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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  ncci@miyazaki-cci.or.jp
http://www.miyazaki-cci.or.jp/nichinan/

　日南商工会議所や農商工関係者等で構成する
「日南山幸プロジェクト推進協議会」が開発に
取り組み、昨年9月に発売開始した「日南完熟
金柑もなか　運つゝみ」。農商工連携による日
南市の新たなお土産品として、地域特産の日南
完熟金柑をふんだんに盛り込みました。
［現在の取扱店舗］
　�三ツ和荘（鵜戸神宮前）、IN�SEASON�日南
オフィス、通販サイト「47�CLUB」
　※「結」の販売は「47CLUB」のみです。
運つゝみ公式HP：https://nichinan-yamasachi.jp/

「�日南完熟金柑もなか　�
運つゝみ」大好評です !! 1　「日南完熟金柑もなか　運つゝみ」発売！

2　清水会頭新年挨拶
3　�藍綬褒章、日南市功労表彰受章�
第４回会員交流会開催報告

4　�後継者バトンタッチ実践研修会報告�
弥生会計スタンダード販売中�
軽減税率制度がスタートします

5　�海上自衛隊掃海隊群入港�
労働保険成立手続きはおすみですか�
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　皆様方におかれましては、お健やかに希望に満ちた新春をお迎え
のこととお慶び申し上げます。

　昨年は、３月に東九州自動車道のうち日南・北郷ＩＣ～日南・東郷ＩＣ間が開通し、市内で初
めての高速自動車道が開通しました。未開通区間の一部ではありますが、様々な方が利用されて
おり、大変喜ばしく思っております。今後の一刻も早い清武南ＩＣとの連結、串間市、志布志市
への完成整備を引き続き要望して参ります。また、８月の夏の甲子園には日南学園高校が出場し、
９月には広島東洋カープが球団初の３年連続セ・リーグ優勝を果たすなど、スポーツを通じても
日南市が活気づいた年でした。

　さて、当商工会議所は中小企業、小規模事業者の皆様の経営強化に向け、経営改善普及事業
はじめ経営革新支援、新事業展開支援など各種の事業支援を行っております。また、本年１０
月に予定されております消費税率改正に向けた軽減税率対策セミナーのほか、近年の重要課題
であります事業承継につきましても、複数回にわたるセミナーの開催のほか、他機関と密接に連
携しながら支援に取り組んでおります。このほか、販路拡大、ＩＴ活用、社員研修など経営に係
る様々な研修会を皆様の身近で開いているところです。

　まちづくりと個店支援につながる「日南まちゼミ」は、昨年も受講者からも大変好評を得ました。
農商工連携事業として２か年に亘って取り組みました当市のお土産品づくりは、日南完熟金柑も
なか「運つゝみ」として完成し、市販が始まっております。今後、農商工連携事業についても、当
所へのご相談が増えることを期待しております。

　このように当商工会議所は、日南市の経済活性化と地方創生の推進を図るため、様々な事業
に挑戦し、取り組んでおります。本年も皆様のご理解とご協力をどうぞよろしくお願い申し上げ
ます。

　最後になりましたが、本年は天皇陛下が退位され、皇太子殿下が新しい天皇に即位される特
別な年でございます。平成から新たな元号を迎えるにあたり、国民みんながこれまでを振り返り、
気持ちを新たに新しい時代に向かっていく年であると存じます。この新たな年をお祝いし、会員
の皆様の益々のご繁栄とご健勝をご祈念申し上げ、年頭のあいさつとします。

日南商工会議所　会頭　清　水　満　雄

謹んで新年の
お慶びを申し上げます
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　当所副会頭の渡邊眞一郎氏（京屋酒造㈲代表取締役）が、平成30年秋の叙勲にて藍
綬褒章を受章されました。平成15年10月に宮崎県酒造組合会長に就任。その他に日
南ユネスコ協会会長、宮崎経済同友会常任理事、内閣府・國酒プロジェクトEnjoy�
Japanese�Kokushu�推進協議会委員などを歴任。会社経営、各種団体での活動を通じ
て産業の振興、社会福祉の増進等に優れた功績が認められました。
　
　また、当所常議員の青山元信氏（青山建設㈱代表取締役）が第
10回日南市功労表彰（産業経済功労部門）を受章されました。平
成11年に日南職業訓練会長に就任。その他に日南建築業協会会
長などを歴任。地元高校の建築科生徒をインターンシップとし

て積極的に受け入れるなど、建築業の人材確保や育成に大きく貢献されました。
　
　お二人の受章をお慶び申し上げますとともに、今後も業界のみならず、社会発展の
ため、より一層のご活躍を心からお祈り申し上げます。

　平成30年９月14日（金）に第４回会員交流会を開催しました。
　今回は「チョウザメ料理試食と日南焼酎の飲みゼミ」と題して、チョウザメと日南焼酎の試食会や、キャビ
アもあたる抽選会を実施しました。本交流会には、約100名の会員
の皆様に参加いただきました。試食会の前には、㈱中幸組の中村
幸司代表取締役をお招きし、チョウザメ養殖事業の軌跡について、
お話いただきました。その後、参加された方々にはキャビアを添
えたチョウザメのカルパッチョなど、様々なお料理を日南焼酎と
共にお楽しみいただき、その後の抽選会でも盛り上がりをみせて
いました。また、業種を超えた交流、意見交換が各所で行われて
おり、皆様とても満足されている様子でした。

第４回会員交流会
“チョウザメ”と“日南焼酎”の試食会！開催

藍綬褒章、日南市功労表彰を
受章されました

渡邊眞一郎副会頭

青山元信常議員

（当所議員関係分）
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　経営者と後継者が自社の強みや課題を把握・整理しつつ経営力、
収益力の強化につながる自社の新しい取り組みや次世代へ引き継ぐ
ためのアクションプランを作成するため、講師に（独）中小企業基盤
整備機構　事業承継コーディネーターの山元　理氏を講師に迎えて、
５回シリーズで計画書を作成するセミナーを開催しました。
　中小企業経営者の高齢化が進み、数十万社の中小企業が事業承継
のタイミングを迎えようとしています。後継者の育成も考えると事業

承継の準備には５年～10年ほどかかります。会社の大きな転機となる事業承継は、早めの準備が肝要です。
　宮崎県では商工団体、金融機関、行政等の県内48の機関で構成された「宮崎県事業承継ネットワーク」
が発足しています。専門家に無料で、秘密厳守で相談ができますので、事業承継をお考えの方はぜひご
相談ください。

お問合せ先　中小企業相談所　TEL�23 -2211

　商工会議所の記帳指導でオススメしている会計
ソフトが会員価格でご購入いただけます！はじめ
て会計ソフトを使用する方、弥生会計をご利用い
ただいていてバージョンアップさせたい方、ぜひ
ご活用ください。

■個人事業主
■従業員５名程度の小規模の法人
■はじめて会計ソフトをご利用する方

　2019年10月の消費税率10％への引き上げと同時に、低所得者
層へ配慮する観点から「軽減税率制度」が実施されます。軽減税
率対象品目の税率は８％となるため消費税率が複雑になります。
　事業者の皆さまには、「適用税率ごとに区分した消費税額の
計算」や、「商品ごとの適用税率およびその合計額を記載した請
求書等の発行」といった新たな作業や「値札やＰＯＰ、商品カタ
ログの改訂」などが必要となります。中小企業庁では、事業所の
皆さまが対応を求められるこうした新たな作業への具体的なサ
ポートとして「複数税率対応レジの導入」や「受発注システムの
改修」等を行う場合の補助金（2019年９月30日まで）もあります。
　すべての事業者に対して関係のある制度となるため、早めに
準備を進めておく必要があります。
　商工会議所では「消費税軽減税率・転嫁対策相談窓口」を設け
ております。お気軽にご相談ください。

後継者バトンタッチ実践研修を開催しました！

いよいよ来年の10月から
軽減税率制度がスタート！

～ 10年先を見据えた事業の持続的な発展のために～

こんな方におすすめ

金　額（いずれも税込価格）

弥生会計 19スタンダード
通常価格 会員価格
➡42,984円 ➡35,000円

 弥生会計スタンダード を
商工会議所会員価格で
販売しています！ みなさん準備はできていますか？

お問合せ先　中小企業相談所　２３－２２１１
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　海上自衛隊掃海隊群が掃海訓練のため、油津港に入
港されました。（昨年11月15日～ 17日。掃海母艦うら
が他21隻。約1,100名）
　海上自衛隊艦艇日南協力会会長である清水会頭や﨑
田市長、安竹市議会議長をはじめとする皆様の海上自
衛隊への積極的な要望活動、関係各位の深いご理解、
協力体制が実を結び、油津港入港が毎年実現していま
す。15日の油津港での歓迎式では、約100名の会員、日
南市民の皆さんがのぼりを持って歓迎し、隊員の皆様
を迎えました。同日夜には、かんぽの宿日南で開催さ
れた交流会では、地元の食材や焼酎を楽しんでいただ
きました。大いに盛り上がり、市民と隊員が交流を深める有意義な会となりました。
　海上自衛隊艦艇日南協力会は、海上自衛隊の入港促進による自衛隊活動のPRとともに、日南市経済の活
性化を目的に、昭和63年に設立され、お陰様で昨年12月に30周年を迎えました。これまでの活動が認められ、
東京で海上幕僚長より感謝状を頂きました。今後も要望活動・歓迎活動を続けていきたいと思います。会員
の皆様のご理解とご協力を宜しくお願いいたします。

　労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称し
た言葉です。
　労働保険は政府が管理、運営している強制的
な保険であり、労働者を１人でも雇っていれば、
原則として適用事業となり、事業主は労働保険
に加入しなければなりません。パートタイム労
働者についても、一定の要件を満たせば雇用保
険の被保険者となります。
　加入手続は、日南商工会議所、労働基準監督
署、またはハローワーク（公共職業安定所）へご
相談ください。

海上自衛隊掃海隊群、油津港に入港！

海上自衛隊艦隊日南協力会会員募集中！ （担当：羽田野）

事業主のみなさまへ

労働保険の
成立手続はおすみですか

クレジット端末機設置 0 円
キャンペーン開催中です！
日南商工会議所×宮崎信販  共同企画

条件：新規クレジット契約
　　　※�現在クレジット契約のある場合は、ご相談ください。
費用：端末機本体費用及び端末設置無償
　　　※設置料・年会費・月会費・リース料等不要。
お申込み・お問い合わせ：
　　　㈱宮崎信販
　　　　TEL：0985-28-7753（平日9時～ 17時半）
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シロアリ防除の新管理システム

日南市吾田東11丁目４-１
TEL 23-6122 FAX 23-6125

セントリコン*・システム

（有）後藤ビル環境サービス

全国商工会議所女性会連合会 創立50周年記念式典
第50回岩手大会に参加

　10月３日（水）、岩手県盛岡市にて開催された
全国商工会議所女性会連合会創立 50 周年記念式
典・第 50回岩手大会に会員３名が参加いたしまし
た。創立 50 周年という節目を迎え、約1,500 人も
の女性会会員が全国から集いました。
　講演会では、株式会社モスフードサービス代表
取締役会長の櫻田厚氏より、「食を通じて人を幸せ
にするモスバーガーの経営理念」と題し、自社の企業の在り方について深くご講話いただきました。
　懇親会では岩手県商工会議所女性会連合会の会員皆様の心のこもったおもてなしと美味しい料理がふるまわれま
した。また、他県の女性会の方々とも交流を深めることができ、大変素晴らしい全国大会であったと感じました。

日程：平成 31年 3月 7日（木）前泊者懇親会
内容：ビアトレイン -YEG特別号 -（JR日南線　宮崎空港駅 -油津駅間）
日程：平成 31年 3月 8日（金）日南分科会
内容：鵜戸神宮参拝・サンメッセ日南観光
　　　山幸コース：飫肥城下町散策、四半的体験、歴史資料館見学等
　　　海幸コース：大堂津醸造蔵見学・体験、道の駅なんごう

　平成31年３月６日～ 10日に、「日本商工会議所青年部第38回全国大会」が宮崎県で開催さ
れます。日南市内では、３月７日に前泊者懇親会、３月８日に分科会を開催します。各地方の
商工会議所青年部が参加し、自己研鑽に励まれます。

日本商工会議所青年部
第38回全国大会日本のひなた みやざき大会
前泊者懇親会・日南分科会開催

日南商工会議所青年部 会員募集中です。

日南商工会議所女性会 会員募集中です。（担当：松尾・夏目　電話23-2211）
HP：https://nichinan-joseikai.jimdo.com

（担当：東條　電話23-2211）
HP：https://nichinan-yeg.jimdo.com/

全国大会みやざき大会記念誌およびおもてなしマップ広告・協賛御礼
　全国大会みやざき大会記念誌およびおもてなしマップ広告・協賛のご支援・ご協力をお願いしましたところ、
多くの方々に快くご賛同いただき、誠にありがとうございました。皆様からいただいたご協力を持ちまして、
本大会を成功に導く所存です。皆様のご協力に心から御礼を申し上げます。

青年部からのお知らせ日南商工会議所

女性会からのお知らせ日南商工会議所
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AXA-A1-1801-0047/9F7

会社を守りながら、ご勇退後を
より豊かなものにするために。

災害保障重点期間設定型定期保険

●お引受けには所定の条件があります。本商品をご検討の際には「重要
事項説明書（契約概要・注意喚起情報・その他重要なお知らせ）」「ご契
約のしおり・約款」を必ずご覧ください。 

特長
1
98歳までの長期の死亡保障を、
割安な保険料で準備できます。
ご契約から一定期間は災害以外を原因とする
死亡保険金を抑えるため、その分保険料が割安です。

特長
2
まとまった資金が必要になったときには、
契約者貸付や払いもどし金を
ご活用いただけます。

特長
3
簡単な3つの告知項目でお申込みできます。
医師の診査は不要です。
※告知項目についてはパンフレットでご確認ください。

経営者の未来と
会社の安心のために。

フォローアップライフ A4　カラー　（297×210）

アクサ生命は、商工会議所と協力し、会員事業所の各種二一ズ（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）を共済制度／
福祉制度でサポートしています。 
アクサ生命保険株式会社　都城営業所　日南分室　 
〒887-0012　宮崎県日南市園田2-2-1　河野ビル2F　 TEL 0986-23-9985 
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開催日 時　間 部会名　会場：テクノセンター２階

１月22日（火）
午前10時 一般サービス業部会・金融保険業部会
午後 ２時 商業第一部会・商業第二部会

１月23日（水）
午前10時 工業部会・運輸交通業部会
午後 ２時 建設業部会・林産業部会

１月24日（木） 午後 3時30分 食品商工業部会・観光サービス業部会

　内容は平成31年度の当会議所の事
業計画策定です。多くの会員の皆様
のご意見を頂戴し、事業計画に反映
していきたいと考えておりますので
積極的なご参加をよろしくお願いい
たします。

合同部会開催のお知らせ

太陽光発電のことなら

油津電器

〒887-0021 日南市中央通 1-1-21
TEL（0987）22-2487

「第２回日南まちゼミ」を
開催しました!!
　平成30年９月７日（金）～ 10月16日（火）に「第２回
日南まちゼミ」を開催しました。
　「まちゼミ」とはお店の人が講師となって専門店な
らではの知識や情報、コツを無料で教える少人数制
のミニ講座です。この企画は、商品販売やサービスの提供ではなく、お店を知ってもらうためのきっ
かけ作りが目的です。
　第２回は、様々な業種の市内の39店舗が参加し、「きれい」、「つくる」、「たべる」、「まなぶ」、「健康」
の５種類のテーマで、あわせて43講座を開催。延べ約400名の市民の皆さんに参加していただきました。
　受講者の皆さんからは「入る機会のないお店に気軽に足が運べた」、「情報が得られた」、「初めて会っ
た受講者との交流が楽しかった」、「前回も参加したが、今回も楽しかった」、「良い企画なので次回も
楽しみにしている」など多くのうれしい声が届いています。
　今後も「まちゼミ」を通して、市内の頑張っているお店の魅力をどんどんＰＲしてまいります。次回
の「まちゼミ」もどうぞお楽しみに!!
　※�日南まちゼミでは随時、参加店を募集しています。旧日南市内に所在がある事業所でしたら参加可能
ですので是非、事務局までお気軽にお問合せください。（事務局：日南商工会議所23-2211）

上田整骨院  
日南市上平野町 3 丁目 1-16 
TEL・FAX（0987）22-2610 

月～金 
 午前 8：00～午後 12：00 
 午後 2：00～午後 7：00  
土曜日 
 午前 8：00～午後 1：00 
※休診は日曜・祝日 

診療時間 

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

安心・安全・快適
お出かけの際はタクシーをご利用ください。
南光タクシー ２３-５１３１
第一タクシー ２３-１２２１
美登タクシー ２３-７７１１
宇賀村タクシー ２７-００６２
宮交タクシー㈱日南営業所 ２３-４１４１
宮交タクシー㈱串間営業所 ７２-０１１２
宮崎県タクシー協会　日南支部

https://nichinanmachizemi.jimdo.com/


