式会社

鹿児島綜合警備保障株式会社
鹿児島綜合警備保障株式会社
鹿児島綜合警備保障株式会社
大海酒造株式会社
大海酒造株式会社
久保醸造合名会社
久保醸造合名会社
株式会社空間デザインたにぐち
株式会社岡本産業
株式会社西日本浄化サービス
株式会社西日本浄化サービス
株式会社西日本浄化サービス
株式会社吉留住設
株式会社メディケア
株式会社メディケア
株式会社メディケア
有限会社アリーナ　菓子工房ボンヴィヴォン
有限会社アリーナ　菓子工房ボンヴィヴォン

勤続10年の部

勤続５年の部

柏　木　美由紀
松　元　　　仁
福　永　衡　平
曽　木　茂　海
谷　口　祥　子
表　木　洋　輔
益　山　武　尚
齊　藤　浩　一
新　原　修　平
新　村　　　誠
迫　田　慎　二
坂　本　伸　二
北　川　友　也
假　屋　友　博
安　山　美千代
安　達　美和子
久　保　美　幸
安　楽　宮　子
原　田　貴　之

永　谷　勇　人
皆　銭　和　弘
隈　本　龍　一
山　下　正　晃
山　下　　　翔
秋　山　行　德
米　森　友　紀
徳　丸　　　翼
山　見　かおり
江　口　真　吾
滝　聞　洋　貴
吉　水　　　光
二間瀬　香菜子
坂　元　洋　子
冨　岡　さより
中　村　仁　美
吉　留　ひとみ
花　木　　　遥

おめでとうございます！
今後より一層のご活躍をご祈念申し上げます

令和２年度永年勤続優良従業員式表彰者一覧

［受付順・敬称略］
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▲木彫りの竜神の制作に携わった
谷川　正秀　氏

▲高さ4ｍ 重さ10ｔ以上の木彫りの竜神

　寿商店街協同組合（以下、寿商店街）主催により毎年開催している大隅
竜神大祭の目玉である神輿（竜神）が老朽化したことから、この度新たに
木彫りの竜神が誕生し、昨年12月13日（日）にお披露目されました。今回
は木彫りの竜神の誕生の背景などについて、寿商店街の谷川正秀氏にお話
を伺いました。

竜神祭の歴史について
　大隅竜神大祭は平成４年に始まりました。高隈山に住む竜神様に寿の大地へ降りて来て頂き寿
地区の発展を願い、地域おこしの祭りを行いたいと考えたのがきっかけでした。また、当時、寿
商店街では街路灯事業を行い街路灯が設置されたこともあってその記念の一環でもあったと記憶
しております。今回の木彫りの竜神とは異なり、先代の竜神は鉄筋等を用いて溶接したもので、
鹿屋東中学校の生徒等の手伝いをもらいながら完成させたものでした。残念ながら平成29年にお
務めを終えることとなりましたが、やはりなんとしても竜神が必要だ、という声も上がり今回の
木彫りの竜神の作成に至りました。

木彫りの竜神について
　竜神を作成するために様々な勉強をしました。そして、寿商店街の資金を活用し、竜の制作委
員会を立ち上げました。制作に関しては地域の皆様や市議の支援を受け、宮大工の方の協力を頂
きながらの制作となりました。今回は、釘を使用せずに「組子」の技術を用いたものであり、19
のパーツを組み合わせたものです。彫刻部分に関しては私が彫って進めることができるのですが
組子の技術に難しい部分があるので、特に宮大工の方にはお世話になりました。
　尚、令和２年の竜神大祭は新型コロナウイルスの影響により中止となりましたが、今後は竜を
組み上げる作業、その後の解体する作業をお祭りに組み込みたいと考えております。

竜神に込められた思い
　今回、竜神制作に用いたのはクスノキで、３本ほど用いました。クスノキは鹿屋市の「市木」
であり、今となっては防虫剤は化学製品がほとんどになってしまいましたが、昔は樟脳の生産が
大隅の大きな産業の一つでした。また、蒲生の大ク
スや志布志の大クスなどがあるように、とても大き
く育つ木です。加えて、木目が現れにくいため彫刻
に用いてもひび割れが起きにくいのが特徴です。全
国的には大きなクスノキは減少傾向にあるので、是
非、何百年も生きるクスノキを沢山育てることで彫
刻家をはじめ、沢山の人々が集まる土地にできたら
とも考えています。また、竜神様を奉ることで高隈
山が大隅のシンボル、そして皆の心の拠り所として
一致団結することができればという思いを持ってお
ります。

商店街通信 木彫りの竜神誕生
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出典：
日本容器包装リサイクル協会

容器包装リサイクル法（以下「法」という。）により、
●食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者
●びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造事業者
●小売・卸売業者
●輸入事業者（容器や包装が付いた商品の輸入等）
●テイクアウトができる飲食店・通販業者など
　上記、「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、再商品化（リサイクル）
の義務を負う可能性があります（但し、小規模事業者は除きます）。
※【再商品化（リサイクル）の義務】を負う特定事業者に該当するか否かは、公益財団法人日本容器包装リサイク
ル協会コールセンターにご相談下さい。
　なお、「特定事業者」でありながら再商品化義務を履行していない場合は、平成12年４月の「法」の完全施行時
まで遡及して義務を履行していただく（再商品化委託申込を行っていただく）必要がありますので、ご注意ください。
▼お問い合わせ先　鹿屋商工会議所　中小企業振興部　TEL：0994-42-3135
▼法律の概要、特定事業者の判断、遡及申込等に関する相談は、
　公益財団法人日本容器包装リサイクル協会　コールセンター　TEL：03-5251-4870
▼委託申込関係書類の請求は、
　公益財団法人日本容器包装リサイクル協会　オペレーションセンター　TEL：03-5610-6261　FAX：03-5610-6245
▼協会ホームページURL：http://www.jcpra.or.jp
　“リサイクル協会”で検索いただくと、再商品化委託申込に関する情報を掲載しています。

　マル経融資制度とは、経営改善を図る小規模事業者を対象とした無担保・無保証人・低金利にてお借
入れできる「国の融資制度」です。
　日本政策金融公庫の普通貸付・特別貸付の既存融資のうち、一部要件を満たす方についてはマル経融
資による借替ができます。
マル経融資を受けるには
①当所へ申込　②当所が審査、推薦　③日本政策金融公庫による審査
が必要となります。

融資限度額：2,000万円
　　　　　　※1,500万円を超える案件につきましては
　　　　　　　事業計画書の作成が必要になります。
利率：年1.21％（令和３年１月５日現在）
返済期間：運転資金  7年以内（据置１年以内）
　　　　　設備資金10年以内（据置２年以内）

ご融資を希望される方、そのほかお訊ねの際はどうぞお気軽にお問合せください。
［お問合せ先］当所　振興課：４２-３１３５まで

～令和３年度の再商品化委託申込受付中～
申込締切日：令和３年２月10日（水）容器包装リサイクル

マル経融資制度はご存知ですか？

◇ご利用いただける方
①常時使用する従業員数（パート・アルバイト・役員
を除く）が20人以下（宿泊業と娯楽業を除く商業・
サービス業は５人以下）の法人・個人事業主の方
②商工会議所の経営指導を６か月以上受けており、最
近１年以上事業を行っている方
③日本政策金融公庫の融資対象業種であること
④納付すべき税金を完納している方
※上記以外にも諸条件がございますので、詳細はお問
合せください
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　当所では様々な制度を案内し、利用するためのお手伝いを
させて頂いております。そこで、今回は当所を活用いただい
ている久保醸造合名会社の専務取締役：久保真一朗氏にお話
を伺いました。

主に活用した制度・事業
・ものづくり補助金（平成28年度、令和元年度採択）
・小規模事業者持続化補助金（平成28年度採択）
・経営革新塾
・専門家派遣制度（エキスパートバンク、ミラサポ）
・需要開拓支援事業（商談会等）

各種補助金の申請
　平成28年度のものづくり補助金についてですが、私は当時
商工会議所の青年部に所属しており、事務局担当の商工会議
所職員の方からの薦めもあって経営革新塾※1を受講していま
した。その頃同業者と話した際に、ものづくり補助金を活用
して設備導入を行ったと聞いたことと商工会議所職員の方に制度の概要について教えていただき、
丁度新しい設備（醤油・酢の品質、熱殺菌の効率を上げるためのもの）の導入を計画していたため
是非とも我が社でも活用したいと考えました。
　計画書の作成はとても苦労しました。先述の経営革新塾を受講していたこともあり、なんとか形
だけは仕上げることができたのですが、もっと計画書の精度を高めたいと考えました。そこで、無
料の専門家派遣制度を活用し専門家の先生の指導を頂いたのち、商工会議所の指導員の方から、訴
求力のある写真の使い方や表現方法をご指導いただき、ようやく完成に至りました。また、設備を
導入したことで生産性が上がったため、人員を手薄だった部署への配置転換ができたこと、製品の
品質向上につながったことも大きな成果でした。令和元年度分に関しては、一度採択を受けたこと
もあって不安なく臨むことが出来ました。計画書の作成に関しては、前回同様に私が一度作成した
のち、指導員の方と専門家の先生に指導を頂きました。
　一方、小規模事業者持続化補助金に関しては、前年に開設した直売所の看板作成、リーフレット
の作成や新聞折込みといった広報に活用したいと考え申請に至りました。計画書に関しては、同年
にものづくり補助金の採択を受けていたのでそれをベースに指導員の方と相談しながら作成をすす
めました。おかげさまで直売所の認知度が向上し、売上のアップはもちろん、工場見学や料理教室
等の新たな取り組みにつながっています。

今後について
　それ以外に関しても、会議所の支援を受けて東京での商談会への出展や、アグリフードマッチン
グ商談会（当所主催の商談会）への出展など色々と活用させて頂いております。今後も補助金を活
用する際や販路の開拓に関してご助力頂ければ幸いです。

※経営革新塾…経営革新（新商品の開発や生産、商品の新たな生産の方式の導入等、新たな事業活動を行うこ
　　　　　　　とにより経営の相当程度の向上を図ること）の承認を目指すべく当所にて開催している講座
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　持続化補助金とは、小規模事業者が行う販路開拓や生産性向上の取組に要する経費の一部を支援する制度です。
　現在、「一般型」の第４回受付締切分の公募が行われています。
　本補助金は、商工会議所等のサポートを受けながら『経営計画書』及び『補助事業計画書』を作成し、審査を経
て採択・交付決定された後、所定の補助（原則：補助上限額50万円・補助率２／３）を受けることができます。
（補助金の受取は実績報告後の精算払いとなります）

補助金の対象となる事業者は小規模事業者と一定要件を満たす特定非営利活動法人です。
小規模事業者の要件は、以下の通りです。常時使用する従業員の詳細については、公募要領にてご確認ください。

小規模事業者持続化補助金・公募中！

○商業・サービス業（宿泊・娯楽業を除く）
　▶　常時使用する従業員の数 … ５人以下

○サービス業のうち宿泊業・娯楽業　及び　製造業その他
　▶　常時使用する従業員の数 … 20人以下

◎補助対象者

https://r1.jizokukahojokin.info/index.php/sinsei/
〔お問合せ先〕当所 振興課　TEL：０９９４-４２-３１３５

◎ホームページ

◎申請締切（令和２年度公募分）
第４回受付：令和３年２月５日（金）〔締切日当日の消印有効〕
※今回が令和元年度補正予算分の最終受付となります。

◎当所が発行する様式について（一定の時間を要します）
・申請にあたっては、当所が発行する「事業支援計画書（様式４）」の添付が必須です。
・発行にあたっては、『経営計画書』及び『補助事業計画書』等の確認作業を行わなければならない為、一定の時間
を要します。
・２月５日（金）締切分に申請をお考えの場合は、余裕を持った日程〔概ね２週間前：１月21日（木）迄〕に申請に
必要な書類を作成の上、当所までご相談ください。
・申請締切まで１週間を切ったタイミングでのご相談や計画書の完成度によっては、発行が間に合わないケースもご
ざいますので、予めご了承ください。

（公募要領や申請様式については、以下よりダウンロードしてください）
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申請手続きはお済みですか？申請期日が迫っております!!
鹿児島県の施策
●鹿児島県 新しい生活様式感染防止対策支援事業補
助金 
〔対象者〕
　鹿児島県が指定した対象業種に該当する事業者
で、事業所等において不特定多数の顧客等と接触
する機会の多い中小企業・個人事業者等のうち、
次のいずれにも該当するもの。
①申請時点において県内で事業を営んでいるこ
と。
②過去にこの補助金の交付を受けたことがないこ
と。
③鹿児島県による他の感染防止対策事業の申請・
受領を行っていないこと。
④補助対象の物品購入等にあたり、国又は市町村
の補助金と当該補助金とについて重複して給付
を受けていないこと。
⑤代表者、役員及び従業員が鹿児島県暴力団排除
条例第２条に規定する暴力団、暴力団員、暴力
団員等及び暴力団関係者でないこと。
⑥宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体で
ないこと。

〔補助対象経費〕
　鹿児島県が定める物品購入費又は外注費のう
ち、令和２年４月１日（水）から令和３年１月
29日（金）までの間に購入又は実施し、かつ
同日までに支払いがなされた対象物品の購入費用
及び外注費。（消費税及び地方消費税に相当する
額を除く）
例）・マスク
　　・消毒液
　　・空気清浄機など

〔補助金額〕
１事業者あたり上限10万円（補助率：10／10以内）

〔申請方法〕
　申請書類に必要事項を記入の上、添付書類（事
業実態を証明できる書類、店舗写真、購入明細が
わかる領収書等、振込先通帳の写し等）を同封し
て簡易書留かレターパックにて郵送（差出人の住
所・氏名を必ず記入）
※申請要領を必ずご確認下さい。
〔申請期限〕
令和３年１月29日（金）　※当日消印有効

〔お問合せ先・提出先〕
〒890－0064
鹿児島市鴨池新町14番27号
南国情報サービス３号館内
鹿児島県新しい生活様式感染防止対策支援事業事
務局　宛て
(℡099－296－8628)

鹿屋市の施策
●鹿屋市中小企業等事業継続支援金
〔対象者〕
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に
より、令和２年３月から令和２年12月までの10ヶ
月間のうち、任意の１ヶ月の売上金額が前年同月
と対比して20％以上50％未満の割合で減少してい
る鹿屋市内に事業所・店舗等を有する中小企業者
（法人）・個人事業主・農林水産業者。（社会福
祉法人、ＮＰＯ法人、医療法人、学校法人等も幅
広く対象）
※ただし、既に本支援金を受給された方は対象外
となります。

〔支給要件〕
①国の持続化給付金の対象でない方（令和２年１
月から令和２年12月までの期間で、月毎の売上
金額が前年同月比でいずれも50％以上減少して
いない方）
②令和２年３月31日時点で事業を開始しており、
申請日以降も事業を継続する意思がある方
③鹿屋市税を滞納していない方（法人について
は、鹿屋市に法人市民税の納税義務がある方）
④個人事業主のうち、農林水産事業者の場合は、
鹿屋市に住所を有する方

〔支給額〕
・中小企業者（法人） ：一律30万円
・個人事業主  ：一律15万円

〔申請書類〕
◆申請書式（鹿屋市ホームページよりダウンロー
ドできます）
①申請チェックシート
②支援金交付申請書兼請求書…第１号様式（第
４条関係）
③誓約書…第２号様式（第４条関係）
④月別売上金額申告書…第３号様式（第４条関係）
◆必要書類（主な添付書類）
１．確定申告書
２．令和２年１月から令和２年12月までの売上
金額を証する帳簿等の写し等

３．振込口座の通帳の写し
４．鹿屋市外にお住まいの個人事業主は、住所
のある市町村の滞納なし証明書

〔申請方法〕
⑴鹿屋市のホームページより申請様式をダウン
ロードし、必要事項を記入する
⑵確定申告書の写し、本年度の売上金額を証する
帳簿、通帳の写し等の必要書類を準備する
⑶申請期限までに鹿屋市商工振興課へ申請書類と
必要書類をレターパックもしくは簡易書留で郵
送する。
※必ず申請の手引きをご確認下さい。
〔申請期限〕
令和３年２月26日（金）まで〔※当日消印
有効〕
〔お問合せ先・提出先〕
〒893－8501　鹿屋市共栄町20－１
鹿屋市役所　商工振興課
「鹿屋市中小企業等事業継続支援金」担当　宛
（℡0994－31－1164）
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　主題歌が日本レコード大賞を受賞し、国内での映画興行収入ランキング１位となっている映
画「鬼滅の刃 無限列車編」がリナシティかのやのリナシアターで上映されております。リナシ
アター設立当初は、今回の配給会社である東宝さんとは取引できず、多くの苦労がありながら
も地道に様々な配給会社と取引をして信頼を積み重ねた結果、ようやく東宝さんとの取引に
至ったとのことでした。
　映画館は密閉空間のようなイメージがありますが、実際は厚生労働省の厳しい基準のもとに
換気を行い維持していることもあり、映画館でクラスターが発生したとの報道は全国的に出て
おりません。また、映画視聴の際はマスクを着用し、正面を向き、席は一つ飛ばしです（全
席：70席に対し35名の入場に制限中）。更にリナシアターは飲食禁止（ドリンクは可）となっ
ていることから、新型コロナウイルス感染症のリスクは低いと考えられます。映画を観たいけ
れど人の多いところに出かけるのはちょっと怖い、という方にもとても好評のようです。
　リナシアターでは今回のような人気作品のほかにも通好みのニッチな作品やアート系の作品
など、様々な映画を上映中です。これを機にリナシアターに足を運んでみてはいかがでしょう。

※鬼滅の刃 無限列車編の上映は１／22（金）までの予定ですが、好評につき延長決定。尚、す
ぐに満席になってしまうとの事ですが、窓口まで行けば現在は特別に当日分のチケットを予
約することができるとのことです。

　昨年の12月25日まで、白崎町の「ホテル大藏」が色
とりどりのイルミネーションで彩られていました。この
取り組みは10年ほど前から行われており、写真を撮るた
めだけに訪れる人もいる“冬の風物詩”となっております。
社長の松下れい子氏は「今年は新型コロナウイルスの影
響がとても大きく、気持ちが沈むような出来事が多かっ
たけれど、イルミネーションを目にすることでせめて心
だけでも明るくなってもらえれば」と話をしていました。

リナシアターにて「鬼滅の刃 無限列車編」上映中

街の明るい話題
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お子さまの教育資金を
「国の教育ローン」（日本政策金融公庫）がサポート！

詳しくは、ＨＰ（「国の教育ローン」で検索）または教育ローンコールセンター
（０５７０－００８６５６（ナビダイヤル）または （０３）５３２１－８６５６）

までお問い合わせください。

高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度です。
【ご 融 資 額】お子さま１人あたり350万円以内
【金　　　利】年1.68％　固定金利
　　　　　　　※「母子家庭」、「父子家庭」、「世帯年収200万円（所得122万円）以内の方」
　　　　　　　　または「子ども３人以上の世帯かつ世帯年収500万円（所得346万円）以内の方」
　　　　　　　　は年1.28％（令和２年12月1日現在）
【ご返済期間】15年以内
　　　　　　　※「交通遺児家庭」、「母子家庭」、「父子家庭」、「世帯年収200万円（所得
　　　　　　　　122万円）以内の方」または「子ども３人以上の世帯かつ世帯年収500万円
　　　　　　　　（所得346万円）以内の方」は18年以内
【お使いみち】入学金、授業料、教科書代、アパート・マンションの敷金･家賃など
【ご返済方法】毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能）
【保　　　証】（公財）教育資金融資保証基金（連帯保証人による保証も可能）

　当所ホームページでは、事業者の皆様を支援する情報を
多数掲載しております。

　また、「情報ＢＯＸ」におきましては会員の皆様からの
お知らせを掲載することができます。各種情報につきまし
ては随時更新しておりますので、是非とも当所ホームペー
ジをご活用ください。

ホームページURL ⇒ http://kanoya-cci.omega.ne.jp/

本　社　〒893-0013 鹿屋市札元2丁目3808-6　　　　　　   TEL 0994-43-3094　FAX 0994-43-7172
         URL http://www.k-seibunsha.co. jp   E-mai l : info@k-seibunsha.co. jp

支　店　〒899-7103 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
         URL http://www.k-seibunsha.co. jp   E-mai l :sp06@k-seibunsha.co. jp

いつもいつも
ありがとうございます

当所ホームページをご活用ください!!

◇各種補助金・助成金の情報
◇セミナー情報
◇検定情報

◇商談情報
◇貸室情報　など
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鹿屋市中小企業資金保証料補助金ただいま
受付期間中です!

申請期間 令和３年１月４日（月）～１月29日（金）
≪対象となる方≫
次のいずれにも該当する中小企業者
(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。

≪補助金額及び上限額≫
補助対象経費（保証料）×１/２
※1年度につき最大30万円まで

≪対象となる融資≫
『鹿児島県中小企業制度資金』のうち次の証書貸付

①設備資金
②創業支援資金
③新事業チャレンジ資金
④成長企業応援資金
⑤事業承継対策資金
⑥事業活動継続支援資金

≪申請に必要な書類≫
・鹿屋市中小企業資金保証料補助金交付申請書
・申請額算定表
・請求書
・金銭消費貸借契約証書の写し
・信用保証書の写し
・信用保証料を支払ったことを証する書類
 （領収書写し、融資計算書写し等）
・市税の滞納のない証明書
・通帳の写し
 （金融機関名・口座番号・口座名義人が確認できるもの）
◎詳細につきましては、当所 振興課まで
　お問い合わせ下さい。（TEL：0994-42-3135）

≪対象融資期間≫
令和2年1月1日～令和2年12月31日の融資実行分
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クラウドシステムを使用した
ホームページ作成・ネット販売実践セミナーを開催！

　去る11月25日（水）、「クラウドシステムを使用したホームページ
作成・ネット販売実践セミナー」を開催致しました。
　セミナーは、システムの構築方法についての説明・ネット上でどのよ
うに商品が紹介されるかの説明・クラウドシステムを使用した自社商品
の紹介方法の実践の順で進められ、時間いっぱいまで講師が受講者一人
一人に丁寧に指導していました。

売上アップにつながる手描きPOP講座
　去る12月２日（水）、当所において内村明子商業施設コンサルタント
事務所代表の内村明子氏を講師に迎え、「売上アップにつながる手描き
POP講座」を開催致しました。
　内村氏は、「買ってもらう」前に「知ってもらう」ことの重要性や
POPを作成する前には「どこで」「だれに」「何を」を明確にすること
が大切だと述べられました。手描きPOPの作成時には、講師が受講者に確認した上で受講者の手をとり
POP文字を一緒に書くなど受講者に寄り添った指導を行っていました。
　受講者からは、「楽しくPOP文字の魅力を学ぶことができた」「POP講座のステップアップ編を受講
したい」などの意見が聞かれました。

「経営計画のつくり方講座」を開催
　コロナ禍において多様化する補助金の申請や経営革新の計画作成を目
指す事業者に対し、12月３日（木）、17日（木）の２日間にわたり
「経営計画のつくり方講座」を開催しました。
　講師にものづくり補助金の作成支援に実績のある合同会社グローカル
サポートの川野義美氏を迎え、補助金の概要や補助金に合わせた計画の
作成手法を説明。実際に補助金採択事業者の申請書類を事例として説明し、計画書の作成まで行いまし
た。また第２回目の講座では、鹿児島県より経営革新担当者を招き、経営革新の重要性の説明や経営革
新計画を作成した企業の業績が伸びたことを事例を交えて説明。
　受講者からは「事業所にとって経営計画の作成がいかに重要かあらためて気づかされた。作成したも
のを指導してもらいながらブラッシュアップしていきたい」との感想が聞かれました。

▲熱心に耳を傾ける受講者

▲講師の実演の様子

▲講座の様子

商談力・プレゼン力向上セミナーを開催しました！
　去る12月15日（火）、当所において、株式会社エイチ・エーエルの
中小企業診断士である菊地亮太氏を講師に迎え、『商談力・プレゼン力
向上セミナー』を開催致しました。
　大手流通業界でのバイヤー経験もある菊地氏は「営業と言っても、単
に一方的に述べるだけでは販売に結びつかない。商品知識に基づいて、消費者ニーズを汲み取った商品
を提案できるかがポイント」と説明。また「商談は短時間勝負。相手方は自社にメリットがあるか商談
開始後およそ５分程度で判断するため、提案書類をＡ４二枚程度にまとめ、その時間内で自社商品や
サービスのアピールができるよう、しっかり準備を行う事が重要」と述べられた。
　最後には、実際の商談に向けて、自社の商品やサービスについて、ワークシートを活用した演習も行
うなど実践的な内容を交えてのセミナーとなりました。
　なお、受講者からは「自社の営業力が弱い点を補える内容のセミナーであり、参考になった」等の意
見が聞かれました。
　一方、セミナー終了後に行われた個別相談では、「販売力を高めたい」と要望のある事業所に対し、
効果的な営業方法や販路拡大のノウハウについて、菊地氏より業種に合わせた具体的なアドバイスがあ
りました。

▲プレゼンのコツについて学ぶ受講者
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　去る12月16日（水）、当所において中倉和人税理士事務所 税理
士の大川良和氏を講師に迎え、セミナー「税制改正のポイントと実
務対応」を開催しました。
　まず、消費税について、軽減税率制度の対象品目や申告書作成の
ポイントに係る説明があるとともに、令和５年10月１日より導入さ
れる「適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制度）」につい
て解説がありました。
　続いて、所得税について、令和２年分確定申告分から改正される
青色申告特別控除や基礎控除の説明のほか、引き続き65万円控除を
受ける為のe-taxによる申告方法等について解説があり、受講者は熱心に聴講していました。
　受講者からは「改正のポイントが分かりやすく理解できた」、「申告に向けて、まず何を行う必
要があるか理解できた」などの意見が聞かれました。

確定申告の準備・申告をお忘れなく!!

の確定申告　無料税務相談 実施中！の確定申告　無料税務相談 実施中！
鹿屋支部の各税理士事務所では無料税務相談を実施しております。
□相談を希望される方は事前に下記の各税理士事務所に電話でお申込みください。
□相談は無料です。（ただし、概ね30分以内）
□正規の税理士ではない「ニセ税理士」にご注意ください。
□税理士には、守秘義務が課せられておりますので、安心してご相談ください。

所得税
消費税

　令和２年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の受付等が令和３年２月16日（火）より始まります。
　下記にて日程を確認し、申告に備えましょう。

令和３年２月16日（火）～令和３年３月15日（月）まで
◎所得税及び復興特別所得税の確定申告受付期間

令和３年２月16日（火）～令和３年３月31日（水）まで
◎個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告受付期間

所得税及び復興特別所得税の納付期限　　　　　　令和３年３月15日（月）
個人事業者の消費税及び地方消費税の納付期限　　令和３年３月31日（水）

◎納付書で納税される方

所得税及び復興特別所得税の振替日　　　　　　　令和３年４月19日（月）
個人事業者の消費税及び地方消費税の振替日　　　令和３年４月23日（金）

◎振替納税を利用されている方

南九州税理士会・鹿屋支部　会員名簿

税理士会登録順

風呂井　　　敬
朝　倉　正　博
青　山　三　郎
岩　崎　隆　夫
鶴　野　英　一
武　石　卓　郎
南　　　光　幸
小　林　千　鶴
窪　田　伸　一
竹之内　德　嗣
眞　茅　喜　昭
尾　曲　　　賢
廣　瀬　克　彦
中　倉　和　人

44-5311
44-8868
42-5822
43-5011
43-3737
42-0560
41-2810
41-8811
65-7456
52-0810
41-2610
43-2315
41-7763
31-4005

氏　　名 電話(0994)
鹿屋市田崎町709
鹿屋市寿8-17-18-1
鹿屋市本町10-1
鹿屋市寿8-16-21
鹿屋市共栄町8-6
鹿屋市今坂町10119-2
鹿屋市寿7-8-39
鹿屋市上谷町11513-2
肝付町富山1746
鹿屋市札元2-3752-1
鹿屋市笠之原町49-33
鹿屋市寿2-13-26
鹿屋市白崎町17-41
東串良町池之原18-30

所　在　地
大　薗　純　広
半　崎　光　男
窪　田　哲　郎
福　永　　　譲
四　元　一　右
七　村　義　見
河　野　純　一
風呂井　　　誠
鈴　木　勝　一
原　﨑　　　誠
児　島　　　州
大　川　良　和
瀬　貫　竜　次
東　　　一　誠

43-2525
41-0234
65-4095
41-1325
43-3653
45-7725
43-8723
44-5311
44-5534
65-2269
43-5011
31-4005
42-5822
36-7001

氏　　名 電話(0994)
鹿屋市共栄町13-23
鹿屋市西原1-35-12
肝付町新富34 林ビル2F
鹿屋市西原4-10-44-3
鹿屋市西原4-10-41-1
鹿屋市下堀町9658-1
鹿屋市新生町26-25
鹿屋市田崎町709
鹿屋市西原4-10-43-2
肝付町前田3687-26
鹿屋市寿8-16-21
東串良町池之原18-30
鹿屋市本町10-1
鹿屋市郷之原町11923-5

所　在　地

セミナー「税制改正のポイントと実務対応」を開催！

▲講師の説明の様子
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税理士事務所での無料税務相談を実施しています！

※詳しくはパソコン・スマホで　　南九州税理士会　　を検索・クリック！
　ホームページをご覧下さい。

　今回ご案内す
る夢乃蔵さんは、
多肉植物※1をメ
インに展開して
いるお店です。
以前は郷之原町
にお店を構えて
いたのですが、昨年４月に移転オープンしま
した。
　店内には50種類以上の多肉植物を取り揃え
ております。今のご時世もあり少なくなって
しまいましたが、県外からいらっしゃる顧客
も多いとのことです。
　そのほかにも園芸小物はもちろんのこと、
着物のリメイク品や古布なども取り揃えてお
り、根強いリピーターがいらっしゃる様子で
した。

※多肉植物‥葉・茎・根などに水分を貯蔵し
ている植物の総称。乾燥に強く育てやすい
ため人気が高い。代表的なものはサボテン
やアロエなど。

夢乃藏（ゆめのくら）

夢乃藏さん

【所　在　地】 大浦町12977-1
【Ｔ　Ｅ　Ｌ】 0994-45-4825

【営業時間】 10:00～17:00
【定　休　日】 火曜日

●ダイナムさん
　ドクター
●アイズさん

　たこやき
●大阪さん

商工会議所LOBO（早期景気観測）　―2020年12月調査結果―
業況DI は、感染再拡大により足踏み 先行きも不透明感増す中、慎重な見方

〇調査期間：2020年12月11日～17日
〇調査対象：全国337商工会議所の会員2,758企業
　　　　　 （内訳)建設業：456　製造業：653　卸売業：322　小売業：568　サービス業：759
〇DI値とは：業況・売上・採算などの各項目についての、判断の状況を表す。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傾向を表す回答の割合が
多いことを示す。

 ポイント
　12月の全産業合計の業況ＤＩは、▲46.1と、前月比-0.2ポイント。米
国・中国向けの生産増が続く自動車関連や、デジタル投資の増加を背景
に受注が持ち直している電子部品関連が牽引したほか、巣ごもり消費に
下支えされた飲食料品関連が堅調に推移した。一方、新型コロナウイル
スの感染再拡大に伴い、宴会需要が減少した外食産業では売上が低迷し
た。また、Go Toトラベルの一時停止を受けて年末年始の予約キャンセル
が相次ぐなど、宿泊業を中心に幅広い業種で今後の影響拡大を懸念する
声が強まっている。持ち直しつつあった中小企業の景況感は、感染再拡
大の影響から足踏みし、業況改善に向けた動きは力強さを欠く。
　先行き見通しＤＩは▲44.1と、今月に比べ2.0ポイント好転。生産回復
が続く自動車や電子部品関連の製造業による下支えや巣ごもり消費の拡
大が見込まれるほか、補正予算に基づくGo Toキャンペーンの延長を受け、
一部では個人消費持ち直しへの期待感もうかがえる。一方、新型コロナ
ウイルスの感染再拡大を背景に、消費者のマインド低迷が懸念される中、中小企業においては先行きへの不透明感が増し
ており、慎重な見方が強まっている。
　尚、企業からは、人材確保やモチベーション向上のために賃金を上げたいが、新型コロナウイルスの影響が長期化し、
今後の見通しが立たない中、業績の改善もみられず、賃上げを行う余裕はなく経営が苦しいという意見が聞かれた。

祓川方面→←郷之原トンネル 国道220号（バイパス）
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◆ 焼 肉 こだ わり館 ☎ 0994-41-0081

□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。

〈まごころ共済の特徴〉
①事故の際に共済金はご自分（ご契約者）がお受取人になります。
②物損事故でもお支払い。
 （自分に過失が少しでもあり、相手の損害が20,000円以上の時、任意保険とは関係なく30,000円をお支払いします。）
③登録したお車なら年齢条件関係なく家族（法人の場合は従業員）も対象となります。
 （それ以外の方でもお名前の登録をしましたら対象になります。※２名まで）

小さな掛け金で
大きな安心の
小さな掛け金で
大きな安心の

※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）

過去３年以内の事故なら
今からでも請求可能です！

【お問い合わせ先】当所総務課　県火災共済係まで　TEL：0994-42-3135　FAX：0994-40-3015

□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ヶ月分お安くなります。）

まごころ共済まごころ共済

最寄りのグルメ
筆者の主観により
不定期で飲食店を紹介するコーナー。
今回は笠之原町のラーメン屋
「麺屋 壱笑」

　18時20分ごろ到着。18時開店にも関わらず既にほぼ満席だ。店内で１席だけ空い

ていたカウンターに着席。

　ラーメンの種類は豚骨、醤油、みそ、しおから選べる。今回は店の看板であり鉄板

ともいえる豚骨ラーメンを、麺の硬さはふつうでお願いし、最近は体型を気にしてい

るためサイドメニューの一番人気である餃子（一口餃子）は我慢することにした。

　注文して５分ほどでラーメンが届けられた。豚骨ラーメン好きな人間にはたまらな

い独特の香りを楽しんだところでスープを一口。とてもいい。こってり派の方もあっ

さり派の方も満足できるのではないだろうか。続けて麺をひとくち、ふたくち。ト

ロっとしたチャーシューを頂きつつ更に麺を啜る。あっという間に麺の大半がなく

なった。普段ならこのタイミングで替玉をお願いしつつ胡椒・おろしニンニク・ラー

メンだれを投入して頂くのだが、摂取カロリーの理由から喉まで出かかった替玉の注文をぐっとこらえた。

　筆者は２年ほど福岡に住んでいた際に様々なラーメン屋にお邪魔し

たが、当店は福岡で出店していても繁盛していたのではと感じる。そ

れもそのはず、店主の竹之内氏は、かの有名な一風堂で修業を積んで

おり、壱笑の豚骨ラーメンは一風堂とほぼ同じ工程で作られた麺や

スープによって作られた一杯なのだ。

　餃子も替玉もなんとか我慢できたのだが、そうこうしているうちに

結局スープを飲み干してしまっていた。それぐらい口に運ぶのが止ま

らない一杯である。

　ごちそうさまでした。

麺屋 壱笑
【所　在　地】 笠之原町49-17-1
【Ｔ　Ｅ　Ｌ】 0994-41-3238
【営業時間】 昼 11:00～15:00　夜 18:00～21:00
　　　　　（スープがなくなり次第終了）
【定　休　日】 火曜日、日曜日（昼は営業、夜は休み）

壱笑さん

　味処
●魚貝亭さん

●笠之原
　調剤薬局さん

肝付方面→←寿方面 県道68号線

▲豚骨ラーメン
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