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 ⿅屋市はまちづくりの基本⽅針の⼀つに「⼈・もの・地域を結ぶ快
適で利便性の⾼いまちづくり」を掲げています。今では⿅児島市や姶
良市、霧島市からも来店があるという北⽥町の鯛焼き屋「鯛焼会社」
を令和３年 5 ⽉にオープンさせた神⽥国光⽒に今回、話を伺いました。

・ 事業をはじめるきっかけは街の可能性だった

 コロナ禍において司会業、ブライダル事業は減収。そこで、テイク
アウトに強い飲⾷店はできないかと考案したのが鯛焼き屋でした。⿅
屋市には鯛焼き屋がないことや、私の周りも⽢いものが好きな⼈が
多い為、需要はあると考えたことからこの事業を始めました。「まち
のにぎわいづくり協議会」の事務局の仕事をさせていただく中、この
街の利便性は常⽇頃から感じていました。銀⾏や郵便局、病院も近く
にあり、スーパーや飲⾷店、さらには公園などもぎゅっとこの街にコ
ンパクトに揃ってとても便利ですし、ホテルができたりとこの街の期
待値は明らかに上がっていて、この街の可能性を感じました。以前は
シャッター街というイメージがありましたが、現在の状況をよく⾒て
みると、そうでもないことがわかります。蘇りつつある街。そんなイ
メージを私は持っています。

・ まちのにぎわいづくり協議会（以下、協議会）とはこんな組織です

 北⽥、⼤⼿町、本町（京町）にまたがる協議会です。委員会としては、
マルクト実⾏委員会、イルミネーション実⾏委員会、冬華⽕、まちゼミ、
新酒祭他などがありイベントの開催や中⻑期的戦略を推進しこの中⼼
市街地の活性化を図ることを⽬的に活動しています。私は協議会の事務局⻑として、そうしたミーティングの
開催スケジュールの調整、各委員会への出⾦処理、総会資料等の取りまとめなどを⾏っています。

・事業とまちづくりについて

 私はこの鯛焼き屋をもっと沢⼭の⽅に知っていただき、商売
としての収益はもちろん伸ばしていきたいです。それと同時に、
ブライダル事業などにも注⼒しながら、『あの街ってこんなお店
があるんだね、こんな会社が出来たんだね…みんな今あの街に
集まってるよね』と⾔われるような街になれるようにこの街の
明るさを情報発信していければと考えています。私の会社など
あるのかないのか分からないような会社ですが、それでも存在
し続けていくことで街の発展に何かしらの協⼒をしていけたら
と考えています。

・今後の展望：夢は⼤きくチェーン化へ

 この北⽥店を本社（本店）として鯛焼きのお店やその他飲
⾷店をチェーン化していくことが夢です。もちろん簡単なこ
とではありません。考えが⽢いかもしれませんが、せっかく
なら夢は⼤きく持っていたほうがモチベーションも上がりま
すから（笑）
 また、⼩さいながらブライダル事業も続けていきたいと考
えています。司会の仕事も続けていきます。あらゆる⾯で知っ
て欲しいと思っています。

 協議会の事務局⻑として、また、商売⼈として⿅屋のまち
づくりに貢献している神⽥⽒でした。我々も⼀市⺠として、
鯛焼きを⾷べながら、まちづくりについて考える時間を持っ
てはいかがでしょうか。
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国・鹿児島県・鹿屋市の 新型コロナウイルス感染症に関する支援策

新型コロナウイルス感染症対策経営安定化支援補助金
鹿屋市

中小企業等経営継続支援金
■⽬   的： ⿅児島県の「緊急事態宣⾔」及び「まん延防⽌等重点措置」に伴う外出⾃粛や飲⾷店の営業時間短縮要請を受け、

売上が著しく減少した事業者の皆様に⽀援⾦を交付することで、事業経営の継続を⽀援し、地域経済の下⽀えを
することを⽬的としています。

■対 象 者： ⿅屋市内に事業所・店舗を有する中⼩企業基本法第２条第１項に規定する中⼩企業者（法⼈）、個⼈事業主・農
林⽔産業者等（畜産事業者については、別途基準を定める）。

      ※国の⽉次⽀援⾦や⿅児島県事業継続⽉次⽀援⾦を受給された事業者も対象です。
      ※ 但し、⿅児島県の営業時間の短縮要請〔2021 年８⽉ 20 ⽇（⾦）から９⽉ 30 ⽇（⽊）までの時短・休業要請〕対象飲⾷店は対象外です。
■主な要件：①新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した事業者であること。
      ② 2021 年８⽉⼜は９⽉の売上が、前年⼜は前々年の同⽉と⽐較して 20％以上の割合で減少していること。
      ③市税に滞納がないこと。
      ※詳細は、⿅屋市 HP に掲載の申請の⼿引き（２⾴⽬）にて確認下さい。
■⽀ 給 額： ⽀援⾦の⽀給額は、⽐較⽉（2019 年⼜は 2020 年の８⽉もしくは９⽉）の売上⾦額から、対象⽉（2021 年の８

⽉⼜は９⽉）の売上⾦額を差し引いた額と上限額のうち、いずれか低い額とします。
      ※ 対象⽉は、８⽉⼜は９⽉の任意のひと⽉のみですので、８⽉と９⽉の両⽉とも売上減少率が 20％以上であったとしても、いずれかひ

と⽉のみの申請となります。
■上 限 額：中⼩企業（法⼈）…上限 20 万円 ／ 個⼈事業主…上限 10 万円
■加 算 ⾦：対象事業者のうち、下記に該当する場合は⽀援⾦を加算して給付します。

対 象 事 業 者 加 算 ⾦
①宿泊事業者（ホテル・旅館等） 部屋数× 1 万円【上限 100 万円】
②貸切バス事業者 台数× 10 万円 【上限 50 万円】
③タクシー事業者 台数×５万円  【上限 50 万円】
④運転代⾏事業者 台数×５万円  【上限 50 万円】
⑤旅⾏業者 １事業者あたり 20 万円
⑥市内飲⾷店直接取引先 １事業者あたり 10 万円
⑦⿅児島県の時短要請対象外の飲⾷店 １事業者あたり 10 万円
⑧売上減少率が 80％以上の事業者 １事業者あたり 10 万円

        ※⑧売上減少率が 80％以上の事業者については、対象⽉の売上減少額が法⼈は 30 万円以上、個⼈は 20 万円以上あることが必要です。
        ※①〜⑦のいずれかを選択された事業者は⑧は選択できません。
        ※詳しい加算⾦の⾦額は、⿅屋市 HP に掲載の申請の⼿引き（３⾴⽬）にて確認して下さい。
■申請⽅法：申請書類に必要事項を記⼊、必要書類同封の上、郵送して下さい。
■申請期限：2022 年 1 ⽉ 11 ⽇（⽕） ※当⽇消印有効
■提出・お問い合わせ先
 〒 893-8501 ⿅屋市共栄町 20 番 1 号 ⿅屋市役所 商⼯振興課 中⼩企業等経営継続⽀援⾦ 担当 ℡：31-1164

■制度概要：新型コロナウイルス感染症関連の融資を受けた中⼩企業者に対し、借⼊額の⼀部を補助します。
■対象資⾦：2021 年 1 ⽉ 1 ⽇から 2021 年 12 ⽉ 31 ⽇までに借り⼊れた以下の資⾦が対象です。
      ※ 借換えを⾏っている場合、借換え後の資⾦を対象とします。但し、2020 年度に当該補助⾦を受給している場合を除きます。
      〇⿅児島県中⼩企業制度資⾦  ・セーフティネット対応資⾦
                     ・新型コロナウイルス関連緊急経営対策資⾦
                     ・新型コロナウイルス関連事業継続⽀援資⾦
      〇株式会社⽇本政策⾦融公庫  ・新型コロナウイルス感染症特別貸付
                     ・新型コロナウイルス対策マル経融資
                     ・⽣活衛⽣新型コロナウイルス感染症特別貸付
                     ・新型コロナウイルス対策衛経融資
                     ・衛⽣環境激変対策特別貸付
      〇商⼯組合中央⾦庫      ・新型コロナウイルス感染症特別貸付
■対 象 者：①中⼩企業信⽤保険法第 2 条第 1 項に規定する中⼩企業者等。
      ② 2021 年 10 ⽉ 1 ⽇時点で、⿅屋市に本社がある法⼈、⿅屋市に住⺠登録がある個⼈事業者
      ③市税の滞納がないこと
       ・法⼈の場合…⿅屋市に法⼈市⺠税の納税義務があり、滞納していないこと。
       ・個⼈事業者の場合…市税を滞納していないこと。
      ④申請⽇時点で融資実⾏中であること。
      ⑤ 2020 年度中に当該補助⾦を受給していないこと。
■補 助 額：対象資⾦の借⼊額に２％を乗じた額以内（1,000 円未満の端数は切捨て）
■限 度 額：１事業者あたり 10 万円
      ※複数の融資を受けている場合、2021 年１⽉以降の分は合算して申請できます。但し、申請は１事業者１回のみとなります。
■申請期限：2022 年 1 ⽉ 31 ⽇（⽉） ※当⽇消印有効
■提出⽅法：申請書類に必要事項を記⼊、必要書類同封の上、郵送して下さい。
■提出・お問い合わせ
 〒 893-8501 ⿅屋市共栄町 20 番 1 号 ⿅屋市役所 商⼯振興課 経営安定化⽀援補助⾦ 担当 ℡：31-1164

鹿屋市
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月次支援金
■制度概要： 2021 年４⽉以降に実施された緊急事態措置⼜はまん延防⽌等重点措置に伴う「飲⾷店の休業・時短営業」

や「外出⾃粛等」の影響により、2021 年の売上が 2019 年⼜は 2020 年の同⽉⽐で 50％以上減少した中⼩
法⼈・個⼈事業者等へ⽉次⽀援⾦を給付し、事業の継続・⽴て直しやそのための取組を⽀援します。

■対象要件：① 対象⽉の緊急事態措置⼜はまん延防⽌等重点措置に伴う飲⾷店の休業・時短営業⼜は外出⾃粛等の影響
を受けていること。

      ②  2021 年の対象⽉の⽉間売上が、2019 年⼜は 2020 年の同⽉⽐で 50％以上減少していること。
       ※  2021年９⽉30⽇までで緊急事態宣⾔が解除された19の都道府県においては、政府の基本的対処⽅針に基づき、１ヶ

⽉までを⽬途として、飲⾷店に対する時短営業等の要請が⾏われたため、19 の都道府県による飲⾷店への時短要
請や外出⾃粛要請等の影響を受けた事業者に対しては、これまでと同様、業種・地域を問わず、10 ⽉分まで⽉次
⽀援⾦を⽀給します。

      ★給付対象のポイント
      ① 以下の②⼜は③を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
      ② 対象措置を実施する都道府県に所在する飲⾷店と直接・間接の取引があることによる影響を受けて、

2021 年の⽉間売上が、2019 年⼜は 2020 年の同⽉⽐で 50％以上減少していれば給付対象となり得ます。
      ③ 対象措置を実施する都道府県に所在する個⼈顧客と直接的な取引があることによる影響を受けて、2021

年の⽉間売上が、2019 年⼜は 2020 年の同⽉⽐で 50％以上減少していれば給付対象となり得ます。
      ④ ⽉次⽀援⾦は、店舗単位・事業単位ではなく、事業者単位で給付します。そのため、事業者のすべての

2021 年の⽉間売上が、2019 年⼜は 2020 年の同⽉⽐で 50％以上減少している必要があり、特定の店舗・
事業のみの⽉間売上が 50％以上減少したとしても給付対象要件を満たしません。

      ※地⽅公共団体による休業⼜は、時短営業の要請に伴う協⼒⾦の⽀給対象の事業者は給付対象外です。
■給 付 額：2019 年⼜は 2020 年の基準⽉の売上から 2021 年の対象⽉の売上を引いた⾦額
■上 限 額：中⼩法⼈等…⽉ 20 万円 ／ 個⼈事業者等…⽉ 10 万円
■申請⽅法：申請は、パソコンやスマートフォン等による電⼦申請のみです。
      ① ⽉次⽀援⾦事務局 HP 内にある「⽉次⽀援⾦の詳細」で対象業種に該当するか、申請要件を満たしてい

るか等を確認して下さい。
      ② 対象業種に該当するか、申請要件を満たしているか判断がつかない場合は、申請者専⽤コールセンター

へ電話して確認して下さい。
      ③要件を満たしていたら、⽉次⽀援⾦事務局 HP にアクセスして下さい。
      ④⽉次⽀援⾦事務局 HP 内の「仮登録申請（申請 ID 発番）する」画⾯をクリックして下さい。
      ⑤仮登録情報を⼊⼒し、申請 ID を取得して下さい。
      ⑥登録確認機関（当所等）へ事前確認の予約をして下さい。
      ⑦事前確認に必要な書類を準備して、登録確認機関（当所等）で事前確認を⾏って下さい。
      ⑧⽉次⽀援⾦事務局 HP 内のマイページにアクセスして下さい。
      ⑨必要事項を⼊⼒し、必要書類を添付して申請して下さい。
■申請期間：   ９⽉分…2021年10⽉１⽇（⾦）〜2021年11⽉30⽇（⽕） ※登録確認機関による事前確認は、2021年11⽉25⽇（⽊）まで
      10 ⽉分…2021年11⽉１⽇（⽉）〜2022年１⽉７⽇（⾦）  ※登録確認機関による事前確認は、2021年12⽉28⽇（⽕）まで
■お問い合わせ先：申請者専⽤コールセンター ℡：0120-211-240
         ※ IP 電話等の場合は…03-6629-0479（通話料がかかります。）

全  国

いつも台所にはマルイの醤油・味噌
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事業継続月次支援金
■制度概要： 国によるまん延防⽌等重点措置の適⽤等に伴う県下全域の飲⾷店や同措置区域内の⼤規模集客施設への営

業時間の短縮要請、不要不急の外出⾃粛要請等に伴い、事業収⼊が⼤きく減少している県内事業者を⽀援
するため、中⼩企業、その他法⼈等及び個⼈事業者に対して、事業全般に広く使える⽀援⾦を給付します。

■対 象 者：① 対象期間（2021 年８⽉から９⽉まで）において、国によるまん延防⽌等重点措置の適⽤等に伴う県下全
域の飲⾷店や同措置区域内の⼤規模集客施設への営業時間の短縮要請、不要不急の外出⾃粛要請等に伴
い、2019 年⼜は 2020 年同⽉⽐で事業収⼊が 30％以上 50％未満減少した⽉があること。

       ※酒類販売事業者への上乗せは、30％以上減少した⽉があること。
      ② 2021 年７⽉以前から事業により事業収⼊を得ており、今後も事業継続する意思があること。
        ※ ⿅児島県が 2021 年８⽉９⽇（⽉）から９⽉ 30 ⽇（⽊）までの間に⾏った営業時間短縮要請の対象である店舗⼜

は施設を有する者は対象外となります。
        ※ 対象⽉と同⽉を対象とした国の⽉次⽀援⾦を受給した者は対象外となります。（今後受給する者も含む。但し、酒

類販売事業者への上乗せを申請する場合は除く。）
        ※国の⽉次⽀援⾦に申請し、不給付となった場合は、給付対象となります。
■⽀ 給 額： ⽀援⾦の⽀給額は、⽐較⽉（2019 年⼜は 2020 年の８⽉もしくは９⽉）の売上⾦額から、対象⽉（2021

年の８⽉⼜は９⽉）の売上⾦額を差し引いた額と上限額のうち、いずれか低い額とします。
       ※ ８⽉と９⽉の売上が両⽉とも 30％以上 50％未満減少した場合は、８⽉と９⽉のそれぞれを対象期間として、８⽉も

９⽉も申請できます。
■⽀給上限額：中⼩法⼈等…⽉ 10 万円 ／ 個⼈事業者…⽉５万円
■⽀援⾦上乗せ： 酒類の提供を停⽌するまん延防⽌等重点措置区域内の飲⾷店と取引のある酒類販売事業者へは、本⽀

援⾦や国の⽉次⽀援⾦の上乗せ給付を⾏います。
        【酒類販売事業者への上乗せの要件】
         ① 酒税法（昭和 28 年法律第６号）第７条に規定する酒類の製造免許⼜は第９条に規定する酒類の

販売業免許を受けていること。
         ② まん延防⽌等重点措置の措置区域内（県内では、⿅児島市・霧島市・姶良市）において酒類提供

停⽌要請に応じた飲⾷店と直接⼜は間接の取引があること。
         ③ 対象⽉の事業収⼊が、2019 年⼜は 2020 年における対象⽉と同じ⽉の事業収⼊と⽐較して 50％

以上減少している場合、同⽉を対象とした国の⽉次⽀援⾦を受給していること。
        【上乗せ上限額】
         ・売上減少率が 30％以上 50％未満の場合…中⼩法⼈等：⽉ 10 万円／ 個⼈事業者：⽉ 5 万円
         ・売上減少率が 50％以上 70％未満の場合…中⼩法⼈等：⽉ 20 万円／ 個⼈事業者：⽉ 10 万円
         ・売上減少率が 70％以上 90％未満の場合…中⼩法⼈等：⽉ 40 万円／ 個⼈事業者：⽉ 20 万円
         ・売上減少率が 90％以上の場合…中⼩法⼈等：⽉ 60 万円／ 個⼈事業者：⽉ 30 万円
■申請期限：2021 年 12 ⽉ 10 ⽇（⾦） ※当⽇消印有効
■提出⽅法：申請書類に必要事項を記⼊、必要書類同封の上、簡易書留⼜はレターパックで郵送して下さい。
■提出・お問い合わせ先
〒 892-0838 ⿅児島市新屋敷町 16 番 公社ビル 4 階 428 号 ⿅児島県事業継続⽉次⽀援⾦給付事業事務局
℡：099-201-5598（受付：平⽇ 9：00 〜 17：00）

鹿児島県
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 クリスマス商戦、歳末商戦、正⽉商戦に向けラッピングセミナーを企画しました。
 お客様のケースや商品に沿った⼼あるラッピング、「まごころ包み」の実践術を学びます。

【⽇   時】令和３年 12 ⽉８⽇（⽔）13：30 〜 16：00
【会   場】⿅屋商⼯会議所 研修室
【講   師】中⼩企業診断⼠ 橋本 泉 ⽒
【内   容】 素早く簡単でかわいいプレゼント⽤ラッピング、バースデイ⽤ラッピング、箱を使⽤しない⾐

類ラッピング鉢花⽤ラッピング、お酒のボトル⽤ラッピング、リボンの基本から応⽤など
【定   員】30 名［先着順］
【受 講 料】当所会員の⽅  1,100 円（税込） ⾮会員の⽅  3,300 円（税込）
【持 参 物】はさみ、定規、筆記⽤具、セロハンテープ（あれば両⾯テープ）
【申込・お問い合わせ先】当所 振興課まで TEL：0994-42-3135 ／ FAX：0994-40-3015

 簿記を基礎から習得したいという⽅やこれから事業を始めたいという⽅を対象としたセミナーを開催致
します。３⽇間かけて簿記の仕組みから決算書作成まで学ぶセミナーなので、会計を体系的に学習するこ
とができます。⽇々、会計業務を⾏っている⽅も復習や知識の補⾜として活⽤できますので奮ってご参加
ください。

【⽇   時】令和３年 12 ⽉１⽇（⽔）・２⽇（⽊）・３⽇（⾦）各⽇ 18：00 〜 20：45
【会   場】⿅屋商⼯会議所 研修室
【講   師】㈱エーアイエー TKC 公認経営⾰新アドバイザー 林 英俊 ⽒
【内   容】簿記の仕組み、仕訳とは、勘定科⽬と仕訳、試算表、決算整理仕訳、決算書
【定   員】30 名［先着順］
【受 講 料】当所会員の⽅  1,100 円（税込） ⾮会員の⽅  3,300 円（税込）
【持 参 物】筆記⽤具・電卓
【申込・お問い合わせ先】当所 振興課まで TEL：0994-42-3135 ／ FAX：0994-40-3015

▲  講師：橋本 泉 ⽒
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※当⽇は、新型コロナウィルス感染症対策を⾏った上でセミナーを開催致します。

 近年、商⼯業者を取り巻く経営環境が⼤きく変わるなかで、その⽀援策として多くの補助⾦制度が設けら
れています。補助⾦の申請にあたって、企業の⽅向性を⽰す「経営計画」の作成が重要なポイントとなります。
 今回、「経営計画」のつくり⽅講座では、数多くの⽀援実績のある講師を招き、作成までのノウハウを学ん
でいただきます。また、講座終了後に個別相談（全４回）を実施致します。

【⽇   時】令和３年 11 ⽉ 30 ⽇（⽕）・12 ⽉７⽇（⽕）
      全２回 いずれも 18：00 〜 21：00

【会   場】⿅屋商⼯会議所 研修室
【講   師】合同会社グローカルサポート 代表社員 川野 義美 ⽒
【受 講 料】無 料   ※個別相談（全４回）は有料になります。（相談料：全４回分 3,000 円）

【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。

【お問い合わせ先】
当所 振興課まで TEL：0994-42-3135 ／ FAX：0994-40-3015

⿅児島市出⾝。
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もとに、数多くの
経営⾰新・補助⾦の⽀援実績を持つ。

▲  講師：川野 義美 ⽒

 経営者の頭の中にある漠然としたアイデアを実⾏に向けて、具現化させるには、計画
書に落とし込む事が⼤切です。
 本セミナーでは、これまで事業計画を策定したことのない⽅でも、簡単に今後の 1 年
間の計画を⽴てることができる「１年計画ノート」を使い、⾃社が取り組みたい内容を
整頓し、⾃社の業績拡⼤につながる事業計画書の作成をお⼿伝いします。なお、作成し
た事業計画は、国の⼩規模事業者持続化補助⾦等の申請時に活⽤できます。
※１年計画ノートとは… 記⼊例を⾒ながら書き込み欄を埋めていくだけで事業計画が完成するノートです。

※当⽇は、新型コロナウィルス感染症対策を⾏った上でセミナーを開催致します。
※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤の状況によっては、オンラインでのセミナーへ切り替える可能性もございます。予め

ご了承ください。

【⽇   時】令和３年 12 ⽉ 16 ⽇（⽊）
      セミナー  13：30 〜 16：30  個別相談会 16：30 〜 17：30

【会   場】⿅屋商⼯会議所 研修室
【講   師】㈱エイチ・エーエル 太⽥ 敬治 ⽒（中⼩企業診断⼠）
【定 員】20 名（個別相談会は１社 20 分程度、先着３社まで）
【対 象】⼩規模事業者の経営者、経営幹部、管理職の⽅ 等
【受 講 料】無 料
【申込⽅法】 詳しくは、同封しております受講申込書（チラシ）に必要事項をご記⼊の上、FAX、電話⼜は E メー

ルにてお申込みください。
【お問い合わせ先】
当所 振興課まで TEL：0994-42-3135 ／ FAX：0994-40-3015 ／ Mail：kanoya-cci@kanoya-cci.or.jp

▲  講師：太⽥ 敬治 ⽒
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 令和元年10⽉に消費税軽減税率制度が導⼊され、令和３年４⽉からは消費税の総額表⽰が義務化されました。
 さらに、令和３年 10 ⽉より「適格請求書等保存⽅式（いわゆるインボイス制度）」の登録申請の受付が
開始されるなど、様々な税制度の改正が⾏われております。
 本相談会では、税制度の改正に関する様々なお悩みなどについて、税理⼠が分かりやすくお応えします
ので、是⾮、この機会にご相談ください。

【⽇   時】令和４年１⽉ 17 ⽇（⽉）13：30 〜 16：30
【会   場】⿅屋商⼯会議所 相談室
【講   師】鈴⽊勝⼀税理⼠事務所 税理⼠ 鈴⽊ 勝⼀ ⽒
      （南九州税理⼠会⿅屋⽀部所属）

【定   員】３事業所（予定）
      ※ 相談時間は、１事業所あたり１時間を予定しておりますが、申込者多

数の場合は調整致します。
【相 談 料】無 料
【申込⽅法】 同封しております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。
【お問い合わせ先】当所  振興課まで TEL：0994-42-3135 ／ FAX：0994-40-3015

※ 当⽇は、新型コロナウイルス感染症対策を⾏った上で実施します。相談される際には、マスクの着⽤や検温等にご協⼒をお願いします。

特別利子補給制度の申請期限が延長になりました 
 ㈱⽇本政策⾦融公庫等で「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等の制度貸付により借⼊を⾏った⽅のうち、⼀定の
要件を満たす⽅に対し貸付を受けた⽇から最⻑３年間分の利⼦相当額を⼀括で助成する制度である「特別利⼦補給制度」
の申請期限が令和４年 11 ⽉ 30 ⽇まで延⻑になりました。
 この制度の対象者は、対象となる貸付による借⼊を⾏った⼩規模事業者*1・中⼩企業のうち、下記の表の売上⾼要件
を満たす事業者です。 *1 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

事業規模 売上⾼要件 売上⾼減少率
①⼩規模事業者（個⼈事業主）
 ※事業性のあるフリーランスを含む

貸付の申込を⾏った際の最近１か⽉、その翌⽉若しくはその
翌々⽉の売上⾼⼜は最近１か⽉から遡った６か⽉間の平均売上
⾼が、前年、前々年⼜は３年前の同期と⽐較して右記の減少率
を満たしている⽅

要件なし

②⼩規模事業者（法⼈） 15％以上減少
③中⼩企業等（①、②以外の事業者） 20％以上減少

申請方法
郵送もしくはオンラインにて申請できます。
詳しくは下記の専⽤ホームページにてご確認ください。
URL : https://tokubetsu-riho.jp/

お問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症特別利⼦補給制度事務局
TEL：0570 ｰ 060515（受付時間：９時〜17時）
※⼟⽇祝も対応
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▲  熱⼼に⽿を傾ける受講者

 去る 10 ⽉ 20 ⽇（⽔）に、有限会社薗⽥経営リスク研究
所 代表取締役 薗⽥ 恭久 ⽒を講師に迎え「BCP 策定⽀援
セミナー」を当所にて開催致しました。
 昨今の豪⾬による甚⼤な⼈的被害・住家被害などの⾃然
災害や新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤など事業を継
続する上で脅威となる災害が毎年のように発⽣しているこ
とから、注⽬度が⾼く 11 事業所 13 名が受講されました。
 当⽇は、BCP の概要をはじめ、BCP 策定のポイント、
事例紹介、策定演習などをご指導頂きました。

 去る 10 ⽉ 14 ⽇（⽊）13 時半より、㈱エイチ・エーエルの中⼩企業診断⼠である 東 正博 ⽒を講師に招き、
「経営分析・事業計画策定セミナー」を開催致しました。
 まずはじめに、新型コロナウイルス感染症による影響が⻑期化する中で、経営環境がこれまでとは⼤きく変
化してしまった今こそ、経営計画や事業計画を策定する事が有効と説明。
 また、「⾃社の強み・弱み」「⾃社が提供する商品・サービス」「外部機会」等の分析を通じ、『ビジネスモ

デルの可視化』を⾏い、⾃社の現状と理想との距離を縮め
るために  どこをどのようにしたら良いのか把握することが
⼤切と述べられました。
 そして、事業計画を⽴案する上で、単に売上をあげると
いう事では漠然とし過ぎ。⽬的と費⽤を明確にする事が⼤
事であり、場合によっては、撤退の条件を事前に設定する
必要もあると最後にアドバイス。
 受講⽣からは「⾃社の事業計画を策定し、各種補助⾦の
申請を⽬指したい」、「⾃社における経営分析⼿法を学ぶこ
とができた」などの意⾒が聞かれました。▲  セミナーの様⼦
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小規模事業者持続化補助金  公募中！
１．小規模事業者持続化補助金の概要

 ⼩規模事業者が⾏う販路開拓や新たなビジネスやサービス、⽣産プロセスの導⼊等に関する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」と感染拡⼤防⽌のための対⼈接触機会の減少と事業継続を両⽴させる取
組を⾏う事業者向けの「低感染リスク型」の２種類があります。どちらも『経営計画書』及び『補助事業計画書』
の作成にあたっては、商⼯会議所等の助⾔・指導等を受けることができます。なお、補助⾦は、採択・交付決定を
受け、事業を実施した後、実績報告の確認を受けた上での精算払いとなります。

２．補助対象者

 補助⾦の対象となる事業者は、「⼀般型」と「低感染リスク型」共通で、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。
商業・サービス業（宿泊・娯楽業を除く）     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 … ５⼈以下      ▶常時使⽤する従業員の数 … 20 ⼈以下

３．補助金額の上限・補助率
⼀般型：補助上限額 … 50 万円、補助率 … 2/3    低感染リスク型：補助上限額 … 100 万円、補助率 … 3/4

４．低感染リスク型の補助事業内容

 コロナ禍におけるこれまでの販路開拓に関する取組をさらに発展・改良させ、感染拡⼤防⽌と事業継続を両⽴さ
せるための対⼈接触機会の減少に資する前向きな投資を⾏う取組。
※ ①対⼈接触機会の減少に資する取組であり、かつ、②新たなビジネスやサービス、⽣産プロセスの導⼊等の取組であることが対

象事業となります。

５．申請締切

⼀般型     ７回⽬：令和４年  ２⽉  ４⽇（⾦）  ※締切⽇当⽇の消印有効
低感染リスク型 ５回⽬：令和４年  １⽉ 12 ⽇（⽔） ６回⽬：令和４年  ３⽉  ９⽇（⽔）
※低感染リスク型は、補助⾦申請システム（名称：J グランツ）による電⼦申請のみ受付

令和３年度公募分

６．ホームページ
⼀般型     https://r1.jizokukahojokin.info/index.php/sinsei/
低感染リスク型 https://www.jizokuka-post-corona.jp/

公募要領・申請書式はこちらよりダウンロードしてください。

７．当所が発行する様式について

 当所は、⽀援状況に応じて、申請添付書類である「⼀般型：事業⽀援計画書（様式４）」、「低感染リスク型：⽀援
機関確認書（様式４）」を発⾏します。計画書を含む申請書類の確認作業を⾏う為、発⾏には⼀定の時間を要しますので、
各申請締切⽇まで余裕を持った⽇程〔概ね２週間前まで〕に、申請に必要な書類を添えて、当所へご提出ください。
※⼀般型の様式４の添付は必須、低感染リスク型の様式４の添付は任意になります。

発行に一定の時間を要します。

８．お問い合わせ先

⼀般型 補助⾦事務局 TEL：03-6747-4602   低感染リスク型コールセンター TEL：03-6731-9325
当所 振興課        TEL：0994-42-3135
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 当所では、毎⽉第⼀⽔曜⽇に㈱⽇本政策⾦融公庫⿅屋⽀店の融資担当者
をお招きして「創業なんでも相談会」を開催しております。創業に関する
融資や創業計画書の作成⽅法、活⽤できる補助⾦や助成⾦などあらゆる相
談が可能です。既に創業されている⽅で、新たな事
業の⽴ち上げを検討している⽅もどうぞご活⽤くだ
さい。また、⾝近に創業を検討されている⽅がいらっ
しゃる際にはどうぞ本相談会をご紹介ください。

令和３年12⽉１⽇（⽔）
令和４年  １⽉５⽇（⽔）
令和４年  ２⽉２⽇（⽔）
令和４年  ３⽉２⽇（⽔）

 唐芋のコガネセンガンは、焼酎やデンプン、アルコールなどの原料として早くから活⽤され、最近はケー
キやケンピなどの菓⼦原料として、また⻘果⽤や焼き芋としても⼈気を博しております。コガネセンガンは
⿅児島の地場産業にはなくてはならない、きわめて重要な作物です。
 坂井⽒は農林省（現・農林⽔産省）の⿅児島および熊本の農業試験場で、15 年にわたり唐芋の品種改良チー
ムのリーダーとして活躍し、特に海外の品種を取り⼊れるなど独特な発想で育種に取り組み、まさに「奇跡
の品種」といわれるコガネセンガンを誕⽣させました。
 「井⼾を掘った⼈をわすれるな」という故事を⾒習い、この度、坂井先⽣の顕彰碑を建⽴いたしました。
 当⽇は落成式のほか、坂井 健吉 ⽒をお招きして⼣⾷会も開催されます。

【⽇   時】令和３年 12 ⽉１⽇（⽔）11：00 〜 13：00
【場   所】カラー芋ファクトリー前（⿅屋市浜⽥町 1103）

◎準備の都合上、ご参加の⽅はいずれも 11 ⽉ 23 ⽇までにお電話にてお申込み下さい。

【⽇   時】令和３年 12 ⽉ 1 ⽇（⽔）18：00 〜 20：00
【場   所】南⾵ガーデンハウス  ２階（⿅屋市浜⽥町 1349-1）

【申込・お問い合わせ先】NPO カラー芋ワールドセンター TEL：0994-47-3118

12



〇 ⼩規模企業共済は、国がつくった「事業主のための退職⾦制度」で、事業主だ
けではなく共同経営者（配偶者や後継者が該当することが多い）、法⼈役員も加
⼊できます。※加⼊要件がありますので、詳しくはお問い合せください。

〇 全国で約４割の経営者が加⼊しており、共済⾦⽀給額の平均は、1,083 万円 / ⼈。
（令和２年３⽉末現在）

制度について

〇掛⾦は、全額所得控除の対象！
 掛⾦は、⽉額 1,000 円〜 70,000 円の範囲（500 円単位）を⾃由に選べます。
〇受け取り時も税制メリット！
  ⼀括受取は、退職所得扱いとなり、分割受取は、公的年⾦等の雑所得扱いにな

ります。できるだけ若いうちに、加⼊することで退職所得控除額（⼀括受取時に、
共済⾦から控除できる額）を増やすことができます。

お得なポイント 知って得する⁉

〇 「現⾦なし」による 11 ⽉〜 12 ⽉の加⼊申込みは、翌年の⼝座振替となるため所得
控除の対象になりません。

〇 加⼊申込み時に、年内に掛⾦を⽀払い、当年の所得控除をご希望される場合は、必
ず「現⾦あり」での申込みになります。

11 ⽉〜 12 ⽉は、年末調整や確定申告を⾒据え、多くの⽅が加⼊を希望されます。時間に余裕をもって申込みください。

ご注意ください！

将来の蓄え

貯蓄等

⼩規模企業共済

国⺠年⾦基⾦ 等

国⺠年⾦

 ⿅児島県は、新型コロナウイルス感染防⽌対策に取り組む県内の飲⾷店に対しステッ
カーを交付する「⿅児島県飲⾷店第三者認証制度」を始めました。これは、基準に適合し
た飲⾷店を県が認証し公表することで、安⼼してお店を利⽤していただくことを⽬的とし
ています。感染対策に取り組む飲⾷店の皆さまは、県の認証制度を導⼊することで、より
⼀層お客様に安⼼して利⽤していただくことが可能となります。
 ⿅屋市内では 11 ⽉５⽇現在、51 店舗が認証を受けていますが、今回は２店舗の申請・

認証を受けた㈲⼩松（⼩松⾷堂）さんに話を伺いました。
 申請のきっかけについてですが、お客様に安⼼して利⽤していただきたいという思いと、第三者認証を受ければ 11
⽉１⽇から “ぐりぶークーポン” が 700 円分利⽤できることが魅⼒であるとのことです（⼩松⾷堂さんでは１週間に 20
⼈〜 30 ⼈が “ぐりぶークーポン” を利⽤）。
 申請については、インターネット申請と郵送による申請が選択できますが今回は郵送を選択。書類の作成はとても簡
単だったとのこと。書類を提出して１週間ほどで事務局の調査員が来店し各種項⽬を確認しました。
 現在、北⽥町と市役所内の２店舗を運営していますが、認証にあたって特に市役所内の店舗は⼤変だったようです。元々
セルフサービスに近い形で箸や⾷器類をテーブルの上に並べたり、味噌汁はお客様が⾃ら注ぐ形式でしたが、基準に基
づく感染防⽌を⾏うため⾒直すことに。現在は店員が渡す形式に変更し、最近ようやくそのオペレーションにも慣れて
きたようです。その後苦労の甲斐もあり、現地調査から１週間ほどで認証が下りました。
 その他にも、卓上調味料の消毒をはじめ様々な事柄に気を配っており、お客様には是⾮安⼼して⾷事を楽しんで頂き
たいとのことでした。
 認証された店舗には右の画像のようなステッカーが貼ってあるほか、認証店舗は県のホームページ上で確認できます。
もしステッカーのあるお店でお⾷事の際にはお店の様々な気遣いを少し意識してみるのもいいかもしれません。

詳しくは⿅児島県のホームページをご覧ください。
http://www.pref.kagoshima.jp/ae06/inshokutendaisanshaninshou.html
申請後、現地調査の⽇程調整等の必要があるため、申請受付から認証までに３週間程度要する場合があります。

認証までの流れ
①認証基準を確認し、感染防⽌対策に取り組む。 ③調査員による現地調査を受ける。
②認証を申請する。              ④認証ステッカーを受け取る。

『鹿児島県飲食店第三者認証制度』はご存知ですか？ ⼩松⾷堂さんに話を伺いました 
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◆ 頻発する⼤規模災害や新型ウイルス等による感染症の流⾏に、個々の企業が単独で対策を講じることには限界があり
ます。

◆他の企業と連携すれば、資源の融通、代替⽣産や情報共有等、単独では対応できない部分を相互に⽀援しあえます。
◆連携事業継続⼒強化計画とは、複数の企業や組合などが連携し策定する防災・減災のための事前対策に関する計画です。

経営の強靭化を支援します

経営の強靭化を支援します

・連携体の組成から計画の策定、フォローアップまで、中⼩機構の専⾨家が複数回の無料⽀援を実施します。

主な連携の類型は、以下のとおり。
①組合等を通じた連携

同業種・異業種団体間で協⼒、⼈員の融通、設備の共同導⼊、⾞両・倉庫の相互利⽤ など

②サプライチェーンで連携
受給情報、被害情報の共有、上位企業による復旧⽀援 など

③地域で連携
共同避難計画、共同訓練、電源・備蓄品の共同管理 など

④相互補完による連携
代替⽣産、⼈員・設備の融通、原材料・部品確保の協⼒ など

連携事業継続力強化計画策定の主なメリットは？

・対策集約によりコスト抑制や物資や場所等の確保が容易になる。
・集団化で発信⼒・交渉⼒が強化される。
・被災しなかった企業での代替⽣産が可能となる。

よって、顧客からの信頼の向上、競争⼒の強化、地域経済の安定が図られます。
なお、連携事業継続⼒強化計画の参加企業は、補助⾦の加点などの⽀援策が受けられます（ものづくり補助⾦など）。

お問い合わせ先
独⽴⾏政法⼈ 中⼩企業基盤整備機構 九州本部南九州事務所（担当：⾼⽥）
〒 892-0842 ⿅児島市東千⽯町 1-38 ⿅児島商⼯会議所ビル 6F  TEL：099-219-7882

「事業継続⼒強化計画」については、QR コードからご確認ください。

中⼩機構「中⼩企業強靭化⽀援」サイト

「連携事業継続力強化計画」のご紹介

相互補完による連携

主な
連携の
類型

サプライ
チェーンで連携

組合等を
　　通じた連携

地域で連携

14



「かのやプレミアム商品券」事業のお知らせ

 まだ加盟店登録を⾏っておらず、登録をご検討されている事業者の⽅は、右の QR コードから
WEB 登録を⾏うか、⿅屋市ホームページより登録⽤紙をダウンロードし、下記まで送付ください。
※申請は随時受け付けていますが、⿅屋市のホームページ等への掲載による案内となります。

【送付先】〒 893-8501 ⿅屋市共栄町 20-1
     ⿅屋市 商⼯振興課 プレミアム商品券事務局 TEL：0994-45-4720 FAX：0994-40-8688
＜換⾦に関するお問い合わせ＞ 当所 プレミアム商品券事業担当まで TEL：0994-42-3135

★使⽤期間  令和３年 11 ⽉ 29 ⽇（⽉）〜令和４年２⽉ 28 ⽇（⽉）
★換⾦期間  令和３年 11 ⽉ 29 ⽇（⽉）〜令和４年３⽉   8 ⽇（⽕）

「キャッシュレスで鹿屋の飲食店を応援しよう！キャンペーン」
 新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んでいる消費を喚起し、市内の飲⾷店等を⽀援するため、対象のキャッ
シュレス決済による⽀払いをした⽅に対してポイントを還元する事業を実施します。
１ キャンペーン内容について

（１）期 間 令和３年 12 ⽉１⽇（⽔）〜 28 ⽇（⽕）
（２）対象決済サービス au PAY、d 払い、Pay どん、PayPay
（３）ポイント還元率 30％（１決済サービスにつき１回上限 1,000 円、期間上限 3,000 円）
（４）対象店舗 飲⾷店、タクシー、運転代⾏
※飲⾷店は、⽇本標準産業分類「中分類 76 飲⾷店」及び「中分類 77 持ち帰り・配達飲⾷サービス業」に該当する店舗
２ 加盟店募集について
 キャンペーンへの参加を希望する店舗は、あらかじめ対象決済サービスの加盟店として登録を受ける必要があります。
11 ⽉ 30 ⽇（⽕）までに加盟店登録（審査可決）された店舗のみ対象とします。加盟店登録には 10 ⽇から２週間かかる
場合がありますので、ご注意ください。（各決済サービス事業者によって申請期限が異なります。）
※ 既に対象決済サービス（au PAY、d 払い、Pay どん、PayPay のいずれか）が利⽤できる対象店舗は、参加に際しての⼿続きは不要です。
※ 主たる業種が「飲⾷店」以外であっても、飲⾷店営業の許可を得て、店舗内で客の注⽂に応じ調理し飲⾷させる設備スペースを保有し、

且つ、別途、飲⾷部⾨専⽤の決済コードの登録がある店舗も対象とすることが可能ですので、該当の店舗は加盟する決済サービス事
業者に必ずお問い合わせください。（ホテル内レストラン、飲⾷スペースのあるケーキ店などで、飲⾷のみのキャンペーン利⽤が可
能な店舗）

※加盟店には、後⽇、キャンペーンポスター等をお届けします。
※加盟店参加を希望される場合は、以下の各決済サービス事業者にご連絡ください。

【店舗向けコールセンター】
● au PAY  au PAY コールセンター TEL 0120-387-374 ※ 9 時〜 19 時／年末年始除く
● d 払い    d 払い⾃治体キャンペーンコールセンター TEL 0120-114-331 ※平⽇ 9 時 30 分〜 17 時 30 分
● Pay どん  Pay どんセンター TEL 0120-947-230 ※平⽇９時〜 17 時
● PayPay  PayPay 加盟店サポート窓⼝ TEL 0120-990-640 ※ 24 時間／ 365 ⽇

【キャンペーンに関する問合せ】⿅屋市 商⼯振興課まで TEL 0994-31-1164

※ 商品券の購⼊については
事前申込⽅式であり、す
でに申込を締め切ってお
ります。

加盟店登録はお済ですか？

年賀状
2022年2022年

多彩な多彩な
デザインをデザインを
今年も豊富に今年も豊富に
ご用意！ご用意！

印刷承りますプレミアムな輝きのプププププレレレレレミミミミミミアアムなアムアアムムムなななななな輝輝輝輝輝輝輝き輝ききのののの
「金箔年賀状」「「「金金金金金金金箔箔箔箔箔箔箔年年年年年賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀状状状状状状状状状状」」も承ります。もももも承承承承り承りりままままままますすすす。

■営業時間
  月曜～金曜／8：30～18：00
  土  曜／8：30～17：00
■休業日　日・祝・11月20日・12月４日・11日

鹿屋市札元 1-22-34
Tel. 0994-43-2238  Fax. 0994-43-7541

ヒューマン印刷に徹する

2022年の年賀状は、年末(2021年12月20日頃)まで
受け付けております。
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 11 ⽉９⽇（⽕）当所⼯業部会主催によるブランディング研修会が開催
されました。㈲プロダクションビコーズ 代表取締役 横⼭ 洋亮 ⽒を講師
に迎え、「〜ブランディングデザインの重要性〜『感動の物語がある』 こ
とを魅せる・伝えることが、成功の鍵。」と題し、ハイブリッド形式にて
会場とオンラインあわせて 17 名が参加致しました。
 講演ではコロナ禍におけるブランディングの注意点や事例紹介等があり
ました。参加者からは「モノの⾒⽅の新発⾒ができた」「商品の⽣まれた
背景がより⼤切な時代になっていると実感した」といった声を頂きました。

▲  受賞者の皆様

 去る 11 ⽉２⽇に「2021 かのや特産品コンクール」がリナシティかのやにて開催されました。本コンクー
ルは⿅屋市の魅⼒を発信できる特産品を発掘することで特産品と⿅屋市の知名度向上・⿅屋市の誘客・地
域産業の活性化を図るもので、今回は『商品部⾨』に 25 出品者、『アイデア部⾨』に６出品者がエントリー
しました。
 『商品部⾨』とは、既存商品や新規商品に品質・デザイン・パッケージ等の⾯で新たな⼯夫や改良を加え
た商品であり、地域の特性を活かし、継続的に⽣産可能であることなどが要件です。また、『アイデア部⾨』
とは、地域の特性を活かしたもので、⿅屋市ならではのアイデアであることなどが要件です。
 今回、『商品部⾨』では㈲⼩松（⼩松⾷堂）の「だっきしょ⾖腐（真空パック）」が⿅屋市⻑賞、COTO 
COTO の「⿅屋旨か！ピクルス」が⿅屋商⼯会議所会報賞を受賞されました。
 また、『アイデア部⾨』の⼀般の部では（同）HMS の「飲むサツマイモ ア！ハッピィモ」、学⽣の部で
は串良商業⾼校の「Sweet な恋がしたいもん」がそれぞれ未来賞を受賞されました。
 今後は 2023 年開催のかごしま国体を⾒据え、⼊賞商品を広く PR することにより販路拡⼤に努め、特産
品と⿅屋市の知名度向上・⿅屋市への誘客・地域産業の活性化を図ります。

▲  研修会の様⼦

名 称 事 業 者 名 商 品 名
⿅屋市⻑賞 有限会社 ⼩松 だっきしょ⾖腐（真空パック）
⿅屋商⼯会議所会頭賞 COTO COTO ⿅屋旨か！ピクルス
⿅屋市観光協会⻑賞 南州農場株式会社 ⿊豚ポークジャーキー
特別賞 有限会社 神川酒造 とけあう梅酒

未来賞 合同会社 ＨＭＳ 飲むサツマイモア！ハッピィモ
ユーモア賞 有限会社 ヤマタニ かのや芋キャンディー

未来賞 串良商業⾼等学校 礒脇 望愛 Sweet な恋がしたいもん
ユーモア賞 串良商業⾼等学校 吉屋 聖 こくはくとう〜プリンセスの初恋♥〜

商品部⾨

アイデア部⾨  ①⼀般

アイデア部⾨  ②学⽣
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№ 事 業 所 名 代 表 者 名 所 在 地 業  種
1 ＯＮＥʼ Ｓ ⼩⽥ 健⼀ ⿅屋市古前城町 飲⾷業
2 イブサン ⼭之内昭彦 ⿅屋市本町 飲⾷業
3 樹康 下濵まり⼦ ⿅屋市朝⽇町 飲⾷業
4 スナックまゆみ 園⽥まゆみ ⿅屋市朝⽇町 飲⾷業
5 ㈱アスエール 吉留 ⼤作 ⿅屋市向江町 福祉サービス業
6 ㈱ランディ 稲森 和⼦ ⿅屋市札元 建設業
7 しちりん酒場トントコトン 酒井 勇⼈ ⿅屋市札元 飲⾷業
8 Bar and Dining  Hachidori ⽥代 優介 ⿅屋市寿 飲⾷業
9 Ｊｉｕ 冨⼠代⻯明 ⿅屋市寿 ⼩売業
10 CCC チャリン・コ・クリエイション㈱ ⿊川  剛 ⿅屋市寿 コンサルタント業
11 ⽵之内誠商会 ⽵之内 誠 ⿅屋市新川町 卸売業
12 ㈱ライトフューチャー 森  光明 ⿅屋市新川町 新聞販売業
13 ホテルわかば 川原よし⼦ ⿅屋市笠之原町 ホテル業
14 ｍｙａｉ⼯房 福⾥  舞 ⿅屋市笠之原町 刺繍業
15 いずみだのたまご 出⽔⽥広⽂ ⿅屋市⼤姶良町 鶏卵販売
16 Calmhair 川畑  剛 ⿅屋市今坂町 理容業
17 ㈱江⼾屋 藏屋 清美 ⿅屋市新栄町 建設業
18 まさ塗装 嶋本 正章 ⿅屋市⻄原 塗装業
19 春⽥直樹税理⼠事務所 春⽥ 直樹 ⿅屋市⻄原 税理⼠業
20 （同）満留塗装⼯業 満留 直也 ⿅屋市⼤浦町 塗装業
21 カラオケ道場 ニュー希望 原⽥ 浩⼆ 肝属郡肝付町後⽥ サービス業
22 ㈱廣久葛本舗 髙⽊ 久助 ⿅屋市串良町細⼭⽥ 本葛製造・販売業
23 （同）ＨＭＳ 井上 友紀 ⿅屋市⽩⽔町 製造業

24 ㈱バッファロー・IT・ソリューションズ
九州営業所 ⼩村 知範 福岡県福岡市博多区

博多駅前 ⼩売・仲卸業

〔令和３年５⽉ 28 ⽇〜令和３年 10 ⽉ 28 ⽇〕

【順不同・敬称略】

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。
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商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測）―2021年10月調査結果―
業況DIは改善も、依然として厳しさ続く  先行きは回復への期待感広がるも、コスト増に懸念

　全産業合計の業況DI は、▲ 28.9 と前月比 +4.3 ポイント。緊急事態宣言等の解除を
受けて、時短要請や行動制限が緩和され、外食・観光関連のサービス業では利用客の
増加がみられた。製造業、卸売業では飲食料品や電子部品関連が堅調に推移する一方、
半導体不足や東南アジアでの感染拡大を背景とした部品の供給制約による、生産活動
への影響が継続している。また、鉄鋼などの原材料費や、原油価格を含む資源価格の
上昇、最低賃金引上げに伴う人件費の負担増加など、幅広い業種でコスト増加が足か
せとなっており、中小企業の業況改善に向けた動きは厳しさが続く。
　先行き見通しDI は、▲ 21.6 と今月比 +7.3 ポイント。活動制限緩和に伴う日常生活
回復による、国内の観光需要回復、年末年始の個人消費拡大への期待感が広がっている。
一方で、半導体不足や部品供給制約による業績への影響、 資源価格の高騰、円安の進行、
原材料費上昇分の価格転嫁 の遅れによる収益圧迫などへの懸念から、中小企業においては、先行きへの慎重な見方が続く。
　尚、九州のサービス業では、自動車製造業の減産が続く影響で、関連する運送業の荷動きが停滞した一方、緊急事態宣言等の解除
に伴い、飲食・宿泊業を中心として低水準ながらも客足が持ち直しつつあり、売上・採算ともに改善。

〇調査期間：2021 年 10 月 14 日～ 20 日
〇調査対象：全国 337 商工会議所の会員 2,634 企業
　　　　　　内訳 建設業：433　製造業：642　卸売業：305　小売業：530
               　  　サービス業：724
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

ローソン

アキラ巧芸
　★

鹿屋幼稚園

宮崎太陽銀行

九州労働金庫

ＮTT前

【 所 在 地 】 向江町25-20
【 Ｔ Ｅ Ｌ 】 42-3629
【 営業時間 】 8：30 ～ 18：00
【 定 休 日 】 日・祝 ▲  事業所の外観

▲  アクリル加⼯製品の例

◆ 焼 肉 こだ わり館 -41-0081
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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。

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）は対象となります。
（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）

過去３年以内の事故なら今からでも請求可能です！
□安い掛⾦…普通⾞ 1,000 円 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。）
※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）
【お問い合わせ先】総務課　県火災共済係まで　TEL：0994-42-3135　FAX：0994-40-3015

　「二度漬け禁止やでぇ！！」テレビ等で見聞きしたことがある方も多いだろう。串カツ
（串揚げ）屋の話になると枕詞のように頻出する言葉で、実際に大阪の串カツ屋
に行くといたるところに「二度漬け禁止」の張り紙がある店も少なくない。今回の
店舗「お食事処 やまと」では串カツとは少し違う、串に刺さった天ぷら「串天」を提供しており、個々人に
専用の '' つゆ '' が来るため二度漬けどころか三度・四度漬けも可能だ。
　まずメニューを見て驚くのはその金額である。たまねぎやかぼちゃなどの野菜の串天が一本22円（税込）
なのだ。一本の単価が手ごろなことに加えて店内のいい匂いに誘われて串天・串焼き併せて10本程と白
飯をお願いした。注文方法は手元にある伝票に食べたいものと数を書いて店員さんに渡すスタイルとなっ

ている。
　はじめに届いた串焼きのつくねと白飯を頬張っていると豚や鶏、野菜など揚げ立ての串天と
先述のつゆが運ばれてきたので、まずはさつまいもに齧りつ
いた。ホクホクとして甘い。次は2本頼んだ鶏肉を1本は
つゆ、1本は塩で。衣に閉じ込められた肉汁が口にあふれた。
そのほかにも豚肉やかぼちゃ、いかや椎茸などの串天を頂
いた。筆者はお酒があまり得意ではないので白飯と一緒に
頼んだが、知り合い曰く非常に酒がすすむものらしい。

　最初の注文分で程よく満腹になったためお会計をお願いしたが想定よりも少ない金額で少し申
し訳ないほどであった。今度、友人を連れてまたお邪魔しよう。本日もごちそうさまでした。

セブンプラザ西原店

　　　　★
お食事処 やまと

ファミリーマート

郷原緑萠園

寿し和食 司

【所 在 地】西原 2-37-11-1
【Ｔ Ｅ Ｌ】0994-43-1548
【営業時間】18：00 ～ 22：00
　　　　　　（オーダーストップ 21：00）
【定 休 日】日曜日
【駐 車 場】あり（10 台）

上質な価値の提供
住宅新築、増改築、リフォーム、外構工事、解体工事

19



鹿
屋
商
工
会
議
所
ニ
ュ
ー
ス
 K
A
N
O
Y
A


