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日南商工会議所だより
●発行所 宮崎県日南市園田２-１-１ 日南商工会議所
TEL (0987)23-2211 FAX(0987)23-2238 Mail ncci@miyazaki-cci.or.jp
https://www.miyazaki-cci.or.jp/nichinan/

当所主催の行事や経営に関わる各種情報は、当所ホームページもご覧ください。

主な内容
○通常議員総会
（令和３年度事業計画、
収支予算、
議員変更等） ・・・・・・・・・・・・ Ｐ2〜3
○参加募集
（まちゼミ、
ネット通販・取引 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ5
○支援事例
（直ちゃんラーメン）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P6
○エルガナ会員募集、
コラム
（若手が辞めない職場になっていますか）・・・・・・・・・・・P7
○日南市内業況DI、
新入会員紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P8
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通常議員総会を開催
（令和３年３月２６日 日南商工会議所）

■令和３年度事業計画書・収支予算書を承認
■日南商工会議所定款の一部改正を承認
令和３年度基本方針
昨年１月、国内で初めて新型コロナウイルス感染症が確認されてから既に１年が経ち、日本経済は依
然として大きな影響を受けているが、未だに感染拡大防止のために、日常生活では外出自粛、３密防止、
消毒の徹底やマスク着用などが求められ、特に観光・飲食関係事業者に対しては、たびたび休業や時短
営業などの要請が発せられる状況にある。
その経済対策として、国・県・市から定額給付金や持続化給付金などの各種の給付金・支援金の支給
のほか、事業補助金の創設、融資制度の拡充や消費喚起のためのプレミアム付商品券発行など様々な事
業が次々と実施されてはいるが、感染拡大防止のためには人流（＝物流＝経済活力）は抑える必要があり、
経済再生との両立を図るためのかじ取りが大変困難な状況にある。
今後、国民がワクチン接種の効果を得て、国内をストレスなく移動、滞在できる環境に戻るには相当
の時間がかかると思われ、この環境下では、中小・小規模企業者にとっては依然として経営環境が厳しく、
経営者として『「これまで」＋「デジタル」＋「新しい（生活）様式」』を意識した新しい事業発想、マネジ
メント、変革が更に重要になるものと考える。
また、日南市の人口減少・高齢化が進行し、若者の市外流出が続けば、地域の経済活力が先細りしていく。
その対策として行政も人口増加策として様々な取り組みをしているが、東九州自動車道が２０２２年度
に日南市まで開通予定となっている今、日南市の経済循環と雇用に大きく関わる「人（流）」に着目した「日
南市の魅力のあるまちづくり・ひとづくり」が急務である。
その一方で、近年の「働き方改革」
「キャッシュレス化」
「生産性向上」などの変革を達成するためには、
データやデジタル技術の積極的な活用も重要であり、国はコロナ禍を契機に、更に踏み込んでテレワーク、
ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の導入を強力に推進しているところである。
合わせて、全世界共通の環境問題である地球温暖化に対しては「カーボンニュートラル宣言」を発し、
２０５０年までに温室効果ガス実質０の脱炭素社会の実現を目指しており、グリーン成長戦略をはじめ
今後さらに企業、国民に対して新しい取り組みが求められてくると思われる。
そこで本年度は次の基本方針を掲げ、各種事業に取り組んでいく。
１．商工会議所として意見・要望を公表し、連携した活動を実施する。
２．事業継続、事業転換、ＤＸの推進など様々な諸施策の普及啓発・活用促進による商工業の振興、
発展を目指す。
３．ウイズコロナ・アフターコロナ等の新たな経営環境下に対応できる経営力強化事業を展開する。
４．「日南市の魅力あるまちづくり・ひとづくり」構想策定に取り組む。
日南商工会議所は会員とともに「進化と創造」に挑戦している。当市商工業の振興、発展を目指し、
その役割を積極的に果たしていきたい。

職員異動
定年退職（3/31 付）・再任用（4/1 付）

新入職員紹介（令和３年１月１日付採用）

事務局長
中小企業相談所
主事

久嶋

愛梨

総務課
主事

川畑

枡屋

泰知

（ますや やすとも）

友美

（きゅうしま あいり）

（かわばた ともみ）

一日も早く、皆様のお力になれる
ように頑張っていきたいと思いま
す。よろしくお願い致します。

皆様と一緒に日南市の発展に貢
献できるように頑張ります。よろ
しくお願い致します。

昭和 58 年に入所以来、
会 員 様、議 員 様 の お
蔭をもちまして約 38
年間勤務することが
できました。感謝申し
上げます。4 月から再任用職員として一
年一年を大切に精進して参ります。今
後ともよろしくお願い申し上げます。
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令和３年度一般会計総合（連結）収支予算
繰越金等他収入
（運営基金積立取崩額 含む）
32%

会費
17%

補助金
24%

収益事業等収入
25%

事業等収入
2%

会館運営事業計 3%

日南市指定ごみ袋
事業関係
3%

特退金事業関係 2%
共済・労働保険
事業関係
13%
経営改善普及
事業関係
25%

一般事業関係費
54%

日南商工会議所議員変更のお知らせ
■人事異動等に伴い、以下の通り補充選任されました。
【常議員の変更】 永田 浩治氏（（株）鹿児島銀行油津支店支店長）→ 上原

【議員の変更】

髙崎

広一郎氏（宮崎福祉医療カレッジ校長）→ 飯干

修氏（同支店長）
賢氏（同校長）

日本商工会議所表彰
永年勤続表彰（役員・議員 20年以上）
・（有）エスエムシー 取締役 日髙 章太郎氏
職員表彰（勤続 40年）

・中小企業相談所 所長

松田

・（株）高嶺木材 取締役会長

日南商工会議所事務局体制（4 月 1 日付）
職

総務課

清二氏

順子氏

令和３年度
所属名

高嶺

業

務

内

容

・常議員会、議員総会等の会議、議員選挙に関する事項
・会員管理、会員サービスに関する事項
・会議所経理全般に関する事項
・会員福祉共済制度、労働保険に関する事項
・観光振興、まちづくりに関する事項
・会報の編纂及び刊行
・日南市産業活性化協議会、海上自衛隊に関する事項
・イベント企画、運営に関する事項
・珠算、簿記検定試験に関する事項 など

・新型コロナウイルスに関する支援
・金融相談に関する事項
・経営相談に関する事項
・創業等に関する事項
中小企業 ・情報化に関する事項
相談所 ・青年部、女性会に関する事項
・セミナーに関する事項
・記帳継続指導事業に関する事項
・決算申告に関する事項
・日南まちゼミに関する事項 など

氏

名

名

専務理事

落合

兼久

事務局長

枡屋

泰知

総務課長

岩下

英利

経理共済係長

森

美樹

主事

鈴木

悠麻

主事

川畑

友美

臨時職員

山田

亜衣

所長（経営指導員）

松田

順子

指導係長（経営指導員）

村角

知幸

主任主事（経営指導員）

末永

里美

主査（経営・情報支援員） 松尾

久美

主事（経営・情報支援員） 夏目

尚輝

主事（経営・情報支援員） 久嶋

愛梨

加藤

奈美

臨時職員
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日南商工会議所 青年部 令和３年度スローガン『未来への土台作り』
私たちの日常生活・ビジネスモデルも変化していく中で、我々日南YEG
も変化に対応していく必要があると思います。今のこの状況を悲観するので
はなく、変化できる好機ととらえ皆さんと知恵を出し合いながらこの１年、
未来への土台作りができたらと思います。日南ＹＥＧ会長として１年間誠心
誠意努めてまいりますので、ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。
【入会条件】
・日南商工会議所会員事業所の経営者または後継者および従業員等
・年齢満 20 歳〜50 歳未満の方
【お問い合わせ・お申込】
日南商工会議所 担当：鈴木 （電話 23−2211）
HP：https://nichinan-yeg.jimdo.com/

令和３年度会長

大田川 憲 氏

日南商工会議所 女性会

会 長

山田 昭子 氏

日南商工会議所女性会は今年度で創立4７年になる歴史ある会です。
私は、日南商工会議所女性会の会長を務めます山田昭子と申します。
私たちは、毎月定例会を行い、会員同士の親睦を深めるため、勉強会など
を行っており、また地域貢献活動の一環として様々なイベントにも参加して
おります。
昨年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、イベントや行事
の中止により事業活動がなかなか行えず、会員同士の集まる機会も減ってお
りましたが、今後も女性会活動を通じ地域活性化に向けて邁進してまいりた
いと存じます。

新入会員 募集中

【お問い合わせ・お申し込み】事務局：夏目 TEL：23-2211
ホームページ https://nichinan-joseikai.jimdo.com/

『第５６回植木市』開催
今年も春のにちなん名物植木市が開催されました！新型コロナ
ウイルス感染拡大の影響もあり、例年より少ない２店舗の優良植
木業者での開催となりましたが、多くの植木や草花が来場者の目
を楽しませていました。出店業者はマスク着用、会場には消毒薬
を設置するなど、感染予防対策を行いながらの開催となりました。
毎年好評をいただいている植木教室は、「植木の手入れ相談」と
「洋蘭と草花の年間の手入れ」の２回開催でしたが、お客様も熱心に質問されていました。楽しい時
間を過ごす一助になれたとしたら幸いです。

安心・安全・快適
お出かけの際はタクシーをご利用下さい。
南 光タクシー

23-5131

第 一タクシー

23-2457

美 登タクシー

23-7711

宇 賀 村タクシー

27-0062

宮 交タクシー
（株）
日南営業所

23-4141

宮 交タクシー
（株）
串間営業所

72-0034

宮崎県タクシー協会 日南支部

令和 3 年 6 月 1 日発行

『会員とともに進化と創造に挑戦する商工会議所』

第 177 号（5）

第５回 日南まちゼミ参加店を募集します！！
毎年大好評をいただいております「日南まちゼミ」を本年も開催いたします（今回で５回目）。
「まちゼミ」とは、お店の方が講師となり、お客さまに無料（材料費は実費）で専門知識や
プロのコツを教える少人数制のミニ講座です！
こんなお店におすすめです
・新規のお客様がなかなか増えない
・店にはお客様が来店しにくい業種だ
・お客様にアピールしたいことがある

参加店の声
・初めてのお客様の受講が多い
・受講者がその後も来店してくれた
・少人数の講座なので話しやすい

講師なんてやったことがない！教えられることが思いつかない！店が狭くてスペースがない！という方
でも、まちゼミには具体的なノウハウが多数あり、参考になる事例もたくさんあります。
※なお、参加できる事業者は旧日南市内に事務所がある方に限らせていただきます。詳細につきましては、
日南商工会議所（電話：２３−２２１１）担当松尾までお問い合わせください。

ネット通販・取引に挑戦しませんか？
ネット通販サイト「おもてなしギフト」出店者募集‼

全国の商工会議所が連携！ 出店料初年度無料。
PayPayモールへの出店をサポートします！
✓
□日本全国に手軽にギフト商品を販売可能です！
✓
□構築・運営の手間が不要です！
✓
□専門知識不要です！
出店に関する詳細は、右上のQRコードまたは、当所までお問い合わせ
ください。
PayPayモール：https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/omotenashigift/top/

商取引支援サイト「ザ・ビジネスモール」登録事業所募集‼

ザ・ビジネスモールは、商工会議所・商工会が運営するネットを活用し
た「会員限定」の商取引支援サービスです。
日本全国の商工会議所等会員企業データベースや、会員同士のビジネス
マッチングを促進します。
登録・利用・マッチング成約にいたるまで、すべて無料です。登録に関 □商談・取引支援
✓
✓
□ホームページ開設
する詳細は、右のQRコードまたは、当所までお問い合わせください。
✓
□ビジネス支援
ザ・ビジネスモール：https://www.b-mall.ne.jp/

検定試験にチャレンジしませんか？

■第１５９回日商簿記検定試験（１級〜３級）
検定日：１１月２１日（日） 申込期間：１０月５日（火）〜１０月２２日（金）
■第２２３回日商珠算検定試験
検定日：１０月２４日（日） 申込期間：９月６日（月）〜９月２２日（水）
（※詳しくは下記ＨＰ又はＱＲコードからご確認ください。）
ＨＰ：https://nichinan-license.jimdo.com/

山田商事㈱

日南市油津１丁目５−１
TEL２３ー１１８２ FAX２３−１１８３
ワーキングウェアー・オフィスユニフォーム
学校用制服・白衣・各種プリント・横断幕
レーザー加工・刺繍・のぼり
オリジナル携帯ケース・名刺
安全保護具・長靴・手袋・安全靴
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日南商工会議所活用法！（支援メニューのご紹介）
1961年創業の(有)直ちゃんラーメン様が広島東洋カープ公認の常
温袋麺「真赤風（まっかーぷ）」を新発売されました。
新型コロナウイルスの影響で経営に大きな被害を受けた同店が新
たな収益源として強化している通販事業の新商品です。
計画の段階や販路開拓、販売開始まで様々な会議所の支援メ
ニューを活用されています。
会議所の活用法としてご参考にして頂き、興味や関心のある活用
メニューがありましたらご相談ください。
（担当経営指導員：村角）
ものづくり補助金支援
経営革新補助金支援

通販を事業化するための真空包装機導入
新商品のパッケージ・広報ツール制作

展示会出展支援

フードスタイル福岡（2019 年）
個別ミニ商談会 in 宮崎（2020 年）

専門家派遣事業

中小企業診断士➡新事業の戦略立案
WEB マーケター➡SNS やインターネットの活用

「真赤風」は直ちゃんラーメン店頭や通販サイトから購入可能です。
https://naora.shop-pro.jp/
1 食 594 円。まろやかな豚骨スープと唐辛子の辛さがクセになります。
お問合せ➡( 有 ) 直ちゃんラーメン ＴＥＬ：0987-27-3316

日本政策金融公庫

設備資金貸付利率特例制度のご案内

付加価値額の伸び率が見込まれる設備投資を行う小規模事業者の方は是非ご活用ください。
適用対象 5 年間で 2％以上の付加価値額の伸び率が見込まれる設備投資を行う方
資金使途

小規模事業者が必要とする設備貸付の資金使途
※マル経融資において、運転資金と設備資金を併用した申込の場合は 2 貸付となります。

貸付利率 貸付後 2 年間について、適用利率−0.5％
その他

設備投資計画書の作成・提出が必要です。
計画完了時の伸び率 (％)＝
（計画完了後の付加価値額−直近期の付加価値額）/ 直近期の付加価
値額 ×100％
担当：中小企業相談所

松田、村角、末永

〜日本政策金融公庫から相談予約制のご案内〜
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、来店によるご相談を希望されるお客様に
ついては、事前にご予約をお願いしております。
また、Microsoft Teams を利用したオンライン相談の予約も可能です。
事業資金相談ダイヤル 0120-154-505（音声ガイダンスの後に 1 番を押す）

こちらから
予約可能です
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elgana 会員募集のお知らせ
日南商工会議所では会員の皆様への情報提供手段として新たにelganaアプリを活用
した情報発信を行います。以下のフォームから登録申請をお願いします。
登録はこちら⇒ https://forms.gle/nZgKyJEYc2CS1TaL9
※elgana（エルガナ）は、セキュアな環境の NTT 公式ビジネスチャットです。社内のコミュ
ニケーションにもご利用頂けます。

「若手が辞めない職場になっていますか」
新入社員はイキイキと働き始めていますか。若手社員が働くことの楽しさや意義を実感し、周囲
の人たちに支えられ、育っていますか。こんなことを聞かれて、悩ましいと思う方も多いのではな
いでしょうか。
実際に多くの会社で、新入社員や若手社員が周囲に相談することなくすぐに辞めてしまうという
話をよく聞きます。彼らに直接話を聞くと、その原因の大半は最初に配属された職場の上司や先輩
との関係にあることが分かります。
「先輩も上司も忙しいのは分かるけど、聞けない、聞いてもらえない状況はつらい」
「何のための仕事か分からなくて目的を聞くと、余計なことは考えるなと言われた」
「言っていることは正しいけど、高圧的に言われると人としてどうなのかと思う」
こんなふうに、目の前の上司や先輩に見てもらえない、関わってもらえない、彼らと良い関係に
なれないことに、落胆し、悩んでいく若手社員が多くいます。さらに、こうした状況が続くと、イ
キイキしていない上司や先輩を見て、自分もいつか彼らのようになってしまうのではないかと不安
を募らせていくというのです。
早く辞めてしまう若手社員に共通しているのは、上司や先輩の姿に自分の未来を重ね、希望が持
てなくなったというものでした。アルバイトをしていたときの方が、店長中心にみんなで一体感を
持って働いていて、目の前のお客さんに喜ばれる瞬間があり、それを分かち合う仲間がいた、目の
前でイキイキした人たちがいた。ここで働いても、そんなイキイキした自分、未来の自分がイメー
ジできないというのです。
何を甘いことを言っているんだと思う方がいるかもしれません。接客業とは違うし、個々人が自
分の役割や作業をすることで組織は成り立っていることを教えなければという方もいるでしょう。
でも、今までの世代とは大きく違うのは、インターネットを通じて多くの情報や外部の仲間とつな
がり、社会的に意味あることをする大切さを学んできた世代です。一つひとつの仕事に意義を感じ、
前向きに取り組んでいる人たちに囲まれているのかどうかが、彼らにとってはとても大切なことな
のです。
上司や先輩がイキイキする会社をつくることが一番の解決策です。でもその前にできることがあ
ります。それは一見イキイキしているように見えなくても、思いを持って働いている人がいること
を知ってもらうことです。苦労した経験や小さな思いを語り合う機会、場をつくってみてください。
それが、若手が辞めない職場をつくる第一歩になります。
◇ジェイフィール 代表取締役 高橋

克徳

野村総合研究所、ワトソンワイアットを経て、ジェイフィール設立に参画。２０１０年より現職。13 年より東京理科大学
大学院イノベーション研究科教授、18 年より武蔵野大学経営学部 特任教授を兼務。組織論、組織心理学、人材マネジメン
ト論、人材育成論を専門とする。

令和 3 年 6 月 1 日発行

『会員とともに進化と創造に挑戦する商工会議所』

日南市内企業景況調査

第 177 号（8）

日南商工会議所では、日南市内の様々な業種約
30 事業所に定期的（４半期に１回）に景況調査を
実施しております。左図は、過去２年間の推移を
表したものです。
詳しい内容はこちらのページにてご確認頂けま
す。
https://www.miyazaki-cci.or.jp/nichinan/keiei/nichinan-research.html
ＤＩ（景況判断指数）とは、売上・採算・資金繰り・仕入価格・
雇用状況・設備投資・業況などの各項目についての判断状
況を表します。
ゼロを基準として、プラス値は景気の上向き傾向を表す
回答の割合が多いことを示し、マイナス値は景気の下向き
傾向を表す回答の割合が多いことを示します。従って、売
上高などの実数値の上昇率を示すものではなく、強気、弱
気などの景気感の相対的な広がりを意味します。

新規会員 ご入会ありがとうございます。（令和２年10月24日〜令和３年３月26日承認分）
部会名

事業所名
所在地
代表者名
磯部
江理
平野
スナックNON キラキラベイビー
由地
勇
戸高
観光サービス業部会 すみよしラーメン
徳留 弘二
星倉
（株）ひなたの宿
小野
将
戸高
金 融 保 険 業 部 会 （有）トータライフ 日南営業所
一般サービス業部会 フリースペースかもしれない。

富土

藤森

悠司

さだひさ糀

北郷町

定久

典哲

Phillips Consulting（株）

宮崎市

藤原

正治

特

別

会

員

日南商工会議所は、中小企業・小規模事業者の皆さんを応援しています！
年会費 個人事業者・10,000円以上 法人・15,000円以上

営業内容
スナック、
ギフト等販売
食堂
ホテル、
レストラン、
公衆浴場、
売店
損保保険・生命保険の募集
不登校児童生徒の活動場所、子育
てを分かち合う地域産業の活性化
麹の製造、
販売
代理店業
（ぐるなび、
ユビレジ、
バイ
トル等）

日南商工会議所 会員募集中です！
非会員の方をご存知でしたらご紹介ください。

TEL.080-7983-2019
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