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　鹿島商工会議所４０周年の節目として発行しました記念誌を山口知事へ

贈呈するため、土井県議をはじめ、森会頭、愛野副会頭、有森専務理事が表

敬訪問しました。会員の皆様には６月上旬にお届けさせていただきました。

～山口祥義佐賀県知事への記念誌贈呈～

左から、土井県議、森会頭、山口知事、愛野副会頭、有森専務理事
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総会報告

【収入の部】
299,627千円

【支出の部】
282,887千円

【収支剰余金】
16,740千円

◎令和2年度事業報告

◎令和２年度収支決算

【総括的概要】
　令和２年度は新型コロナウイルス感染症の拡大がこれまでの社会経済活動に多大な影響を及ぼし、鹿島市では飲食、観光などの業
種を中心に売り上げが激減するなど、極めて厳しい経営環境であった。そのようなことから、令和２年度の商工会議所の活動としては、
新型コロナウイルス感染症への対応を重点的に行った。
　国・県・市の事業者の苦境を救済する多くの支援策を、わかりやすく情報提供し、申請支援を行うとともに、市の交付金を活用し、「家
めしキャンペーン事業」や「助かっ券事業」を実施し、会員事業者をはじめ小規模事業者の事業継続のための総合的支援を行った。ま
た、以下の事業についても取り組みを進めた。

（１）中小企業・小規模事業者の経営基盤強化の取組
　伴走型小規模事業者支援事業として創業塾を開催し、２６名が受講、そのうち５名が創業に至った。また、事業承継については、事業
承継支援員による訪問先が７８３事業所及び、事業承継診断実施が２１７事業所あった。かしまビジネスサポートセンターにおいて、支
援体制の強化を図り、前年より９９件多い８４８件の相談に対して支援を行った。商店街活動では、コロナ対策の一環としてオープンテ
ラス運営の社会実験を行い、８店舗が参加して、スカイテラスチャレンジ事業を行った。鹿島の企業を知ってもらう取り組みでは、２９
社による「企業説明会」を開催し、保護者を含む高校２年生１５９名の参加があり、その様子を録画し、ウェブ上でも公開した。関係機
関との連携では、太良・嬉野商工会や武雄・伊万里・有田商工会議所、農協・漁協との産業３団体との連携を深めた。また、佐賀県議会新
幹線問題対策等特別委員会や鹿島市議会常任委員会との意見交換会を開催し、商工団体としての意見を述べた。

（２）まちづくりと観光推進事業等への取組
　ＪＲ肥前鹿島駅周辺整備について、市による検討委員会の委員として意見を述べるとともに、市へ提出した提言書の構想策定委員
会を招集し、意見聴取を行った。令和３年度中に策定の市の基本構想に活かしていければと思う。

（３）政策提言・要望活動の積極的展開
　４月早々、市長に対し新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者への支援の要望を行った。また、佐賀県商工会議所連
合会として佐賀県知事へ要望を行い、特に鹿島商工会議所としては国道４９８号線の高規格道路としての早期整備を要望した。また、
九州中部商工連合会の副会長として会頭が、九州地方整備局と佐賀国道工事事務所へ有明海沿岸道路や国道４９８号の早期整備を
要望した。

（４）創立４０周年記念事業
　昭和５５年４月１日の創立からの４０周年を記念し記念式典を開催し、記念誌を発行した。

　なお、会員数が２年連続増加しており、これは「相談してよかったの一言が聞きたくて」のスローガンのもと、事業を進めてきた結果
と思いたい。

　第82回通常議員総会は、新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑み、６月２日開催の常議員会にて協議
の結果、書面にて開催となりました。

　令和2年度事業報告並びに収支決算については、書面決議の結果、承認されましたので、下記のとおりご報告いたします。

会費
6％

繰越金 4％

補助金
12% 委託費 5%

交付金
63%

事業収入
8%

会館使用料 2%

事業費
75％

給与費
10％

退職給与引当金
1%

福利厚生費 2%
収支剰余金 5%

管理費 2%
会館管理 2%

積立金 2%
公課分担金 1%
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補助金紹介

各種共済 節税を考えたことはありますか？

小規模事業者持続化補助金＜一般型＞

小規模企業共済 経営者のための退職金制度です。

メ
リ
ッ
ト

経営者のための退職金制度

掛金▶　月1,000円～70,000円の範囲で自由設定

1

取り組み

事例

　小規模事業者等が経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みを支援します。※交付決定前の着手は不可

・BtoCのサービスを強化するための「店舗改装」

・自社サービスを明確にした「看板設置」

・生産効率を上げるための「新しい設備導入」

・「パッケージを刷新」し他社との差別化を図る

・新サービスや商品を提供するための「新しい設備導入」

対象者：小規模事業者

商業・サービス業（宿泊業・娯楽業除く）
5人以下

補助率
対象経費の２／３以内

第6回締切
令和3年10月1日（金）

サービス業のうち宿泊業・娯楽業・製造業その他
20人以下

補助額
５０万円

第7回締切
令和4年2月4日（金）

※常時使用する従業員数

申請期限補助金額等

お問い合わせ：鹿島商工会議所　0954－63－3231

対象者：小規模事業者

商業・サービス業（宿泊業・娯楽業除く）
5人以下

補助率
対象経費の3／4以内

第3回締切
令和3年9月8日（水）

サービス業のうち宿泊業・娯楽業・製造業その他
20人以下

補助額
100万円

第5回締切
令和4年1月12日（水）

第4回締切
令和3年11月10日（水）

第6回締切
令和4年3月9日（水）

※常時使用する従業員数

※その他、各種補助金は「J-Net21」で検索できます

申請期限補助金額等

お問い合わせ：小規模事業者持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）コールセンター　03－6731－9325

感染防止対策費も追加申請可能

小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞
　小規模事業者が事業計画を作成して取り組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナ
を踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する取り組みを支援します。

小規模企業の個人事業主（共同経営者を含む）また
は会社等の役員の方が廃業や退職後の生活資金、事
業再建資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。

掛金は全額所得控除2

掛金は、全額が「小規模企業共済等掛
金控除」として、課税対象所得から控
除できます。

受取時も税制メリット3

共済金の受取は、一括の場合は「退職所
得扱い」、分割の場合は「公的年金等の
雑所得扱い」です。

セーフティー共済 取引先が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、貸付けが受けられます。

メ
リ
ッ
ト

掛金の10倍の範囲内で
最高8,000万円まで貸付け

1

「回収困難となった売掛金債権等の額」と「掛金総額
の10倍に相当する額（最高8,000万円）」のいずれ
か少ない額となります。償還期間は共済金の貸付金
額に応じて5年～7年（据置期間6か月を含む）で毎月
均等償還です。

貸付条件は
無担保・無保証人

2

共済金の貸付けは、「無担保・無保証
人」「無利子」です。ただし、共済金の
貸付けを受けますと貸付額の10分の
1に相当する額が積み立てた掛金総
額から控除されます。

掛金は税法上損金（法人）または
必要経費（個人事業）に

3

掛金月額は、5千円～20万円の範囲内
（5千円単位）で自由に選べます。

販路拡大の補助金をご存知ですか？



鹿島を元気に！
家計もお店も「助かっ券」

鹿島を元気に！
家計もお店も「助かっ券」

１、助かっ券の概要１、助かっ券の概要

　新型コロナウイルス感染拡大の影響により落ち込んだ景気を回復
するため、市民の皆さまの消費喚起を目的に、鹿島を元気に！家計も
お店も「助かっ券」第２弾が始まります。

　令和３年５月１日時点で、鹿島市に住民登録がある市民の皆さま
　１人につき、５００円割引券×８枚＝４,０００円分が配布となります。
　※一部店舗では４枚＝２,０００円分【緑の券】は使用できません。

２、助かっ券の使用可能期間２、助かっ券の使用可能期間
　令和３年７月１日(木)から令和３年９月３０日(木)まで

３、助かっ券の使い方３、助かっ券の使い方
　１,０００円以上の会計ごとに５００円券１枚が利用できます。

４、助かっ券の換金４、助かっ券の換金
　鹿島商工会議所 ２階 第１会議室にて令和３年７月１日(木)から令和３年１０月２８日(木)までの毎週月曜日及び
木曜日の９時３０分から１５時３０分まで（祝日は除きます）

５、助かっ券加盟店登録５、助かっ券加盟店登録
　鹿島商工会議所にて随時加盟店登録受付中です。
　詳しくは鹿島商工会議所へ（TEL:0954-63-3231）お問い合わせ下さい。
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助かっ券第2弾

インボイス制度

第２弾

『消費税の仕入税額控除の方式として
適格請求書等保存方式が導入されます』
『消費税の仕入税額控除の方式として
適格請求書等保存方式が導入されます』

　令和5年10月１日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額
控除の方式として適格請求書等保存方式（インボイス制度）が導
入される予定です。税務署長に申請して登録を受けた課税事業者
である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書（インボ
イス）等の保存が仕入税額控除の要件となります。適格請求書発
行事業者になるためには、令和３年１０月１日から登録申請書の提
出ができます。
　鹿島商工会議所では、インボイス制度における疑問などについ
て、税理士による個別相談会を実施します（１１月開催予定）ので、
お気軽にお問い合わせ下さい。

鹿島商工会議所（TEL:0954-63-3231）

今年度の
口座振替日は
７月２６日（月）
となります。

会費納入

令和３年度
年会費納入のお願い
令和３年度
年会費納入のお願い

また、口座振替でない方につきまして

は、９月末日までの会費納入にご協力
お願いします。金額等のご案内を後日発

送いたします。

▲この券は加盟店全店で使用できます

▲この券は一部大型店・チェーン店では使用できません
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（令和3年3月5日～令和3年6月2日）

事業所名 会員名 Ｔ Ｅ Ｌ 地区

笠継　雄智

吉丸　和博

古賀　真一

森　　昌子

山下　　浩

行徳　　敏

池田　博文

大隈　直代

中島　清光

中西　沙月

090-9590-6388

090-4489-8378

080-5281-5745

0954-69-1717

090-8418-4917

0954-78-9002

090-9798-7589

0954-63-1481

090-7165-8898

090-6772-0509

納富分

浜 町

井 手

古 枝

森

高津原

高津原

古 枝

高津原

古 枝

業　種

整体・痩身

電気工事

木工大工

ネイルサロン

お土産品販売

ネイルサロン

地域密着型
通 所 介 護

※情報公開にあたりましては許可を頂いた会員様のみ掲載しております。

整体＆痩身
に も の 手

吉 丸 電 設

古賀Ｓ建築

大 祐

つめ屋′H-style

合同会社ディサービス
のどかの里

やきとり・たい焼き
（飲食・持ち帰り）

やきとり・たい焼き
鹿 島 一 番

ギフト・雑庫
用品小売

シャディサラダ館
西 牟 田 店

システム開発、
酒類システム販売、
事務業務改善支援

salon de beaute
K I R E K A

株 式 会 社
バースシステム

職員紹介 鹿島商工会議所
職員を紹介します！
鹿島商工会議所
職員を紹介します！

●令和３年度の
　会長・副会長が決定！
　令和3年4月16日に定時総会が行われ、以下の
通り会長・副会長が決定いたしました。

●今年で青年部は
　40周年を迎えます！
　おかげさまで鹿島商工会議所青年部は創立40周
年を迎えます。これもひとえに支えて下さった皆様、
OB・OGの皆様のおかげです。今後とも変わらぬご
愛顧を宜しくお願い致します。

会　長　 溝上　祐介

副会長　 中島　　健

副会長　 馬郡　圭太

（株式会社兼茂）

（有限会社中島製作所）

（飯田自動車）

みぞかみ　　ゆうすけ

なかしま　　　　たけし

まごおり　　けい た

青年部ニュース

新規会員様のご紹介

●春の交通安全街頭キャンペーン
　（令和３年４月９日）
　春の交通安全県民運動に合わせて、道の駅鹿島に
て街頭キャンペーンに女性会正副会長をはじめ８名
で参加しました。
　樋口市長も参加され、ドライバーの方に反射タス
キや飲み物等を配りながら、安全運転の呼びかけを
行いました。参加してみて、改めて日頃から安全運転
を心がけようと感じました。

女性会だより

☆随時会員募集中☆

小野原康太（おのはら　こうた）

子供と遊ぶこと、サッカー、ゴルフ

事業者の方のお悩みを解決に導くサポート
など。（経営支援全般）

平成18年7月に入社して今月で15年が経
ちました。現在は事業者の方々のサポートを
行いながら日々勉強しております。物事の本

質を見極め、色んな方と連携しな
がら事業者の方々のお悩みをサ
ポートいたしますので、よろしく
お願いします。

名　　前

趣 味

担当業務

一 言

皆さま、よろしく
お願いいたします！！

随時会員募集中！！
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　鹿島商工会議所では会員･非会員問わず、御社の商品･サービス･

イベント等のチラシを会報へ同封し、会員企業である約800社にお送り
いたします。
　鹿島市を中心とする多数の企業に宣伝ができ、費用対効果も期待で

きます。費用等については右記のとおりです。ぜひご利用ください。

会報へのチラシ折込みスタート会報へのチラシ折込みスタート

※デザイン、印刷等は御社でしていただき、鹿島商工会議所では封入のみの作業となります。

費 　 　 用

チラシサイズ

枚 数

発 行 月

締 切 日

会　員（11，000円）

非会員（33，000円）

A4サイズ

約800部（前後する可能性があります）

発行月の１日まで。

４月、７月、１０月、１月の年４回。

かしまビジネスサポートセンター

活動理念

令和２年度実績

RUFU2010（代表：有森義弘　理容業、地区：西牟田）

TEL:0954-62-4980

◆「聞く」「見つける」「支える」をテーマに、地元企業の売上アップと経営改善に繋がるサポートをしてきます。

◆鹿島の経営ワンストップアドバイス窓口として、各分野の専門家と連携し、課題解決までサポートしていきます。

　かしまビジネスサポートセンターは開設より７年目を迎え、開設当初
と比べ、令和２年度は約３.２倍となる８４８件と順調に相談件数を伸ば
し、累計で約３,７００件の相談件数となっています。
　また、何度でも無料で相談利用できることから、新たな商品・サービス
開発時に相談利用いただいたり、創業前後で利用いただいたりと、年数
を重ねるごとに継続利用いただく中小企業・小規模事業者の方が増え
ています。
　さらに、集客の相談から始まり、実行するための補助金申請サポート
につながるなど、分野をまたいだ長期的な相談も増えています。

　平成22年に開業し、令和2年7月に新しく移転オープン。新店舗のコンセ
プトは「カルフォルニアの平屋」をテーマに「お店というよりも、家のようにリ
ラックスしていただきたい」空間になっている。オーナーの施術が評判を呼
び、若い世代の男性が多く通う人気店。新店舗では女性に優しいパウダー
ルーム併設の女性専用個室を設
置。また、今回補助金を利用して
導入した最新機器「ケアドライ」。
特徴は「音が非常に静か」「人手
が要らず、密をさけられる」。この
機器を導入してサロンワークの効
率がアップした。

269

平成27年

414

平成28年

680

平成29年

739

平成30年

749

令和元年

848

令和2年

～最新のドライマシン導入で顧客満足度も効率もアップ～～最新のドライマシン導入で顧客満足度も効率もアップ～

支援事業者

サポート内容
小規模事業者持続化補助金を活用し
「機器導入」「ホームページ制作」

お悩み
・女性客の来店促進
・サロンワークの効率アップ


