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 昨夏の当所⼤ホールを活⽤した『新型コロナワクチン夜間集団接種（中⼩企業枠）』実施の際は、皆様に
ご尽⼒を賜り、期間中に会員企業を含む約 3,300 ⼈がワクチン接種を済まされ、政府が⽬指すワクチン接
種の加速化に繋がったものと考えており、会員の皆様のご⽀援・ご協⼒に⼼より感謝申し上げます。
また、この度の追加接種（３回⽬）においても昨年に引き続き、当所⼤ホールを集団接種会場として提供し、
⿅屋市・⿅屋市医師会 ･ ⿅屋商⼯会議所の医産官連携のもと実施する運びとなりました。今回は平⽇（⽉・
⽔・⾦）夜間に加え、⼟曜⽇と⽇曜⽇枠を新たに設けて、延べ 90 ⽇間で約 22,000 ⼈の接種を⾒込んでお
ります。新型コロナワクチンの追加接種（３回⽬）をお考えの会員企業の皆様は、当所ホームページから
申込可能ですので是⾮ご利⽤下さい。〔ワクチン接種には、⾏政並びに市医師会からの様々な条件がありま
すので、内容を確認の上、お申込み下さい。原則、メールを通じての申込受付となります。ご了承下さい。〕
 私ども⿅屋商⼯会議所は、今後とも「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
さと⿅屋の為に、関係機関と連携して官⺠⼀体となり様々な活動に取り組んで参りますので、何卒ご⽀援
のほどお願い申し上げます。 

【実 施 期 間】令和４年３⽉ 28 ⽇（⽉）〜令和４年７⽉ 31 ⽇（⽇）〈予定〉
【受 付 時 間】⿅屋商⼯会議所会館 会議室（⿅屋市新川町 600 番地）

＊平⽇夜間（⽉ ･ ⽔ ･ ⾦）…18 時 40 分〜 20 時 00 分
＊⼟曜⽇（第２･ ４）   ………14 時 00 分〜 16 時 00 分
＊⽇曜⽇（毎週）……………11 時 00 分〜 15 時 00 分

【接 種 会 場】⿅屋商⼯会議所会館⼤ホール〔⿅屋市新川町 600 番地〕
【接 種 対 象】⿅屋商⼯会議所会員事業所の経営者（家族を含む）及び従業員
【接 種 条 件】①対象者は⿅屋市⺠に限定されます。

②接種⽇／受付時間の指定は不可、曜⽇等の要望は受付ます !!
[ ※申込後の接種⽇時変更、キャンセルは不可 ] ※詳細は注意事項をご覧下さい !!

【使⽤ワクチン】武⽥モデルナ社ワクチン
【申 込 ⽅ 法】  当所ホームページ（http://kanoya-cci.omega.ne.jp/）より『専⽤申込書』（Excel ファイル）

をダウンロードして ､ 必要事項を全て⼊⼒したデータを ､ メールにて当所へお送り（送信）
下さい。送信先（E-mail）wakuchin@kanoya-cci.or.jp
 尚 ､ データのダウンロード／⼊⼒／送信が⾏えない事業所におかれましては、お気軽に事務
局までご連絡下さい。個別にて対応させて戴きます。

【問 合 せ 先】当所振興課まで TEL：42-3135 E-mail：wakuchin ＠ kanoya-cci.or.jp

いつも台所にはマルイの醤油・味噌
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コロナの影響を受けて売上が減少している事業者の継続・回復を支援します

中小法人・個人事業者のための事業復活支援金
申請期間
2022 年１⽉ 31 ⽇（⽉）〜 2022 年５⽉ 31 ⽇（⽕）

給付対象
以下の①及び②を満たす中⼩法⼈・個⼈事業者（業種は問わず）が給付対象となり得ます。

①新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売上が減少している事業者
②  2021 年 11 ⽉〜 2022 年 3 ⽉のいずれかの⽉（対象⽉）の売上⾼が、2018 年 11 ⽉〜 2021 年 3 ⽉の

間の任意の同じ⽉（基準⽉）の売上⾼と⽐較して 50％以上⼜は 30％以上 50％未満減少した事業者
 （⽩⾊申告や住⺠税申告等の⽅を除く）
※ 計算に当たっては、新型コロナウイルス感染症対策として国⼜は地⽅公共団体による⽀援施策により得た⽀援⾦・

給付⾦・補助⾦等は各⽉の事業収⼊から除きますが、時短要請協⼒⾦は各⽉の事業収⼊に含めて計算します。
 ただし、対象⽉中に地⽅公共団体による時短要請等に応じており、それに伴う協⼒⾦等を受給する場
合は、「対象⽉中に時短要請等に応じた分」に相当する額を、対象⽉の事業収⼊に加えます。〔給付額の
算定においても同じ〕。

給付額
〇給付額…〔基準期間の売上⾼〕―〔対象⽉の売上⾼×５カ⽉分〕⇒⽩⾊申告等の⽅は、別の計算⽅法となります。

 ※基準期間とは…
   2018 年 11 ⽉〜 2019 年３⽉／ 2019 年 11 ⽉〜 2020 年３⽉／ 2020 年 11 ⽉〜 2021 年３⽉のいず

れかの期間（基準⽉を含む期間であること）
〇中⼩法⼈等…上限最⼤ 250 万円   〇個⼈事業者等…上限最⼤ 50 万円

給付上限額

売上⾼
減少率 個⼈

法  ⼈

年間売上⾼
1億円以下

年間売上⾼
1億円超〜 5億円以下

年間売上⾼
5億円超

▲ 50％以上 50 万円 100 万円 150 万円 250 万円

▲ 30％以上
  50％未満 30 万円 60 万円 90 万円 150 万円

※年間売上⾼とは基準⽉を含む事業年度の年間売上⾼
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申請の流れ
申請はパソコンやスマートフォン等からの電⼦（ネット）申請のみとなっております。

① 事業復活⽀援⾦事務局 HP 内の【詳細資料】をクリックして、「事業復活⽀援⾦の詳細について」をご
⼀読いただき、ご⾃分の事業所が給付対象要件を満たしているかご確認ください。

 ※ご不明な点があれば、事業復活⽀援⾦事務局申請相談窓⼝へお問合せください。

② 対象要件を満たしていたら、事業復活⽀援⾦事務局 HP 内の【仮登録する】をクリックして仮登録申
請を⾏い、申請 ID を取得して下さい。

 ※ 国の⼀時⽀援⾦・⽉次⽀援⾦を受給された事業者の⽅は、⼀時⽀援⾦・⽉次⽀援⾦を申請した際の申請 ID をそ
のまま使⽤することができますので、再度仮登録申請する必要はありません。以前の申請 ID でそのまま申請し
てください。

③ 申請 ID を取得されたら、必要書類を準備の上、登録確認機関に電話連絡して、事前予約を⾏い、事
前確認を受けてください。

 ※ 国の⼀時⽀援⾦・⽉次⽀援⾦を受給された事業者の⽅は、事前確認をする必要はありません。
 ※ 当所も登録確認機関となっております。会員事業所の皆様限定で事前確認⼿続きを⼿数料無料で⾏っておりま

す。（継続⽀援関係にあたる⼀部確認）
 ※ 当所では、スムーズな事前確認を⾏うために、当所 HP 内に【事前確認に関するチェックシート・依頼書・別紙・

宣誓同意書】を掲載しておりますので、事前確認の際にお使いください。なお、チェックシート・宣誓同意書
を FAX、メールにて送付された場合には、お⼿数ですが確認のため当所までご連絡下さい。

④事前確認終了後、マイページから各⾃ご申請ください。

申請のために必要な書類（主なもの）
①確定申告書等の控え
②振込先通帳
③本⼈確認書類（運転免許証・マイナンバーカード等）【個⼈の場合】
④履歴事項全部証明書【法⼈の場合】
⑤宣誓同意書
⑥対象⽉の売上台帳等

※ 以上が主な必要書類ですが、申請のパターンや特例、事務局からの指⽰等によっては、上記以外の書類が必要
となる場合がありますので、ご確認ください。

〈申請全般に関するお問合せ先〉
事業復活⽀援⾦事務局 申請者専⽤相談窓⼝
・申請者専⽤コールセンター  ℡ 0120-789-140
・IP 電話からの場合  ℡ 03-6834-7593（通話料がかかります）
相談受付時間：８時 30 分〜 19 時 00 分（⼟・⽇・祝⽇を含む全⽇対応）
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申請手続きはお済みですか？

鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金
 新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤を防⽌するため、⿅児島県の時短要請に応じて、休業や営業時間の短縮に
ご協⼒された飲⾷店の皆様への時短要請協⼒⾦（協⼒⾦は店舗ごとに給付しますが、申請⼿続きは事業者ごとの申
請となります）の申請⼿続きが始まっています。まだ申請⼿続きがお済みでない事業者の皆様は、申請期限までに
お⼿続きください。
 なお、申請書類につきましては、当所にも準備しておりますので、お気軽にお声掛けください。

《時短要請協⼒⾦の内容》
①令和４年１⽉ 21 ⽇〜１⽉ 26 ⽇の時短要請分【⿅屋市・⿅児島市・霧島市のみ対象】
 〇協⼒⾦の⾦額
  【⼤企業】（売上⾼減少額⽅式）
   １店舗当たりの上限「120 万円」
   １⽇当たりの協⼒⾦額：（①売上⾼減少額／⽇×0.4）×要請期間（６⽇間）
   ※ ただし、①の上限は「20 万円／⽇」⼜は「前年度⼜は前々年度の１⽇当たりの売上⾼×0.3」のいずれか低い⽅
  【中⼩企業】（売上⾼⽅式）
   売上⾼に応じて１店舗当たり「15 万円〜 45 万円」
   １⽇当たりの協⼒⾦額：（2.5 万円〜 7.5 万円）×要請期間（６⽇間）
   ※中⼩企業においても、売上⾼減少額⽅式を選択可
 〇申請期限 令和４年４⽉６⽇（⽔） ※当⽇消印有効
②令和４年１⽉ 27 ⽇〜２⽉ 20 ⽇の時短要請分 【⿅児島県内全域対象】
 〇協⼒⾦の⾦額
  ◇第三者認証店以外の店舗の休業・時短営業
  【⼤企業】（売上⾼減少額⽅式）
   １店舗当たりの上限「500 万円」
   １⽇当たりの協⼒⾦額：（①売上⾼減少額／⽇×0.4）×要請期間（25 ⽇間）
   ※ ただし、①の上限は「20 万円／⽇」⼜は「前年度⼜は前々年度の１⽇当たりの売上⾼×0.3」のいずれか低い⽅
  【中⼩企業】（売上⾼⽅式）
   売上⾼に応じて１店舗当たり「62.5 万円〜 187.5 万円」
   １⽇当たりの協⼒⾦額：（2.5 万円〜 7.5 万円）×要請期間（25 ⽇間）
   ※中⼩企業においても、売上⾼減少額⽅式を選択可
  ◇第三者認証店の店舗の休業・時短営業【営業時間５時〜２０時迄の間／酒類の提供なし】
  【⼤企業】（売上⾼減少額⽅式）
   １店舗当たり「上限 500 万円」
   １⽇当たりの協⼒⾦額：（①売上⾼減少額／⽇×0.4）×要請期間（25 ⽇間）
   ※ただし、①の上限は「20 万円／⽇」
  【中⼩企業】（売上⾼⽅式）
   売上⾼に応じて１店舗当たり「75 万円〜 250 万円」
   １⽇当たりの協⼒⾦額：（３万円〜 10 万円）×要請期間（25 ⽇間）
   ※中⼩企業においても、売上⾼減少額⽅式を選択可
  ◇第三者認証店の店舗の時短営業【営業時間５時〜 21時迄の間／営業時間内での酒類の提供あり】
  【⼤企業】（売上⾼減少額⽅式）
   １店舗当たり「上限 500 万円」
   １⽇当たりの協⼒⾦額：（①売上⾼減少額／⽇×0.4）×要請期間（25 ⽇間）
   ※ ただし、①の上限は「20 万円／⽇」⼜は「前年度⼜は前々年度の１⽇当たりの売上⾼×0.3」のいずれか低い⽅
  【中⼩企業】（売上⾼⽅式）
   売上⾼に応じて１店舗当たり「62.5 万円〜 187.5 万円」
   １⽇当たりの協⼒⾦額：（2.5 万円〜 7.5 万円）×要請期間（25 ⽇間）
   ※中⼩企業においても、売上⾼減少額⽅式を選択可
 〇申請期限 令和４年５⽉２⽇（⽉） ※当⽇消印有効
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時短要請協⼒⾦申請書在中

③令和４年２⽉ 21 ⽇〜３⽉６⽇の時短要請分 【⿅児島県内全域対象】
 〇協⼒⾦の⾦額
  ◇第三者認証店以外の店舗の休業・時短営業
  【⼤企業】（売上⾼減少額⽅式）
   １店舗当たり「上限 280 万円」
   １⽇当たりの協⼒⾦額：（①売上⾼減少額／⽇×0.4）×要請期間（14 ⽇間）
   ※ ただし、①の上限は「20 万円／⽇」⼜は「前年度・前々年度⼜は前々々年度の１⽇当たりの売上⾼×0.3」のいずれか低い⽅
  【中⼩企業】（売上⾼⽅式）
   売上⾼に応じて１店舗当たり「35 万円〜 105 万円」
   １⽇当たりの協⼒⾦額：（2.5 万円〜 7.5 万円）×要請期間（14 ⽇間）
   ※中⼩企業においても、売上⾼減少額⽅式を選択可
  ◇第三者認証店の店舗の休業・時短営業【営業時間５時〜 20時迄の間／酒類の提供なし】
  【⼤企業】（売上⾼減少額⽅式）
   １店舗当たり「上限 280 万円」
   １⽇当たりの協⼒⾦額：（①売上⾼減少額／⽇×0.4）×要請期間（14 ⽇間）
   ※ただし、①の上限は「20 万円／⽇」
  【中⼩企業】（売上⾼⽅式）
   売上⾼に応じて１店舗当たり「42 万円〜 140 万円」
   １⽇当たりの協⼒⾦額：（３万円〜 10 万円）×要請期間（14 ⽇間）
   ※中⼩企業においても、売上⾼減少額⽅式を選択可
  ◇第三者認証店の店舗の時短営業【営業時間５時〜 21時迄の間／営業時間内での酒類の提供あり】
  【⼤企業】（売上⾼減少額⽅式）
   １店舗当たり「上限 280 万円」
   １⽇当たりの協⼒⾦額：（①売上⾼減少額／⽇×0.4）×要請期間（14 ⽇間）
   ※ ただし、①の上限は「20 万円／⽇」⼜は「前年度・前々年度⼜は前々々年度の１⽇当たりの売上⾼×0.3」のいずれか低い⽅
  【中⼩企業】（売上⾼⽅式）
   売上⾼に応じて１店舗当たり「35 万円〜 105 万円」
   １⽇当たりの協⼒⾦額：（2.5 万円〜 7.5 万円）×要請期間（14 ⽇間）
   ※中⼩企業においても、売上⾼減少額⽅式を選択可
 〇申請期限 令和４年５⽉１６⽇（⽉） ※当⽇消印有効

《申請書類》  ⿅児島県庁ホームページからダウンロードできます。当所の他、⼤隅地域振興局・⿅屋市役所・かのや市商
⼯会等でも⼊⼿できます。

《申請⽅法》  申請先（申請窓⼝）へ簡易書留もしくはレターパックにて郵送（※事業者毎に申請）
      ※封筒には、差出⼈の住所及び⽒名を必ずご記⼊ください

《申 請 先》 〒 892-8799 ⿅児島東郵便局留 ⿅児島県時短要請協⼒⾦給付事業事務局 宛

              と⼤きくご記⼊ください。
《申請に関するお問合せ先》
⿅児島県時短要請協⼒⾦給付事業事務局 ℡ 099-295-0286（受付時間：平⽇のみ ９時 00 分〜 17 時 00 分）
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IT
 昨今「IT（アイティー）化を進めましょう」や「補助⾦申請は Web（ウェブ）サイトから⾏ってください」
といった様にインターネットやパソコン（最近ではスマートフォン）を活⽤して、事業をより効率よ
くかつ正確に進めるための取り組みを国全体で推進しています。そして、そのスピードと勢いはコロ
ナ禍の状況で、更に加速しています。それはなぜなのでしょうか…

 インターネットはすでに、⽔道やガスといったものと同じようなライフラインといえるほど⼈々の
⽣活にとって無くてはならないモノとなっています。また、コロナ禍において「⾮対⾯」「⾮接触」が
推奨されるようになり、インターネットを活⽤し成功した事例は増えています。こうした事業活動は、
インターネットが当たり前の世の中になるにつれて、「やったほうが良い」から「やるのが当たり前」
になっていく世の中になるため、ネット社会への変換期である今こそ対応していくことが重要になり
ます。

 IT とは Information Technology（インフォ
メーションテクノロジー）の略語で、コンピュー
ターとネットワーク技術の総称のことです。つ
まり、IT 化とは「IT 技術やデジタル技術の活
⽤によりアナログな作業をデジタルに変換し、業務
効率化やコスト削減を図ること」を意味します。

8



⽇ 時 毎⽉第４⾦曜⽇
    10 時〜 12 時、13 時〜 16 時
    （1 事業者あたり概ね 1 時間程度）
場 所 当所１階相談室
対象者 当所会員および管内（旧⿅屋市内）
    中⼩企業・⼩規模事業者

《お申込・お問い合わせ先》
当所 振興課まで TEL：0994-42-3135

楽天・Yahoo!・Amazon などを主軸に「顧
客⽬線第⼀」の店舗運営・販促を⼿掛け
た実績を持ち EC サイト構築はもちろん
のこと、ネットと実店舗を繋げた EC の
ブランディングや⼩さな会社の IT 化⽀
援なども得意とします。

【令和４年度上半期の開催予定⽇】
４⽉22⽇（⾦）、５⽉27⽇（⾦）、６⽉24⽇（⾦）、７⽉22⽇（⾦）、８⽉26⽇（⾦）、９⽉30⽇（⾦）
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アクサ生命保険株式会社 鹿屋営業所に　　

橋
はしもと

本 英
ひでゆき

幸 所長が着任されました

　本年１月にアクサ生命保険株式会社鹿屋営業所へ赴任しました橋本英幸と申します。大阪・京都で生まれ育った生粋
の関西人ですが、大学を卒業して以降ほとんどの時間を九州内（宮崎・大分）で過ごしました。今では大阪に「帰る」
ではなく「ちょっと行ってくる」といった感覚でして、自分の中ではもう九州人でございます。今回鹿屋市に転勤が決
まった際には、とてもご縁を感じました。といいますのも、鹿屋市は家内が生まれ、二十数年間育った土地だからです。
入籍後初の転勤ということで、妻が新しい環境に慣れることができるか心配でしたが、鹿屋市に来ることが出来てとて
も安心しています。私にとって第２の故郷になります鹿屋市の皆様、何卒宜しくお願い申し上げます。

［鹿屋営業所への配属にあたって］

　アクサ生命の前身である日本団体生命は昭和９年、日本で初め
て団体生命保険を販売する会社として全国産業団体連合会、さら
には商工会議所が設立推進母体となって設立されました。商工会
議所と協力し、弔慰金・見舞金制度、退職金制度、リスク対策や
事業承継など、中小企業の福利厚生制度の普及・拡充を目的に商
工会議所共済制度の普及・推進を通じ商工業者の福利厚生の向上
と企業経営の安定を図ります。これからも、時代の変化にあわせ
た生命共済などの提供を通じて会員企業と従業員の皆さま、そし
て地域社会への貢献に寄与することを目的に努力して参ります。

［商工会議所との取り組み］

 株式会社 宇都電設［代表取締役社⻑：宇都健三郎⽒（当所副
会頭）〕が約 25 年間苦楽を共にした新川町の社屋から⽩崎町へ
２⽉ 11 ⽇に移転されました。以前から旧社屋の敷地の拡⼤等を
検討されていたとのことですが、創業 40 周年の節⽬に⼀念発起。
 新社屋にはトレーニング室も設けられ、社員が何より健康で
良い仕事をして欲しいとの思いが感じられる空間が出来上がっ
ていました。
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 ⿅屋市内の中⼩企業等に⼊社された新⼊社員の⾨出を祝し、社会⼈としての⾃覚と地域社会に貢献され
ることを願って「新⼊社員合同⼊社式」を開催致します。
 合同⼊社式終了後、新⼊社員の⼈材育成を⽬的として、社会⼈としての⼼構えや⼼得を⾝につけるため
の「新⼊社員研修講座」を開催致します。多数のご参加を⼼よりお待ちしております。

動画研修講座カリキュラム（予定）のご案内
№ カテゴリ タイトル 時  間
1 マインド 社会⼈として⼼構え 47 分
2 マインド 新⼊社員 ３つの⼼得 13 分
3 ビジネスマナー ビジネスマナーの基礎知識 38 分
4 ビジネスマナー 社会⼈としての⾝だしなみ 49 分
5 コミュニケーション 相⼿を不快にさせない⾔葉遣いの実践講座 52 分
6 電話応対 電話応対講座 45 分
7 コミュニケーション 相⼿のココロを動かすコミュニケーション術 40 分
8 コミュニケーション マスク越しのコミュニケーションのコツ 19 分
9 コミュニケーション ウィズコロナ時代に必要なコミュニケーション⼒ 40 分
10 マインド 折れない⼼の作り⽅ 42 分
11 マインド SNS の危険性 72 分
12 パソコンスキル 「出張報告書」の作成から学ぶ社内⽂書の作り⽅ 20 分
13 パソコンスキル エクセルビジネス活⽤講座 34 分
14 パソコンスキル 「Zoom ミーティング」活⽤ 28 分

【⽇ 時】令和４年４⽉６⽇（⽔）
⼊社式：9 時 00 分〜 9 時 50 分
動画研修講座：10 時 00 分〜 11 時 00 分（全体研修）
終了予定時刻：11 時 10 分頃

【場 所】⿅屋商⼯会議所会館 会議室（⿅屋市新川町 600 番地）
【対 象 者】⿅屋市内の中⼩企業に⼊社された⽅及び⼊社されて１年未満の⽅
【受 講 料】無 料
【申込期限】令和４年３⽉ 31 ⽇（⽊） 17 時 00 分まで
【共 催】⿅屋市・⿅屋商⼯会議所
【後 援】⿅屋労働基準監督署・⿅屋公共職業安定所
【そ の 他】 本年は新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌の為、研修

を動画形式にして開催致します。詳細は当所 HP をご
覧下さい。
受講可能期間：４⽉６⽇（⽔）〜７⽉６⽇（⽔）（個別研修）

【問合せ先】当所振興課まで（TEL：42-3135）
▲  昨年の⼊社式の様⼦
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 ⿅児島県商⼯会議所連合会主催で２⽉ 17 ⽇（⽊）から３⽉ 15 ⽇（⽕）
の 27 ⽇間『商⼯会議所ふるさと物産展』が⿅児島市の天⽂館リバティー
ハウス２階の岩崎屋内で開催されました。県内 11 商⼯会議所から 58 事
業者が出展し、当所からは、坪⽔醸造㈱、三和物産㈱、㈱園⽥⾷品、㈲善
STYLE、㈱オキスの５社が出展致しました。また、２⽉ 23 ⽇（⽔）には「⿅
屋デー」と称して天⽂館 G3 アーケード内で⿅屋市やばら園のパンフレット、
バラ⾵味のキャンディやバラの花びらのポプリ等を配布しました。
 店内では⿅屋の商品を⼿に取り眺める来店客もおり、⼀時売り切れで⼊荷待ちとなった商品もありました。

 去る３⽉９⽇（⽔）に、⽇本国内・⾹港・タイ・台湾にて⼿⽻
先で有名な「世界の⼭ちゃん」等を 75 店舗展開している株式会
社エスワイフード 代表取締役 ⼭本 久美 ⽒を講師に迎え、経営
セミナー「伝統を守りながら変わり続けることの重要性〜⽴ち⽌
まらない私流の経営⼿法〜」を開催致しました。
 セミナーでは、開業当初の店舗名は「やまちゃん」だったもの
の、従業員が予約の電話を受ける際に「宇宙の⼭ちゃんです。」「世
界の⼭ちゃんです。」などふざけて店舗名を⾔ったことが由来だと
いう秘話にはじまり、夫である前会⻑ ⼭本 重雄 ⽒の急逝により代表取締役に就任した際に⼤切にしてい
たことは「とにかく、何でも参加する」「分からない事は何でも誰にでも聞く」「会社を休まない」ことだ
とお話し頂きました。
 承継後には、社是やミッション・ビジョンを社内公募で募り、勉強会を実施しそれらの浸透を図ったそ
うです。
 前会⻑の⼭本 重雄 ⽒は、看板商品である「幻の⼿⽻先」を店舗外で販売することは禁じていたそうです
が、⼭本 久美 ⽒は、社外で販売することは来店動機につながると考えている為、全国のコメダ珈琲店で持
ち帰り販売を開始したそうです。
 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている同社ですが、今後は店舗だけの売上だけに頼るのではな
くキッチンカー事業も⾏っていきたいとお話し頂きました。
 最後にコロナ禍の経験で、「時代の変化」・「環境の変化」・「⼼の変化」等、様々な変化に常に対応できる
⼒が⼤切だと感じたと話を締めくくられました。

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

ヒューマン印刷に徹する

私たちは水なし印刷で SDGs へ貢献します
環境省が推進する 〝グリーン購入法〞にも採用

我が社では、有害な廃液を排出しない水なし印刷の技術を導
入・運用し、地域社会の環境保全や CSR（企業の社会的責任）、
SDGs へ貢献しています。 お客様が「水なし印刷」を採用い
ただくことで環境保全活動に貢献することになります。
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マル経融資制度はご存知ですか？
 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、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。
⾦     利：年 1.22％（３⽉ 10 ⽇現在）
返 済 期 間：運転資⾦  ７年以内※１（据置１年以内）
       設備資⾦ 10 年以内 （据置２年以内）
※１ コロナマル経の売上減少要件を満たす場合は最⼤ 10 年となります。

詳細はお問合せ下さい。
 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
お問い合わせください。 
 【お問い合わせ先】 当所 振興課まで TEL：42-3135

◇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を営んでいる⽅
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

 本制度は、⼀定の要件のもと、公的⾦融機関による新型コロナ特別貸付を実質的に無利⼦化することで、
新型コロナウイルス感染症の影響により売上⾼が減少している事業者の資⾦繰りを⽀援することを⽬的とし
ており、事業者が貸付を受けた⽇から起算して最⻑３年間にあたる利⼦相当額を⼀括で助成するものです。
◇助成対象となる貸付制度
 以下の公的⾦融機関の貸付制度を助成対象とします。

⽇本政策⾦融公庫
・新型コロナウイルス感染症特別貸付
・⼩規模事業者経営改善資⾦〈マル経〉（新型コロナウイルス感染症関連）
・⽣活衛⽣関係営業新型コロナウイルス感染症特別貸付
・⽣活衛⽣関係営業経営改善資⾦特別貸付（新型コロナウイルス感染症関連）

商⼯中⾦ ・新型コロナウイルス感染症特別貸付※中⼩企業向けに限る
⽇本政策投資銀⾏ ・危機対応業務（危機対応融資）

 ※上記のほか、沖縄公庫の制度等が対象となります。
◇助成の対象となる売上⾼の要件

事業規模
１ 個⼈事業主のうち⼩規模事業者 要件なし

２ 法⼈事業者のうち⼩規模事業者 新型コロナ特別貸付の申込を⾏った際の最近１か⽉、その翌⽉、その翌々
⽉の売上⾼が、前年または前々年の同期と⽐較して 15％減少※

３ 事業性のあるフリーランス 要件なし

４ 中⼩企業者等
（上記１、２、３以外の事業者）

新型コロナ特別貸付の申込を⾏った際の最近１か⽉、その翌⽉、その翌々
⽉の売上⾼が、前年または前々年の同期と⽐較して 20％減少※

 ※ 業歴が１年１ヶ⽉以上か未満かにより、売上⾼減少率の算出⽅法は異なります。詳細は中⼩機構の⼿引きをご覧ください
◇提出する申請書類
 ①特別利⼦補給助成⾦交付申請書及び請求書  ②誓約書・同意書  ③申告書

上記の書類及び事務局あての専⽤封筒は貸付を受けた公的⾦融機関より配布されます
◇申請⽅法
 申請書類に必要事項をご記⼊の上、事務局あて専⽤封筒に封⼊し、投函してください。
 尚、電⼦申請も受け付けております。https://tokubetsu-riho.jp/
◇申請期限
 令和５年２⽉ 28 ⽇（当⽇消印有効）
◇郵送先及び問い合わせ先
〒 270-1176 千葉県我孫⼦市柴崎台 1-14-1 富⼠ソフトビル２F
新型コロナウイルス感染症特別利⼦補給事務局 TEL：0570-060515（平⽇・⼟⽇祝⽇ ９時〜 17 時）

◀ 電⼦申請
  QR コード
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鹿屋商工会議所会報への広告チラシ
同封サービスを活用してみませんか？
１．会報発⾏部数／発送先
　　発行部数：約1,600 部
　　発送先：当所会員事業所・関係機関など

２．会報発⾏⽇
　　奇数月（１,３,５,７,９,11月）の15日発行
　　※発行日は、前後する場合がありますので
　　　ご了承ください。

３．申込⽅法
　　 申請書に必要事項をご記入の上、同封する広
告チラシのサンプルを添えて、発行日の７日
前までにお申し込み下さい。

４．広告チラシ同封サービス⼿数料
　　サイズ　　　手数料（税別）
　　A4以下　　  24,000円
　　A3・B4　　  36,000円
　　※  A3・B4は A4サイズに収まるように折込む

こと。

５．申込・納品締切⽇
　　締切日：会報発行日（奇数月15日）の７日前
　　　　　　まで

【お申込み・お問合せ】
　当所 振興課まで（TEL 0994-42-3135）

　当所会報（奇数月の15日発行）に、貴事
業所の商品・サービス等の広告チラシを同封
し、会員事業所・関係機関など1,600 件余
にお届けする当所会員限定のサービスです。

 当所では、記帳指導の⼀環として「記帳代⾏」を⾏っております。記帳代⾏とは、⽇々の記帳処理が困難
な⼩規模事業者に対し、事務の合理化を図るため、当所の会計ソフトで記帳事務を代⾏するものです。損益
計算書・貸借対照表を作成しますので、⻘⾊申告特別控除を適⽤することもできます。また、記帳代⾏を通
じて財務状況が把握でき、経営状態の分析にも役⽴ちます。

記帳代⾏ってなにをすればいいの？？
 営業⽇報（売上・仕⼊・経費）を毎⽇記⼊していただき、その⽇報を当所へご提出いただきます。それに基づき、
当所記帳指導担当職員が、帳簿（総勘定元帳）の作成を⾏います。また、毎年度末の確定申告書・決算書作
成の指導までをサポートいたします。（決算代⾏は別途⼿数料を戴きます。）

記帳代⾏の効果は？？
・経理事務の負担が軽減され、事業活動への集中が図れます。
・四半期ごとの売上、仕⼊れ、経費の⽀出状況を提⽰、経営の状況が把握できます。
・決算、申告、年末調整に関わる事務が⼤幅に軽減されます。
・計算が複雑な減価償却費の計算も簡単にできます。

記帳代⾏の対象は？？
・当商⼯会議所の会員であり、かつ個⼈の⼩規模事業者の⽅ ・現在、税理⼠の指導を受けていない⽅
・前年の⻘⾊申告特別控除前の所得が 300 万円以下の⽅   ・⻘⾊申告者または⻘⾊申告希望者の⽅

記帳代⾏の⼿数料は？？
毎⽉ 6,000 円（消費税別）
※確定申告書・決算書の作成については、所得規模に応じて⼿数料が異なりますので、別途お尋ねください。

▼決算代⾏業務も承っております。
 毎⽇帳簿（現⾦出納帳・経費帳・売掛帳・買掛帳等）を記⼊されている⽅で、確定申告書・決算書作成の
指導をご希望の⽅についても、申込みを承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【記帳代⾏に関するお問い合わせ先】 当所 振興課 まで TEL：0994-42-3135
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事務作業の負担軽減！労働保険事務を代行致します！
 労働保険の成⽴、保険料の申告・納付、雇⽤保険の資格取得・喪失、離職票の発⾏等を中⼩企業の事業主
に代わって⾏い、事務負担の軽減を図ります。

◇事務組合が⼀括して処理をしますので、事業主の事務処理が軽減されます。
◇ 労災保険には、本来加⼊することができない事業主、家族従業員、法⼈の役

員等も特別に加⼊することができます。
◇労働保険料は、⾦額の多少に関わらず３回に分けて納付することができます。
◇事務組合への委託⼿数料は、概算保険料の５％と割安です。
 ※委託⼿数料（年額）…下限額：6,000 円（税抜）〜上限額：60,000 円（税抜）

■詳しくは当所までお問い合わせください ［総務課：0994-42-3135］

委託の委託の
メリットメリット

110.36 1.80

40 65 ( 2 )
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商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測）―2022年２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、▲ 33.9 と、前月から15.7 ポイント減。36都道府県へのま
ん延防止等重点措置に伴う外出自粛や営業制限により客足が減少した飲食・宿泊業など
のサービス業の業況感が大幅に悪化した。また、持ち直しつつあった自動車関連を中心
とした製造業や卸売業でも半導体不足や部品の供給制約に伴う生産調整により売上が落
ち込んだ。原油価格を含む資源価格や原材料費の上昇によるコスト増加が続いているこ
とに加え、オミクロン株の感染拡大から従業員の自宅待機に伴う人手不足が発生してい
るなどの声も聞かれた。中小企業の景況感は調査開始以降最大であった2020年 3月（▲
16.4 ポイント）に次ぐ悪化幅を記録した。※東日本大震災後の2011年 4月は▲11.8ポイントの悪化幅
　先行き見通しDI は、▲ 34.2 と、今月に比べ 0.3 ポイント悪化する見通し。オミクロ
ン株の感染収束が見通せない中、春の観光需要喪失、受注・売上減少の長期化、年度末
を控えた借入金返済時期の到来による資金繰り悪化を不安視する声は多い。また、部品
などの供給制約、資源価格の高騰、円安、人件費上昇などの相次ぐコスト増加分の価格転嫁の遅れによる業績悪化への懸念もあり、
中小企業においては厳しい見方が続く。
　なお、事業者向け（B to B）販売における販売先との取引条件について、約２割の企業において改善がみられるものの、7割以上の
企業で依然として取引条件の是正はみられない結果となった。官民連携した取引適正化への取り組みが進む中、「取引条件の是正を求
め続けた結果、取引先の意識が徐々に改善している」という声が聞かれた一方で、「価格転嫁や取引条件の改善は進まない」との声も
根強く聞かれた。

〇調査期間：2022 年２月９日～ 16 日
〇調査対象：全国 332 商工会議所の会員 2,579 企業
　　　　　　内訳　建設業：422　製造業：633　卸売業：301　小売業：522　サービス業：701
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

Hair Zeal
★

焼肉なべしま

ミスタードーナツ

↓ 

至 

鹿
屋
中
央
高
校

ファーマーズマン

至 笠之原 →

【 所 在 地 】 寿8-11-41
【 Ｔ Ｅ Ｌ 】 41-4265
【 営業時間 】 平日9：00～19：00
　　　　  土日祝 9：00～18：00
【 定 休 日 】 月曜日

▲  事業所の外観

◀
キ

ズ
ル

ム

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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　ラーメン屋で食事を摂る際にサイドメニューを頼む人も多いだ
ろう。数店舗のラーメン店の店主に尋ねたところ６割の客がトッ
ピング以外の何らかのメニューを一緒に頼むとのデータが採れた。その定番の一つに餃子が挙げられ、ライスと一緒に「餃
子セット」が用意された店も数多く見受けられる。そして、もうひとつ定番として外せないのはチャーハンだ。ラーメン屋
のチャーハンが好きだという人も多く、地域によってはラーメン店の８割以上で提供されているという。
　筆者は日ごろチャーハンを食べる機会は多くないのだが１年に１度のペースで無性に食べたくなることがある。今年は
平日の午前中にその衝動に駆られ、何とか昼に食べられないだろうかと思っていたそんな時に「らーめん蔵 ぶぶや」で

テイクアウトできることを知った。鶏白湯スープのラーメンが好きで度々お邪魔していた店舗だが、弁当を頂くのは初めてだったこともあり、受け取り
の際に、ずっしりと重く驚いた。小食の方であれば、昼に食べて夕食まで何もいらないと思わせる量だ。
　いざ蓋をあけて食べてみると、口の中がチャーハンを待ち望んでいた事と個人的に好みである、い
わゆる「しっとり系」であることが嬉しくてスプーンを口に運ぶ手がここ３ヶ月で１番軽かった。また、脇
には何食わぬ顔で鶏肉の唐揚げが座っていたが、モモ肉であることとマヨネーズが添えられているとこ
ろがニクい。気づけば完食していたが、ラーメン屋のチャーシューと味玉も楽しめるという贅沢な逸品で
あった。
ほかには麻婆豆腐弁当や特製カレー等に加えて、日替わりランチのメニューを単品で持ち帰ることも

できるとのことであった。またひとつ昼の楽しい選択肢が増えた時間であった。本日もごちそうさまでした。

その定番の つに餃子が挙げられ ライスと 緒に「餃

【所 在 地】共栄町 9-18
【Ｔ Ｅ Ｌ】0994-44-0639
【営業時間】11：00 ～ 14：30
【定 休 日】月曜日
※ テイクアウトは電話での事前注文がオススメとのこと

かのや
グランドホテル

↓ 

至 

市
役
所

㈱エーアイエー らーめん蔵 ぶぶや
★

肝 

属 

川
久保醸造㈴

エキスパートバンク〜専⾨家の助⾔・指導で更なる⾶躍〜
 エキスパートバンク制度とは改善すべき経営課題を抱えている⼩規模事業者の皆さんの経営を⽀援する制
度です。経験豊富な専⾨家（エキスパート）が、直接事業所に訪問し、具体的・実践的な指導で課題を解決します。

■派遣できる分野
〇経営戦略・経営計画・マーケティング 〇税務・経理・事業継承 〇⼈事・労務管理 〇法務
〇特許・商標 〇技術 〇店舗設計・ディスプレイ 〇販売促進・広告・デザイン 〇教育訓練・接客マナー
〇飲⾷・⾷品加⼯ 〇 IT 活⽤・情報化 〇 ISO・⽣産管理・物流管理 〇海外展開・国際化
■ご利⽤できる⽅
県内商⼯会議所地区内の⼩規模事業者
商業、飲⾷業、サービス業（宿泊業及び娯楽業を除く）…従業員５⼈以下
製造業、建設業、運送業、宿泊業、娯楽業…従業員 20 ⼈以下

【詳しくは、当所 振興課までお問い合わせください】 TEL：0994-42-3135 FAX：0994-40-3015

■エキスパートバンクの仕組み
あなたの事業所 商⼯会議所 エキスパート（専⾨家） 事業所①申込・相談 ②実訪依頼 ③改善提案（訪問）

▲  炒飯弁当（580 円）

◆ 焼 肉 こだ わり館 -41-0081
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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

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。

鹿屋商工会議所青年部

 １⽉ 28 ⽇（⾦）ホテルさつき苑にて㈱九州経済研究所
（⿅児島銀⾏グループ）の市来伸⼀部⻑を講師に迎え、当
所⻘年部「新春」１⽉勉強例会として『トヨタの仕事術
に学ぶ「仕事の段取り⼒」セミナー』が開催されました。
 セミナーでは仕事の⽣産性や質の⾼め⽅、仕事の進め
⽅や段取りの実践ポイント等を学びました。会員からは

「今やるべきことがはっきりした。⽇々の業務の中で実践したい。」といった声があり、⾃⼰研鑽、そして地
域経済の発展に繋がるセミナーとなりました。

▲  市来⽒の講話を熱⼼に聞く会員
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2022 年度　各種検定試験日程
検定種⽬ 検定施⾏⽇ 申込受付期間 受験級 受験料

珠 算

下級・暗算（第 117 回） 2022年4⽉10⽇（⽇） 2/21（⽉）〜3/9（⽔）
【受付終了】

段 

位

両⽅ 2,950 円
珠算 2,550 円

珠算能⼒（第 225 回）
段  位（第 135 回） 2022年6⽉26⽇（⽇） 5/9（⽉）〜5/25（⽔）

暗算 1,220 円
１級 2,340 円

下級・暗算（第 118 回） 2022年8⽉7⽇（⽇） 6/20（⽉）〜7/6（⽔）
準１級 2,040 円
２級 1,730 円

珠算能⼒（第 226 回）
段  位（第 136 回） 2022年10⽉23⽇（⽇） 9/5（⽉）〜9/21（⽊）

準２級 1,630 円
３級 1,530 円

下級・暗算（第 119 回） 2022年12⽉11⽇（⽇） 10/24（⽉）〜11/10（⽊）
準３級 1,320 円

４〜６級 1,020 円
珠算能⼒（第 227 回）
段  位（第 137 回） 2023年2⽉12⽇（⽇） 12/19（⽉）〜

2023/1/11（⽔）
７〜 10 級 910 円

暗算 910 円

簿 記

１級〜３級（第 161 回） 2022年6⽉12⽇（⽇） 4/25（⽉）〜5/13（⾦） 1 級 7,850 円

１級〜３級（第 162 回） 2022年11⽉20⽇（⽇） 10/4（⽕）〜10/21（⾦） 2 級 4,720 円

２級〜３級（第 163 回） 2023年2⽉26⽇（⽇） 1/10（⽕）〜1/27（⾦） 3 級 2,850 円

リーテルマーケティング
（販売⼠）

ネット試験へ移⾏
詳細については⽇本商⼯会議所ホームページ

https://www.kentei.ne.jp/34560 へ

1 級 7,850 円
2 級 5,770 円
3 級 4,200 円

かごしま検定

グランドマスター（第31回）
シニアマスター（第 45 回）

マスター（第 47 回）
2022年6⽉5⽇（⽇） 4/1（⾦）〜5/9（⽉） グランドマスター 4,400 円

シニアマスター（第 46 回）
マスター（第 48 回） 2022年9⽉7⽇（⽔） 7/5（⽕）〜8/10（⽔） シニアマスター 3,300 円

グランドマスター（第32回）
シニアマスター（第 47 回）

マスター（第 49 回）
2023年1⽉29⽇（⽇） 11/21（⽉）〜12/28（⽔） マスター 3,300 円

カラーコーディネーター

ネット試験へ移⾏
詳細については東京商⼯会議所検定ホームページ

http://www.kentei.org/ へ

2 級 7,700 円
3 級 5,500 円

ビジネス実務法務
2 級 7,700 円
3 級 5,500 円

福祉住環境
コーディネーター

2 級 7,700 円
3 級 5,500 円

環境社会検定（eco検定） 級の
設定なし 5,500 円

DC プランナー
企業年⾦総合プランナー ネット試験へ移⾏

※ 申込は「⼀般社団法⼈⾦融財政事情研究会」のホームページよりお願
い致します。

  なお、申込期間、受験会場は各⾃ご確認ください。
https://www.kentei.ne.jp/planner

※簿記検定はインターネット申込受付をしております。
 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）
※ネット試験は各地ネット試験会場で受付けしています。
 ネット試験施⾏機関（各施⾏機関でネット科⽬の実施内容が異なります。事前にお問い合わせください。）
 ・㈲ＫＷＳ⿅屋パソコンスクール 〒 893-0064 ⿅屋市⻄原４丁⽬ 9-11 TEL 0994-40-4158 FAX 0994-40-4178
 ・㈱ロボネット・コミュニケーションズ  〒 893-0016 ⿅屋市⽩崎町 2-8 のだビル 204 号
                     TEL 0994-45-6107 FAX 0994-45-6108
 ・スガイ企画㈱ 〒 891-2123 垂⽔市本町 14-2 垂⽔⽂⾏館 2F TEL 0994-45-5760 FAX 0994-45-5761
※商⼯会議所検定情報ホームページ http://www.kentei.ne.jp/
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