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鹿島商工会議所第83回議員総会を開催しました。
　令和4年3月25日（金）清川にて第８３回鹿島商工会議所議員総会と永年勤続表彰式

を行いました。議員総会では令和4年度事業計画および収支予算案が承認されました。

また、永年勤続表彰式では役員・議員や会員事業所へ永年に亘り、勤務されている従業

員の方々を表彰しました。

令和4年　鹿島商工会議所第83回議員総会
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～コロナ禍を克服し、地域経済の再生を担う鹿島商工会議所の実現～
～相談してよかったの一言が聞きたくて～

鹿島商工会議所 令和４年度 事業計画 概要

事業計画　到達目標

(1) 新型コロナウイルス感染症に対する総合的な対策推進

●事業継続のための総合的支援の実施
●市と連携し,飲食店等の緊急支援,消費喚起策の実施

令和4年度の主な取り組み

(3) 各関係機関と連携した経営課題に対する取り組み強化

●各団体との意見交換会等の開催と連携の強化
●佐賀県商工会議所連合会総会・議員大会の準備

(2) 中小企業の経営課題に対する取り組みを推進

●経営発達支援計画認定に伴う伴走型支援の実施
●「かしまビジネスサポートセンター」の充実
●商店街資源を活かした賑わいのあるまちづくり
●インボイス制度導入支援を行う
●ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション)の推進
●地域の景況等の調査実施

事業計画　到達目標

(1) まちづくりに関する事業の取り組み強化

●ＪＲ長崎本線の利用促進の取り組みの実施
●JR肥前鹿島駅周辺整備への取り組み強化

令和4年度の主な取り組み

(2) 観光振興に関する事業の取り組み推進

●近隣商工会議所・商工会・観光協会との連携の推進

●関係団体・近隣市町との連携を通じ、あるいは独自
　で政策提言・要望活動を強化し、積極的展開を図る

III.政策提言・要望活動の積極的展開

I．中小企業・小規模事業者の経営基盤の維持強化

II.まちづくりと観光推進事業等への取り組み強化

事業計画　到達目標

(1) 国・県・市・ＪR九州への政策提言・要望活動を強化

令和4年度の主な取り組み

IV.商工会議所の活動と運営の充実

事業計画　到達目標

(1)会員増強につながる会員サービス事業の実施

●会員の皆さんに喜んでいただけるようサービスの
　充実を図る

●積極的に巡回訪問を実施し、会員サービスの充実を図る
●会報を年４回刊行し、商工会議所の見える化を進める

令和4年度の主な取り組み

(2) 青年部・女性会の活動の活性化

●青年部・女性会の活動の活発化を図る ●活動内容の充実を図る

(3) 事務局活動の活発化・効率化の推進と職員の資質向上

●新たな時代の地域ニーズに応える商工会議所を目指す
●部会・委員会を定期的に開催し、活動の活性化を図る
●事業の見直しや事務の効率化を図り経費節減に努める
●商工会館の耐震診断結果を確認し、今後の方針を決定する

現
状
確
認

・会員事業所等に対し、一層手厚い支援を実施していくことを基本に「中小企業・小規模事業者の事業継続と経営力強化」「地域の活性
化」という二つの使命・役割を担い、以下の4本を主要事業とし、取り組みを進めていく。

対
応
策

・新型コロナウイルス感染症により大きな経済的打撃を受け、厳しい経営環境にある。　・部品の納品遅れや資源価格や原材料費の上
昇によりコスト増加が続き、先行き厳しい状況。　・コロナ収束の目途も立たず、厳しい経済情勢がさらに長期化し回復の兆しが見通せ
ない状況。　・「事業承継」「人材確保・定着」「デジタル化」「新幹線西九州ルート開業に伴う在来線問題」「国道498号や有明海沿岸道
路など幹線道路網の整備」「ＪＲ肥前鹿島駅周辺整備」「中心市街地の活性化」など当地域において欠かせない課題が山積している。

●相談支援の強化と国県市の支援策の申請支援の実施
●飲食店や小規模事業者等への緊急支援事業の実施

●嬉野・太良の商工会や農協・漁協、武雄・伊万里・有田の商工
会議所との意見交換会等の開催と連携強化
●令和５年開催予定の総会、議員大会の準備を進める

●ＪＲ長崎本線の利用推進と、積極的な鉄道活用を進める
●新たな組織「肥前鹿島駅前推進会議」を中心に、県や市に
対し積極的に意見を発信し、賑わいのある肥前鹿島駅周
辺整備の実現に向けた取り組みを強化する

●新幹線開業効果を高めるべく連携し、県南西部を周遊し
ていただくような広域観光の取り組みを推進する

●国道４９８号の高規格道路での早期整備　●有明海沿岸
道路の早期整備　●ＪＲ肥前鹿島駅周辺の早期整備　●ＪＲ
長崎本線の利便性の向上　●中小企業・小規模事業者への
支援の充実

●事業継続力強化支援計画、次期経営発達支援計画の策定
●創業者支援を積極的に実施し、新規相談者を増やしていく
　【数値目標】相談件数：９００件
●次世代人材の活躍による、商店街の賑わいづくりの推進
　【数値目標】商店街イベントの開催２回
●インボイス制度の啓発活動と課税事業者の登録を支援する
●デジタルを活用した事業展開を目指す事業者を支援する
●地域の経済状況の把握調査を実施し、効率的活用を推進する

事業計画
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【収入の部】
98，464千円

【支出の部】
98,464千円

会館使用料 5%

雑収入 0%
積立金取崩入 0%

負担金
1%

繰越金7％

補助金
33%委託費

12%
交付金
4%

事業収入
20%

会費
18％

事業費
40％

給与費
33％

退職給与引当金 3%

福利厚生費 6%

管理費
8%

会館管理 6% 予備費 1%
公課分担金 3% 積立金 0%

収支予算

　令和４年３月２５日（金）開催の第８３回通常議員総会において、日本商工会議所会頭表彰の伝達３名と
鹿島商工会議所会頭表彰２０年以上の役員・議員の方々３名、会員事業所へ永年に亘り勤務されている
方 ９々事業所２５名の表彰式を行いました。
　受賞者は以下の方々です。

表彰受賞おめでとうございます表彰受賞おめでとうございます

◎日本商工会議所会頭表彰伝達
　鹿島商工会議所永年在任役員議員表彰者
役員・議員であって、就任期間が満20年に達した者

愛野　時興
中島　雅人
光武　博之

祐徳自動車株式会社
中島建設株式会社
合資会社光武酒造場

氏　名 事 業 所 名

◎鹿島商工会議所事業所永年勤続従業員表彰者

中村　雄二

溝口　幸一
富永　晴己
田平　孝弘
野中　　恒

峰松千代子
草野みえ子

津本　真一
大島　和也
陣内　康行
吉原　玲子
大石　昌彦

有限会社再耕庵タクシー

有限会社再耕庵タクシー
有限会社再耕庵タクシー
株式会社宮園電工
株式会社宮園電工

鹿島印刷株式会社
鹿島印刷株式会社

鹿島機械工業株式会社
鹿島機械工業株式会社
株式会社キタック
株式会社キタック
有限会社再耕庵タクシー

勤続４０年以上

勤続３０年以上

勤続２０年以上

氏　名 事 業 所 名
勤続５０年以上

松下　久昭
光武百合子
山﨑　和良

小笠原大志
小森　健介
平野　心健
堤　　直弘
野中　翔太
石橋　晴香
浅浪　克之
前中　　勉
国広誠一郎
髙見　　玄

有限会社再耕庵タクシー
有限会社再耕庵タクシー
株式会社宮園電工

株式会社有明清掃社
株式会社有明清掃社
株式会社有明清掃社
株式会社植松建設
株式会社キタック
株式会社フロンティア
株式会社フロンティア
株式会社宮園電工
有限会社山口木材
有限会社山口木材

勤続１０年以上

氏　名 事 業 所 名
勤続2０年以上
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社会保険料の変更

各種補助金

「佐賀県中小企業新事業チャレンジ支援補助金」

新分野への展開や業態転換、新商品の開発など
新たな事業へチャレンジする取り組みへの補助金

【取り組み事例】
・キッチンカー導入による移動販売
・ＥＣサイト活用による販売戦略
・自動化設備導入やデジタル化による生産性向上
・非対面型オンラインレッスンの提供
・脱炭素社会に向けたエネルギー対策として外部
給電器を導入

【対象者】
①佐賀県内に店舗や事業者を有する中小企業者
②２０２０年４月以降の連続する６ヶ月のうち、任
意の３ヶ月の合計売上高が、コロナ以前（２０１
９年１月１日から２０２０年３月３１日）の同３ヶ
月の合計売上高と比較して１０％以上減少して
いること

【補助金額等】
・補助率：対象経費の２／３以内
・補助額：下限５０円～上限２００万円以内

【公募期間】
※令和４年３月２９日（火）～５月２０日（金）

「小規模事業者持続化補助金」〈一般型〉

販路開拓へ取り組む事業への補助金

【取り組み事例】
・違うターゲットへサービス強化するための「店舗
改装」
・「パッケージを刷新」し他社との差別化を図る
・自社サービスを明確にした「看板設置」
・新サービスや商品を提供するための「新しい設
備導入」
・生産効率を上げるための「新しい設備導入」

【対象者】※常時使用する従業員数
・商業、サービス業（宿泊業・娯楽業除く）：５人以下
・サービス業のうち宿泊業、娯楽業、製造業その
他：２０人以下

【補助金額等】
・補助率：対象経費の２／３以内
・補助額：５０円以内

【申請期限】
・公募開始：３月中旬予定

詳しくは、鹿島商工会議所まで
お問い合わせ下さい。

コロナの影響を受けた事業者の方への給付金
です。

※申請には登録機関の事前確認が必要です。
　登録機関：金融機関、税理士、商工会議所等

事業復活支援金のお知らせ

年間売上高
1億円以下

※2 年間売上高
1億円超〜5億円以下

※2 年間売上高
5億円超

※2
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（令和4年1月1日～令和4年3月31日）

Ｔ Ｅ Ｌ

住所（大字）

増山いずみ

川良　祐二

藤永　光夫

中山　　博

筒井　良明

吉田美奈子

080-6377-1383

0954-69-0280

0954-62-4056

0954-66-2678

0954-69-0551

0954-62-0772

常 広

三河内

三河内

市 外

高津原

浜

業　種

美 容

介 護

建 設

林 業

整骨・鍼灸・整体

整 体

Dry Headspa 
Salon ILand

合同会社　グッド
リバーサポート

株式会社
ヒカリカッター

鹿 島 嬉 野
森 林 組 合

かしま鍼灸整骨院

ゆるめよっと整体

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！

新規会員様のご紹介

植松　直美（うえまつ　なおみ）

総務課長（総務全般）

家庭菜園・散歩

目まぐるしい時代の変化の中で商工

会議所に求められる役割も変わって

きました。私自身、時代に取り残され

ないように奮闘しているところです。

年齢を重ね、より丁寧な対応

を心掛けていきたいと思い

ます。

名　　前

趣 味

一 言

担当業務

皆さま、よろしく
お願いいたします！！

小規模企業共済

小規模企業共済とは、
「経営者のための退職金制度」です！

むつごろう共済制度

コツコツ節税、老後に安心

事 業 所 名 会 員 名

3つのメリット！

詳しくは、鹿島商工会議所まで
お問い合わせ下さい。

ドライ　    ヘッド　   スパ

  サロン　     アイランド

※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。

　今年度から“結婚祝金・出産祝金”の給付制度

を新しく設けました（最低１年以上の加入が必

須）。

　従業員の福利厚生としてはもちろん、個人事業

主・専従者の方もご加入いただけます。

詳しくは、鹿島商工会議所まで
お問い合わせ下さい。

福利厚生制度にご活用いただけます

6大生活習慣病入院一時金
ガン入院一時金・ガン先進医療一時金

健康増進に役立つ付帯サービスも
健診機関紹介サービス、禁煙外来紹介サービスなど

業務上・業務外を問わず

24時間保障
1年更新で医師の

診査なし
剰余金があれば

配当金も！
商工会議所独自の

給付制度も！
掛金は全額課税対象所得から
控除ができます。

掛金は1,000円～70,000円
まで、500円単位で選択でき、
途中で変更もできます。

節税

無理
なく

もしも
の時も

積立金を原資とした貸付制度
が利用できます。
※コロナ特例措置による無利子貸付も
ございます。（令和４年６月３０日まで）
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かしまビジネスサポートセンター

スケジュール

○サポート事例
・支援事業者：かしま鍼灸整骨院

（代表：筒井良明、鍼灸整骨院、地区：西牟田）
・お悩み：オープンまでの準備
・サポート内容：創業塾、SNS活用、数値計画作成

　代表である筒井さんは、医療を通じて人と関わる仕事

がしたいという小さい頃の夢を追い、令和4年3月1日、

鹿島市西牟田にて鍼灸整骨院をオープン。

　“身体の不調も美しさもここ1つで”をコンセプトに、

柔道整復師・鍼灸師として身体の不調や痛みを改善する

整体メニュー、美容鍼灸を用いたお肌のメンテナンスメ

ニューの2つの視点から、患者様一人ひとりのお悩みに

最良の提案と施術を提供されています。

　開業されるにあたり、当センターのかしま創業塾２０２

１に参加いただき、ビジネスプランの立て方や創業計画

書の作成方法などについて学ばれ、受講期間中も開業

に向けた準備を進められていました。

　また、林診断士による定例相談日を利

用いただき、一緒に数値計画の作成や

Googleマイビジネスの情報設定・

Instagramの投稿内容についてサポー

トし、口コミ高評価、売上目標を大きく上

回る実績に繋がっています。

講習会や個別相談会をはじめ補助金や相談日
などのスケジュールをお知らせします。４月

26日（火） 弁護士相談日

５月

１２日（木）

１２日（木）
～１３日（金）

２４日（火）

社会保険労務士相談日

税理士によるインボイス制度に
ついての個別相談会

弁護士相談日

６月

２日（木）

８日（水）
～９日（木）

２８日（火）

社会保険労務士相談日

税理士によるインボイス制度に
ついての個別相談会

弁護士相談日

※講習会・個別相談会・相談については
事前予約制となっております。

友達登録
お願いいたします

ＬＩＮＥ公式
アカウントQR

店舗ホーム
ページQR

代表：筒井良明 氏


