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商工連
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第二回女性部長会
（ＷＥＢ会議）開催

令和三年二月三日（水）に第二

回女性部長会を開催しました。

県内で新型コロナウイルス感染者

数が増加し、緊急事態宣言（ス

テージ４）が発令されたため、Ｗ

ＥＢでの開催となりました。

広瀬会長あいさつの後、「新型

コロナウイルスに関する差別・い

宮崎県商工会連合会では、一月十

別的対応が行われ、本県においても

国で感染者や医療従事者などへの差

所への掲示について呼びかけをお

を行い、女性部員への周知や事業

じめ・偏見・誹謗中傷追放宣言」
三日（水）、宮崎観光ホテルにおい

願いしました。

商工会長を議長に選出し、「小規模

議案審議では、小川輝久日之影町

会長及び広瀬美智子県女性連会長が

示すため、代表して髙野恵一県青連

一、ミニバレー大会の人数見直し

下について協議を行いました。

した。

ことができま

見交換をする

部長さんと意

いき、多数の

徐々に慣れて

印象でしたが、

たどたどしい

初めてのＷＥＢ会議で、最初は

三、令和三年度事業計画について

二、主張発表大会と交流会について

について

差別等追放宣言を行いました。

型コロナウイルス感染症に関し、全

臨時総会の開会に先立ち今般の新

新型コロナウイルスに関する
差別・いじめ・偏見・誹謗中
傷追放宣言

原案どおり承認されました。

ついて審議が行われ、全ての議案が

員等の配置数について」の三議案に

て」、「令和三年度以降の経営指導

和二年度収支予算書の更正につい

収支予算書の更正について」、「令

事業者事業継続給付金事業特別会計

続いて、広瀬会長を議長とし、以

事例が発生していることから、本会

小川輝久会長

て令和二年度臨時総会を開催しまし

議長を務める日之影町商工会

として三十五商工会の統一の意思を

淵上鉄一会長

た。

挨拶する宮崎県商工会連合会

宣言をする県青連髙野恵一会長と県女性連広瀬美智子会長
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宮崎県商工会連合会臨時総会を開催

～令和 2 年度収支予算書の更正など 3 議案を原案どおり可決承認～
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コロナ禍における中小企業・小規模事業者の
経営支援に関する緊急要望
令和3年1月に実施しました会員事業者への緊急アンケート調
査結果を踏まえ、令和3年2月16日、（一社）宮崎県商工会議所
連合会、宮崎県商工会連合会、宮崎県中小企業団体中央会の商
工3団体合同にて、宮崎県知事及び宮崎県議会議長へ緊急の要望
活動を実施しました。要望した内容は次の5項目で、知事、議長
ともに要望事項に対して全力で取り組むとのコメントを頂戴し
ました。この場を借りて、アンケートにご協力いただきました
会員の方に、感謝申し上げます。
左より淵上会長、河野知事、米良会頭、堀之内会長

＜要望内容＞
（１）中小・小規模事業者の事業継続に資する
給付金等制度の拡充
（２）所得税等の軽減及び納税猶予
（３）中小企業金融対策の拡充
（４）消費喚起・需要喚起策の継続・拡充
（５）雇用調整助成金の維持・拡充

様へ
拓を目指す皆

左より淵上会長、丸山議長、米良会頭、堀之内会長

販路開

持続化補助金（小規模事業者持続的発展支援事業）のご紹介
小規模事業者等が経営計画を策定して取り組む販路開拓や生産性向上のための取組を支援します。

補 助 額
一般型：上限50万円（※共同申請可能）
低感染リスク型ビジネス枠：上限100万円
ポストコロナ社会に対応したビジネスモデルへの転換
に資する取組や感染防止対策費（消毒液購入費、換気
設備導入費等）の一部を支援します。

補 助 率
一般型：2／3
低感染リスク型ビジネス枠：3／4
※感染防止対策費は補助対象経費のうち1／4
（または1／2※条件付き）を上限に支援します。

補助対象
○一般型：店舗の改装、チラシの作成、広告掲載など
○低感染リスク型ビジネス枠：オンライン化の為の
ツール・システムの導入、ECサイトの構築費など
※その他事業の詳細につきましては、最寄りの商工会まで
お問い合わせください。

令和元年度補正予算持続化補助金
（一般型）の今後のスケジュール
応募締切：令和 3 年 6 月 4 日（金）
当日消印有効（5 次締切）
※5 次締切後も申請受付を継続し、令和 3 年度
内には令和3年10月（6次）、令和4年2月（7次）
に締切を設け、それまでに申請のあった分を
審査し、採択発表を行います。

令和 2 年度第 3 次補正予算持続化補助金
（低感染リスク型ビジネス枠）
※J Grants による電子申請のみの受付となり
ます。
電子申請にあたっては、G ビズ ID［G ビズ ID
プライム］の取得が必要で、発行には 2〜3 週
間ほど時間がかかりますので、補助金の申請
をお考えの方は事前のID取得をお勧めします。
https://www.jgrants-portal.go.jp/
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商工会青年部員
募集中 !！
商工会青年部（宮崎県下35部、約600名が加
入）は、経営の勉強会・講習会を通じた自身の資
質向上、また地域振興事業として地域のイベント
企画、運営に取り組むなど、地域商工業の総合的
な発展や新しいまちづくりに取り組む団体です。
【加入資格】
満45歳以下で、①または②のいずれかに該当。
①商工会の法定会員となれる商工業者（個人事業
主、法人の役員）
②①の親族若しくはその後継者と認められる者で
あり、かつ、その事業に従事している者
【 部 費 】
各商工会青年部が定める額（月額1,000円程度）

活 動 内 容

若手経営者・後継者向けの研修会・
講習会を定期的に開催しています。

商工会青年部によるイベントの主
催、また地域で開催される祭りな
どへ出店協力しています。

地域貢献事業として、地域の清掃活
動・奉仕活動にも取り組んでいます。

【お問い合わせ先】最寄りの商工会へお問い合わせください。
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「小規模事業者持続化補助金」活用事例紹介
～看板設置、新サービス導入による認知度・売上アップ計画～

株式会社 ABUMI（延岡市三北商工会 北川支所）
企業概要
平成 25 年に現代表が祖父と死別し、残った遺品の整理をした際に、思い出の一杯
詰まった多くの遺品の処分に困惑し、同じように遺品整理に困っている方々のお役
に立ちたい、遺品売却など処分方法のアドバイスや清掃などのお手伝いがしたいという思
いから「遺品整理士」の認定を受け、平成 31 年 2 月に法人登記し、事業をスタートさせま
した。現在は、
（一般）遺品整理士認定協会の地区統括会員として、全国からの問い合わせ
に対応できる遺品整理業者として活動をしており、令和 2 年には遺品整理の優良事業所と
して認定されました。ご依頼の多くは、首都圏へ就職等により移動された方の実家の片付
け等で、県内のお客様からの依頼も徐 々に増えてきています。また、
「生前整理」や「遺品
整理業」をはじめとして、
「エンディングノートの書き方講習会」、
「終活セミナー」の開催、
「特殊現場における清掃」、
「ゴミ屋敷清掃」、
「空き家管理」
「お墓の維持管理」等のサービス
も行っています。
①補助事業に取り組んだきっかけ
新型コロナウイルスが蔓延していくことが言われ始めたとき、今後はウイルス等の除
菌作業の依頼が増えていくこと、また新型コロナウイルスによる孤独死が増えることで、
新型コロナウイルスの中での遺品整理等の作業が求められることを確信し、この宮崎で
コロナ禍でも除菌作業や遺品整理に対応できる会社を創ろうと決意しました。そのため、地元の商工会へ相談し、持続化補助
金を活用して新型コロナウイルス等にも対応できる除菌体制強化のため、オゾン燻蒸機の導入等による売り上げアップのた
めの計画を作りました。
②事業内容・効果
（1）事務所正面の看板の設置
お客様から事務所の場所が分からず通りすぎてしまったというご意見を何度も頂戴したため、事務所の正面に看板を設
置して視認性を高めました。また、事業内容等の詳細を明記したことで、近隣住民からも認知していただけるようになり、
依頼も増加し、売上アップに繫がりました。
（2）オゾン脱臭機の導入
新型コロナウイルスの除菌に対応したオゾン燻蒸機は高額なため購入を躊躇していましたが、補助金を活用できたこと
で、負担も少なく必要な作業を行えるようになりました。
特殊清掃作業場等（その部屋で亡くなられた現場等）においても１つの機械で消臭・除菌まで行えるため、作業効率がアッ
プし、作業時間の短縮によりお客様への負担も軽減されました。
（3）タイヤチェンジャーの導入
遺品整理の依頼の際に出ていたタイヤ付きホイールの処分においては、これまで外注にて対応していましたが、タイヤ
チェンジャーの導入により自社で行えるようになり、作業効率の改善と外注費用の削減につながりました。
③これからの目標
ホームページや新聞での広告も行ったことで、ご依頼も徐々に増えてきております。除菌作業においては、ウィルスという
見えない物に対する不安感はありますが、正しい知識とスキルでウ
イルスに対応していきたいです。
また、本業の遺品整理においても、これまで以上に質の高いサービ
スの提供を心がけ、全国に名前を知ってもらえるような会社にして
いきたいと思います。

株式会社 ABUMI（延岡市三北町商工会 北川支所）
所 在 地：宮崎県延岡市北川町川内名 2657 番地 4
代表取締役：坂本 尚久（さかもと なおひさ）
電
話：0982-27-5166
Ｕ Ｒ Ｌ：https://abumi.co.jp/
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経営革新計画承認企業の紹介
商工会では、経営支援の一環として、革新的な取組についての経営革新計画を作成し、県知事が認定する「経営革新制度」に
取り組む事業者の支援等を行っています。今回、令和 2 年度の経営革新計画承認企業の中から、以下の事業者についてご紹介い
たします。

株式会社ベルコード（高岡町商工会）
■自社概要
当社はランプベルジェパリ（※）の日本国総
正規代理店の日本で初となる公認特約店として
平成 26 年に創業しました。
ランプベルジェパリの商品は、約 500 度と
いう高温状態を保ち触媒燃焼作用により、消臭・
抗菌・芳香の効果が期待されるアロマ商品です。
当社は実店舗販売と EC 事業を通じて展開し
てきており、楽天・amazon・yahoo で主に販
売しています。

店舗外観

店内の様子

※約 120 年前にフランスで病院の空気の改善から手掛け、世界中にアロマの概念・優雅な香りを世界に広めている企業

■取組んだきっかけ
EC 事業を中心に展開しておりますが、お客様から「出張時・旅行時などに持ち運べるような手軽なアロマディフーザーはな
いのか？」との声を多くいただいたことで、お客様は他にどんなアロマ商品を必要としているのか考えるようになり、レビュー
などから徹底調査しました。お客様にアロマ効果の素晴らしさをより身近に体験していただき、いつでもどこでも安心・安全に
手軽に使えるアロマ商品の開発に取り掛かるため、今回の経営革新のテーマである“火・電気を使わず手軽に贅沢な空間演出を
実現するアロマ商品の開発”に着手しました。
■事業内容
新商品開発では、約 3 年間かけ自社開発の特殊な仕組みで火を使
わず高温状態の維持が可能となり、香りを広範囲で楽しめる商品と
なりました。またサイズもポケットに入るサイズで薄く、お手頃価
格の商品刷新に成功しました（国内外の特許出願済み）。また、初期
型商品のテスト販売（約 7 ヶ月間）も実施済みで、ニーズがあるこ
とも得ました。
しかし、新商品は手作業で製造しており、１時間あたりの製造量
は 40 個と販売体制が脆弱でした。そこで、補助金等も活用して設
備導入を行い、1 時間あたり 2,400 個の製造量と約 60 倍もの生産
性向上を図り販売体制を整えていっています。
■今後の目標
今後は、本商品を軸に新たな組合せ商品を開発し、これまで EC 事業で培ってきたノウハウを活用してプロモ―ション（広告
等）の制作・告知と、国内外の特許や商標などの知的財産権を取得し活用して、国内市場の規模の拡大および amazon が参入し
ている欧米等へグローバルに新分野展開していきたいと考えています。また、アジア圏に対しては、アリババ等の EC 事業に精
通している各国の企業と特約店等の契約を結び、国内外のブランドメーカー
としての業態転換へ挑戦していきたいです。
大変なコロナ時代だからこそ、今後の時流を想定し思い切った国内外の新
分野展開・業態転換の事業に取り組んでいきたいと思います。

代 表 者：大西 麗子
本店所在地：宮崎市高岡町上倉永 3 番地
店舗所在地：宮崎市大工１丁目 7-23
電 話 番 号：0985-82-4522
ホームページ：http://belle-arome.bell-code.co.jp/
インスタグラム：belle_arome
開発事業担当者
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事業の再構築に挑戦する皆様へ
ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための企業の思い切った
事業再構築を支援します。

対

象

新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を
目指す、以下の要件をすべて満たす企業・団体等の新たな挑戦を支援します。
1．申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と
比較して10%以上減少している中小企業等。
2．事業計画を認定経営革新等支緩機関等と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。
3．補助事業終了後3～5年で付加価値額の年率平均3.0%（一部5.0%）以上増加、又は従業員一人当
たり付加価値額の年率平均3.0%（一部5.0%）以上増加の達成。

中小企業
【通常枠】 補助額
100万円～6000万円 補助率 2/3
【卒業枠】 補助額 6,000万円超 ～ 1 億円 補助率 2/3
※卒業枠：400社限定。事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれ
かにより、資本金又は従業員を増やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠。
※中小企業の範囲については、中小企業基本法と同様。

中堅企業
【通常枠】

補助額 100万円～8,000万円
補助率 1/2 (4,000万円超は1/3)
【グローバルV字回復枠】 補助額 8,000万円超～1億円 補助率 1/2
※グローバルV字回復枠 : 100社限定。以下の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠
①直前6か月間のうち任意の3か月の合計売上高が、コロナ
以前の同3か月の合計売上高と比較して、15%以上減少
している中堅企業。
②補助事業終了後3〜5年で付加価値額又は従業員一人当た
り付加価値額の年率5.0%以上増加を達成すること。
③グローバル展開を果たす事業であること。

緊急事態宣言特別枠
上記1～3の要件に加え、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等によ
り影響を受けたことにより、令和3年1〜3月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で
30%以上滅少していること。
従業員数 5 人以下：100万円～ 500万円
中小企業 3/4
補助額 従業員数 6 ～ 20人：100万円～1,000万円
補助率
中堅企業 2/3
従業員数21人以上：100万円～1,500万円
※公募開始は、3月となる見込みです。
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歯科健診で笑顔の企業に！
歯と口の健康は、全身の健康につながり、生活を豊かにします。
是非、貴社でも歯科健診を実施し、従業員の皆様の健康を守りましょう！

宮崎県民の歯の事情
そしゃく

自分の歯が20本以上ある人と19本以下の人では、食事の内容や咀嚼機能の満足度に大きな差があることが分かってい
ます。豊かな人生のために、80歳で自分の歯を20本以上保つため、まずは60歳で24本以上の自分の歯を保つことを目
指しましょう！

出典「県民健康・栄養調査（宮崎県健康増進課）」/「国民健康・栄養調査（厚生労働省）」

従業員の健康づくり（健康経営）に取り組む企業を紹介します
宮崎県では、健康経営の模範的な取組を行っている企業等に対し、
「健康長寿推進企業等知事表彰」を行っています。
令和２年度に優秀健康長寿推進賞を受賞された「宮崎エプソン株式会社」では、積極的に歯科健診に取り組んでいます。

歯科健診の実施方法

受診率向上のため工夫していること

各自、歯科医院を予約し、受診する。後日領収書と申請用紙を健保
組合に提出し、補助分の払戻。
（対象）健康保険組合に加入している
20 歳以上の被保険者（本人）および被扶養者（家族）

社内イントラネットにて各々従業員が各検診補助の情報閲覧
や申請書の作成ができる環境が整っています。

従業員の声

健康のために取り組んでいること
感染症流行の時期前に手洗い啓発と併せて口腔ケアの意識向上イベ
ントを実施しています。
【内容】
手洗いチェッカーを利用しての手洗い手順確認、歯周病やむし歯の
原因や全身への影響に関する教材展示、口腔ケアの用具（歯間ブラシ
や歯磨きチェッカー等）の展示、参加者には歯磨きセットの配布等
【参加者の感想】
●指先や指の付け根といった洗い残しのポイントがわかった
●日々の歯磨きを意識して実施したい、口呼吸に気を付けたい

現在、力を入れていること
グループ会社全体で健康経営方針が発信されています。職場の組織
風土醸成を目的とした職場の健康づくりや従業員のこころとからだ
の健康づくり体制の強化が大きな重点項目となっており、毎年目標
値や計画を作成し、PDCA サイクル活動に取り組んでいます。

「めざせ！健康長寿日本一」

健康経営に積極的に取り組む企業等を表彰しています！

宮崎県では、健康長寿社会健康づくりに関する施策について、
分かりやすく紹介した動画を作成しています。

ひなた家動画を配信中！

お問合せ先
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今年度コロナ流行に伴い、健康づくりイベントの開催が困難
な中、休憩時間に上手に気分転換を行う方法の提案として、
「ほっと一息！リラックス会」を実施しました。
【内容】
休憩時間に食堂で、クラシック音楽を鳴らし、色々な種類の
緑茶やハーブ茶から好みのお茶を選び飲みながら気分転換の
方法を体験してもらう企画。
【参加者の感想】
飲み物の香りで落ち着い
た。音楽で職場との空気
感を区別できた。仕事を
離 れ リ ラ ッ ク ス で き た。
毎日実施してほしい。

宮崎県福祉保健部健康増進課
宮崎県口腔保健支援センター

TEL.0985-26-7078

Facebook
はこちら→

宮崎県では、健康長寿社会づくりの一環として、従業員やその家
族の健康づくりに模範的に取り組む、いわ
ゆる「健康経営」に積極的な中小企業や事業
所を表彰しています。
受賞された企業等の取組事例集を作成して
います。
詳しくは、宮崎県健康長寿サポートサイト
をご覧ください。
宮崎県 知事表彰 取組事例

検索

宮崎県では、
「いい歯で獲得、笑顔と健康」をキャッチ
コピーに、
「宮崎県歯・口腔の健康づくり推進条例」や
「宮崎県歯科保健推進計画」において、企業等における
歯科健診を勧めています。

商工連みやざき

令和 3 年 3 月

Vol.586

「ぼくのお父さん」

ぼくのお父さんのしごとは、
大門サイクル商会をやっていて、
バイクや自転車を売ったり、
しゅうりもしています。
ぼくは、お父さんがおしごと
をやっているところを見て、た
いへんそうだなとおもいました。
そのあとぼくは、てつだってあ
げました。
お父さんはほとんどがかいぎ
で、夜までまっているけど帰っ
てこなくてさびしかったです
だけどつぎの日お父さんがい
るのであんしんしました。
休みの日お父さんとよくいっ
しょにあそびます。なわとびを
したり、サッカーをしたりして
あそんでいます。お父さんはや
さしいし、ぼくがお父さんにた
のんだらすぐにあそんでくれま
す。休みがおわるとぼくは、学

大門サイクル商会

はるたか

﹇えびの市商工会﹈

だいもん

大門 春隆 くん

︵えびの市立真幸小学校二年︶

校に行くけれど、学校から帰っ
てお店に行くと、お父さんはむ
ずかしそうなかおをして、ぶひ
んをがったいさせています。
ぼくはそれを見て、がんばっ
ているということがわかりまし
た。
お父さんは、家でもつかれて
いるけど、お母さんにたのまれ
ていろんなことをしてがんばっ
ています。
お父さんは、こうぐやマフ
ラーでよくけがや手をやけどす
ることがおおいです。お父さん
はけがをしながらおふろには
いっていた、と言いました。ぼ
くはだいじょうぶかなとしんぱ
いするときがあります。
おとなになったら大門サイク
ル商会をつぎたいと思います。

4 月〜5 月 イベント・セミナーカレンダー
日程

4
月

イベント・セミナー名

会場

内容

主催者・問合せ先

４月１１日
（日）

はんきゅう
軽トラ市

清武文化
会館前

海産物・工芸品・竹細工・雑貨・手芸・
コーヒー・みそ・醤油・たこ焼き等、様々な
商品を見ながらお買い物をしていただい
ています。（午前9時～12時まで開催、雨
天決行）

４月１５日
（木）

賑わい
年金の日朝市

山之口駅前
広場

年金支給に併せて行われる人気の朝市
です。

山之口町商工会
（0986-57-2016）

４月２５日
（日）
８：００～
１１：４５

定期朝市
「トロントロン
軽トラ市」

川南町
トロントロン
商店街

約１３０台の軽トラックが軒を連ね、毎月
約１万人が訪れる朝市。

まちづくり
トロントロンTMO
（0983-27-0501）

早馬神社

早馬神社境内で五穀豊穣を祈願するジャ
ンカン馬踊りをはじめ、県内各地の郷土芸
能が奉納されます。奉納が終わると各地
区に繰り出して踊りを披露する「庭もどし」
も行われます。

三股町観光協会
（0986-52-9085）

はんきゅう
軽トラ市

清武文化
会館前

海産物・工芸品・竹細工・雑貨・手芸・
コーヒー・みそ・醤油・たこ焼き等、様々な
商品を見ながらお買い物をしていただい
ています。（午前9時～12時まで開催、雨
天決行）

清武活性化委員会
（0985-85-0173：
清武町商工会）

定期朝市
「トロントロン
軽トラ市」

川南町
トロントロン
商店街

約１３０台の軽トラックが軒を連ね、毎月
約１万人が訪れる朝市。

まちづくり
トロントロンTMO
（0983-27-0501）

４月２９日
（木）

５月９日
（日）

早馬まつり

5
月
５月２３日
（日）
８：００～
１１：４５

清武活性化委員会
（0985-85-0173：
清武町商工会）

(注)新型コロナウイルス感染症の影響により中止・延期となる場合がありますので、詳細は主催者・問合せ先にお尋ねください。
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