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令和3年11月26日、令和3年度補正予算案が閣議決定されました。
経済産業省関係の予算案から、中小企業・小規模事業者に関係する支援施策等の

ポイントについて掲載します。（※国会で決議された場合の予算です）
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特集

2

FEATURE

新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人
事業主に対し、地域・業種を限定せず、来年3月までの見通しを立てられるよう事業規模に応じた額が
一括支給されます。
対 象 者

開 始 時 期
給 付 額
上 限 額

新型コロナの影響で、2021年11月～2022年3月のいずれかの月の売上高
が50％以上または30～50％減少した事業者（中堅・中小・小規模事業者、フ
リーランスを含む個人事業主）
補正予算成立後、所要の準備を経て申請受付開始予定
5か月分（11月～3月）の売上高減少額を基準に算定
事業規模・売上高減少率に応じて以下のとおり

対 象 者

開 始 時 期
無利子上限

無利子期間
貸 付 期 間
据 置 期 間

新型コロナの影響で、売上が減少した中小企業
（小規模個人▲5％、小規模法人▲15％、その他▲20％）
受付中（期間を今年度末まで延長）
日本政策金融公庫（中小）3億円、（国民）6,000万円
商工組合中央金庫3億円
当初3年間
運転資金15年以内、設備資金20年以内
最大で5年

1．事業復活支援金【2兆8,032億円】

政府系金融機関による実質無利子・無担保融資及び商工組合中央金庫の危機対応融資が年度末
まで延長されます。また、日本政策金融公庫による資本性劣後ローンと伴走支援型特別保証が来年度
も実施されます。

日本政策金融公庫による実質無利子・無担保融資及び商工組合中央金庫の危機対応融資が年度
末まで延長されます。

２．資金繰り支援【1,403億円】

政府系金融機関による実質無利子・無担保融資

対 象 者

開 始 時 期
融 資 上 限
保 証 料
保 証 期 間
据 置 期 間

新型コロナの影響を受け、売上が15％以上減少した中小企業で、金融機関の持続的な伴走型支援を
受けながら経営改善に取り組む者
受付中（来年度も実施）
6,000万円（現在は4,000万円）
原則0.2％
最大で10年
最大で5年

対 象 要 件

開 始 時 期
対 象 経 費

①　2020年4月以降の連続する6か月間の内、任意の3か月間の合計売上高がコロナ以前と比較して
10％以上減少していること（グリーン成長枠を除く）

　　※　複数事業者が連携する場合は売上高減少分の合算が可能
　　※　現行の対象要件「2020年10月以降の連続する5か月間のうち、任意の3か月の合計売上高

がコロナ以前と比較して5％以上減少していること」は撤廃
②　事業再構築指針に沿った事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること
　　（補助額3,000万円超は金融機関も必須）　　等
令和4年以降（補正予算成立後、詳細を調整）
建物費（移転に伴う一時的な貸工場等の賃借料についても建物費の一部として認める）、機械装置・シ
ステム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連
経費、広告宣伝・販売促進費、研修費
※一部の経費については上限等の制限あり

金融機関の伴走を条件に保証料が引き下がる伴走支援型特別保証が、利用上限額を引き上げたうえで、来年度も実施
されます。

新型コロナウイルス感染症の影響で2020年4月以降の売上高が10％以上減少した中小企業等に対し、新分野展開や
業態転換等の事業再構築に係る設備投資等が補助されます。従来と比べ、売上高減少要件を一部緩和するなど使い勝手
が向上します。

最低賃金枠
最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に
業況の厳しい事業者に対する支援

回復・再生応援枠
引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者に
対する支援

通常枠
事業再構築に取り組む事業者に対する支援

大規模賃金引上枠
多くの従業員を雇用しながら、継続的な賃金引上げに取り組む
とともに、従業員を増やして生産性を向上させる事業者に対す
る支援

グリーン成長枠
研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン成長
戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取り組みを行う
事業者に対する支援

500万円、1,000万円、
1,500万円
（※2）

中小　3/4
中堅　2/3

中小　2/3
中堅　1/2
（※3）

中小　1/2
中堅　1/3

2,000万円、4,000万円、
6,000万円、8,000万円
（※2）

1億円

中小　1億円
中堅　1.5億円

伴走支援型特別保証

対 象 者

開 始 時 期
融 資 上 限
貸 付 期 間

新型コロナの影響により、キャッシュフローが不足する企業や一時的に財務状
況が悪化したため企業再建等に取り組む企業
受付中（来年度も実施）
日本政策金融公庫（中小）10億円、（国民）7,200万円
5年1か月、7年、10年、15年、20年

資産査定上「資本」とみなせるため、民間金融機関の支援が受けやすくなる日本政策金融公庫によ
る資本性劣後ローンが来年度も実施されます。

日本政策金融公庫による資本性劣後ローン

３．事業再構築補助金(中小企業等事業再構築促進事業)【6,123億円】

売上高減少率

▲50％以上
▲30～50％

個人

50万円
30万円

法人
年間売上高
1億円以下
100万円
60万円

年間売上高
1億円超～5億円
150万円
90万円

年間売上高
5億円超
250万円
150万円

※元本については、期限一括償還
※1　補助下限額は100万円　※2　従業員規模により異なる
※3　6,000万円超は1/2（中小）、4,000万円超は1/3（中堅）

申請類型 補助上限額（※1） 補助率
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ものづくり補助金（ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業）

中小企業・小規模事業者の設備投資、販路開拓、IT導入を支援する中小企業生産性革命推進事業について、現行の通常
枠の一部が見直され、新たな特別枠が創設されます。また、新たに事業承継・引継ぎ補助金を追加し、中小企業の生産性向
上や円滑な事業承継・引継ぎが一層強力に推進されます。

革新的製品・サービスの開発、又は生産プロセス等の改善に必要な設備投資等を補助する制度です。また、業況が
厳しい中で賃上げ等に取り組む中小企業向けに特別枠を設け、優先採択や補助率の引き上げが行われます。さらに、
「中小企業グリーン・デジタル投資加速化パッケージ」として、新たにデジタル枠・グリーン枠が設けられ、補助率や上
限額が引き上げられます。

４．中小企業生産性革命推進事業【6,123億円】

通常枠
回復型賃上げ・雇用拡大枠
デジタル枠
グリーン枠

750万円、1,000万円、1,250万円

1,000万円、1,500万円、2,000万円

1/2(小規模事業者・再生事業者は2/3)

2/3

申請類型 補助率補助上限額
（従業員規模により異なる）

持続化補助金（小規模事業者持続的発展支援事業）
小規模事業者が経営計画を策定して取り組む販路開拓費等を補助する制度です。また、賃上げや事業規模拡大（成
長・分配強化枠）、創業・後継ぎ候補者の新たな取組（新陳代謝枠）、インボイス発行事業者への転換（インボイス枠）と
いった環境変化に関する取り組みに特別枠が設けられます。

通常枠
成長・分配強化枠
新陳代謝枠
インボイス枠

50万円
200万円
200万円
100万円

2/3
（成長・分配強化枠の一部の類型におい
て、赤字事業者は3/4）

申請類型 補助率補助上限額

IT導入補助金（サービス等生産性向上IT導入支援事業）
業務効率化やDXのために導入するITツール等の費用を補助する制度です。インボイス制度への対応を見据えた会
計ソフト等の導入をこれまで以上に推進するため、補助率の引き上げやクラウド利用料2年分の補助、PC等のハード
購入補助も行われます。

ITツール
（会計ソフト、受発注システム、決裁ソフト等）
PC、タブレット等
レジ等

～50万円
50～350万円
10万円
20万円

3/4
2/3
1/2
1/2

申請類型 補助率補助上限額

事業承継・引継ぎ補助金（事業承継・引継ぎ支援事業）
事業承継・引継ぎに係る取組が、年間を通じて機動的かつ柔軟に支援されます。事業承継・引継ぎ後の新たな取組

に関する設備投資・販路開拓など経営革新に係る費用や事業引継ぎ時の専門家活用費用(※)、事業承継・引継ぎに関
する廃業費用などが補助されます。
※ セカンドオピニオンを含む。仲介・FA手数料は｢M＆A支援機関登録制度｣に登録された者の支援に限る 

150万円～600万円 1/2～2/3
補助率補助上限額

令和3年度補正予算案の詳細は、下記のHPをご確認ください。
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2021/hosei/index.html
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11月17日（水）、鹿児島市の「ホテルレクストン鹿児島」において、日本貿易振興機構（ジェトロ）海外
調査部　国際経済課　課長代理　古川 祐氏をお招きし、「コロナで変わった海外の販路開拓」につい
て講演いただきました。当日は、新型コロナウイルス感染防止の観点からハイブリッド形式により開催
しました。
講師は、「新型コロナウイルス感染症等の影響で、グローバルビジネスの環境は急激に変化してお

り、柔軟な対応が求められる。アフターコロナに適応するため、
『非対面・非接触』『多角化』『多元化』『可視化』がキーワードと
なるだろう。海外に向けた販路開拓は、コロナ禍における販売
戦略の見直しにより、越境ECを活用する企業が増加した。大企
業中心の脱炭素化の取り組みは今後中小企業に推移し、取り
組みの有無は海外販路開拓を左右することも考えられる。」と
述べました。
参加者は海外へ向けた販路開拓に関心が高く、自社の事業
と照らし合わせて、今後のイメージ作りに役立った様子でした。
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11月26日(金)、鹿児島市の「鹿児島サンロイヤルホテル」において、小企業者組織化特別講習会
を開催しました。経済評論家としても活躍される久留米大学　商学部　教授　塚崎 公義氏を講師
に、アフターコロナの経済と人生100年時代を賢く生きる心
得についてお話しいただきました。当日は、新型コロナウイル
ス感染防止の観点からハイブリッド形式により開催しました。
塚崎氏は、コロナ禍という未曾有の事態で、景気は感染状況
や政府の対応などによるため予想が非常に難しいとした上で、
コロナが日本の景気に与えた影響や政府の財政政策等の成
果、金融機関や海外の情勢などについて解説しました。 
参加者はコロナ禍の経済や今後の見通し等について理解を
深め、今後の経営等に役立つ講習会となりました。

中央会の動き

海外の販路開拓について学ぶ
～販路開拓講習会を開催～

コロナ後の経済と人生 100年時代を生きる心得について学ぶ
～小企業者組織化特別講習会を開催～

11月25日（木）、横浜市の「パシフィコ横浜国立大ホー
ル」において、第73回中小企業団体全国大会が開催されま
した。本大会は『人を「絆(つな)ぐ」・組織を「結(むす)ぶ」・地
域を「紡(つむ)ぐ」』をテーマに掲げ、萩生田光一・経済産業
大臣、武部新・農林水産副大臣、黒岩祐治・神奈川県知事、
山中竹春・横浜市長、関根正裕・株式会社商工組合中央金
庫代表取締役社長等のご臨席の下、全国の中小企業者・組
合関係者ら約1,700名が参加しました。
これと併せて、本大会では、優良組合（35組合）、組合功
労者（76名）、中央会優秀専従者（20名）の表彰が執り行わ
れ、本県からは、優良組合1組合、組合功労者2名が受賞さ
れました。
次回の第74回中小企業団体全国大会は、令和4年11月
10日（木）に、長崎市の「出島メッセ長崎」において開催する
ことが発表され、大会旗が森会長から石丸忠重長崎県中央
会会長へ継承されました。
大会終了後、感謝の夕べが開催され、岸田文雄・内閣総
理大臣、甘利明衆議院議員、宮下一郎衆議院議員、滝波宏
文参議院議員をはじめとする多数のご来賓がご臨席され
ました。

 Ⅰ ．中小企業・小規模事業者等の経営強靱化・成長促進支援等の拡充
Ⅱ ．中小企業・小規模事業者の実態を踏まえた労働・雇用・社会保険料対策の推進
Ⅲ ．中小企業・小規模事業者の積極的な事業活動を支える環境整備

栄えある受賞を心よりお祝い申し上げます
　優 良 組 合 鹿児島県旅行業協同組合
　組合功労者 芝　　幸宏（鹿児島県自動車車体整備協同組合　理事）
　組合功労者 鳥部　敏雄（鹿児島物流ネットワーク　理事）

第 73回中小企業団体全国大会を神奈川県で開催！

大会決議事項

本県の表彰者

当日の会場の様子

当日の会場の様子

大会旗を継承する石丸忠重会長
（長崎県中小企業団体中央会）

岸田文雄内閣総理大臣と
森洋全国中小企業団体中央会会長
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12月1日(水)、鹿児島市の「ホテルレクストン鹿児島」におい
て、「個人の幸福と企業の活力を共にかなえるダイバーシティ
推進～ダイバーシティ推進の鍵を握る職場におけるジェン
ダー平等推進～」をテーマに、女性キャリアアップセミナーを
開催しました。鹿児島県の「職場におけるジェンダー平等推進
事業」アドバイザー派遣を利用し、オフィスピュア　代表　た
もつゆかり氏を講師にお招きしました。
セミナーでは、ジェンダー平等に向けた取り組みやその背
景、今後の課題等について解説がありました。たもつ氏は、日
本経済における重要な課題として「男／女であることで個人としての能力が十分に発揮されない構
造となっている」ことを挙げ、「ぜひ自社の体制についても見直してみてほしい」と話し、参加者は経
済におけるジェンダー平等に向けた取り組みの必要性について理解を深めました。
また、鹿児島県男女共同参画室職員から「職場におけるジェンダー平等推進事業」について、積極
的に活用していただきたいとの呼びかけがありました。

企業等にアドバイザーを派遣し、ジェンダー平等推進に向けた取組を支援するものです。
ぜひご活用ください。
http://www.pref.kagoshima.jp/ab15/kurashi-kankyo/
　　　　　　　　　danjokyoudou/joseikatuyaku/genderequalityr3.html

11月19日（金）、鹿児島市の「mark MEIZAN」において、
県内の食品関連の組合や事業者で組織する鹿児島県食品産
業協議会（藤安秀一 会長、58会員）が「かごしま食品産業
フェア」を開催しました。
会員企業等11社が出展し、会員相互での情報交換や来場し
たバイヤーに自社製品のPRが行われました。また、自社及び
自社商品PRのプレゼン動画を撮影し、オンラインで同時配信
しました。
その他、フードコーディネーター　杉水流 直子氏監修によ
る出展者商品のアレンジレシピ試食会も行われ、来場者に振
舞われました。
参加した企業は、他社の展示された商品にも良い刺激を受
けた様子で、バイヤーとの商談も進み、新たな取引先の確保
にも手応えを感じたようです。また、アレンジレシピ試食会で
は、商品そのものの味を活かした商品の組み合わせに可能性
を見出した様子でした。

職場におけるジェンダー平等について学ぶ
～女性キャリアアップセミナーを開催～

かごしま食品産業フェア
～鹿児島県食品産業協議会が交流・商談会を開催～

　令和3年秋の叙勲・褒章受章者が発表され、本県の組合関係では以下の方々が受章の栄に浴されました。
心よりお慶び申し上げますとともに、今後ますますのご活躍を祈念申し上げます。

黄綬褒章 荒木　秀樹　氏
  （鹿児島県薩摩焼協同組合 理事長、現 ㈲荒木陶窯 代表取締役）
黄綬褒章 野崎　輝德　氏
  （アド木工協同組合 監事、元 ㈲輝広 代表取締役）
黄綬褒章 福重　安治　氏
  （川薩電気工事工業協同組合 理事長、現 ㈱福重電工 代表取締役）

トピックス

令和 3年秋の叙勲・褒章
～鹿児島県組合関係の受章者～

本県組合関係の受章者

令和 3年度環境保全活動優秀団体表彰式開催
～協業組合ユニカラーが表彰される～

11月4日(木)、令和3年度環境保全活動優秀団体表彰式が鹿
児島県庁で行われ、協業組合ユニカラー（日置市、岩重昌勝理事
長）が表彰されました。県は、地域において、環境保全に向けた具
体的な実践活動を行い、その活動が特に優れて、他の模範とな
るなど顕著な功績のあった団体・個人を環境保全活動優秀団体
として表彰しています。

高齢化、人口減少による放置竹林問題を解決するため、間伐
した竹で紙を作る技術を中越パルプ工業とともに確立し、竹紙
を環境型資源として活用する環境保全活動を拡げてきました。
令和2年、海洋汚染の原因となるプラスチックごみ削減、荒廃

した竹林整備、里山再生の実現を目的に県産竹紙を100％利用
した「薩摩竹紙ストロー」を開発しました。

協業組合ユニカラーの活動

当日の会場の様子

プレゼンの様子

フェア会場の様子

鹿児島県「職場におけるジェンダー平等推進事業」アドバイザー派遣について

表彰式の様子 ( 一番右が岩重理事長 )

竹紙ストロー
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　11月10日(水)、鹿児島市の「鶴嶺神社」で、鹿児島県菓子
工業組合（岩田英明理事長）による、かるかん奉納祭が行わ
れました。
　かるかんは、自然薯（山芋）や米粉を練り合わせて作られ
る鹿児島を代表する銘菓です。
　幕末の薩摩藩主 島津斉彬公が進めた集成館事業により
製造・改良された米粉・白砂糖等に菓子技術が加わり、鹿児
島名産かるかんが誕生したことにちなんで、島津家歴代当
主を祭る鶴嶺神社で毎年自然薯が旬を迎える時期に開催
されています。
　今回の奉納祭では、鹿児島の菓子文化の更なる発展を願
い、県内19社が製造する「かるかん」を始めとした自慢の菓
子が奉納されました。

かるかん奉納祭 開催
～鹿児島県菓子工業組合～

第 32回薩摩焼フェスタ 開催
　12月1日(水)から12月5日(日)の5日間、鹿児島市の「かごしま
県民交流センター」において、第32回薩摩焼フェスタ（主催：さつ
ま焼フェスタ実行委員会）が開催され、県内各地から26の窯元
が出展し、器や茶器、花器等の展示・販売が行われました。
　今回のテーマは「『おうち時間』を楽しむ器展」として、参加した
窯元がそれぞれ特色のある作品を持ち寄り、「おうち時間の楽し
み方」を器で表現しました。
　鹿児島県薩摩焼協同組合の荒木秀樹理事長は「『おうち時間』
を楽しんでいただくために窯元全員で企画展示を練り上げ、大変
好評いただいている。コロナ禍で厳しい状況ではあるが、その分
作品に思いを込めた。いまは力を溜めて、コロナ後に向けて品質
を向上させていきたい。」と述べました。
　その他、ろくろ成形の窯元実演コーナーやチャリティーオーク
ション、来年の干支 寅（とら）にちなんだ作品展示即売会等も行
われ、来場者は出展者と交流しながらお気に入りの作品を探して
いました。

展示即売会の様子

奉納祭の様子 ( 前列右から 3番目が岩田理事長 )

『おうち時間』を楽しむ器展の作品
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（令和 3 年 10 月）
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INFORMATION

令和3年10月期における鹿児島県内45組合（傘下組合員数4,160社）の景況は次のとおり。
【前月比】
「売上高」が3ポイント改善した。県独自の緊急
事態宣言、まん延防止等重点措置の解除や新型
コロナウイルスの感染者数減少を受け、人の動き
は戻りつつあるようだ。
一方、燃料価格の急騰や原材料・資材等の値上
げ等により、「収益状況」が悪化した。また、コロナ
対策の融資返済時期が迫り、資金繰りを懸念する
声も上がっている（商店街（鹿児島市））。

　DI値とは、前月又は前年同月から「好転・増加」したとする回答数から「悪化・減少」したとする回答数を
差し引いた値です。

【前年同月比】
「業界の景況」「売上高」「収益状況」が大幅に改
善し、その他の指標もおおむね改善傾向にあった。
コロナ禍での生活様式が定着したことや、感染者
数が減少傾向にある事が一因として考えられる。
一方、半導体や資材、商品等が不足しており、営
業活動に支障をきたしているとの声が上がってい
る。（運動具小売業、中古自動車販売業、機械金属
工業）

【DI値 前月比】 【DI値 前年同月比】
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件数4件　負債総額6億8,200万円
〔件数〕前年同月比2件減　〔負債総額〕前年同月比46.8％減

令和3年11月　鹿児島県内企業倒産概況

倒産概況

ポイント

◆鹿児島県の11月の倒産件数は4件で、前
月比1件減、前年同月比2件減となった。負
債総額は前月比、前年同月比ともに減少と
なった。新型コロナウイルス関連倒産は、
(株)Ｄ（不動産賃貸・管理業）の1件発生と
なった。同社は2021年4月に破産した(株)
Ｄ(建築設計)の関係会社である。また、10
月集計で後日認定となった(有)Ｈも加える
と、新型コロナウイルス関連倒産は倒産集
計上で累計12件となった。

◆主因別では4件中、3件が「販売不振」、態
様別では4件とも「破産」だった。

◆業種別、規模別、業歴別地域別に偏りはな
かった。

鹿児島県の11月の倒産件数及び負債総額は、
前月比、前年同月比ともに減少した。また、新型コ
ロナウイルス関連倒産の発生はあったが、過去倒
産した企業の関係会社が連鎖したものである。
帝国データバンクが毎月行っている「ＴＤＢ景気
動向調査」によると、鹿児島県の11月の景気ＤＩは
41.6で前月より1.3ポイント悪化した。その他を除
く9業界中、3業界が悪化となり、観光、設備投資、
イベントなどの回復が鈍いとの声がある。また、原
油価格高騰の影響も懸念され、景況感はまだまだ
不安定な状況が続くと思われる。
2021年11月30日に（株）九州経済研究所が発
表した「県内景況」によると、「全体として弱含んで
いる」との判断を据え置いた。生産活動では、電子
部品関連は引き続き好調で、9月の焼酎生産、10
月の紙パルプ生産は前年を上回った。畜産関連

は、10月の子牛出荷頭数、豚肉相場、ブロイラー
相場（もも肉）は前年を下回ったが、子牛価格、ブ
ロイラー相場（むね肉）、鶏卵相場は前年を上回っ
た。消費関連は、9月の百貨店・スーパー販売が2
カ月連続で前年を下回り、10月の乗用車新車販
売台数、軽自動車も前年を下回った。観光関連は
10月の主要ホテル・旅館宿泊客数は2カ月連続で
前年を下回った。
11月は倒産件数、負債総額ともに前年同月を
下回った。ただ、新型コロナウイルス感染者数の減
少により景気回復が期待されているが、原油価格
高騰による物価上昇や新型コロナウイルス変異株
の感染状況など、新たな懸念材料が生じており、
回復に向かうと見られた景況感は再び不透明な状
況となっていることから、倒産発生状況は注視す
る必要がある。

【今後の見通し】　

令和3年11月　主な企業倒産状況（法的整理のみ）

(株)D
(株)T
(有)W
(株)R

不動産賃貸・管理
自動車販売
自動車付属品販売
弁当製造

345
240
68
29

5月に破産した(株)D(建築設計)関係会社

(株)T関係会社

企業名 業　種 負債総額
(百万円)

3,000
10,000
8,000
100

資本金
(千円) 備 考

破　産
破　産
破　産
破　産

態 様

鹿児島市
鹿児島市
鹿児島市
霧島・姶良地区

所在地

～倒産件数、負債総額ともに
　　　　　　前年同月比減少～

14 15

（負債額1,000万円以上・法的整理のみ）
㈱帝国データバンク　鹿児島支店

※主因別では、「販売不振」3件。

鹿児島県の倒産推移（令和2年11月～令和3年11月）



【中古自動車販売業】
10月に入っても半導体不足等による新車の長納
期のため、タマ不足に陥っている。その影響で
オークション価格が高騰し、高年式はもとより全て
の車の需要が高まり、仕入が非常に困難で在庫が
少なくなっている。この状況はまだまだ続く見込
みで、今後が懸念される。早期改善に期待したい。
新型コロナウイルス感染症も大分落ち着いてき
たため、早期の終息を願うばかりだ。

【青果小売業】
売上は、前年対比100.3%、累計前年比102.9%
であった。コロナ感染者の減少とワクチン接種も
進み「withコロナ」で外食等が増えている。まだ例
年通りではないものの、客足は回復傾向にある。
お盆明けの長雨で作付が遅れ、その後の干ばつに
より出荷の出遅れがある。品物によっては、単価高
になっている。

【農業機械小売業】
売上はコロナ前には戻っていないが、各社経営の
維持は出来ている。

【石油販売業】
原油はopecプラスの増産見送りと新型コロナが
終息しつつある中で、経済回復期待感が広がり、
需給バランスが崩れ上昇を招いた。連れて、石油
元売り仕切り価格も高騰を続けた為、小売業界は
転嫁作業が難しく、マージン悪化に晒されている。
これから暖房需要期に向かう中で、原油価格の反
転を願っている。

【鮮魚小売業】
10月は台風の影響などで魚が少なく高値で、必
要な魚ほど少ない。安い魚は安値でも売れず、時
短が解除になっても宴会等の予約が少ない為、多
少動き出しただけでは状況は変わらない。

【運動具小売業】
今月は先月と比較すると大分緩和している。客足
も戻りつつあるが、業界の冬物商品が海外生産の
ため、工場が春から夏にかけてロックダウンだった
こと等が影響し、商品が揃わず難しい状況である。

【商店街（姶良市）】
新型コロナウイルスの感染状況も落ち着き、天候に
も恵まれ、例年通りの人通りが見られるようになった。

【商店街（鹿児島市）】
県のコロナ感染状況が落ち着きを見せ、来街者増に
期待できる状況となったが、店舗の撤退は既に決
まっており、それを阻止するには至らない。また、コロ
ナに対する資金を初期に借りた事業者は、返済の時
期が迫り、資金繰りが懸念される。原材料の高騰に
よる、小売価格の値上げが消費者に理解されるのか
不安視する声もあった。キャッシュ確保のため、サブ
スクを始めた事業者もいる。雇用はサービス業を中
心に堅調であるものの、アルバイトや低賃金が多い。
設備投資は慎重な姿勢。月次給付金の終了に伴う個
人事業主の廃業が懸念される。

【サービス業（旅館業/県内）】
昨年の同時期はGoToキャンペーンがあったが、
今期は無く、盛り返せていない。忘新年会の問い
合わせがあるため、少しでも調子が上昇すること
に期待している。

【測量設計業】
災害等の業務が多く発注されており、どの業者も
忙しく手が回らない状況が続いている。担い手確

保と人材の育成が業界の大きな課題となってい
る。資金繰りについては、金融機関からの提案も
多く、状況は好転しているように感じる。

【旅行業】
10月より県の観光支援策が再開されたことに伴
い、個人旅行の取扱いが増加してきた状況にあ
る。ただし、事業に参画していない組合員は、無収
入が続いている。

【建築設計監理業】
10月の公共団体等の入札状況は、件数44件、契
約金額約14.8千万円で、1千万円を超える入札が
3件あったこともあり、9月(26件、約5.2千万円)と
比較すると大幅に増加した。また、8月の新設住宅
着工戸数については、7月が今年初の1,000戸台
であったことから、対前月では減少となったもの
の、対前年同月比ではほぼ横ばいであった。

【自動車分解整備・車体整備業】
10月は昨年と比べ持込の車検台数が少ない日が多
かった。半導体不足で新車が減算になり、中古車市場
も品薄で中古車の価格が上昇している状況にある。

【電気工事業】
官庁工事は少し減少傾向にある。照明器具、ブ
レーカー等の搬入に遅れがある。民間工事は、例
年通りで件数的にも維持されている。

【造園工事業】
前年同月と比較してほぼ同程度に推移した。夏季
の最盛期処理も一段落して売上は安定していた。
今年度は、特殊要因は特にないが、今後は高木剪
定業務などがあり、業務量は多くなりそうである。

【管工事業】
水道管資材の価格が全体的に上昇している。ま
た、コロナの影響により9月から納期の遅延が見ら
れていた一部のメーカーの洗浄機能付便座・便器
は、10月末の時点においても通常回復とはなら
ず、11月以降も納期に影響を及ぼすこととなった。

【建設業（鹿児島市）】
生コンクリート・鋼材・石油製品等の値上げが続
いており、インフレスライド条項等を活用するとと
もに公共事業設計単価への早急な反映を行われ
るよう発注機関へ要請していきたい。

【建設業（南さつま市）】
南薩地区(南さつま市、南九州市、枕崎市)の公共
工事(土木)は、前年同月に比べ数字上は169%と
なったが、前年が前々年の50%であったため特に
増加したわけではない。それは前年同期比が82%
であることから明らかである。

【貨物自動車運送業】
県下162運送事業者の燃料の購買動向は、前月
と比較して106.49%に増加、前年同月と比較し
て92.37%に減少した。

【運輸業（個人タクシー）】
全国的にも緊急事態宣言の解除並びにまん延防
止等重点措置の解除を受け、人流も戻りつつあ
り、その変化を感じている。組合員より、10月の売
上は、一昨年同月比から5～6割程度は回復して
いるとの意見が多数あった。引き続き感染対策を
徹底した事業励行を推進する。

【運輸・倉庫業】
食品は昨年の巣ごもり需要までの物量は無かっ
た。雑貨は季節商品等の入れ替え等で少し動い
た。燃料の値上がりの中、燃料サーチャージも出
来ない状況で収支的に圧迫されている。

中小企業かごしま 2021 .12

件数4件　負債総額6億8,200万円
〔件数〕前年同月比2件減　〔負債総額〕前年同月比46.8％減

令和3年11月　鹿児島県内企業倒産概況

倒産概況

ポイント

◆鹿児島県の11月の倒産件数は4件で、前
月比1件減、前年同月比2件減となった。負
債総額は前月比、前年同月比ともに減少と
なった。新型コロナウイルス関連倒産は、
(株)Ｄ（不動産賃貸・管理業）の1件発生と
なった。同社は2021年4月に破産した(株)
Ｄ(建築設計)の関係会社である。また、10
月集計で後日認定となった(有)Ｈも加える
と、新型コロナウイルス関連倒産は倒産集
計上で累計12件となった。

◆主因別では4件中、3件が「販売不振」、態
様別では4件とも「破産」だった。

◆業種別、規模別、業歴別地域別に偏りはな
かった。

鹿児島県の11月の倒産件数及び負債総額は、
前月比、前年同月比ともに減少した。また、新型コ
ロナウイルス関連倒産の発生はあったが、過去倒
産した企業の関係会社が連鎖したものである。
帝国データバンクが毎月行っている「ＴＤＢ景気
動向調査」によると、鹿児島県の11月の景気ＤＩは
41.6で前月より1.3ポイント悪化した。その他を除
く9業界中、3業界が悪化となり、観光、設備投資、
イベントなどの回復が鈍いとの声がある。また、原
油価格高騰の影響も懸念され、景況感はまだまだ
不安定な状況が続くと思われる。
2021年11月30日に（株）九州経済研究所が発
表した「県内景況」によると、「全体として弱含んで
いる」との判断を据え置いた。生産活動では、電子
部品関連は引き続き好調で、9月の焼酎生産、10
月の紙パルプ生産は前年を上回った。畜産関連

は、10月の子牛出荷頭数、豚肉相場、ブロイラー
相場（もも肉）は前年を下回ったが、子牛価格、ブ
ロイラー相場（むね肉）、鶏卵相場は前年を上回っ
た。消費関連は、9月の百貨店・スーパー販売が2
カ月連続で前年を下回り、10月の乗用車新車販
売台数、軽自動車も前年を下回った。観光関連は
10月の主要ホテル・旅館宿泊客数は2カ月連続で
前年を下回った。
11月は倒産件数、負債総額ともに前年同月を
下回った。ただ、新型コロナウイルス感染者数の減
少により景気回復が期待されているが、原油価格
高騰による物価上昇や新型コロナウイルス変異株
の感染状況など、新たな懸念材料が生じており、
回復に向かうと見られた景況感は再び不透明な状
況となっていることから、倒産発生状況は注視す
る必要がある。

【今後の見通し】　

令和3年11月　主な企業倒産状況（法的整理のみ）

(株)D
(株)T
(有)W
(株)R

不動産賃貸・管理
自動車販売
自動車付属品販売
弁当製造

345
240
68
29

5月に破産した(株)D(建築設計)関係会社

(株)T関係会社

企業名 業　種 負債総額
(百万円)

3,000
10,000
8,000
100

資本金
(千円) 備 考

破　産
破　産
破　産
破　産

態 様

鹿児島市
鹿児島市
鹿児島市
霧島・姶良地区

所在地

～倒産件数、負債総額ともに
　　　　　　前年同月比減少～

14 15

（負債額1,000万円以上・法的整理のみ）
㈱帝国データバンク　鹿児島支店

※主因別では、「販売不振」3件。

鹿児島県の倒産推移（令和2年11月～令和3年11月）
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中央会関連主要行事予定

令和4年1月
5日(水)
10：00～

中央会年始会　※左記参照
鹿児島市「鹿児島サンロイヤルホテル」

今月の表紙
時標「樺山､黒田､大いに語る」
安政5年（1858年）､幕府の大老に井伊直弼が就任し､将軍継嗣問題で薩摩藩主 島

津斉彬を含む一橋派と激しく対立しました。
樺山資紀や黒田清隆など多くの薩摩の若者たちが藩や日本の将来について日々語り

合っていました。
時標（ときしるべ）は、近代日本に影響を与えた薩摩の人々をより身近に感じていただ

くため、鹿児島市の中心地に7ヶ所設置されています。

■　試験日　令和2年12月6日（日）
　　　　　　10：00～16：00
■　試験地　中央会会議室
■　お問い合わせ先　総務企画課
　※　詳細はP11をご確認ください。

中央会年始会

日　時　　令和4年1月5日(水) 10：00～
場　所　　鹿児島市
　　　　　「鹿児島サンロイヤルホテル」
参加料　　3,000円
☆お問い合わせは総務企画課まで

IT活用セミナー

テ ー マ　DXに向けたこれからの
　　　　　中小企業のあり方
　　　　　激動の時代会社をどう変えていくか（仮）
講　　師　一般社団法人中小企業IT経営センター
　　　　　代表理事　野村真実 氏
日　　時　令和4年1月26日(水)
　　　　　14：00～16：00
場　　所　鹿児島市
　　　　　「鹿児島サンロイヤルホテル」
参 加 料　無料
☆お問い合わせは総務企画課まで

お問い合わせ

鹿児島県中小企業団体中央会
鹿児島市名山町9番1号　県産業会館5階
TEL：099-222-9258　FAX：099-225-2904

※　新型コロナウイルスの感染状況等により、
　　変更になる場合があります。

令和4年2月
6日(水)
10：00～

組合決算講習会
「組合の決算実務について」
鹿児島市「ホテルレクストン鹿児島」

13日(木)
14日(金)

小規模事業者連携促進事業
「特定地域づくり事業協同組合シンポジウム  
　　　　　　　　　　　inおきのえらぶ」
知名町「知名町フローラル館」

26日(水)
14：00～

IT活用セミナー　※左記参照
「DXに向けたこれからの中小企業のあり方
　激動の時代会社をどう変えていくか（仮）」
鹿児島市「鹿児島サンロイヤルホテル」

18日(火)
13：30～

組合自治監査講習会
「監事の役割と監査の方法」
鹿児島市「ホテルレクストン鹿児島」

18日(火)
17：00～

組合士協会研修会・新年会
「コロナ後の金融情勢について」
鹿児島市「ホテルレクストン鹿児島」

27日(木)
14：00～

食品産業協議会研修会
「食品産業におけるＤＸについて」
鹿児島市「マリンパレス鹿児島」

25日(火)
14：00～

外国人技能実習制度適正化講習会
「技能実習制度運用要領の改正点等について」
鹿児島市「鹿児島サンロイヤルホテル」

16

表紙・本文中で登場する
ぐりぶー＆さくらとその子供達は
鹿児島県のＰＲキャラクターです♪

©鹿児島県ぐりぶー・さくら♯811

時標「樺山､黒田､大いに語る」と
歴史ロード“維新ふるさとの道”の

武家屋敷©鹿児島市
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中央会関連主要行事予定

令和4年1月
5日(水)
10：00～

中央会年始会　※左記参照
鹿児島市「鹿児島サンロイヤルホテル」

今月の表紙
時標「樺山､黒田､大いに語る」
安政5年（1858年）､幕府の大老に井伊直弼が就任し､将軍継嗣問題で薩摩藩主 島

津斉彬を含む一橋派と激しく対立しました。
樺山資紀や黒田清隆など多くの薩摩の若者たちが藩や日本の将来について日々語り

合っていました。
時標（ときしるべ）は、近代日本に影響を与えた薩摩の人々をより身近に感じていただ

くため、鹿児島市の中心地に7ヶ所設置されています。

■　試験日　令和2年12月6日（日）
　　　　　　10：00～16：00
■　試験地　中央会会議室
■　お問い合わせ先　総務企画課
　※　詳細はP11をご確認ください。

中央会年始会

日　時　　令和4年1月5日(水) 10：00～
場　所　　鹿児島市
　　　　　「鹿児島サンロイヤルホテル」
参加料　　3,000円
☆お問い合わせは総務企画課まで

IT活用セミナー

テ ー マ　DXに向けたこれからの
　　　　　中小企業のあり方
　　　　　激動の時代会社をどう変えていくか（仮）
講　　師　一般社団法人中小企業IT経営センター
　　　　　代表理事　野村真実 氏
日　　時　令和4年1月26日(水)
　　　　　14：00～16：00
場　　所　鹿児島市
　　　　　「鹿児島サンロイヤルホテル」
参 加 料　無料
☆お問い合わせは総務企画課まで

お問い合わせ

鹿児島県中小企業団体中央会
鹿児島市名山町9番1号　県産業会館5階
TEL：099-222-9258　FAX：099-225-2904

※　新型コロナウイルスの感染状況等により、
　　変更になる場合があります。

令和4年2月
6日(水)
10：00～

組合決算講習会
「組合の決算実務について」
鹿児島市「ホテルレクストン鹿児島」

13日(木)
14日(金)

小規模事業者連携促進事業
「特定地域づくり事業協同組合シンポジウム  
　　　　　　　　　　　inおきのえらぶ」
知名町「知名町フローラル館」

26日(水)
14：00～

IT活用セミナー　※左記参照
「DXに向けたこれからの中小企業のあり方
　激動の時代会社をどう変えていくか（仮）」
鹿児島市「鹿児島サンロイヤルホテル」

18日(火)
13：30～

組合自治監査講習会
「監事の役割と監査の方法」
鹿児島市「ホテルレクストン鹿児島」

18日(火)
17：00～

組合士協会研修会・新年会
「コロナ後の金融情勢について」
鹿児島市「ホテルレクストン鹿児島」

27日(木)
14：00～

食品産業協議会研修会
「食品産業におけるＤＸについて」
鹿児島市「マリンパレス鹿児島」

25日(火)
14：00～

外国人技能実習制度適正化講習会
「技能実習制度運用要領の改正点等について」
鹿児島市「鹿児島サンロイヤルホテル」

16

表紙・本文中で登場する
ぐりぶー＆さくらとその子供達は
鹿児島県のＰＲキャラクターです♪

©鹿児島県ぐりぶー・さくら♯811

時標「樺山､黒田､大いに語る」と
歴史ロード“維新ふるさとの道”の

武家屋敷©鹿児島市
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