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員親睦ゴルフ大会が１月 日

ことを目的とした、役員・議

役員・議員の親睦を深める

バル」が指宿駅前で催された。

春節を祝う「春節フェスティ

とも大切にされる祝日である

２月５日
（火）
、中華圏でもっ

挨拶の後鏡割が行われた。外

原実行委員長、佐藤副市長の

び込み太鼓から始まり、下竹

ツマベニ少年太鼓による呼

の観光客や地域住民が訪れた。

した。
事務局より商工会議所の概
要やセミナーの説明に加えて、
今年 月に消費税軽減税率が

ローク・ダブルペリア方式で

最後は、春節をイメージし

健康・介護保険料率が変わります。
（平成31年３月分〜）

事業主のみなさまへ

平成31年２月分（３月納付分まで）

平成31年３月分（４月納付分から）

健 康 保 険 料 率

給与・賞与の 10.11％

給与・賞与の 10.16％

介 護 保 険 料 率

給与・賞与の

給与・賞与の

春節フェスティバル

例年、旧指宿市の各地区を

（水）に指宿ゴルフクラブ開

観光協会を中心とする指宿

国人観光客が鏡割に飛び込み

～外国人観光客を歓迎する～

対象に交代で実施している移

聞コースにて開催された。

インバウンドおもてなし委員

で参加するなど、大いに盛り

第 回
役員・議員親睦ゴルフ

動商工会議所を、２月７日

当日は、寒さも和らぎプ

会が主催し、今年で６回目を

上がった。その後も神舞、フ

平成 年度
移動商工会議所

（木）
に十町・東方地区、２月

レーのしやすい天候の中、参

迎える当フェスティバル。指

ラダンス、餅つきの披露など、

日（木）に西方地区で開催

ホールスト

様々な催しで来場者を楽しま

名は、

宿駅入り口と駅前足湯に、春

せた。

加者

節の期間に合わせて中華風ラ

プレー終了後は長寿庵に場

順位を競った。

また焼酎やさつま揚げ、青

ンタンを設置することにより

導入されるにあたり、複数税
率対応レジ導入に対する補助

雰囲気を高めた。

れた他、着物の着付け体験な

所を移し、表彰式・新年会も

ケットがスタート。いぶたま

ども行われ、来場した外国人

年部特製の豚汁などが準備さ

終始和やかな雰囲気に包ま

号をはじめＪＲで指宿を訪れ

は様々な日本文化に触れ楽し

金、市のリフォーム補助金、

当日は 時からマハロマー

れ、昼間のゴルフ談義に花を

た人々らを歓迎した。

催された。

咲かせつつ交流を深めた。な

その他補助金等の説明も行っ
また税務・経理・事業継承

お、優勝、ベストグロス賞共

た。
等で悩んでいる会員事業所に

旅館にチェックインした多く

んだ。

はエキスパートバンクやミラ

に野田善嗣氏
（㈱指宿フェニッ

た花火が打ち上げられると、

会場は旧正月を祝う雰囲気に
包まれた。

この時期のフラは南国指宿ならでは

夕方からは、市内ホテル・

サポなどの専門家派遣制度の

（特別協賛・指宿酒造㈱、㈲

クスホテル）が獲得した。

その後の懇親会では会員同

岡村商店、㈲大山甚七商店、

紹介も行った。
士交流を深めながら、活発な

岩崎産業㈱指宿いわさきホテ
ル、白露酒造㈱、㈱奈良、㈱

指宿市共通商品 券 の 普 及 に ご 協 力 下 さ い ! !
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シュウエイ、タツノスポーツ）

春節の雰囲気を演出

鹿児島支部（代表：099−219−1734）
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南会頭と野田善嗣氏

詳細：全国健康保険協会
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1.73％
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意見交換が行われた。

移動商工会議所の様子

1.57％
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女性会だよ り
平成 年
女性会新年会
１月 日
（月）
、吟松にて
「平

パワーハラスメント
について考える

な登場人物の視点から描かれ

当日は岩野女性会会長より

加え、会社にとっても優秀な

は、受けた本人であることに

の活動報告と供に、今年は女

の一員として、これからも地

ることができました。女性会

「今年も素敵なスタートを切

関係、様々な組織の中で、自

りました。会社、地域、友人

ナーを開催するにあたり、知

大盛り上がりのじゃんけん大会

あるが、一人の人間として相

手を思いやることが大切だと
述べた。

パワーハラスメントを
防ぐには

①相手の立場に立ち人権意識

を持って仕事に取り組む

観光で日本を元気に

指宿商工会議所

を招き講話がなされた。

まずパワハラについてのＤ

ＶＤを視聴し、パワハラがど

性会主催による、企業等にお

体系的に理解を深める内容に

のようにして起きるか、様々

ん大会も実施。番号が読まれ
ける人権研修としてパワーハ

なっていた。

発言できる時間も設けられ、

「パワハラというものは、指

人材の流出など様々な弊害が

性会の全国大会が鹿児島で開

域貢献活動など積極的に参加

らの権力や立場を利用するハ

セミナーでは、人権擁護委

と挨拶がなされた。

る事に繋がればと思います」

復興支援 シンボルロゴ・マーク

員の福﨑氏、櫻井氏、井手氏

②経営トップが先頭に立った

■ 縦組バージョン

の世間話等も交えながら、参
女性会関連事業所の賞品を

加者同士交流を深めた。
２月 日（火）、当会議所女

るたび、笑い声や歓声があが

ラスメント（パワハラ）につ

賭けたビンゴ大会とじゃんけ

るなど、大変盛り上がりを見

当日は、大山修一副会頭、
自身の事業の出店案内や近況

宿では存在しないだろうと私

生まれることを説明した上で、

ハラスメントの一番の被害者

福﨑氏は、パワハラを含む

いて学ぶセミナーが開催され

野田善嗣青年部会長、邉見重
報告など、積極的にマイクを

自身思っていました。しかし、

た。

英専務理事の３名も来賓とし
取り、各々のアピールをした。

どんなに気を付けていても、

また、マイクを持ち自由に

せた。

て出席した。

身近な場所で確かに起きてい

催されることから、「女性会メ

していきたいと思います」と

岩野女性会会長

相手を傷つけてしまうことは

るということを、このセミ

ンバー一丸となって盛り上げ

ラスメントが一つでも減少す

の挨拶が行われ、野田青年部
会長の乾杯の音頭でスタート
した。

講師の福﨑氏

続いて大山副会頭より来賓

語った。

会長より挨拶がなされ 年度

初めに、岩野千津子女性会

参加した女性会メンバーは、

会新年会」が開催された。

12

て行きましょう」と語られた。

30

会は和やかに進み、お互い

意識改革と相談窓口の設置

等、防止体制の確立

③職場の人間関係が委縮しな

いよう日頃からコミュニ

ケーションを図る

④研修などを通じ、一人一人

がハラスメントについての
知識を深める

ロゴ・マーク
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成 年の指宿商工会議所女性
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働き方実務対応セミナー
指宿港海岸 第

実務対応セミナー」が当会議

一浩氏を招いて「働き方改革

をボーナスで還元するなど従

げることができれば、その分

間を削減しながら、業績を上

対策も説明がなされ、残業時

備局・鹿児島港湾・空港整備

当日は、国交省九州地方整

関係者ら約 名が参加した。

のはな館にて開催され、委員

ショップがふれあいプラザな

保全推進協議会主催のワーク

として

働是正の３つの改革ポイント

最後に、蔵中氏は長時間労

前には試験養浜見学も行って

た導流堤の模型を見学。ＷＳ

明があり、原寸大で作製され

状況及び試験養浜について説

色及び導流堤の形状等につい

当日は、現在のわが国の雇

②仕事のルールや流れの見直

てグループ討議を行い、最後

回ワークショップ

第

回いぶすき
菜の花マーチ

１月 日（土）、 日（日）の

２日間で第 回いぶすき菜の

花マーチが開催された。

毎年コースの内容を変更す

ることで、参加するたびに違

う風景を楽しむことができる

当ウオーキング大会。今年は

なのはな館を発着とする９

コースに６６７８人が参加し

た。

日は、菜の花マラソンと

同じコースを歩く キロや、

新しい試みであるお菓子スペ

シャル３キロコースなどが

日の開会式では当会議所

あった。

の南会頭が開会挨拶を行い、

参加者に安全に気を付けなが

ら楽しんで下さいと激励の言

葉を送った。

コースも前日とは異なり、

また、ＷＳで見学した導流

いのペースで自身のウオーキ

見受けられ、参加者は思い思

両日とも参加する人々も多く

堤の原寸大模型は、地元親子

作製（約 ｍ）したものであ

ングを楽しんだ。

～試験養浜・導流堤模型を見学～

所にて開催された。
業員のモチベーションを維持

事務所より、現在の海岸整備

①従業員一人一人が早く仕事

おり、参加者はイメージを膨

働き方改革は、「長時間労

しと評価制度の見直しによ

27

～生産性向上や人材確保に繋げる～

蔵中氏は、社労士の枠にと
する事の重要性も説明がなさ

２月 日（土）、指宿港海岸

らわれず、 年におよぶ銀行
れた。

また、具体的な改正内容や

員としての豊富な経験を中小

１月 日
（火）
、講師に蔵中

企業の経営のために役立てな

用環境の説明を交えながら、
を終わらせるという意識改

らませた。見学後は、養浜の

がら、全国でセミナー等を開

働き方改革が制定された背景
革

催している。

から語られた。
働の解消」「非正規雇用と正

に各班１名が発表を行った。

③今後を見据えた機械化、Ｉ

る仕組み改革

の就労促進」という３本柱が

Ｔ化への積極投資、導入に

26

が「原寸大模型作製教室」で

導流堤原寸大模型作製教室（左）と試験養浜現場視察（右）の様子

り、慣れない電動ドライバー

を使って一生懸命取り組む子

どもの顔には時折笑顔がこぼ
れていた。

指宿市共通商品 券 の 普 及 に ご 協 力 下 さ い ! !
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規雇用の格差是正」「高齢者
あるが、その中の長時間労働

よる設備改革
が重要であると述べた。

の是正は、使用者のみならず、

参加者はセミナー終了後も

労働者にとっても短い時間で
高い成果を求められる厳しい

蔵中氏に質問をする姿も見ら
れ、「働き方改革という言葉は
よく耳にしていたが内容まで
は知らなかった。ここまで、
従来と変わって行くとは思わ
なかったので、しっかり復習
したい」と感想を語った。

激励を送る南会頭

70

27

42

30

27

26

23

導流堤原寸大模型を見学する参加者

27

29

内容であることが述べられた。

一浩氏
蔵中

20

4

５

所報
サービス

知ってトクするビジネスマナー

「ハラスメントへの対応」

昨今、ハラスメントは大きな社会問題となってい
ます。今回は、自社でハラスメントが起きた際の対
処の仕方をお伝えします。

人材育成コンサルタント

美月 あきこ

断することです。そうでないと、トラブルが拡大す
る可能性が出てきます。
ハラスメントが起きたら、その事実関係はさてお

ハラスメントが発生すると、その被害を訴えた社

き、被害者のケアを最優先に行います。
「あなたに

員はもちろん、職場全体の生産性も下がります。ま

も問題があったのでは？」
「神経質になり過ぎじゃ

た、その事象が外部に漏れると企業イメージが著

ない？」といった言葉は、被害者のメンタルを悪化

しく低下するなど、会社として大きな損失を被りま

させるだけ。
「眠れていますか？」
「食欲はあります

す。しかしながら、ハラスメントはいつ起きるか分

か？」と、まずは心身の状態を確認しましょう。そ

かりません。経営者としては、ハラスメントが起き

れらの状態が良くないと判断した場合、業務量を軽

た際に間違った対応をしないよう、社内で制度など

減する、医療機関への受診を促すなど配慮します。

を整備しておく必要があります。具体的には、まず

続いて、ハラスメントの確認作業に移ります。ヒ

ハラスメントの相談・苦情の受付窓口を常設しまし

アリング担当者はハラスメントの内容や被害の程

ょう。また、事実関係のヒアリングを行う担当者も

度、証拠の有無などを聞き取りますが、担当者に

任命しておきます。再発防止措置も必ず実施してく

は、被害者の話を途中で遮ったり、疑義を挟んだ

ださい。

り、否定的な発言をしたりしないよう指導してくだ

ハラスメントのヒアリング担当者は、被害を訴え

さい。大切なのは、被害者の話にしっかりと耳を傾

た社員に適切に対応できるよう柔軟に人員を配置し

ける姿勢です。また、加害者とされる社員にも発言

ます。特に、担当者が男性１人だと、女性が被害者

の機会を必ず与えるようにしましょう。

の場合、相談をためらってしまうかもしれません。

ハラスメントの対応が十分に整備されている企業

ヒアリング担当者は２人程度配置し、できれば、話

で は 、通 知・調 整・調 停・調 査といった 解 決 パ

しやすい女性社員を任命します。そして、被害者の

ターンが設けられています。解決パターンがまだ設

話を丁寧に聞き取るよう指導しましょう。

けられていない場合は、大まかな流れだけでも上役

ハラスメントの事実の判定と、解決策の決定・通

が決めておき、ハラスメントが起きた場合に会社と

知は、上役が行います。もちろん、経営者でも構い

して、冷静かつ緻密に対処できるようにしておきま

ません。このとき重要なのは、被害者のプライバシ

しょう。くれぐれも“ふた”をしてはいけません。

ーと情報を守ることと、客観的な事実に基づいて判

決断とは、

決めるに断つ。

ひとつ決めるには、

ひとつ断つこと。

書道家
武田
双雲

工事の発注及び下請 け は 会 議 所 会 員 事 業 所 に ! !

者で施行錯誤を重ね販売まで

に合った仕事をしてもらい、

四元氏は、「一人一人の性格
用している。

ら、指宿の歓楽街を背景に使

を盛り上げたいという思いか

至った。パッケージも、地元

その中で喜びや自信を見つけ

四元社長は「アットホーム

晴天では、作業に追われる

す。開発した商品が結果にな

が晴天の強みであると思いま

支援をしたらいいのか最初は

かな雰囲気の中、真剣に作業

取材に訪れた当日も、和や

ですが職員と利用者一丸と

職員の喜びです。課題は多い

う感じてもらえることが我々

独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している「小規模企業共済」の魅力は、掛金を払い込むと
きと共済金を受け取るときの両方で節税効果が得られることです。

会員事業所訪問

おじゃまします

㈱ひまわり
㈱ひまわりは、指宿市十町
にて就労支援事業所「晴天」
を運営している。
同社は、障がい等により企
業などに就職することが困難

社長の四元瑞穂氏が大学で
てもらう事が私たちの使命で

な雰囲気だからこそ、お互い

な人に対して、働く場所を提

学んだ福祉の知識を活かし、
あると思っています」と語っ

供している。

支援が必要な人々の力に成り
た。
日々の中でも四季折々の行事

のアイディアを重ねられるの

たいという思いから平成 年
出身が指宿ではない四元氏

ることで利用者の喜びや生き

に起業した。
は利用者にどのように声を掛

が催される等、利用所はいつ

分からなかったという。一つ

に打ち込む利用者の姿が見受

がいになると思いますし、そ

も笑顔だという。

一つ、現場で経験を積みなが

けられた。

す 」と語った。

なった挑戦は続いていきま

ら利用者との信頼関係を築い

晴天では、新商品の開発も

指宿市共通商品 券 の 普 及 に ご 協 力 下 さ い ! !

商品パッケージ

住所 〒891-0402
指宿市十町1518-16
TEL・FAX 0993（26）3121
利用日 月曜～金曜日
(祝日は除く)
※土曜日開所する場合あり
利用時間 9：00～15：00
定員数 20名

新たなる試み
積極的に行っている。
昨年発売された「スナック

㈱ひまわり

てきた。
現在は、 名の利用者が農
業をはじめ様々な仕事に従事
している。

Ｎｅｗたかな」は、チョコ
レートに高菜の漬物と指宿産
のソラマメや鹿児島産のキン
カンが入っている漬物スイー
ツである。

DATA

掛金は
毎月1,000～70,000
全額所得控除になります。

廃業時・退職時に、
共済金を受け取れます。
共済金は税法上
受け取りは一括・分割・併用の
「退職所得扱い」または
何れかを選べます。
「公的年金等の雑所得扱い」に
なります。

作業の様子

味の配合など、職員と利用

節税しながら現役引退後の生活資金や転業資金の確保に最適な制度です。

常時使用する従業員が２０人以下（商業・サービス業は５人以下）の個人事業主やその経営に携わる
共同経営者及び会社の役員であること。なお、サービス業のうち「宿泊業」
・
「娯楽業」を営む従業員
20人以下の事業者も対象となります。

Vol.
100

ければよいのか、どこまでの

27

社長の四元氏

指宿商工会議所（TEL 22－2473）まで

詳細・お問合せは

20

小規模企業共済
経営者にも退職金を

６

7

経営支援事業（案内）

無料

事業資金のことから売上アップや商品開発、店舗改装（レイアウト）
など経営に関することを何でもご相談いただけます。

『定例金融相談会』

毎月第２水曜日、日本政策金融公庫と連携した「金融相談会」を実施いたします。
４月、５月は下記の日程にて行いますので、是非、ご利用ください。

【日
【会

程】４月10日
（水）
・５月８日（水）
場】指宿商工会議所（13：00～15：00）

『経営よろず相談会』

毎月第４金曜日、鹿児島県よろず支援拠点による「経営よろず相談会」を実施いたします。
売上アップやものづくり支援、商品パッケージのデザインなど、経営に関するあらゆる相談に専門
家が応じます。４月、５月は下記の日程にて行いますので、是非、ご活用ください。

【日 程】４月26日
（金）
・５月24日（金）
【会 場】指宿商工会議所（10：00～17：00）

注) 経営よろず相談会は予約制で
す。相談時間は概ね1時間程度で
す。あらかじめ相談内容をお知らせ
ください。

詳細：鹿児島県よろず支援拠点（かごしま産業支援センター内）TEL 099−219−3740
お問合せ：指宿商工会議所

中小企業相談所

TEL 22−2473

工事の発注及び下請 け は 会 議 所 会 員 事 業 所 に ! !

議員変更のお知らせ
〃

新年会
指定管理者候補者選定
委員会

日

指宿港試験養浜現場見
学・模型製作教室・

日
指宿市自殺対策行動計

厚生委員会

ワークショップ
日
画策定委員会

３月の主要行事

食品商業部会例会

〇通常議員総会（ 日）

○部会・委員会

○三役会・常議員会

指宿インバウンドおも

〇新入社員研修会（ 日）

■ 月■

〃

日 役員議員ゴルフコンペ・

会

県連経理担当職員研修

ットワーク会議

日 南薩障害者就労支援ネ

当所議員の職務執行者が左
記の通り変更となりましたの
でお知らせいたします。
１号議員

氏

氏

有限会社協進建設
文輝
↓
芳雄
４日
〃

16
20 19

てなし委員会
春節セレモニー

春節フェスティバル

〃

５日
青年部役員会

十町・東方地区移動商

三役会

一般商業部会例会

６日
〃
７日
〃
工会議所
日 珠算検定

日 女性会役員会

編集後記

～会報制作にあたって～

情報をお寄せください

当所は、会議所ニュースい

ぶすきで、会員の皆様に関す

る情報を随時、紹介しており

新商品や新サービスを開発、

ます。

事業所として地域貢献を行っ

たなどの情報をお寄せくださ

い。なお、掲載内容につきま

しては紙面の都合上、希望に

添えない場合もございますの

でご了承下さい。

連絡先 ☎２２ー２４７３

指宿市共通商品 券 の 普 及 に ご 協 力 下 さ い ! !

渡瀬
上久保

事務局日誌

日 女性会新年会

■１月■

パワーハラスメントセ

県融資制度 中小企業振興資金

1.11%
1.8% 〜 2.4%

日本政策金融公庫 マル経資金

1.16% 〜 2.65%

日本政策金融公庫 普通貸付

〃

350事業所

日 マル経審査会

法人事業所

ミナー

会議所に入所してから、担当さ
せて頂いている、当会報誌。
最初は、何も分からずバックナ
ンバーを何回も見返し、文章を考
えていましたが、最近では「読み
手にここは伝えておきたい」とい
うものを、なるべく文章に織り込
むようにしています。
例えば会議所のセミナーは多く
の経営者の方に是非参加して頂き
たい内容ではあるものの、時間の
都合で参加できなかった方もいら
っしゃるので、ポイントを要約し
て載せています。
他にも事業所訪問の記事など、
取材し色々なお話を伺う中で何を
皆さんにお伝えするべきかという
部分に悩みますが、とても楽しい
です。
会員の方からも「編集後記まで
読んでるよ！」と言って頂くこと
もあり、とても嬉しい気持ちにな
ります。
まだまだ、指導を頂くことばか
りですが、この会報をより良い内
容にしたいと思いますので、「こん
な事も載せてみてはどうか！」等
会報記事について、小さな意見で
も気軽にお寄せ頂ければと思いま
す。
会報担当 業務課 増永

500事業所

倫理法人会講演会

日 スポーツコミッション
設立研究会

西方地区移動会議所

合同会議

中小企業支援に関する

員会

日 資格制度・人事管理委
〃
〃

日 キャッシュレスセミ
ナー

個人事業所

〃
日 法人会新春コンサー
ト・賀詞交観会
日 南薩地域合同研修会

日 菜の花マーチ（ 日ま
で）

日 派遣税理士協議会

サービス部会例会

会

日 かごしま国体広報委員

〃

850事業所

計

合

金利情報（平成31年１月24日現在）

事業資金

■

会員数（平成31年２月20日現在）

■

27

29

29
30
2

12 10

有限会社協進建設
代表取締役
上久保 芳雄 氏

27

13

23 21
24
26 25
29 28

14

15

８

