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『第 141 回臨時議員総会』におきまして、第 31期鹿屋商工会議所会頭にご推挙戴き、
引き続き重責を担っていくことになり、身の引き締まる思いであります。
皆様のご期待に応えられるよう、微力ながら全力を尽くして参る所存でございますので、
よろしくお願い申し上げます。
ご承知の通り、一昨年来から続くコロナ禍により社会経済活動は大きな影響を受け、我々
の生活様式も大きく変わりました。加えて、ロシアのウクライナ侵攻・急速な円安・資源
価格や原材料の高騰・人手不足や人件費の増加など、中小企業・小規模事業者を取り巻く
経営環境は、これまで経験したことの無い極めて厳しい状況にあります。
このような中、商工会議所の真価が問われる会員事業所の【事業継続と雇用維持】と云
う命題には、経営者に寄り添った伴走型支援に努め、経営力向上と体質強化により企業の
持続的発展を図ると共に、インフラ整備や観光振興をはじめとする、地域活性化への環境
づくりを進め『地域社会に貢献する総合経済団体』として、一日も早いコロナ収束を願い、
行政・関係機関との連携を図り、＜大隅地域の経済的自立と活性化＞をめざして参ります。
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、第 31期役員／議員並びに会員の皆様におかれましては、より
一層のご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

第３１期   新役員・議員決定！第３１期   新役員・議員決定！
　11 月 1 日（火）に開催された『第 141 回臨時議員総会』において、任期満了に伴う役員改選を行い、
坪水徳郎会頭の再任など第 31 期の新役員・議員が選出されました。
　なお、任期は令和４年 11 月１日～令和７年 10 月 31 日の３年間です。

坪水　徳郎
坪水醸造㈱
代表取締役
68歳
〈再任〉

会　頭
新屋　浩一
丸紅塵芥清掃㈲
代表取締役
58歳
〈再任〉

副会頭
宇都　健三郎

㈱宇都電設
代表取締役
66歳
〈再任〉

副会頭
岡本　孝志
㈱岡本産業
代表取締役
61歳
〈新任〉

副会頭 専務理事
岩元　伸二
鹿屋商工会議所
専務理事
61歳
〈再任〉
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■ 第３１期：鹿屋商工会議所 議員名簿
〔任期：令和４年11月１日～令和７年10月31日〕

○副会頭
№ 事　業　所　名 役職名 氏　名 所　在　地 業　種 摘要
1 丸紅塵芥清掃（有） 代表取締役 新屋　浩一 鹿屋市大浦町 13451-1 廃棄物処理業
2 （株）宇都電設 代表取締役 宇都健三郎 鹿屋市白崎町 18-35 電気設備工事業
3 （株）岡本産業 代表取締役 岡本　孝志 鹿屋市下高隈町 5454-11 一般貨物運送業 ＜新任＞

○専務理事
№ 事　業　所　名 役職名 氏　名 所　在　地 業　種 摘要
1 鹿屋商工会議所 専務理事 岩元　伸二 鹿屋市新川町 600

○常議員
№ 事　業　所　名 役職名 氏　名 所　在　地 業　種 摘要
1 （有）天野電装 代表取締役 天野　純一 鹿屋市田崎町 1249-7 自動車電装整備業
2 鹿児島興業信用組合 鹿屋支店 支店長 今薗　正浩 鹿屋市寿 3-1-1 金融業
3 （株）ライジング 代表取締役 上山　浩一 鹿屋市白崎町 5-5　2F4 号 業務請負業、電気部品製造業
4 旭信興産（株） 代表取締役 大石万希生 鹿屋市田崎町 850 生コン製造販売業
5 （株）南日本銀行 鹿屋支店 支店長 門之園　充 鹿屋市大手町 1-1-2102 金融業
6 上谷田建設 （株） 代表取締役 上谷田浩幸 鹿屋市寿 2-14-35 建設業
7 （株） きたやま 代表取締役 北山　　勉 鹿屋市寿 8-1-38 ホームセンター
8 （株）綜合印刷 代表取締役 久保健太朗 鹿屋市上谷町 4-6 印刷製本業
9 （有）寿車輌 代表取締役 窪田　秀作 鹿屋市上野町 5229-6 自動車販売・整備業
10 （株）鹿児島銀行 鹿屋支店 支店長 黒岩　隆一 鹿屋市本町 2-2 金融業
11 大海酒造（株） 代表取締役 河野　直正 鹿屋市白崎町 21-1 酒造業
12 小鹿酒造（株） 常務取締役 児玉　拓隆 鹿屋市吾平町上名 7312 酒造業
13 九州電力（株） 鹿屋営業所 所長 砂坂　英樹 鹿屋市札元 2-3792-5 電気事業 ＜新任＞
14 （株）園田食品 代表取締役 園田　泰治 鹿屋市旭原町 3634-1 菓子製造卸売業
15 （株）ミズホ商会 取締役会長 田中　俊實 鹿屋市大手町 12-1 農業機械販売業
16 （株）三和グリーン 専務取締役 中原　浩一 鹿屋市札元 2-3696-1 園芸作物生産業
17 西文社印刷（株） 取締役会長 西ノ原文男 鹿屋市札元 2-3808-6 印刷製本業
18 アクサ生命保険（株） 鹿屋営業所 所長 橋本　英幸 鹿屋市新川町 600-5F 生命保険業
19 豊明建設（株） 代表取締役 林　　正英 鹿屋市共栄町 16-4 建設業
20 税理士法人 風呂井会計 代表社員 風呂井　敬 鹿屋市田崎町 709 税理士業
21 （株）丸正電器商会 取締役会長 前田　正博 鹿屋市打馬 1-3-33 家電販売､ 空調 ･電気工事業
22 （有）フレッシュミネサキ 代表取締役 峯﨑美千代 鹿屋市旭原町 3591-6 総合スーパー ＜新任＞
23 カイコ－（株） 取締役会長 村上　　潤 鹿屋市新川町 5503 建設資材販売業

№ 事　業　所　名 役職名 氏　名 所　在　地 業　種 摘要
1 鹿児島興業信用組合 鹿屋支店 支店長 今薗　正浩 鹿屋市寿 3-1-1 金融業
2 （株）南日本銀行 鹿屋支店 支店長 門之園　充 鹿屋市大手町 1-1-2102 金融業
3 （株）宮崎太陽銀行 鹿屋支店 支店長 元日田和也 鹿屋市共栄町 2-1 金融業
4 （株）鹿児島銀行 鹿屋支店 支店長 黒岩　隆一 鹿屋市本町 2-2 金融業
5 大海酒造（株） 代表取締役 河野　直正 鹿屋市白崎町 21-1 酒造業
6 小鹿酒造（株） 常務取締役 児玉　拓隆 鹿屋市吾平町上名 7312 酒造業
7 株式会社　三井 代表取締役 郷原　忠男 鹿屋市寿 7-12-11 保険薬局
8 （株）宮崎銀行 鹿屋支店 支店長 豊田　喜治 鹿屋市大手町 10-1 金融業

○３号議員 

○監　事 
№ 事　業　所　名 役職名 氏　名 所　在　地 業　種 摘要
1 内野文生司法書士事務所 所長 内野　文生 鹿屋市西原 4-13-12-1 司法書士
2 王子産業（株） 代表取締役 嶋田　芳博 鹿屋市白崎町 1-23 銃砲・火薬販売業
3 四元税理士事務所 所長 四元　一右 鹿屋市西原 4-10-41-1 税理士業 ＜新任＞

○会　頭
№ 事　業　所　名 役職名 氏　名 所　在　地 業　種 摘要
1 坪水醸造（株） 代表取締役 坪水　徳郎 鹿屋市古前城町 5-7 醸造業

［敬称略・順不同］
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№ 事　業　所　名 役職名 氏　名 所　在　地 業　種 摘要
9 鹿児島信用金庫 鹿屋支店 支店長 緒方　太一 鹿屋市寿 8-16-8 金融業
10 鹿児島相互信用金庫 鹿屋支店 支店長 濵田　　健 鹿屋市寿 5-2-44 金融業
11 税理士法人 風呂井会計 代表社員 風呂井　敬 鹿屋市田崎町 709 税理士業
12 鹿児島交通（株） 取締役 森　　克俊 肝属郡肝付町富山 904-2 一般旅客自動車運送業

○２号議員
№ 事　業　所　名 役職名 氏　名 所　在　地 業　種 摘要
1 （有）天野電装 代表取締役 天野　純一 鹿屋市田崎町 1249-7 自動車電装整備業 交通＜新任＞
2 旭交通（株） 常務取締役 池田　勝尚 鹿屋市新生町 8874-7 一般乗用旅客自動車運送業 交通
3 （株）岡本産業 代表取締役 岡本　孝志 鹿屋市下高隈町 5454-11 一般貨物運送業 交通
4 （株）綜合印刷 代表取締役 久保健太朗 鹿屋市上谷町 4-6 印刷製本業 工業
5 九州電力（株） 鹿屋営業所 所長 砂坂　英樹 鹿屋市札元 2-3792-5 電気事業 工業
6 （株）園田食品 代表取締役 園田　泰治 鹿屋市旭原町 3634-1 菓子製造卸業 工業
7 西文社印刷（株） 取締役会長 西ノ原文男 鹿屋市札元 2-3808-6 印刷製本業 工業
8 カイコ－（株） 取締役会長 村上　　潤 鹿屋市新川町 5503 建設資材販売業 工業
9 青山三郎税理士事務所 所長 青山　三郎 鹿屋市本町 10-1 税理士業 庶業
10 鹿屋衛生管理センター（株） 代表取締役 鎌田隆次郎 鹿屋市川東町 7051-1 浄化槽維持管理業 庶業
11 総合システム管理（株） 代表取締役 中川原　潤 福岡市博多区博多駅前1-15-20 ビルメンテナンス業 庶業
12 （株）大興空調システム 取締役 枦木　良一 鹿屋市笠之原町 2958-3 管工事業 庶業
13 （株）鹿屋寿自動車学校 代表取締役 水口　拓己 鹿屋市寿 2-13-29-1 号 自動車学校 庶業
14 （株）メモリー不動産 代表取締役 宮田　直宜 鹿屋市寿 8-1-7 不動産業 庶業
15 （株）ベルキャンバス 代表取締役 若藤　英二 鹿屋市大浦町 11479-16 イベント企画 ･運営業 庶業
16 （株）きたやま 代表取締役 北山　　勉 鹿屋市寿 8-1-38 ホームセンター 商業
17 （株）ミズホ商会 取締役会長 田中　俊實 鹿屋市大手町 12-1 農業機械販売業 商業
18 中島製菓（株） 取締役会長 中島　一郎 鹿屋市新川町 531-2 製菓卸売業 商業
19 （株）三和グリーン 専務取締役 中原　浩一 鹿屋市札元 2-3696-1 園芸作物生産業 商業
20 （株）丸正電器商会 取締役会長 前田　正博 鹿屋市打馬 1-3-33 家電販売､ 空調 ･電気工事業 商業
21 （有）フレッシュミネサキ 代表取締役 峯﨑美千代 鹿屋市旭原町 3591-6 総合スーパー 商業
22 （株）セブンプラザ 代表取締役 山口　　誠 鹿屋市寿 4-15-21-1 家電製品販売業 商業
23 アクサ生命保険（株） 鹿屋営業所 所長 橋本　英幸 鹿屋市新川町 600-5F 生命保険業 金融
24 （株）九電工 鹿屋営業所 所長 泉　　竜一 鹿屋市永野田町 750-16 電気工事業 建設
25 斉藤建設（株） 代表取締役 梅木　一宏 鹿屋市田崎町 2214 建設業 建設
26 （株）黒松製材建設 代表取締役 黒松　正大 鹿屋市田渕町 151 製材建設業 建設＜新任＞
27 （株）園幸 代表取締役 小園　幸作 鹿屋市共栄町 22-20 建設業 建設
28 宝徳技建（有） 取締役 津崎　方靖 鹿屋市上谷町 5-26 建設業 建設
29 豊明建設（株） 代表取締役 林　　正英 鹿屋市共栄町 16-4 建設業 建設
30 （有）マルタ建設 代表取締役 圓田　健作 鹿屋市大浦町 14062-4 建設業 建設＜新任＞
31 はまよし（株） 代表取締役 鬼丸　京子 鹿屋市郷之原町 12400-1 仕出し製造販売業 観光
32 （有）希（桜観光そよ風） 代表取締役 濵松　正明 鹿屋市寿 1-15-10 旅行業 観光＜新任＞
33 （株）松下（ホテル大藏） 代表取締役 松下れい子 鹿屋市白崎町 3-23 ホテル業 観光＜新任＞
34 （株）さつき苑 代表取締役 森　　義斉 鹿屋市西原 1-9-10 ホテル業 観光
35 （株）一六商事西日本〔かのやグランドホテル〕 支配人 山下　雄喜 鹿屋市共栄町 12-3 ホテル業 観光

○１号議員
№ 事　業　所　名 役職名 氏　名 所　在　地 業　種 摘要
1 秋元ガス（株） 代表取締役 秋元耕一郎 鹿屋市田崎町 717 ガス販売業
2 （株）アベマツ製作所 代表取締役 棈松　健司 鹿屋市古江町 646-10 鉄工業 ＜新任＞
3 （有）井手口設備企画 代表取締役 井手口　孝 鹿屋市川西町 3878-8 管工事業
4 （株）伊東商会 代表取締役 伊東　　靖 鹿屋市本町 11-12 卸売業
5 （有）井之上電器 代表取締役 井之上宏幸 鹿屋市北田町 8-12 家電販売業
6 ミヨシ建装（株） 代表取締役 岩元　保幸 鹿屋市田崎町 1249-4 内装仕上工事業
7 （株）ライジング 代表取締役 上山　浩一 鹿屋市白崎町 5-5　2F4 号 業務請負業、電気部品製造業
8 （株）宇住庵設計 代表取締役 宇住庵忠司 鹿屋市田崎町 2214-4 建築設計業
9 （株）宇都電設 代表取締役 宇都健三郎 鹿屋市白崎町 18-35 電気設備工事業
10 旭信興産（株） 代表取締役 大石万希生 鹿屋市田崎町 850 生コン製造販売業
11 菓子工房 亜ん寿 代表 大迫　　孝 鹿屋市寿8-1-44-2 菓子製造業
12 （有）鹿屋経理センター 代表取締役 大薗　純広 鹿屋市共栄町 13-23 税理士業
13 （有）寿自動車工業 代表取締役 大谷　滋之 鹿屋市新川町 80-4 自動車鈑金塗装
14 （株）新生社印刷 代表取締役 岡崎　洋人 鹿屋市札元 1-22-34 印刷製本業
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○１号議員
№ 事　業　所　名 役職名 氏　名 所　在　地 業　種 摘要
15 （株）南日本飲料 代表取締役 小川　　猛 鹿屋市川東町 7637 清涼飲料水販売業
16 （有）祓川養魚場 代表取締役 奥村　勝利 鹿屋市祓川町 5276 老人介護業
17 九州化工（株） 代表取締役 小椋浩之介 鹿屋市田崎町 1100 クエン酸製造業
18 （株）ＴＡＳかのや 代表取締役 落司ひとみ 鹿屋市田崎町 1169-1 建築設計業
19 （株）カナザワ 代表取締役 金沢　幸一 鹿屋市下祓川町 3568-1 産業廃棄物処理業
20 上谷田建設（株） 代表取締役 上谷田浩幸 鹿屋市寿 2-14-35 建設業
21 （有）樋渡コーポレーション 代表取締役 上谷田　学 鹿屋市王子町 3962-3 石油小売業
22 （有）ａｃ 代表取締役 久保　拓摩 鹿屋市本町 3-2 飲食業
23 （有）寿車輌 代表取締役 窪田　秀作 鹿屋市上野町 5229-6 自動車販売・整備業
24 （株）白坂建設 代表取締役 白坂　勇一 鹿屋市下祓川町 1336 土木建設業
25 丸紅塵芥清掃（有） 代表取締役 新屋　浩一 鹿屋市大浦町13451-1 廃棄物処理業
26 （有）田上商店 代表取締役 田上　　明 鹿屋市下祓川町 2384-1 建築資材販売業
27 （株）鑪建築設計事務所 代表取締役 鑪　　周作 鹿屋市札元 2-3692-10-3-3F 建築設計業
28 （有）タニガワ 代表取締役 谷川　貴義 鹿屋市寿 7-4-5 酒類 ･米穀販売業
29 （株）空間デザインたにぐち 代表取締役 谷口　献児 鹿屋市旭原町 3591-4 内装仕上工事業
30 坪水醸造（株） 代表取締役 坪水　徳郎 鹿屋市古前城町 5-7 醸造業
31 ヒューズ（有） 代表取締役 鶴丸　秀治 鹿屋市札元 1-15-28 衣料品販売業
32 （株）ホンダ販売鹿児島東 代表取締役 徳永　英作 鹿屋市笠之原町 2038-1 自動車ディーラー
33 （有）平成総合サービス 代表取締役 中野　三郎 鹿屋市川東町 6717-1 警備業
34 （株）ＫＡＭＩＭＵＲＡ 代表取締役 中原　哲史 鹿屋市旭原町 3589-4 葬祭業
35 （有）山内商事 代表取締役 波平　純一 鹿屋市札元 1-9-15 ビルメンテナンス業
36 西薗技術（株） 代表取締役 西薗　俊和 鹿屋市古里町 235-1 建設コンサルタント業
37 （株）鹿鳥食品 代表取締役 延時　幸子 鹿屋市田崎町 725-3 食品加工製造業 ＜新任＞
38 弁護士法人 おおすみ法律事務所 代表社員 濱田　　徹 鹿屋市打馬 2-9-27 弁護士
39 （有）久永ボデー 代表取締役 久永　貢一 鹿屋市東原町 6914-3 自動車販売 ･修理業
40 弁護士法人 大隅広域ディフェンダー藤尾法律事務所 弁護士 藤尾　直人 鹿屋市打馬 2-1-11-101 弁護士
41 （株）別府商会 代表取締役 別府　浩一 鹿屋市旭原町 2395 飼料販売業
42 （有）北郷建設 代表取締役 北郷　　稔 鹿屋市新川町 162-33 建設業 ＜新任＞
43 （有）小松（小松食堂） 代表取締役 松下　和夫 鹿屋市北田町 9-5 飲食業
44 （株）美木多植物園 代表取締役 右田　顕一 鹿屋市寿 2-16-5 造園業
45 （株）倉府食品 取締役営業部長 皆元　輝彦 鹿屋市札元 1-27-19 食品卸売業
46 サツマガス工業（株） 代表取締役 宮薗　春人 鹿屋市旭原町 3589-12 高圧ガス製造販売業
47 （有）山下警備保障 代表取締役 山下　勝記 鹿屋市郷之原町 12374-2 警備業
48 （株）南九 代表取締役会長 山下　幸一 鹿屋市下堀町 9578-5 農産物生産輸出入販売業
49 （株）吉留住設 代表取締役 吉留　良一 鹿屋市寿 2-3370-2 建設業
50 三和物産（株） 代表取締役 和田　輝明 鹿屋市札元 2-3696-1 澱粉製造､ 緑化樹生産

役　名 氏　　名 摘　　要
最　高　顧　問 森　山　　　𥙿 衆  議  院  議  員

役　名 氏　　名 摘　　要
顧　　　　問 中　西　　　茂 鹿　屋　市　長

〃 花牟礼　　　薫 鹿屋市議会議長

役　名 氏　　名 摘　　要             
参　　　　与 堀之内　芳　平 鹿児島県議会議員

〃 前　野　義　春 鹿児島県議会議員
〃 大久保　博　文 鹿児島県議会議員
〃 郷　原　拓　男 鹿児島県議会議員

第３1期最高顧問／顧問／参与を委嘱
　この度の役員改選に伴い『第141回臨時議員総会』において、大所高所よりご指導・ご助言を賜り、
当所の目的達成と円滑な事業遂行のため、以下の通り最高顧問１名・顧問２名・参与４名をご委嘱
申し上げました。

［敬称略・順不同］
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▲鹿屋税務署長
小林 由治氏

キーパーソン

　７月の定期異動で関東信越国税局から参りました。
前任は、関東信越国税不服審判所長野支所長で審判
事務に携わっていました。出身は長野県長野市にな
ります。

【はじめに】

　令和５年 10月１日から実施される消費税の適格
請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度につき
ましては、昨年 10月から適格請求書発行事業者の
登録申請の受付が開始されており、令和５年 10月
から適格請求書を発行するためには、原則として令
和５年３月31日までに登録申請手続きを行っていた
だく必要があります。
　インボイス制度の円滑な実施に向けて、事業者の
皆様に制度の理解を深めていただいた上で、それぞ
れの事業の実態に応じた対応や準備を進めていただ
くことが重要となります。
　令和５年３月が近づくにつれて、登録申請が増加

【消費税の適格請求書等保存方式
（インボイス制度）について】

　吾平山上陵をはじめ多くのパワースポットを有する
大隅半島の自然とそこに暮らす方々の温かさに感動し
ています。
　また、今回の人事異動で初めて鹿児島県に来た訳
ですが、移動手段としてフェリーが日常的に利用され、
10分も走れば海に出るというのは、海がない長野出
身の私からすると新鮮な感じがしました。鹿屋は豊か
な自然と歴史が感じられる魅力的な街と感じておりま
す。

【鹿屋の印象】

小
こばやし

林 由
よ し じ

治 氏鹿屋税務署長

【おわりに】
　今後も、鹿屋商工会議所をはじめとした関係団
体、地方自治体の皆様方のご協力を賜りながら、納
税者の方々の利便性の向上に取り組むとともに、適
正・公平な課税・徴収の実現に努めてまいりたいと
考えておりますので、今後ともご協力をお願い申し
上げます。

　近年の税務行政を取り巻く環境は、経済取引のデ
ジタル化やグローバル化の進展に加えて、新型コロ
ナウイルス感染症の影響等により、急速に変化して
おります。このような状況下において、e- Ｔａｘ
やスマホ申告などのＩＣＴを利用した自宅等から
の申告の更なる推進、ダイレクト納付をはじめとす
るキャッシュレス納付の利用拡大など、これまで以
上に積極的に取り組む必要があると考えておりま
す。
　今後も引き続き、鹿屋商工会議所の皆様と緊密な
連携を図りながら、税務手続のデジタル化の推進に
取り組んでまいりますのでご理解とご協力をお願
いいたします。

【税務手続のデジタル化の推進について】

することが予想されるた
め、制度開始に向けた準
備作業をスムーズに進め
ていただくためにも、登
録を予定されている事業
者におかれましては、早
期の登録申請にご協力を
お願いします。

いつも台所にはマルイの醤油・味噌
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小規模事業者持続化補助金（一般型）
第 10 回公募中！

◎　事業の目的
 ⼩規模事業者持続化補助⾦は、⼩規模事業者および⼀定要件を満たす特定⾮営利活動法⼈（以下「⼩
規模事業者等」という。）が今後複数年にわたり相次いで直⾯する制度変更等に対応するため、⼩規模事
業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の⼀部を補助することにより、地域の雇⽤や産業を⽀える⼩
規模事業者等の⽣産性向上と持続的発展を図ることを⽬的とします。
 本補助⾦事業は、⼩規模事業者⾃らが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路
開拓等の取組（例：新たな市場への参⼊に向けた売り⽅の⼯夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・
開発等）や、地道な販路開拓等と併せて⾏う業務効率化（⽣産性向上）の取組を⽀援するため、それに
要する経費の⼀部を補助するものです。 ※詳細については、必ず公募要領でご確認ください。

◎　申請方法
郵送 ( 締切⽇当⽇の消印有効 ) または電⼦申請 ( 当⽇の２３時５９分まで受付 )

◎　補助対象経費
機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展⽰会等出展費（オンラインによる展⽰会・商談会等を含む）、
旅費、開発費、資料購⼊費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費
※⾃社の投資内容が、補助対象経費に該当するか否かは、公募要領にて必ずご確認下さい。

◎　申請受付締切（令和４年度公募分／令和元年度補正予算・令和３年度補正予算）
⼀般型  第 10 回⽬申請受付締切：令和４年 12 ⽉ 9 ⽇（⾦） 電⼦申請の場合は、23：59 まで
                             郵送の場合は、当⽇消印有効
            ◆事業⽀援計画書（様式 4）発⾏の受付締切は、原則 12 ⽉２⽇（⾦）まで
     第 11 回⽬申請受付締切：令和 5 年 2 ⽉下旬
            ◆事業⽀援計画書（様式 4）発⾏の受付締切は、原則令和 5 年 2 ⽉中旬まで

◎　ホームページ（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）
⼀般型（商⼯会議所地区の⽅）     https://r3.jizokukahojokin.info/

◎　事業支援計画書（様式 4）の発行について（申請に必須ですが発行に一定の時間を要します）
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）」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、事業⽀援計画書（様式４）発⾏の受付締切
⽇までに余裕を持った⽇程に、申請に必要な書類を添えて、当所へご提出ください。詳しくは当所振興課まで事前
にご連絡下さい。

◎　補助金額の上限・補助率

類型 通常枠 特別枠
賃⾦引上げ枠 卒業枠 後継者⽀援枠 創業枠 インボイス枠

補助率 2/3 2/3
（⾚字事業者は3/4） 2/3

補助上限 50 万円 200 万円 100 万円

◎　補助対象者
本補助⾦の対象となる事業者は、⽇本国内に所在する⼩規模事業者等である「会社および会社に準ずる
営利法⼈」、「個⼈事業主」、「⼀定の要件を満たした特定⾮営利活動法⼈」です。
※⼩規模事業者とは…
商業・サービス業（宿泊業・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

◎　お問合せ先
〇⼀般型補助⾦事務局〔商⼯会議所地区の⽅〕TEL：０３−６６３２−１５０２
   〔受付時間…⼟・⽇・祝⽇、年末年始を除く 9：00 〜 12：00、13：00 〜 17：00〕
〇当所 振興課     TEL：０９９４−４２−３１３５
   〔受付時間…⼟・⽇・祝⽇、年末年始を除く 8：30 〜 12：00、13：00 〜 17：30〕
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「かのやプレミアム商品券」事業のお知らせ
取扱店登録はお済ですか？

 「かのやプレミアム商品券」の取扱店登録をご検討されている事業者の⽅は、⿅屋市のホームページより登録
⽤紙をダウンロードして、必要書類を⿅屋市商⼯振興課プレミアム商品券事務局までご送付頂くか、同ホーム
ページの⼊⼒フォームより登録⼿続きを完了してください。

使 ⽤ 期 間  令和４年 11 ⽉１⽇（⽕）〜令和５年１⽉９⽇（⽉ ･ 祝）
     ※商品券の引換販売につきましては、すでに終了しております。
換⾦受付期間 令和４年 11 ⽉１⽇（⽕）〜令和５年１⽉２４⽇（⽕）
   ※概ね１週間から 10 ⽇程度ごとに締め切って換⾦を⾏います。
   ※    最終振込予定⽇の令和５年２⽉１⽇（⽔）まで合計 11 回の換⾦を予定

しております。

※登録申請は随時受け付けています。詳しくは⿅屋市のホームページにてご確認下さい。

【取扱店登録申請先／商品券事業全般のお問い合わせ先】
 〒 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

【商⼯会議所地区の商品券の換⾦に関するお問い合わせ先】
 当所 プレミアム商品券事業担当（℡０９９４−４２−３１３５）まで

新型コロナウイルス感染症が発⽣してから約３年となり、新たな販売促進・販路開拓や業務効率化による
⼈⼿不⾜解消など、中⼩・零細企業にもデジタル化が求められるようになりました。
 本セミナーでは、デジタル化や DX（デジタルトランスフォーメーション）の基礎的な部分から具体的な事
例について説明するほか、デジタル化を⽀援する補助⾦についても取り扱います。
 全国でも⼤⼈気の講師が、初⼼者の⽅にも分かりやすく説明する内容となっておりますので、是⾮、この
機会にご受講ください。

※ 新型コロナウイルスの感染防⽌対策として、検温・消毒のほか、
 マスクの着⽤をお願いいたします。

【⽇  時】 令和４年１２⽉２０⽇（⽕）14:00 〜 16:00
【会  場】 ⿅屋商⼯会議所 会議室
【講  師】 井⼿ 美由樹 ⽒
  （Ideal Works 代表取締役・中⼩企業診断⼠）

【定  員】 20 名 [ 先着順 ]
【受 講 料】 無料
【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 振興課まで
     TEL:0994-42-3135 FAX:0994-40-3015

▲講師：井⼿ 美由樹 ⽒
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年末・年始資金のご準備はお済みですか？
 

 

『電球１個から』『電球１個から』

株式会社株式会社宇都電設宇都電設 〒893-0015鹿児島県鹿屋市白崎町18-35
TEL　0994（42）5855　FAX　0994（42）5880
HP　http://utoden.biz/
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商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測）―2022年10月調査結果―

業況DIは、３カ月ぶりの改善もコスト増が重荷に
〇調査期間：2022 年 10 月 14 日～ 20 日
〇調査対象： 配布先：全国 330 商工会議所の会員 2,541 企業
　　　　　　内訳 建設業：415　製造業：624　卸売業：302　小売業：515　サービス業：685
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
　全産業合計の業況DIは、▲20.7となり前月比+2.6
ポイント。水際対策の緩和や全国旅行支援による客
足の回復で、飲食・宿泊業などのサービス業や百貨店
などの小売業で業況が改善した。また、卸売業も小売
業・サービス業向けの引き合い増加に牽引されて業
況が改善した。製造業でも消費者向けの飲食品関連
や日用品の受注増により業況が改善した。一方、建設
業では、建設資材価格の高騰が続いてお り、価格転嫁
も十分に行えず、業況悪化が継続した。感染状況が小
康状態となり、売上増加が見込まれるが、資源・原材
料価格高騰の長期化や、150円台まで進んだ円安等
によるコスト増がさらなる重荷となり、中小企業の
業況は改善を示すも力強さを欠いている。
　先行き見通しDIは▲22.2と今月比で1.5ポイント悪化する見通しで、円安や物価高の継続への警戒
感が強まる。経済活動が正常化に向かう中、設備投資等の民間工事の受注増を期待する声が建設業で
聞かれた。一方で、資源・原材料価格の高騰や円安の継続、人手不足に伴う人件費増加や電気代の上昇
等、数多くのコスト増要因による企業経営への影響が懸念される。さらに、欧米のインフレ対策等に
よる世界経済の鈍化への不安感も重なり、中小企業の先行きは警戒感が強まっている。
　尚、九州の業況について、サービス業では、同業者間の価格競争の激化により販売単価に悪化傾向
が見られるものの、客足の回復の影響で飲食・宿泊業を中心に売上・採算が改善。今後のさらなる客足
の増加を見越して、設備投資を実施予定であるという声も聞かれた。

▲ＬＯＢＯ全産業業況DI と日経平均株価
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 ８／ 25（⽊）、９／１（⽊）の２⽇間にわたり、⼩規模事業者持続化補助⾦や事業再構築補助⾦、
経営⾰新計画の申請を⽬指す⽅等を対象に、『経営計画』のつくり⽅講座を開催致しました。
 講師の合同会社グローカルサポート代表社員の川野義美⽒より、
補助⾦や経営⾰新計画の概要、採択・承認事例の説明をはじめ、環
境分析⼿法や経営戦略の⽴て⽅など経営計画の作成⽅法について、
解説がありました。
 講座終了後には、希望者を対象に個別相談（計４回）を実施し、
経営計画のブラッシュアップ等を⾏い、既に補助⾦申請を⾏った事
業所もあり、成果を実感して頂いています。
 今後も補助⾦等の申請を⽬指す事業所を対象に、伴⾛型の⽀援を
⾏っていきます。

 １０／１８（⽕）、社会保険労務⼠・精神保健福祉⼠でシグマ総合事務所代表の⾚澤将⽒を講師に
招き、「ポストコロナの労務管理セミナー（制度改正等の課題解決環境整備事業）」を開催しました。
 まず、労働時間法制の⾒直しをはじめとする働き⽅改⾰の全体像について説明があった後、感染症
の予防措置と健康（安全）配慮義務について、職場内の感染拡⼤を
防⽌するためのチェックポイント等の解説がありました。
 続いて、With コロナにおける働き⽅と労務管理について、テレ
ワーク（リモートワーク）の制度設計と運⽤やワクチン接種におけ
る事業者対応の留意点、休業時の賃⾦⽀払いと休業⼿当の要否など
具体的な説明があり、受講者は熱⼼に聴き⼊っていました。
 受講者からは、⾃社で新型コロナウイルス感染症の感染者が発⽣
した場合の休業⼿当を含めた対応やテレワークの運⽤等について活
発な質問が出され、満⾜度の⾼いセミナーとなりました。

▲受講の様子

▲講師の説明を熱心に聞く受講者
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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ていただくと 2名までは対象になります）

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

商店街通信
〜 ⿅屋市商店街連合会が外国⼈向けホームページ開設 〜

▲外国⼈向け（英語表記）のホームページ
URL：https://kanoya-guide-en.osumibigweb.com/

 １０⽉８⽇（⼟）より、⿅屋市内の１１の
商店街・通り会により組織されている⿅屋市
商店街連合会が外国⼈向け（英語表記）のホー
ムページを公開しました。
 今回のホームページは、外国⼈観光客や外
国⼈労働者、⽶軍関係者が気軽に安⼼して買
い物を⾏うことができるようにとの思いをこ
めて作成され、１１⽉１⽇時点で飲⾷店や⼩
売店などの３０の事業所が掲載されています。

 また、事前に調べた
ところ外国⼈にとって
お店に⼊るのはとても
勇気がいることである
との情報を得たため、ホームページに掲載されている事業所には⼤きく

「Welcome」と記載されたポスターを配布して掲⽰しております。今回
のホームページへの掲載による反響は⼤きいようで、中には⺟国の⽗親
から頼まれた買い物のために来店した⽅もいたそうです。
 尚、ホームページへの掲載は随時受付中であり、年内には紙媒体での
パンフレットも作成予定とのことです。掲載に関しまして、現在は⿅屋市商店街連合会
に所属する商店街・通り会の会員であれば無料、⾮会員であれば１万１千円（税込）で
受け付けているとのことです。詳しい申込⽅法等につきましては下記の問い合せ先まで
お尋ねください。

 【問い合せ先】  ⿅屋市商店街連合会事務局（当所内） 0994-42-3135▲配布されたポスター
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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

知って得する⁉

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、1,128 万円 / ⼈。
（令和 4 年３⽉末現在）

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

制度について

経営セーフティ共済は、中⼩企業倒産防⽌共済制度の愛称です。

〇 経営セーフティ共済は、取引先事業者が倒産し、売掛⾦等が回収困難になった場合に、貸付けが受けられる
共済制度です。

〇全国で 約 59 万社 が加⼊し、令和 3 年度の貸付実績は約 15 億円となっています。

Q & A
Q1. 毎⽉の掛⾦はいくら？
 A. 5 千円〜 20 万円の範囲内（５千円単位）で⾃由に選べます。積⽴限度額は 800 万円。

Q2. ⽀払った掛⾦は、どう会計処理するの？
 A.  掛⾦は、税法上 損⾦（法⼈）または 経費（個⼈事業主）に算⼊できます。

※事業所得以外の収⼊（不動産所得等）は掛⾦の必要経費としての算⼊が認められませんのでご注意ください。

Q3. 掛⾦は、掛け捨てなの？
 A.  40 ヶ⽉以上納付した⽅は、掛⾦総額の 100％が解約⼿当⾦として⽀給されます。

※ 納付⽉数が 12 ヶ⽉未満の場合は、掛け捨てとなります。解約⼿当⾦は、税法上、解約した時点での益⾦の額（法⼈の場合）、
または事業所得の収⼊⾦額（個⼈の場合）に算⼊することになります。

制度について
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エキスパートバンク制度を利用してみませんか？

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 〇店舗設計・ディスプレイ 〇販売促進・広告・デザイン 〇⼈材育成・社員教育
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）

15



商工会議所生命共済制度商工会議所生命共済制度
 会員事業所の福利厚⽣制度の⼀環として現在、344 事業所 1,139 ⼈の⽅々にご加⼊いただいております「⽣命共
済制度」について、本年度（令和 3 年 7 ⽉から令和 4 年 6 ⽉まで）の配当率が下記のとおり確定いたしましたので、
加⼊事業所の皆様へお知らせ致します。
 なお、先般、加⼊事業所の皆様へは、配当に係る明細を別途にご案内いたしておりますので、ご確認のほどよろ
しくお願い申し上げます。

＜お問い合わせ先＞ 当所 総務課 共済担当まで      ℡ 42-3135 FAX 40-3015
＜ 引 受 保 険 会 社 ＞ アクサ⽣命保険㈱ ⿅屋営業所     ℡ 44-5870 FAX 44-5447

記
１．配当率  18.07％【昨年度：31.95％】
２．振込⽇  令和 4 年 10 ⽉ 19 ⽇（⽔）【各ご指定の預⾦⼝座へお振込みしております】
 3．その他
①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     ５件   12,500,000 円
●⼊院給付⾦              25 件     1,477,500 円
●お⾒舞⾦・お祝⾦・健診補助⾦   256 件      852,973 円
                計  286 件   14,830,473 円
 （給付⾦等の⽀給申請は、申請が遅れると⽀給できない場合がございますので、お早めにお願い致します。）
② 現在、⽣命共済を脱退されておられる⽅も、令和 3 年７⽉から令和４年６⽉まで、加⼊期間に応じて配当⾦がご

ざいます。
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、当所会員加⼊も引き続きよろしくお願い申し上げます。
④ 毎⽉の保険料を、指定の預⾦⼝座から引き落としさせていただいておりますが、2 ヶ⽉未納になりますと契約は

失効となりますので、毎⽉ 20 ⽇前には預⾦の⼝座残⾼確認をよろしくお願い申し上げます。
⑤加⼊⼝数について、増減の変更ができますのでお気軽にお尋ね下さい。

ご契約者の皆様へ…配当⾦のお知らせ！
≪配当率 18.07％≫

551 100

本 社：〒893-0047 鹿児島県鹿屋市下堀町9578番地5
TEL 0994-44-1860 FAX 0994-44-9925

福岡貿易部：〒813-0019 福岡市東区みなと香椎3丁目4-3
TEL 092-663-1860 FAX 092-663-3705
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 ９⽉１６⽇ ( ⾦ )、出⽔市のマルマエ⾳楽ホール出⽔
にて「第 29 回⿅児島県下商⼯会議所⼥性会合同研修
会」が開催されました。県内 11 商⼯会議所⼥性会より
約 140 名が参加し、当所⼥性会からも７名が参加しまし
た。
 3 年ぶりの合同研修会となった今回、経営研修会とし
て第１部は『多様化社会における経営⼒向上を考える〜

「地上の星」のあなたへ』と題し⿅児島県⼈権同和対
策課の常深透⽒が講演され、第 2 部では『江⼾しぐさに学
ぶ 豊かな⽣き⽅ 繁盛の極意』と題し有限会社ゆなさプロデュース代表取締役の浜⽥安代⽒が講演さ
れました。今回の講演では共通して、他⼈の⼼を思い量り、利他の⼼を持つことの重要性について話
されていました。
 今回学んだことを各事業所に持ち帰り共有し実践することで、更なる地域の発展に貢献したいという
思いを強めた研修会となりました。

▲研修風景

県下商工会議所女性会合同研修会へ参加しました

鹿 屋 商 工 会 議 所 女 性 会鹿 屋 商 工 会 議 所 女 性 会

女 性 会 通 信女 性 会 通 信

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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鹿屋商工会議所青年部鹿屋商工会議所青年部

青 年 部 だ よ り青 年 部 だ よ り

▲令和５年度会長に承認された中 拓也 氏 ▲青年部 10 月総会　風景

 10 ⽉ 24 ⽇（⽉）にホテルさつき苑にて「令和４年度⿅屋商⼯会議所⻘年部 10 ⽉通常総会」が開催されました。
総会では、「令和５年度会⻑の承認について」、「令和５年度役員の承認について」、「規約改正」等の議題が上程
され、すべての議案において、全会⼀致で承認されました。
 このうち、令和５年度会⻑の承認については、㈲アキラ巧芸の中釜拓也⽒１名より⽴候補届が提出され、審議
の結果、拍⼿をもって全会⼀致にて承認されました。
 また、令和５年度役員に承認されたのは以下の⽅々です。今後、この役員の中より、令和５年度の中釜新会⻑が、
副会⻑、専務理事、理事、監事について指名し、来年４⽉に開催予定の総会にて承認を受ける流れとなっております。

□令和５年度　新役員名簿
森 洋成〔㈱森電気〕、飯⽥ 光昭〔㈱ Vespa〕、濱⽥ 徹〔弁護⼠法⼈おおすみ法律事務所〕、
⽥平 弦⼤〔㈲ビジネスホテルしらさぎ〕、⼭下 裕亮〔㈱ファーストオフィス〕、
圓⽥ 健作〔㈲マルタ建設〕、⼭下 仁〔㈲⼭下とうふ店〕、池⽔ 雄⼀郎〔㈱ LCR デザイン〕、
伊東 奈美〔Arn...since2017〕、坪⽔ 徳宏〔坪⽔醸造㈱〕、中釜 拓也〔㈲アキラ巧芸〕、
和⽥ 彰〔三和物産㈱〕、波平 慎⼀〔㈲⼭内商事〕、下⼩野⽥ 隆平〔国基建設㈱〕

令和４年度 鹿屋商工会議所青年部 10月通常総会が開催されました！

鹿児島県商工会議所青年部連合会主催事業
『YEG マルフェかごしま』に参加いたしました！

 10 ⽉ 30 ⽇（⽇）に、⿅児島市の⿅児島中央駅 AMU 広場イベントスペースにて、⿅児島県商⼯会議所⻘年部
連合会が中⼼となり開催されました『YEG マルフェかごしま』へ、⻘年部 11 ⽉例会事業として、参加いたしました。
 『マルフェ』とは「マルシェ」と「フェスティバル」を組み合わせた造語で、祭りのような雰囲気で、⿅児島県
下 9 つの商⼯会議所⻘年部が⼀堂に会し、各地域の特産物を集めたイベントです。
 当⻘年部も、会員企業において販売している商品（即席みそ汁、塩ゆで落花⽣、アジフライ、カンパチロウキー
ホルダーなど）を持ち寄り、イベントに⾜を運んだ⽅々に商品のＰＲを⾏い、購⼊に結び付けておりました。
 今回、第 1 回⽬の開催ではありましたが、多数の来場者が訪れ、⼤盛況の中終了致しました。今後についても、
継続的に開催していく⽅針です。

▲にぎわう「マルフェ」会場の様子▲鹿屋 YEGのブース
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 20 〜 40 代の若い世代を中⼼にサウナがはやって
います。友⼈同⼠で⼀緒にサウナに出かける「サ活（サ
ウナ活動）」や、サウナ好きを表す「サウナ―」とい
う⾔葉もこの世代ではすっかり定着したようです。
この世代がサウナの効⽤として挙げる⾔葉が「とと
のう（整う）」です。
 ⽇常の⼼⾝の疲れやストレスを「乱れ」とみなし、
それを正常な状態に整えるという意味でしょうか。
この「ととのう」という⾔葉は、サウナ⽤語の枠を
超えて、⼀般的な価値を表す⾔葉として他のジャン
ルにも広がっています。「ととのうコスメ」や「とと
のうパンツ」などさまざまな商品が発売されています。
 この 10 年ほど、20 〜 40 代の働く⼥性を中⼼に定
着していたキーワードは「癒やし」でした。これは
現在も続いていますが、「癒やし」という⾔葉が、ダ
メージやストレスからの解放や回復を意味していた
のに⽐べて、「ととのう」の⽅がややライトで、そこ
まで悪い状態になる前に⼿当てするというニュアン
スがあるように感じます。また、「癒やし」が⾮⽇常
からの回復を感じさせるのに対して「ととのう」は、
⽇常の範囲の中で⽣じた乱れを修正するという感じ
でしょうか。
 もともと若い世代は、お⾦をかけず賢く⻑期的に
メリットのあるモノやサービスを好む傾向がありま
す。年⾦や投資、保険などに対する意識がとても⾼
く、⾃分で⾃分を守っていくという意識の⾼い世代
です。そのため⼤きなダメージを受ける前に対処し
たり、頑張り過ぎて傷つくことを避けたりといった
感覚が⽣まれてきたのだと思います。
 相変わらず「癒やし」も求められていますが、「と
とのう」という価値を想起させる商品やサービスは、
この先もしばらく新しいヒットの起点になると考え
られます。そんな中で、私が注⽬しているのがハー
ブやボタニカル（植物由来）、プラントベース（植物
由来の⾷べ物を中⼼とした⾷事法）といった「植物」
に関連する商品やジャンルです。植物由来のものは

体に無理なく受け⼊れられ⼼⾝の健康に良く、⽇常
的に摂取してもよいという特徴があります。
 いろいろな地域で商品やご当地グルメを開発され
ている現場を訪ねたとき、必ず「来年の春以降にハー
ブのブームが来ますから、今から準備をしておいた
⽅がいいですよ」とアドバイスしています。それと
いうのも２０２３年４⽉から、ＮＨＫ朝の連続テレ
ビ⼩説で、植物学者の牧野富太郎をモデルにした物
語『らんまん』が始まるからです。もちろんどんな
内容になるかは分かりませんが、さまざまな植物の
⾯⽩さが主⼈公を虜（とりこ）にする姿が表現され
るでしょう。以前、⽇本のウイスキーづくりの礎を
つくったニッカウヰスキー創業者、⽵鶴政孝をモデ
ルにしたＮＨＫ朝の連続テレビ⼩説が、国産ウイス
キー・ブームの⽕付け役になったことを思い出しま
す。
 美容・健康だけでなくＳＤＧｓの視点でも植物に
は注⽬が集まっており、その関連ジャンルから新た
なヒット商品が⽣まれる⼟壌はできています。そこ
にテレビドラマがきっかけとなったヒットが⽣まれ
てくる予感がしています。

⽇経ＢＰ総合研究所 上席研究員
渡辺 和博

◇ 渡 辺   和 博 ／ わ た な べ   か ず ひ ろ
⽇経ＢＰ総合研究所 上席研究員。

１９８６年筑波⼤学⼤学院理⼯学
研究科修⼠課程修了。同年⽇本経
済新聞社⼊社。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。全国の⾃治体・商⼯
会議所などで地域活性化や名産品
開発のコンサルティング、講演を実施。消費者起点をテー
マにヒット商品育成を⽀援している。著書に『地⽅発ヒッ
トを⽣む逆算発想のものづくり』（⽇経ＢＰ社）。 
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