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令和4年8月1日発行　　『未来を共に創ろう！みんなで育む　笑顔あふれるまち “日南”』

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。

　昨年５月に「日南商工会議所ひと・まち未来会議」を設置し、８月から会頭、副会頭１名、専務理事と日
南商工会議所の議員、青年部の２０名の方と専門家をまじえての意見交換、統計分析、事業提案などをい
ただき、７回の検討会議を経て「未来共創・日南市魅力あるまちづくり構想」としてまとめました。
　本構想は日南市の人口の減少傾向が進むなか２０年後を見据えて、今後の日南市で実施すべき最小限の
取組みを要望・提案としてまとめたものです。
　日南市の現況を国の地域経済分析システム（RESAS：リーサス）を使っての統計分析や委員発言により
課題等を抽出し、まちづくりの目標を｢みんなで育む笑顔あふれるまち “日南”｣、事業展開における意思決
定の基準となる事業コンセプトを｢未来共創｣と設定して、まちづくりの方向性を打ち出しています。
　６６のまちづくり事業を挙げていますが、そのうち農水産業に着目した「フードビジネス振興事業」をリー
ディングプロジェクトとして取上げ、それに関わる｢まちづくりのシナリオ｣を策定しています。
　また、まちづくりは多段階・複合的な事業展開であることから、リーディングプロジェクトについては移
住・定住人口、交流・関係人口につながる事業構成に振り分け、その関連図も示し、観光振興はじめ、創業・
事業承継、農林水産業のＤＸ推進のほか、地場産品等の販路拡大、地域商社や企業版ふるさと納税活用、
子育て支援などについても関連を示しています。
　このほか、提案事業全体については大きなまちづくりの方向性に区分し、短期、中期、長期に分けた事業
シナリオを一覧表に示した内容等となっています。
　去る７月１日に渡邊会頭、日髙副会頭、落合専務理事が出席して、日南市長様（写真：左）、日南市議会
議長様（写真：右）に本構想を要望・提案書として提出し、今後の日南市の人口減少対策やまちづくり事業
をご検討・実施される際には、民間の要望・事業提案書としてお取り扱いいただきたいことや日南市の未来
を共に創り上げるため、是非とも官民協働事業の実施に向けてのご検討並びに民間事業に対する財政支援
とご助言についてお願いして参りました。
　本構想については当所ホームページにてご覧いただけます。

「未来共創・日南市魅力あるまちづくり構想」－要望・提案書－を提出しました。



令和３年度連結収支決算（構成比率）
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令和３年度事業報告書・収支決算書が承認されました。
　世界的なコロナ禍にあって、令和４年２月２４日にウクライナではロシア
による軍事侵攻が始まった。ウクライナ各地で多数の都市破壊と民間犠牲者
が出ており、惨状が拡大する一方である。
　これらの軍事侵攻、経済制裁によりロシア、ウクライナからの輸出品も止
まり、世界的に物価上昇など生活への影響が広がっている。
　一方、国内では１０月に岸田政権となり新しい資本主義が唱えられ、対応する経済政策に取り組まれている
が、コロナ禍、半導体・外材不足や米国経済のインフレ拡大による利上げの動きを受け円安基調となったこと
から国内の輸出業者の増益はあったものの、食品、燃料、生活用品等の値上げが家計を圧迫し始めている。
　また、新型コロナウイルス感染症が令和２年１月に国内で初感染が確認されて以来、令和３年にはワクチン
接種開始等の対策も進んだが、年明けには変異したオミクロン株の猛威によって、感染者がかつてないほどの
勢いで急増し、宮崎県内にまん延防止重点措置が発せられたことから、当市でも時間短縮営業や飲食店で酒
類を提供しないことや感染防止対策の徹底について要請が出された。
　これらの事態を受けて当所においても市内事業者に対して国・県・市等の施策普及や支援金、補助金等の
相談窓口での対応のほか、経営改善普及事業、経営発達支援計画に基づく種々の事業や、コロナ禍により集
合型の経営セミナーの開催は控えたものの創業や事業承継等に取り組む事業者への個別支援も行ないながら
市内経済の活性化に取り組んだところである。
　このほか、感染症拡大防止のためイベント開催は控えたものの観光振興事業に取り組むとともに東九州自
動車道の開通が令和４年度中と見込まれることから、油津港の整備促進と周辺まちづくりを図るため重要港
湾・油津港整備促進民間協議会や日南商工会議所ひと・まち未来会議を組織し、事業を始めるなど、本年度
も６つの柱を基本に様々な事業を展開した。

１．政策提言活動の強化
（１）宮崎県商工会議所連合会にて宮崎県知事、宮崎県議会議長などに要望を行なった。
　　①コロナ収束後を見据えた地域振興
　　②地方創生・人口減少対策の更なる推進について
　　③産業人財育成・確保の取組強化について
　　④県内重要港湾の整備促進及び物流機能の拡充支援について
　　⑤小規模企業振興対策予算の確保と拡充について　　　　　　　　　など１３項目
（２）東九州自動車道の早期完工、国道２２０号日南防災対策整備の推進関係
（３）商工業振興施策、支援等
（４）油津港入港促進関係

２．地域経済活性化の推進
（１）小規模事業者の経営改善、中小企業振興対策の啓発、推進ほか各種支援
　　①小規模事業経営改善普及事業の推進
　　②認定「経営発達支援計画」の事業実施
　　③中小企業等経営基盤強化支援事業の推進（専門家派遣事業）
　　④創業人材育成事業（創業塾）の実施　　　　　　　　　　　　など１２事業
（２）新型コロナウイルス感染拡大に伴う支援策の実施
（３）雇用、人材対策の推進
（４）観光振興対策の推進
（５）環境問題に対する取り組み
（６）商工技術・技能の普及推進
（７）農商工連携の推進
（８）商工会議所会員間の交流事業

３．産業基盤の整備促進
　産業基盤の整備促進に向け東九州自動車道の早期完工の整備促進、主要幹線道路の整備促進、油津港の充
実強化推進を図るため要望活動を行った。

（１）東九州自動道の早期完工の整備促進
（２）国道２２０号等の主要幹線道路の整備促進
（３）油津港の充実強化推進

４．力強いまちづくりの推進
　本年度の第５回「日南まちゼミ」は約４０日間の期間中、２９店舗・３０講座が開講された。オンラインに
よる講座開催や新たに共通クーポンの発行に取り組んだ。。
　このほか、「日南商工会議所ひと・まち未来会議」「重要港湾・油津港整備促進民間協議会」を設立し、人づ
くり、まちづくりに取り組むとともに、日南まちづくり株式会社の運営支援や日南市産業活性化協議会などの
事務局支援を行ない当市のまちづくりを推進した。

５．組織活動の強化
　組織活動の強化のため、会員の加入促進運動、各種共済制度増強運動、会員サービスの向上、女性会・青
年部の活動支援などを実施した。また、当所会員向け共済（Ｍの国共済）加入者が受診した「特定検診」「生
活習慣病予防検診」の費用の一部助成も行った。

６．関係機関との連携強化
　日本商工会議所、九州商工会議所連合会、（一社）宮崎県商工会議所連合会、北郷町商工会、南郷町商工会
及び関係官公庁、関係団体等との会議については、オンラインを活用するなどして出席し、情報交換に努める
とともに連携強化を図った。
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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。
【副会頭の変更】
　石崎　智則氏（（株）宮崎銀行油津支店支店長）→中山　智司氏（同支店長）

収益事業等収入
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収入の部
146,460,841円

支出の部
146,460,841円

第６回　日南まちゼミを開催します！！
　１０月１日（土）～１１月９日（水）の期間で第６回「日南まちゼミ」を開催いたします。
　「まちゼミ」とは、お店の方が自店で講師となって専門知識やプロならではのコツを無料（材
料費は実費）でお客様に教える事前予約制の少人数制ミニ講座です。
　「まなぶ」「たべる」「きれい」「健康」「つくる」５つの分野の講座があり、今回は３０講
座設けられます。
　まちゼミを通して、お店や商店主の存在・特徴を知っていただくとともに、お店とお客様
とのコミュニケーションによって、お店への信頼感を生むことを目的としています。
【お問い合わせ】　担当：松尾　ＴＥＬ：２３－２２１１
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　日南商工会議所青年部では定期的に例会を開催しており、5
月は「知っておくべきインボイス制度」、６月は「コーポレー
トカラーの造り方～経営戦略への利用～」をテーマに自企業の
経営に役立つ勉強会を開催いたしました。
　若手経営者の研究並びに資質の向上を期するとともに、会員
相互の啓発と親睦を図ることを目的に活動しております。
日南商工会議所青年部会員募集中！　担当：鈴木

日南商工会議所青年部　例会開催

　令和４年６月１５日（水）に標記大会がガーデンテ
ラス宮崎にて開催され、会員一同で参加しました。コ
ロナ禍となり２年ぶりに総会が開催されたため県内各
地女性会の方とお会いするのも久しぶりでした。ま
た、宮崎女性会が創立５０周年を迎えられましたの
で、記念式典にて共に節目を祝うことができました。

宮崎県 経営革新制度のご案内
　自社の現状を分析し、既存事業の改善や強
みを生かした新事業の展開にとりくむ計画作
成をお手伝いします！ 
　県に承認されると、低利
融資や特許関係料金減免等
の制度が活用できます。ま
た、取り組まれた事業所様
には、事業を見つめ直す機
会にもなったと喜ばれてい
ます。ぜひご連絡ください。

　コロナの影響や経営のデジタル化、法改正
や制度改正等の対応といった事業環境変化を
受ける、主に日南商工会議所管内の中小企業、
小規模事業者を対象として、経営課題や各種
制度・補助金申請等に関する相談に対応する
ための個別相談会を開催しています。
　中小企業診断士、税理士、経営指導員等が
相談をお受けします!! 予約制のため、希望さ
れる方はご連絡ください。

【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/

新入会員 募集中

第48回宮崎県商工会議所女性会連合会総会（宮崎大会）
・宮崎商工会議所女性会創立50周年記念式典へ参加〜

女
性
会
だ
よ
り
〜

〒889-2533 宮崎県日南市星倉２丁目１番地10（日南高校下）
TEL（0987）25－0162  FAX（0987）25－1097

㈲ヤノオフセット

お客様のご要望をデザインする。

確かな技術と最新の設備でトータルにサポート

事業の経営革新に挑戦しませんか？ 新型コロナウイルス
感染症に係る経営相談

相談
無料
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宮崎県中小企業融資制度　原油・原材料高対策特別貸付が創設されました。

　中小企業・小規模事業者は、地域に根ざした事業活動を行い、多くの雇用機会を提供するなど、地域経
済において重要な役割を果たしています。
　しかしながら、近年、自然災害の頻発化などにより、中小企業・小規模事業者の事業活動の継続に支障
をきたす事態が生じています。
　このようなことから、小規模事業者の自然災害等への事前の備え、事後の復旧を支援するため、「商工会
及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律（小規模事業者支援法）」が令
和元年に改正され、商工会又は商工会議所が市町村と共同で小規模事業者の事業継続力
強化の取組を支援することになりました。
　当所では、日南市、北郷町商工会、南郷町商工会とともに作成した、事業継続力強化
支援計画が令和４年１月２０日に宮崎県知事より認定を受けました。
　今後当所では地区内の小規模事業者に対し、自然災害リスクや感染症等リスクの認
識、事前対策の必要性を周知する等の活動を行ってまいります。
　当所事業継続力強化支援計画は宮崎県ホームページからご確認いただけます。
【宮崎県　事業継続力強化支援計画】でご検索ください。

　宮崎県では、宮崎県中小企業融資制度に「原油・原材料高対策特別貸付」を創設し、原油・原材料価格
高騰により事業活動に影響を生じた中小企業者の皆様の資金繰りを支援します。
　融資をご希望される方は取引のある、又は最寄りの取扱金融機関にご相談ください。

事業継続力強化支援計画が県に認定されました

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 72-0112

宮崎県タクシー協会  日南支部

※宮崎県中小企業融資制度～原油・原材料高対策特別貸付の創設～チラシより引用

保 証 区 分
融資対象者

融資限度額
融 資 期 間
融 資 利 率
保 証 料 率
取 扱 期 間

そ の 他

セーフティネット保証４号 セーフティネット保証５号 一般保証

年０．８～１．３％ 年１．０～１．５％ 年１．０～１．５％

運転資金３，０００万円（組合８，０００万円）

令和４年７月１日～令和４年９月３０日保証申込受付分
（令和４年１０月３１日までに融資実行が必要）

原油・原材料価格高騰の影響により、最近３か月の月平均売上高総利益額（粗利益）が前年同
期又は２年前同期の月平均売上高総利益額に比べ３％以上減少している中小企業者等

セーフティネット保証４号
認定（売上高等▲２０％）

セーフティネット保証５号
認定（売上高等▲５％又は
原油高で一定の影響あり）

担　保：必要に応じて要
保証人：法人　原則代表者要　/　個人　原則不要

年０．００％ 年０．２５％

１０年以内（うち据置期間３年以内）
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新規会員 ご入会ありがとうございます。
部会名 事業所名 所在地代表者名 営業内容

（令和４年３月２９日～６月１４日承認分）

食品商工業部会

商 業 部 会

観光サービス業部会

建 設 業 部 会

一般サービス業部会

特 別 会 員

小玉商店
シャルレ代理店 長友 美嘉子
日南Ｅ＆Ｆ
スナック真文由
スナック絹（シルク）
スナックＡＣＥ
うどん処 宏
スナック Ｒｏｕｇｅ
ｈｉｒｏ
ナイトイン東京
スナック ホーム
ｇｏｓｓｉｐ ｇｉｒｌ ＡＱＵＡ
富貴総業
日南工業
松井建築
大和商店

イマージゅ

日南オステオパシー施術院　SANTE　LABO
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村冨園芸
船員保険 福岡健康管理センター

吾田東
瀬貝
戸高
岩崎
岩崎
岩崎
岩崎
岩崎
瀬貝
岩崎
中央通
材木町
吾田東
春日町
隈谷
星倉

中央通

戸高

岩崎

松永
福岡市

小玉　誠一
長友　美嘉子
谷口　勝義
山口　和子
甲斐　和子
田中　優貴
田中　邦宏
藤元　里奈
田中　栄子
松下　喜美
横山　洋子
井上　千恵子
富山　元貴
上村　雄祐
松井　幸雄
寺坂　　翼

峯上　直也

野川　悟史

野﨑　小百合

村冨　史昭
一矢　有一

小売業（団子、石焼き芋、かき氷他）
衣類、化粧品、健康食品、卸小売
農産物の販売、電気保守管理
飲食業
飲食業
飲食業
飲食業
飲食業
飲食業
飲食業
飲食業
飲食業
リフォーム業、太陽光設置
木材遊具作り、外構工事
大工、塗装工事
内装業（クロス、床材、塗装）
Youtube運用代行・PR動画制作・SNS広
告映像・セミナー動画制作・求人動画制作
整体施術、出張施術、アロマタッチケア、ア
ロマ関連商品販売、健康増進商品の販売
ドライヘッドスパ、フェイシャルエステ、アロ
マオイルヘッドスパ、POLA化粧品販売
花、野菜苗の生産
健康診断専門医療機関

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

【「Ｍの国共済」加入特典】
①健康診断受診料の一部助成（加入
者のみ）
②該当事業所向けに日南市テクノセ
ンターで実施される検診車（実施
機関：福岡健康管理センター）で
の健康診断の実施（予約制）
未加入事業所様はこの機会
にぜひご検討ください。
【お問い合わせ】
　森・川畑（電話23-2211）

【事務所】
宮崎県日南市中央通一丁目1番地21
電　話　0987-22-2487・23-1511
ＦＡＸ　0987-23-1592

合資会社  泉屋（油津電器）
株式会社  三和ハウス
有限会社  オリンピア

生活に貢献‼ 家電・住宅設備販売、コスモマンション・
店舗等賃貸、太陽光発電、飲食（パティオ・
まるや）のグループ企業

「Ｍの国共済」加入促進のご案内
「Ｍの国共済」は会員事業所様限定の共済制度です。
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多用途支援艦「げんかい」、油津港に入港
　多用途支援艦「げんかい」が７月１５日～１７日の期間中油
津港に入港されました。１６日には特別公開が実施され、多く
の市民が隊員の皆さんとの交流を楽しまれていた他、最終日に
は朝早くから協力会会員、日南市民の皆さんに集まっていただ
き、隊員の皆さんの安全を祈願しながらお見送りを行いました。
　当協力会では、今後も協力会活動を積極的に展開していきた
いと考えております。
　会員の皆さんのご理解とご協力よろしくお願いいたします。
海上自衛隊艦艇日南協力会会員募集中！
担当：鈴木・村角

　日南一本釣りカツオ炙り重が提供開始から累計３０万
食を突破したことを記念して、４月２６日に記念セレモ
ニーを開催いたしました。
　累計３０万食目は宮崎市からお越しの平田様ご家族で
した。日南市長の高橋透様、当協議会の谷村会長より感
謝状、目録のカツオ炙り重ペア無料食事券、記念品とし
てセレモニー当日に水揚げされたカツオ１本を贈呈いた
しました。
　４０万食突破を目指して、これからも参加店一同頑
張っていきます！今後ともよろしくお願いいたします。
日南一本釣りカツオ料理推進協議会　担当：鈴木・村角

日南一本釣りカツオ炙り重が累計３０万食を達成しました


