年頭のごあいさつ
南

荒 生

昨年は、指宿市議会との語る
会を初めて開催するとともに、
市長と語る会も引き続き開催し、
今後の指宿のあり方等について
意見交換を行いました
さらに、指宿の発展に不可欠
な社会資本の整備を一層推進す
るため指宿港海岸整備事業や薩
摩半島横断道路等の整備促進に
も関係機関と連携を図りながら
積極的に取り組みました。
また、政府が力を入れており
ます働き方改革に伴うセミナー
を自衛隊鹿児島地方協力本部鹿
児島擁護センター及び鹿児島県
働き方改革推進センターより講
師をお招きし実施いたしました。
そして、去る 月には鹿児島
県商工会議所連合会の主催によ
る鹿児島県人世界大会が開催さ
れアメリカを始め カ国から参
加があり、盛会のうちに開催さ
れました。参加者最高齢の指宿
出身者の方々にも大変喜んでい
ただきました。
さて今年は、新天皇の即位や
それに伴う年号の制定、そして
消費税率の変更、働き方改革、
外国人労働者の受け入れ問題な
ど、中小事業者に関係の深い大
きな変化に対応していかなけれ
ばならない年になります。
また、平成 年に新体制でス
タートいたしました役員も本年
月で任期の 年を迎えます。
指宿商工会議所といたしまして

も、指宿港海岸整備に伴う商店
街の活性化等の課題につきまし
ては、市当局や関係団体と一緒
になって取り組んでまいる所存
です。
そして、中小企業相談所とし
ましても、地域の商工業者に寄
り添いながら支援し、小規模事
業者の持続的発展と地域経済の
活性化を目指して経営発達支援
計画を策定し、国の認定を受け
るよう取り組んでまいります。
また、本年 月には、九州各
県持ち回りで開催しております
九州商工会議所連合会総会を指
宿の地で開催する事が決定して
おり、これを絶好の機会と捉え、
九州・沖縄 の商工会議所会員
の皆様に指宿を積極的にＰＲし
てまいります。
地域の総合経済団体である商
工会議所は、市内の指宿市観光
協会や菜の花商工会、その他近
隣の各種産業経済団体との連携
を密に図りながら地域の観光・
商工業の振興に努めてまいりま
すので、皆様方の今後一層のご
理解とご支援をお願い申し上げ
ます。
結びに、この平成 年が素晴
らしい年になりますように、皆
様の一層のご繁栄とご健勝をご
祈念申し上げまして年頭のごあ
いさつといたします。
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地震、各地に被害をもたらした
台風など多くの自然災害があり、
広範な経済活動に影響を与え、
個人消費が低迷するとともに外
国人観光客の訪日や消費も落ち
込みが見られました。
また、地方においては、人口
減少や少子高齢化が顕著であり、
建設・サービス業等の企業にお
いては、人手不足の問題もさら
に深刻化いたしました。
一方、指宿市におきましては、
ＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」
の放映や明治維新１５０周年な
どを契機に、観光客の増加によ
る好影響が特筆され、ホテル・
旅館や「いぶすき西郷どん館」
等の宿泊・観光施設をはじめ指
宿駅前も観光客で賑わいを見せ
ておりました。
しかしながら、指宿は毎年大
雨や台風の影響は避けて通るこ
とはできません。昨年は、台風
号・ 号の襲来により、多く
の方々が準備を積み重ねてこら
れた指宿温泉祭の延期や当商工
会議所主催のハンヤ踊り大会が
中止になったことは誠に残念で
ありました。
当会議所では、多様化する事
務事業を着実に遂行するため、
職員 名の欠員を補充し、組織
体制の充実を図るとともに、指
宿市や各産業経済団体と一体と
なって商工業の振興に取り組み
ました。
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謹んで新年のご挨拶を申し上
げます。
皆様には、平成 年（２０１
年）の輝かしい新春をご家族
お揃いでお迎えになられたこと
とお慶び申し上げます。
皆様方には日頃より、当商工
会議所の運営や事業推進につき
まして格別のご協力をいただい
ておりますことに対し心から感
謝し、厚くお礼申し上げます。
さて、昨年を振り返ってみま
すと、我が国の経済は、国の経
済施策の実施により、ＧＤＰは
名目・実質ともに増加し、企業
収益は過去最高を記録するとと
もに、労働者数の増加、賃上げ
など、雇用・所得環境は改善さ
れ、経済の好循環は着実に進み
ました。
しかしながら、広島等での西
日本豪雨災害や北海道胆振東部
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2018年を振り返る（商工会議所活動）
商工会議所は、地元商工業の振興・発展を図るとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした地
域総合経済団体です。現在全国に515ヶ所設立され、約125万人の会員を擁しており、一人一人の意見は小さくと
も、様々な意見を集約し商工会議所を通じて行政に要望や陳情として届けられます。
商工会議所の活動には、
「大企業も中小企業も、みんな力を合わせて、地域を住みよく、働きやすいところにしよ
う」という念願が込められています。
市民の皆様の温かいご理解とご支援をお願い申し上げます。
◎年始会

地元の経済界、行政機関、関係者が集う

◎移動商工会議所

市内４地区の遠隔地で実施

組織運営
◎通常議員総会

組織運営における最高議決機
関の総会を開催（年２回）

◎部会活動

業種別に設置された７つの部会ごと
に例会や研修視察等の活動を実施

◎女性会・青年部活動
新春を祝い、地域の発展を祈願

地域商工業者の意見要望を集約

市の経済振興や地域活性化を目的と
した社会貢献活動

援

商品開発・販路開拓支

◎共通商品券・プレミアム商品券発行

地元消費拡大による地元経済の活性化を目的とした商品券の発行

◎指宿うまいもん

「温たまらん丼」
「温たまらん豚」
「そら豆スイーツ」
「たまらん焼酎」を提供
ドラマ放送に合わせた「西郷どん料理」の開発

◎たべ歩き・まち歩きマップ
指宿の街の楽しみ方を提案

◎ブランド産品協会の運営

協会独自で会員の商品の販路拡大を図る。今年は東京の「薫る指宿商談会」にも
参加

◎西郷どんシール販売
薫る指宿商談会

商品の付加価値を高めることを目的に作成

経営支援・福利厚生の充実
◎経営支援事業

エキスパートバンク（改善すべき経営課題に応じた専門家派遣の斡旋）
や定期的な金融相談会、経営相談会等の実施

◎認定支援機関

経営革新の実現に向けた経営改善計画の策定等の支援

◎経営相談（金融・労務・経理・税務・創業、助成金）
中小企業相談所の指導員が経営のあらゆる相談に対応

◎新入社員研修（ビジネスマナー等)

会員事業所の新入社員を対象とした研修会の実施

◎会員企業の福利厚生
新入社員研修

優良従業員表彰、健康診断、ガン・人間ドッグ、会員大会等の実施

ト等）

（イベン
地域及び商店街活性化の推進

青年部主催の婚活支援事業「イブキッス」

◎いぶすき菜の花マラソン歓迎花火
（青年部）
成功の祈願と参加者を歓迎する花火
を実施

◎街角フラ

「フラフェスティバル」期間中に開催

◎商店街活性化事業

各通り会と合同で「イブの夜にスキ焼き」
や「若宮神社で初詣」
「ちっと呑み」
「ハロウィ
ンパレード」などのイベントを実施

◎春節フェスティバル

春節を祝うイベントを実施し、中華
圏内の観光客を歓迎

◎指宿海岸整備事業

海岸整備に伴う街づくりの一環とし
て、ワークショップや「歩いて楽し
めるまちづくり」
（中央名店街）など

多くの市民が訪れたいぶすき産業まつり

◎婚活支援事業（青年部）

婚活イベント「イブキッス」の開催

◎指宿みらい会議

◎指宿温泉祭

温泉の恵みに感謝する、祭りの
実施

◎いぶすき産業まつり

地元商工業の発展・振興を祈願
し、事業者自身による自社製品
の販売やＰＲが行われる

◎カウントダウン花火
（青年部）

新年を祝うカウントダウン花火
を実施

指宿の未来について行政や青年各団体交え
ての意見交換

キャリアアップ支援
◎いぶすき検定

指宿の歴史、自然、文化、産業・経済から出題されるご当地検定
※初級・中級・上級・ジュニア検定（小学５・６年、中学１・２年対象）を
実施し、上級合格者には新たに合格バッジを贈呈

◎各種検定試験

企業、個々のスキルアップにつながる簿記、販売士、珠算検定の実施

要望・陳情
◎指宿市議会と指宿商工会議所の懇談会

「指宿港海岸整備に向けた後背地のまちづくり」などに
ついて意見を交換を行う懇談会を初開催

様々な検定試験を実施

◎市長との対話集会

海岸整備と街づくり、サッカー・多目的グラウンドの建設等に
ついて市より説明を受け、市長・執行部との意見交換

◎指宿港海岸保全施設整備事業の促進

指宿港海岸の早期完成に向けた取り組み（国・関係機関への
陳情）

◎薩摩半島横断道路の建設促進

指宿市から南さつま市を結ぶ横断道路の建設実現に向けた取り
組み（決起大会開催、県・関係機関への陳情）

◎国道226号の整備促進
指宿市議会と指宿商工会議所の懇談会

国道226号の整備促進に向けた取り組み（国・県等の関係機関
への陳情）

青年部主催の二大花火大会

年越しカウントダウン花火
●
●

日時 平成30年12月31日㈪ 23：30〜
イベント会場 指宿漁協付近

荒天時は中止
● 指宿漁協前にてカレースープを無料配布
（先着200食）
●

いぶすき菜の花マラソン
ウェルカム花火

日時 平成31年1月12日㈯ 20：00〜
打上げ場所 指宿漁協付近
● 荒天時は1月13日㈰又は1月14日㈪に延期
●
●

商工会議所は各種検定試験を実施しています

検定試験で自信と技能を身につけませんか
簿 記（年３回実施）

販売士（年２回実施）

簿記は、企業の経営活動を記録・計算・整理して、
企業の経営成績と財務状態を明らかにする技能で
す。企業の経理担当者に求められる能力です。

業種・業態に関わらず、小売･流通業の成り立ち
や商品政策（マーチャンダイジング）から、店舗
運営、マーケティングまであらゆるノウハウを習
得できます。

いぶすき検定（年１回）

珠 算（年３回実施）

指宿の自然、歴史、文化、産業・経済から出題さ
れるご当地検定。郷土をよく知り、理解を深める
ことができます。

そろばんを学習することは脳の活性化に役立つと
いわれ計算力や暗算力はもとより、集中力や持久
力、記憶力なども養われるとして、今その効用が
見直されています。

指宿市共通商品券

見本

大切な人へ、心を込めて…地元買物運動推進中！
お問合せは

指宿商工会議所

電話 0993－22－2473

商品券普及特別企画「お楽しみ抽選券」当選番号発表
平成30年8月20日から12月14日の間に商品券をご購入された方に、1万円につき1枚の抽選券を差し上げました。
賞品の引き換えは1月4日㈮から1月31日㈭までの土日・休日を除く、午前9時から午後5時までとなりますので、当選
された方は指宿商工会議所まで抽選券をご持参ください。
１等 20,000円の共通商品券 ３本 140，411，504
２等 10,000円の共通商品券 ５本 25，83，109，159，329
３等 5,000円の共通商品券 ７本 24，152，364，375，464，497，533
４等 3,000円の共通商品券 15本 22，134，145，151，199，238，290，298，335，386，397，448，476，483，558
５等 1,000円の共通商品券 30本 3，7，11，29，44，57，124，144，160，177，200，214，217，246，279，296，334
336，345，378，381，396，406，418，432，434，452，477，493，560
※当選した共通商品券は中小取扱店専用の商品券となります。

お問合せ

指宿商工会議所

住所：〒891−0401 指宿市大牟礼1－15－13

電話：0993−22−2473

