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鹿児島SR経営労務センター
「夜明けの桜島」　撮影 南郷　翔吾

　大戦後間もない昭和24年（1949年）鹿児島市制60周年を記念し、戦後復興只中の
鹿児島市民の手によって“おはら祭”は誕生した。
　その後、今年平成28年11月2～3日前夜祭、本祭が行われ65回の開催となった。こ
の間、様々な障害を乗り越えながら、市民も行政も一体となって今日に至った祭りは、
鹿児島を代表する大祭として全国にその名を馳せている。
　祭りは、鹿児島おはら節をはじめ、鹿児島ハンヤ節など地方(じかた)の力強い演奏に
乗り、高見馬場からいづろを通り、桟橋通りまでを、２万人の踊り連の南国鹿児島らし
い闊達で情熱的な総踊りは圧巻である。

　また、平成10年より東京都渋谷区道玄坂・文化通で、毎年5月の中旬頃に開催される
のが、“渋谷鹿児島おはら祭”である。
　遠く鎌倉時代、この地の渋谷一族がはるか薩摩の地に移住したことの縁(えにし)で、
鹿児島と渋谷の関わりは深い。“渋谷鹿児島おはら祭”は来年で20回目の開催となり、
若者文化の発信地渋谷での祭りは、節目を迎える。
　二つの都市のおはら祭が、この先、時代と共にどのように発展し、次の世代に受け継
がれていくのか、市民の祭りから目が離せない。

おはら祭り

題字 宮里 一葉

鹿児島市
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鹿児島ＳＲ経営労務センター
創設10周年を迎えて

鹿児島SR経営労務センター
会長　石走 啓一

　平成 18 年 12 月 15 日に創設された鹿児島ＳＲ経営労務センターは当初 40 名の鹿児島県社会保
険労務士会会員が参加して、活動を開始致しました。労働保険事務組合、社会保険労務士試験の
受験講座などを主な業務としてスタートしましたが、その後鹿児島労働局の委託事業を数年にわ
たって取り組んで参りました。また、一人親方、船員一人親方の加入についても積極的な加入促
進を進めてきました。このような活動の成果として、現在の社会保険労務士会員数は 80 名を超え、
当初の約２倍の人数になっております。
　創設以来の主な取り組み等をご紹介しつつ、更なる成長、発展を目指して参ります。

　①　平成 19 年４月１日 鹿児島労働局より労働保険事務組合の認可及び業務開始
　②　平成 19 年 12 月１日 鹿児島建設業労災センターの業務開始
　③　平成 20 年１月 27 日 社会保険労務士受験講座事業開始
　④　平成 21 年 12 月 20 日 鹿児島ＳＲ船員労災センター設立
　⑤　平成 22 年６月 29 日 全国労働保険事務組合連合会会長表彰受賞
　⑥　平成 23 年４月１日 ふるさとハローワーク就職支援事業受託開始
　⑦　平成 23 年 12 月 15 日 創設５周年記念式典
　⑧　平成 24 年４月１日 希望者全員 65 歳雇用確保達成事業受託開始
　⑨　平成 25 年 10 月４日 ＳＲ経営労務センター西日本交流会鹿児島開催
　⑩　平成 27 年 10 月１日 雇用管理改善促進事業受託開始

　今後は以下のような方向性を目指して邁進して参る所存でございます。
①会員数の増加による、財政基盤の安定化　②労務管理を柱にした社会保険労務士の社会的貢献
と活性化　③農業、船員を始めあらゆる労働現場における労働災害の未然防止と救済　④県内各
地域における労働条件の改善による労働環境の整備　⑤地方創生の理念を基にした地域経済の底
上げ活動
　以上のような目的に向かって鹿児島ＳＲ経営労務センターは会員及び労働行政との連携を深め
つつ活動して参ります。

10 周年を迎えるに当たって会報第１号「セッペ翔べ」（鹿児島の方言で精一杯飛べ）を発行し、
記念講演及び記念行事を平成２８年１２月１５日に行うこととなりました。
今後も会員並びに関係各位の変わらないご協力をお願い致します。
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鹿児島SR経営労務センター
創立10周年にあたって

全国社会保険労務士会連合会
会長　大西 健造

　鹿児島 SR 経営労務センターが平成 18 年 12 月 15 日に設立され、本年で 10 周年を迎えられま
したこと、心よりお慶び申し上げますとともに、長年に亘り貴センターの運営に携わられた関係
者の皆さまに敬意を表し、心よりお祝い申し上げます。
　貴センターの設立に際しましては、上久木田尋美前会長の強力なリーダーシップのもと、役員
並びに会員の皆さまが一体となり、今日までこのように大きく発展される礎を築かれました。
　私も、連合会において、平成 17 年度から平成 18 年度まで SR 経営労務センター担当部会の部
会長、平成 19 年度から平成 20 年度まで SR 経営労務センター運営委員会の担当副会長、平成 21
年度から平成 25 年度まで SR 経営労務センター推進委員会委員長を務めさせていただいた経緯
もあり、貴センターが設立された当時のことが今でも鮮明に思い出されます。
　その後、後継者として、石走啓一現会長、役員並びに会員の皆さま方のご尽力により、現在で
は鹿児島県社会保険労務士会の開業会員の約 30％にあたる 85 人が貴センターの会員となり、委
託事業主 220 人、委託事業場 277、一人親方 140 人、また本年度の概算保険料 61,161,000 円と大
きな事業実績を挙げられ、鹿児島県内の中小・零細事業所における適正かつ効率的な労働保険適
用徴収手続きに多大な貢献を果たしておりますことは、連合会といたしましても誠にご同慶の至
りであります。
　また、貴センターにおかれましては、農業の一人親方団体、鹿児島 SR 農業者労災センターの
設立に向けてご尽力いただくなど、貴センターの運営は、その後設立された近隣センターの参考
になるとともに、全国 SR 交流会等におきましても、貴センターの経験を活かして、全国のセンター
の発展のためご指導をいただいておりますことに改めて深謝申し上げます。
　社労士制度は、ご承知のとおり平成 30 年に創設 50 周年を迎えます。社労士制度をこれからも
発展させていくためには、個々の社労士が自らの業務の基礎を固めていかなければなりません。
　その意味におきましても、今やセンターは、新たな社労士業を開業される方々にとっても労働
保険事務を行う上で無くてはならない存在であり、言うまでもなく社労士制度の発展に欠かせな
いものであります。
　貴センターにおかれましては、センター設立の理念であります鹿児島県社会保険労務士会と車
の両輪として、役員及び会員の皆様が今後も一致協力して事業の推進に努められますとともに、
社労士制度の発展のため引き続きご尽力いただきますよう祈念いたしまして、創立 10 周年のお
祝いの言葉とさせていただきます。
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ごあいさつ 鹿児島労働局
局長　江原 由明

　鹿児島 SR 経営労務センター並びに会員の皆様には、日頃から労働行政の円滑な運営に格別の
ご理解とご協力を賜り、本紙面をお借りしまして心から感謝申し上げます。
　特に、労働保険の適用徴収業務及び未手続事業場に対する加入促進業務には多大なご尽力をい
ただき、また、皆様のご協力により本年度の年度更新事務も滞りなく終了できましたことに、重
ねてお礼申し上げます。
　さて、鹿児島県の経済情勢につきましては、全体として緩やかな改善傾向にあり、雇用情勢に
つきましても平成 28 年９月の有効求人倍率は 1.03 倍で初めて５か月連続で１倍台となり、全体
としては企業の採用意欲は高く、穏やかな改善傾向にありますが、鹿児島労働局では、今後とも
雇用の動向を注視し、機動的な雇用対策を推進してまいりたいと考えております。
　また、鹿児島労働局におきましては、今年に入ってから労働災害による死傷者数が大幅に増加
していることから、急増する労働災害の発生に歯止めをかけ、減少に転じさせるため、８月 15
日から 11 月 30 日までの期間を「鹿児島労働局労働災害防止対策強化特別期間」に定め、緊急か
つ重点的な取組を実施しているところです。
　次に労働保険関係ですが、３月末現在県内の労働保険事務組合数は 122 組合、委託事業場数は
14,255 件となっています。委託率は 33.4％となっており、全国平均の 42.4％を大きく下回り、委
託率の向上が喫緊の課題となっています。
　さらに、鹿児島労働局では、男女ともに働きやすい雇用環境を実現するため、政府の「ニッポ
ン一億総活躍プラン」の中核となる「働き方改革」及び「女性活躍」の推進に尽力しております。
　これらに加え、次世代育成支援対策推進法に沿った中長期の取組や改正育児・介護休業法の成
立に伴い子育てや介護を担う世代への対策に関する社内規定の整備や、多様な働き方の推進をと
おして多くの方が能力を発揮できる社会を実現することを目指して行政を進めてまいります。
　私どもの行政を円滑かつ効果的に進めるためには、皆様のお取組みが極めて重要ですので、皆
様方には今後ともご尽力、ご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします。
　最後に、鹿児島 SR 経営労務センターと会員の皆様方のますますのご発展をお祈り申し上げ、
会報創刊並びに、創立 10 周年記念の祝辞とさせていただきます。
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創立10周年に寄せて 鹿児島県社会保険労務士会
会長　川口 俊一

　労働保険事務組合 鹿児島 SR 経営労務センターの設立 10 周年を心からお祝い申し上げます。
　貴センターにおかれましては、鹿児島県社会保険労務士会と連携しながら、会員と会員に委託
する企業の健全な発展と従業員の福祉の向上を図ることを目的として平成 18 年に設立されて以
来、着実な歩みを重ねられ、県内においても有数の事務組合団体として発展、成長されました。
　これもひとえに役員の皆様を始め会員各位の永年にわたるご努力のたまものであり、深く敬意
を表します。
　さて最近の我々を取り巻く雇用環境の変化は、雇用の立法や政策等も含めてめまぐるしいもの
があります。労働保険事務組合としても時代の変化に対応した有り方が絶えず模索される状況に
あります。労働市場の変化や経済のグローバル化により、働き方は多様化してきており、新しい
雇用形態も生まれつつあります。労働者的な個人事業主や自営業者の増加、従来の雇用関係の枠
を超えた働き方、フリーランス、アライアンス等の登場は、労働保険や労災の特別加入制度の有
り様にも影響を与えるものといえます。これからは社会保険労務士の事務組合としての特質を生
かしながら、立法や政策面も注視した拡がりのある活動がより一層期待されるところです。また
電子申請への取り組みやマイナンバー等個人情報管理セキュリティーの構築等につきましても、
センターならではの専門性を意識した適正な対応で応えていくことが期待されます。
　貴センターはこの 10 年間、本来の労働保険適用徴収業務に加えて、建設業や船員の１人親方
の特別加入、未適事業所の加入促進、社会保険労務士試験準備講座、労働局等の委託事業等社会
保険労務士としての専門的知見を活かす活動を幅広く積極的に行ってきており、また新規の会員
の育成のための研修や親睦の機会等も設けながら鹿児島県社労士会の活性化にも貢献されている
ところです。
　鹿児島県社会保険労務士会といたしましては、これからも貴センターとの連携を深めながら、
さらなる信頼と協力関係を築くことが肝要と考えます。
　なにとぞ、貴センターの役員、会員の皆様方には、この意義ある 10 周年を契機として、決意
を新たにさらに飛躍されますことを願ってやみません。
　終わりに、労働保険事務組合 鹿児島 SR 経営労務センターがますます発展され、今後とも会員
及び関係事業所の発展と労働者の福祉の向上に大きく寄与されますよう、心から祈念いたしまし
てお祝いの言葉といたします。
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設立10周年を祝して
（一社）全国労働保険事務組合連合会

鹿児島支部
会長　保﨑 賢

　鹿児島ＳＲ経営労務センター・鹿児島ＳＲ建設業労災センターにおかれましては、この度、設
立 10 周年を迎えられ、誠におめでとうございます。
　貴センターは、平成 18 年 12 月 15 日に設立され、平成 19 年４月１日より業務を開始されてお
りますが、歴代会長をはじめ関係各位が組織強化に努められ、着実に発展されてきました。特に、
山野高廣専務理事には、設立の準備から今日まで献身的に貴センターの業務に携わってきました。
深く敬意を表すとともに、労働保険加入促進業務に対する御貢献に感謝申し上げます。
　さて、政府は、１億総活躍社会の実現を目指しております。この実現のためにも、労働保険制
度は最も重要であり、私共労働保険事務組合はその一端を担っています。又、「１人親方や中小
零細事業主が安心して就業できる環境の整備」も盛り込まれていますが、事務組合を通じてのみ
中小事業主の労災保険の特別加入が認められている現状の中で、労災保険特別加入制度のさらな
る拡大を図り、関与先事業所の開拓にも努力していかなければなりません。
　ところで、都道府県のＳＲ経営労務センターの設立については、全国社会保険労務士会連合会
の音頭で、昭和 63 年１月に愛媛県会を皮切りに次々と設立されてきましたが、設立当初は、労
働保険事務組合の認可基準が 300 以上の事業主となっておりました。当時、私は鹿児島県社会保
険労務士会の副会長をしており、その設立に取り組みましたが、会員に諮ったところ、まだ、機
運が熟しておりませんでした。それで、昭和 50 年４月に私を含め社会保険労務士４人で設立し
ていた労働保険事務組合鹿児島県労働保険協会で、一般の社会保険労務士にも、関与先の事業主
を会員として受け入れる門戸を開いておりました。その後次第に、鹿児島県社会保険労務士会員
も増え、又、社会保険労務士が関与している労働保険事務組合も増えて、現在 42 組合があります。
　さらに、労働保険事務組合の認可基準も緩和され、全国的にＳＲ経営労務センター設立の機運
も熟し、鹿児島は全国で 33 番目の労働保険事務組合の誕生となりました。
　最後に、皆様方には、一般社団法人全国労働保険事務組合連合会鹿児島支部の会員として、極
めて重要な位置づけにあります。今後も引き続き事業運営におきまして、御理解を頂き、なお一
層の御支援・御協力をお願いする次第です。
　設立 10 周年を迎え、皆様方の更なる御活躍と御発展を遂げられますよう祈念申し上げます。

平成 28 年 12 月
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創立10周年に寄せて 福岡県経営労務福祉協会
会長　德永 保夫

　鹿児島ＳＲ経営労務センター創立 10 周年を迎えられましたことを心よりお祝い申し上げます。
　鹿児島ＳＲ経営労務センターは、ＳＲ事務組合として平成 18 年 12 月に設立されて以来、労働
保険適用促進業務等を中心に着実に発展されており、全国ＳＲ交流会の資料によりますと、社労
士会員数 124 名、委託事業場数 277 件と着実に成長されているようにお見受けできます。この
ＳＲ事務組合は、昭和 61 年の法改正後、「事務組合の認可条件は厳しい」「未手続事業場の解消
のため、社労士を活用すべきである」という声に、全国社会保険労務士会連合会が音頭を取り、
都道府県の社労士会の協力のもとに設立された事務組合で、早い都道府県では昭和 63 年に設立、
現在では 42 都道府県で設置されています。
　鹿児島ＳＲ経営労務センターにおきましては、平成 17 年 11 月福岡で開催した西日本ＳＲ交流
会に、当時の鹿児島県会の上久木田会長にオブザーバーとして参加していただき、未設置県に対
する設置の働きかけをさせて頂きました。その際、上久木田会長は「九州で最後の設置県になら
ないように頑張ります」と力強い発言をされ、平成 18 年 12 月、明言通り、九州で４番目にＳＲ
事務組合を設置されました。設立にあたっては大変ご苦労されたことと存じます。ご尽力されま
した上久木田会長並びに関係者の皆様に、心より敬意を表します。
　その後は一人親方団体も設置され、最近では、農業関係の一人親方の検討や電子申請の取組と
積極的な業務拡大に努めておられるとお聞きしています。
　また、平成 25 年には西日本ＳＲ交流会を鹿児島で盛会に開催され、全国ＳＲ交流会、西日本
ＳＲ交流会の運営にも大きく貢献されております。当日は桜島が噴火し火山灰の歓迎を受け、大
変貴重な体験を致しました。懇親会では鹿児島特産の珍しい焼酎を頂き、とても印象に残る交流
会でした。
　創立 10 周年を契機に会報を創刊されるということですが、社労士会員はもとより事業主会員
の皆様への情報の提供、更には労働者の福祉の向上のために有効活用できるものと大いに期待し
ております。
　最後になりますが、この 10 年の輝かしい歴史を糧に、貴センター並びに会員の皆さまが今後
益々ご活躍されますよう心より祈念いたしまして、創立 10 周年及び会報創刊のお祝いの言葉と
させて頂きます。
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▪あいさつ▪

創立10周年に寄せて 鹿児島SR経営労務センター
顧問　上久木田 尋美

　鹿児島 SR 経営労務センターが創立 10 年を迎えるにあたりいくつもの思いが巡ってきます。
　昭和 63 年に社労士会もＳＲの必要性を訴え、設立に動きました。しかし当時の認可のハード
ルの高さに断念した経緯があります。平成 17 年の秋、福岡労働福祉協会からの誘いを受け、福
岡での西日本交流会にオブザーバーとして参加しました。昭和 63 年に設置後 17 年間の実績のあ
る県の話や認可基準の緩和等の情報を得ることができました。翌平成 18 年 12 月 15 日、当時全
国社労士会連合会の労働保険事務組合の担当でありました大西健造氏を来賓として空港に出迎
え、設立総会を実施しました。帰りに仙巌園を案内し空港まで見送ったことや、その後、西日本
の交流会、全国の交流会で何回かお会いしました。それから８年後の全国社労士連合会会長に選
任され、ＳＲを考えるとき忘れられない人であります。
　鹿児島ＳＲ経営労務センターとして平成 25 年には鹿児島サンロイヤルホテルで第 18 回の西日
本の交流会も実施しました。行政から委託の事業にも積極的に取り組み実績も積んでおります。
　私の鹿児島ＳＲ経営労務センターに対する思いとして、平成 21 年の総会挨拶にて、鹿児島県
社労士会が 50 周年を迎える頃にどのような位置にあるのか？存在価値はどのようなものなの
か？私たちの明日を担う一つにＳＲ経営労務センターの存在があるではないか、と述べておりま
す。
　鹿児島ＳＲ経営労務センターが会員の協力のもと、10 年の歳月の中に着実にその足跡を刻ん
でおり、労働保険事務組合鹿児島支部としまして事業計画を進める中に鹿児島ＳＲ経営労務セン
ターの存在は大きなものがあると解します。
　鹿児島支部への協力はもとより、私たちの事業の成長の裏には、労働・雇用保険を扱い労働者
の福祉の向上に貢献し、人事、労務、雇用管理を一環として捉えて、企業の発展と安心、安全、
安定に寄与できることが大事であると考えます。20 年に向けて更なる発展を願うものです。
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▪鹿児島SR10年の歩み▪

鹿児島ＳＲ経営労務センター
10年の思い出 専務理事　山野 髙廣

　10 年ひと昔とは言いますが、鹿児島ＳＲも早いもので、10 周年を迎えることができました。
これはひとえに社労士会員及び事業主会員の皆様のご協力の賜物であり、感謝の念がたえません。
　本当に懐かしいことでいっぱいでありますが、これから将来のＳＲ発展の礎として、思い返し
てみたいと思います。

設立まで
　各県の社労士会にＳＲ経営労務センターが
設立されていたことは、知っていましたが、
鹿児島にはなぜないのだろうと漠然と思って
いました。その頃、当時社労士会の会長であ
り創立者である初代会長の上久木田尋美先生
が、駆け出しの理事であった私に、「鹿児島県
会にもＳＲを作りたいのだが、ちょっと動い
てもらえないか」との言葉に、二つ返事で答
えました。それから、前年度に設立した佐賀
ＳＲの当時西山滋朗事務局長より上久木田先
生が資料を取り寄せ、私の方は、九州の先駆者である福岡ＳＲである福岡県経営労務福祉協会の
常務理事吉岡美智代先生より規約等ご指導ご協力を頂きました。
　社労士会の方で、会員にアンケートを取るとともに、18 年度の通常総会では、設立のご承認
をいただきました。それを受け設立準備委員会を立ち上げ、現在会員になっていただいている数
名の方にいろいろご協議をいただきました。その準備委員会の中で、手数料、定款、規約等決め
ていただき、いよいよ、徴収室との協議に入りました。徴収室も前向きに考えていただき、いろ
いろとご指導を仰ぎながら、認可申請の準備をいたしました。
　成立総会の１か月前、神戸の全国ＳＲ交流会に、オブザーバー参加させていただき、他のＳＲ
の方々との交流の中で、励ましの言葉をいただいたのが、今でも記憶に鮮明に残っております。



9

設立総会
　平成 18 年 12 月 15 日、いよいよ設立総会を迎えることになりました。その日下荒田の社労士
会から当時社労士会の事務局長であった山元耕二さんと会場である県民交流センターに向かった
のを覚えています。山元さんには、初代の専務理事その後事務局長また、委託事業等、本当にＳ
Ｒの発展にご尽力をいただきました。
　設立総会には、当時連合会副会長であった、現連合会会長の大西健造先生も、大阪よりご来賓
として駆けつけていただきました。ありがたいご祝福のお言葉をいただき、感激したのを記憶し
ております。
　総会の議長として、当時 90 歳を超えられても
かくしゃくとされていた、黒江龍先生に登壇し
ていただきました。黒江先生には、設立準備委
員会発足当時から数々のご指導を賜りました。
あのにっこりとした優しい笑顔が今でも脳裏に
焼き付いております。
　設立総会は、30 分くらいで盛会裏に終了いた
しました。記録を見てみますと、司会が飯伏純
也先生、開会の挨拶が現会長の石走啓一先生、
設立準備委員会代表挨拶、上久木田尋美先生、
閉会の挨拶、川口俊一先生、議事録署名人、立石健作、山﨑智健両先生が就任されております。
また、挨拶を、連合会の大西先生、事務組合連合会の保﨑賢先生、労働局前野徴収室長に頂いて
おります。当時の決算書、予算書を見てみますと、「こんなのでよく運営ができたなぁ」と思う
数字でございます。ＳＲと同時に建設業の一人親方団体である「鹿児島ＳＲ建設業労災センター」
も設立しました。同センターは、現在では鹿児島ＳＲの経営基盤の一翼を担っております。

事務組合運営開始
　平成 19 年３月に労働局長より労働保険事務組合の認可をいただき、４月１日から、労働保険
事務組合鹿児島ＳＲ経営労務センターの事業を本格的に開始いたしました。事務局は、社労士会
事務局内に、事業を廃止した事業所にもらった机を２つ並べさせていただきました。パソコンは、
私の使い古し、業務ソフトは、鮫島研吾先生に安く分けてもらった社労夢でした。
　これから５年間社労士会には、安い家賃で大変にお世話になりました。当時は職員に払う給与
がありませんでしたので、私が中心になって、若い社労士会員の加勢をいただき、２年半ほどは
我々だけで頑張りました。だんだん委託事業所も増え、いよいよ職員なしでは業務が回らなくな
り、パートの採用に踏み切りました。
　最初のパートは、坂上恵美さんでした。彼女は、社労士資格も持っており、社労士登録もして
もらい安定したと思った矢先、旦那さんの転勤で、福岡に行かれてしまいました。その後任が、
南郷英俊さんです。南郷君は、社労士講座を受講しており優秀でしたので、お父上の南郷和廣先
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生にお願いして、来ていただきました。当時のＳＲは経営の基盤が弱く、本当に安月給で働いて
いただき、今でも感謝しております。

建設業一人親方団体「鹿児島ＳＲ建設業労災センター」の事業開始
　ＳＲ発足当時から、建設業一人親方団体「鹿児島ＳＲ建設業労災センター」も同時に設立して
おりましたが、事業開始は平成 19 年 12 月からです。
　発端は、平成 19 年 10 月岡山で開催された西日本交流会でした。その交流会に当時の上久木田
会長と堀之内秀太君と三人で参加しました。帰りの飛行機を待っている時、枕崎の福留京子先生
から、建設業の一人親方の特別加入のお話があり、岡山の交流会で私もその気になっていたこと
もありまして、帰鹿してすぐに何人かの社労士に電話をしました。その当時は、最低５人の一人
親方を集めなくてはならなくて、５人を 11 月中に集めて、12 月からの事業開始になりました。
この時の５人が今や 150 名の一人親方会員になっております。

農業の一人親方団体「鹿児島ＳＲ農業者労災センター」の設立
　平成 20 年６月 10 日の通常総会において、「鹿児島ＳＲ農業者労災センター」を設立しており
ます。現在もですが、その当時農業用機械（トラクター等）での死亡事故が、県内の新聞紙面に
毎日のように出ておりました。福岡のＳＲである福岡県経営労務福祉協会も全国に先駆けて運営
しておりましたので、県民の福祉の向上の為設立の運びとなりましたが、現在鹿児島県では、農
協が労働保険事務組合の認可を受け先んじております。一昨年ほど前から、農業の一人親方が全
国、西日本のＳＲ交流会の中で、注目を受けております。わが鹿児島ＳＲでも今後の課題となっ
ております。

船員の一人親方団体「鹿児島ＳＲ船員労災センター」の事業開始
　平成 22 年１月より船員保険の業務上災害部分が労災保険に移行するに伴い、船主のみで船員
保険を適用しているところに、船員の一人親方の団体が必要となりました。12 月中旬に労働局よ
り依頼を受けて、団体を設立しなければならなくなり、取り急ぎ定款規約等を整備し、平成 21
年 12 月 20 日に予定していた忘年会の開始前に敬天閣において臨時設立総会を開き、発足いたし
ました。当時鹿児島県内に５名の一人親方しかいませんでしたが、やはりＳＲの使命として県民
の福祉の向上を掲げておりますので、しっかり対応させていただきました。
　５名のうちの一人が、翌年度退会する旨を伝えてきたときは、船員保険の法律上、業務上災害
の給付は絶対にないことを説明し、退会を思いとどめるよう説得したのが、昨日のことのようで
す。
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当初の財政上のこと
　ＳＲ１年目の３か月間の収入は、連合会よりのお祝い金のみでした。社労士会員 24 名より１
人３万円計 72 万円の拠出金をお預かりしていたので、そこからの支出でした。１年目は－ 12 万
円の赤字、２年目は 100 万円の黒字、３年目は 100 万円の黒字で次期繰り越しが 200 万円になり
ました。しかし、ここから職員を雇い始め、将来的に 100 万円以上の赤字が見込まれました。こ
こで、私もＳＲ経営の将来に不安を覚え、手数料検討委員会を中村ももえ先生、藤元幸子先生、
福留京子先生、領家節子先生にお願いし、現在の入会金、年会費を提案していただきました。そ
の提案を平成 22 年６月 11 日の通常総会で、会員に可決していただき、平成 23 年４月から現行
の手数料に改訂されました。この後も、赤字、黒字と自転車操業を続け、繰越利益が出たのが、やっ
と、平成 27 年度の決算からになります。

その後の職員
　南郷英俊君が、平成 21 年８月から 23 年 10 月まで職員として頑張ってくれました。その後、
鹿児島市で開業し、本年度は、加治木に戻り活躍しております。入れ替わりに平成 23 年 10 月よ
り吉井（旧姓西山）裕美さんが入ってきました。彼女は、ＳＲ在職中に結婚し、最初の産休育休
の取得者になりました。２度の出産を経て、社労士開業登録の後、現在も頑張っております。途中、
吉井さんの産休補助の為、平成 25 年５月より平成 26 年 10 月まで、丸山美由紀さんに、働いて
いただきました。平成 26 年 10 月吉井さんが育児休業より復帰し、平成 27 年５月より、古川麻
衣さんが、平成 28 年８月まで在職しました。皆さん、日曜日の社労士講座の受付も担当してく
ださいました。よく頑張っていただき、現在のＳＲがあるのも彼らの貢献のおかげです。

「ふるさとハローワーク就職支援事業」
　平成 23 年４月から平成 24 年３月まで、鹿児島労働局より「ふるさとハローワーク就職支援事
業」を受託しました。ワークサポートみなみ内に鹿児島地域共同就業支援センターを設置し、石
神勝吉さん、上坂元義博さん、西村信子さん、山元耕二さんに頑張ってもらいました。
　２度の就職面談会をサンロイヤルホテルで開催し、マスコミにも大きく取り上げてもらいまし
た。また、大学、短大まで出向き、学生の皆さんに職業教育の授業を開催するとともに、求職者
向けに、就職支援セミナー、職場見学会等を開催しました。
　社労士の皆さんには、セミナーの講師等を依頼し、助成金の説明会、面談会の参加を事業所へ
呼び掛けていただきました。
　平成 23 年３月の東日本大震災の影響もあり、委託費の概算払いがなかなか出ず、当時会長の
上久木田先生にはいろいろとご苦労をおかけいたしました。
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鹿児島ＳＲ経営労務センター設立５周年記念式典
　平成 23 年 12 月 15 日鹿児島ＳＲ設立５周年に、鹿
児島サンロイヤルホテルにおきまして、「設立５周年
記念式典」を執り行いました。
　式典の前に、西村和人先生に「多様化するビジネ
スモデル―社労士業の現在とこれから―」という演
題で記念講演をいただきました。西村先生の先見性
には感心しました。
　事務組合連合会の保﨑会長、馬場事務局長を来賓
として迎え、式典は、滞りなく終了し、鹿児島ＳＲに貢献のあった、会員表彰を執り行いました。
表彰された方は、福留京子先生、領家節子先生、南郷和廣先生、堀之内秀太先生、藤元幸子先生
の５名であったと記憶しております。これを節目に今日まで 10 年間ＳＲ拡大の基盤を造ること
ができました。

事務局移転
　社労士会事務局内の間借では、いよいよ手狭になり、委託事業を受け事務局を設置する必要が
あるため、事務所探しに入りました。条件としては、家賃が手ごろなこと、ハローワークに近い
ことでした。現会長である石走先生に相談し、石走事務所の入っているユーミーリンクビルを大
家と交渉していただき現事務局に平成 24 年５月に移転いたしました。
　吉井さんが、引っ越しの準備、新しい備品の購入等に活躍したのを覚えています。余談ではあ
りますが、移転した事務局のとなりの事業所に、後日吉井さんが結婚する旦那さんが務めていた
ことを、移転する直前に知りびっくりしたのが昨日のようです。
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「希望者全員 65 歳雇用確保達成事業」
　平成 24 年５月から平成 25 年３月まで、「希望者全員 65 歳雇用確保達成事業」を鹿児島労働局
から受託いたしました。推進員として山元耕二さん、大川えりささんに、事業の実施に取り組ん
でいただきました。「元気・現役・65 歳（希望者全員が 65 歳まで働ける制度周知・啓発セミナー）」
を県下各地で８回開催し、会員社労士には、高年齢雇用コンサルタントとして、希望する事業所
に、制度の説明をお願いいたしました。

第 18 回西日本交流会
　第 18 回西日本交流会を鹿児島
で開催することが、第 16 回西日
本交流会の開催された、愛媛の松
山で決定しておりました。西日本
のＳＲを迎えての大規模な会議に
なりますので、年度明けから当時
事務局長だった山元さんと出産前
で大きなおなかの吉井さんが周到
な準備をしておりました。
　平成 25 年 10 月３日、当日の朝、下荒田のＳＲから、会場のあるサンロイヤルホテルに山元さん、
吉井さんが産休の為交代した丸山さんと向かいました。その日は、鹿児島でも数年に一度有るか
無いかのドカ灰だったのを記憶しています。遠方より客人が見えられるのにと気にしていたとこ
ろ、他県の方は、なかなかできない体験をして記念になったと喜んでおられましたが…　本当に
優しい方々ばかりです。
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　いよいよ交流会が始まりました。会長挨拶、
来賓あいさつ等があり、議題に移ります。上久
木田会長を座長に、はじめに各県ＳＲの紹介が
ありました。次の議題は組織運営をはじめ、多
岐にわたり、時間いっぱいまで会議が白熱し、
時間どおりに終わるかと気をもんだ記憶です。
　会議も終わり、いよいよ懇親会が始まります。
今回は、オブザーバーとして沖縄、高知、鳥取
の各県社労士会の会長等もご来席です。緊張した会議が終わり和やかに懇親会の始まりです。
鹿児島県社会保険労務士会を代表する親父バンドの登場です。2・3 曲終わり、オールディーズ

の曲が始まると、次期開催県に決定
した徳島ＳＲの佐野会長をはじめと
して何人かがリズムに乗って踊り始
めたのが、ほほえましい光景でした。
次は、中村ももえ先生、藤元幸子先
生の所属する、インドネシアの民族
音楽「アンクルン」の登場です。鹿
児島に留学してこられたインドネシ
アの方々を中心に音楽を奏でながら
踊りを踊られます。会場も、心地よ

い調べに心休まるひと時でした。次期開催県徳島ＳＲにバトンを渡し、盛会裏に１次会は終了し
ました。
　２次会をスカイラウンジ「フェニックス」で開催しました。夜の錦江湾、桜島の昼間とはまた
違った雰囲気で和やかに歓談が持たれました。３次会は天文館に場所を移し、鹿児島の夜をここ
ろゆくまで楽しんでいただきました。
　不慣れなもので、他県ＳＲの皆様には、満足なおもてなしもできませんでしたが、本当にあり
がとうございました。
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「雇用管理改善促進事業」
　平成 27 年 10 月１日から平成 28 年３月 31 日まで、鹿児島労働局から「雇用管理改善促進事業（建
設分野）」を受託しました。コーディネーターとして、田中縁さん、上妻正典さん、東真智子さん、
四枝晶子さんが、事業の推進に頑張っていただきました。
　この事業は、建設業の事業所の雇用管理改善を促進し「魅力ある職場づくり」をし、若い方の
職場への定着を図る事業です。本来なら１年間の事業ですが、半年で事業を遂行せねばならず、
ＳＲ会員の協力なしには成功はない事業でした。短期啓発 30 事業所、長期啓発５事業所という
当事業の目的事業所数を皆さんの努力で達成できました。また、コーディネーターの４名の方も、
締めの改善事例を紹介するセミナーには、100 事業所近くの建設業の事業所の事業主、総務担当
者を集め、労働局より高い評価を受けることができました。ＳＲ会員の底力を知ることのできる
事業でした。

労働保険適用促進業務
　労働保険の未手続事業所の適用促進事業は、労保連鹿児島支部と連携し、設立当初から、取り
組んでいる事業です。（一社）全国労働保険事務組合連合会会長である堀谷義明先生はこの事業を、
全国労保連の一丁目１番地の業務として位置付けておられます。「徴収業務も大切な事務組合の
業務ではあるが、適用事業所なしに徴収業務は発生しない。一つでも多くの事業所を適用するこ
とが、我々に課せられた使命だ」との堀谷先生のお言葉です。
　また、この事業は、全国のＳＲ経営労務センター発足のきっかけにもなった事業です。昭和 60
年代に当時の労働省が、労働保険の適用拡大のため十数億円予算組し、この事業を全国労保連に
委託しました。全国社会保険労務士会連合会においては、当時の松尾専務が、社労士会でも事業
に参画できないかと考え、労働省と掛け合い、各都道府県にひとつの社労士会の事務組合を設置
し、会員にこの事業に参画する機会を与えるため、東京ＳＲ、大阪ＳＲはじめ 21 ＳＲが、昭和
63 年から平成元年に設立される運びとなったそうです。
　当時鹿児島でも、保﨑賢先生、森永茂樹先生をはじめとし、多くの先達が協力して鹿児島にも
ＳＲを設立しようと尽力したそうであります。しかし、当時のハードルは高く、委託事業所 300、
保証金が概算保険料の 10 パーセント、如何ともし難いものでありました。
　現在、鹿児島ＳＲでは、申請中も含め 20 名の推進員を選任しております。先日、松山で開催
された第 14 回全国交流会の資料によりますと、平成 27 年度調査説明件数では、兵庫ＳＲ 872 件、
千葉ＳＲ 842 件に次ぐ３番目の 638 件でございました。しかし、事業の目的は労働保険の適用、
設置でございます。成功報酬費件数が、27 年度で 39 件でございました。大阪ＳＲ 462 件、茨木
ＳＲ 371 件、埼玉ＳＲ 342 件をめざし、今後の課題として参ります。
　（一社）労働保険事務組合連合会鹿児島支部の支部会長の保﨑賢先生、牧瀬正良局長をはじめ
歴代事務局長には、10 年間いろいろなご指導ご協力を頂きありがとうございました。これから
将来にわたっても、協力関係を更に発展させてまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたし
ます。
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社労士受験講座
　平成 20 年１月 27 日より社労士受験講座を開講しております。今年度講座まで、９回、受講生
延べ 307 人で、合格者 38 名を輩出しております。
　最初の年は、受講者が集まるのか心配でしたが、20 名ほど集まり、３か月ほどで決算でしたが、
18 万円ほどの利益がでておりました。21 年度も 21 万円ほどの利益、22 年度は 60 万円ほど利益
がでておりました。22 年度以降も安定的に利益をだし、利益をＳＲ本体に繰り入れながら、自
転車操業でも、大きな赤字を出すことなく、今日までＳＲの財政に寄与しています。
　財政的なこともさることながら、受験講座がＳＲに一番貢献しているのは、人材を生みだし、
育成できる点です。平成 20 年度初めて当講座から合格したのは、藤元幸子先生の事務所に勤務
していた芝野（旧姓岩根）彩さんでした。平成 21 年度は、領家将公さん、南郷英俊さんの２名
が合格しました。21 年度から答練の結果データが残っておりますが、やはり、両名とも優秀な
成績を残しております。また、この年にあと数年して合格する方のデータも残っております。原
田雄一朗さん、妙圓園雄樹さんです。彼らも努力の甲斐あって、後日見事に合格し、ＳＲの会員
として活躍しております。ＳＲ社労士会員 83 名中 14 名がＳＲの講座の卒業生です。前述の５名
のほか卒業生会員は、生駒裕一さん、上畠豊司さん、内裕二さん、江口俊彦さん、南郷翔吾さん、
東尚美さん、平元浩美さん、山口成人さん、吉﨑修さんです。皆さん、適用促進の推進員、講座
の講師等でＳＲに貢献していただいております。また、事務所の後継者の合格にも力を入れてお
ります。会員の南郷英俊さん、翔吾さん兄弟、山口成人さん、江口俊彦さんのほか、水口真波さん、
水元麻未さん、西留健大さんです。最近は、うわさを聞きつけて、熊本、宮崎の後継者も受講し
ており、10 名を超える後継者が頑張っております。
　また、ＳＲの講座で忘れることのできない存在が、辻孝男先生です。日々研鑽の中、莫大な資
料を受講生の為に作成していただいております。お体をいたわりながら、あと 10 年いや 20 年、
一年でも長く教鞭をとっていただきたく思っております。ほかに、三輪全子先生、松田将紀先生、
北村佳文先生、堀之内秀太先生、立石健作先生、入江克郎先生、石塚昭子先生、平元浩美先生、
南郷英俊先生、領家将公先生に教鞭をとっていただきました。現在では、生駒裕一先生、今村彰
仁先生、江口俊彦先生、原田雄一朗先生、妙圓園雄樹先生、園田忠文先生が講師として活躍され
ています。本当にありがとうございました。これからも、人材育成の為、ご協力お願いいたします。
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　現在の鹿児島ＳＲ経営労務センター
　社労士会員 83 名、社労士法人会員３法人、事業主会員 223 事業所、一人親方会員 148 名、平
成 28 年 11 月１日現在の会員数です。
　職員は、頑張り屋の吉井裕美さんを中心に、保﨑事務所で、20 数年にわたり薫陶を受け、筋
金入りの中村美枝子さん、平成 27 年 12 月の委託事業から引き続き勤務する、おっとりした東満
智子さんの３名のほか、妙圓園雄樹さん、米森伸吾さんに３人の補助をしていただいております。
若干平均年齢は上がりましたが、「亀の甲より年の功」で頑張っております。お近くにお立ち寄
りの際にはお気軽にお立ち寄りください。

これからの鹿児島ＳＲ経営労務センター
　「社労士会とＳＲは車の両輪である」これは、外すことのできないＳＲの原点です。先日、松
山で愛媛会と愛媛ＳＲの元会長の上甲芳文先生とお話をする機会を得ました。愛媛会は鹿児島と
ほぼ同じ規模の県会です。ＳＲは先発組で、昭和 63 年１月 22 日設立です。上甲先生は社労士会
館の建設にご尽力されました。愛媛県会社労士会館の建設費用は、会とＳＲの両輪で 10 年ほど
で完済されたとのことでした。鹿児島ＳＲは、設立より５年間、社労士会の事務局にＳＲ事務局
を置かしていただくなど、社労士会より多大なるご支援をいただきながら成長してまいりました。
今後も原点を忘れることなく、車の両輪として相協力しながら、受託率の向上、事業所の発展、
労働者の福祉の向上を目指して運営することを忘れてはなりません。
　松山には天守を頂く全国に名声を馳せるお城がありますが、鹿児島には鶴丸城に代表されるよ
うに屋形造りの質素な城しかございません。薩摩では「人は城、人は石垣、人は壕」といわれる
ように、人材教育に力を注ぎました。郷中教育で知られるように、幼少時より先輩から徹底的に
教育を施されてきました。西郷隆盛、大久保利通など明治維新の偉人群は時代の流れもあります
でしょうが、郷中教育の成果だと思います。鹿児島ＳＲも次の鹿児島会、地域へと、会を想い、
会員を思いやる人材の育成、輩出の場所にしていかねばなりません。「人材育成の梁山泊たれ」
この言葉が、今後の目標です。
　原点を忘れることなく、人材育成に力を注げば、20 年後、50 年後いや 100 年後も鹿児島ＳＲ
経営労務センターは盤石です。
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「せっぺ翔べ」
　本会報は、石走会長の提案で創刊されました。佐藤惠子先生を編集委員長、生駒裕一先生、宮
里一葉先生を編集委員として、本紙を創刊号として年２回発刊の予定でおります。
　題号を決めるに当たり、「泣こかい、跳ぼかい、泣こよかひっとべ」の「ひっとべ」がすぐに
浮かんだのでありますが、ある会の会報の題号であるとのことで、「せっぺ翔べ」に決定いたし
ました。
　「せっぺとべ」精一杯跳びなさいの鹿児島弁です。日置市日置町では６月の第１日曜日に同名の、
田んぼの中で飛び跳ねどろんこになるお祭りがあります。また、西郷隆盛、大久保利通を中心に
薩摩から新政府へとの薩摩の偉人たちを描いた司馬遼太郎の「翔ぶが如く」の翔を当て字としま
した。題字は、宮里一葉先生に書いていただきました。皆で、せっぺ翔びましょう！

最後に
　この 10 年間を走馬灯のように思い返してみました。忙しいけれど充実した時期、楽しかった
時期、つらかった時期、どの場面にも、会員の皆様の暖かい笑顔が浮かんできました。会員の皆
様に支えられ励まされての 10 年間でございました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。あり
がとうございました。また、今後 10 年 20 年と、鹿児島ＳＲ経営労務センターは皆様と共に歩み
続けてまいりたいと思います。変わらぬご指導ご鞭撻よろしくお願いいたします。
　特に、初代会長の上久木田尋美先生、現会長の石走啓一先生、報酬もないＳＲの会長を手弁当
で率いてくださいました。また、初代専務理事の山元耕二さんは、専務理事、事務局長と支えて
くださいました。本当にありがとうございました。これからもご助言よろしくお願いいたします。
　川口俊一先生から 10 周年、20 周年の為に資料を残しておけと、常日頃から言われていたので
すが、その場面々々が一生懸命でそんな余裕がありませんでしたが、さすが、職員が資料を残し
ておりました。設立総会の写真がないと思っていたら、川口先生がご提供くださいました。
　最後に皆様方の惜しみないご助力、ご支援本当にありがとうございました。心より御礼申し上
げます。
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社労士
受験講座

　私が初めて鹿児島ＳＲ経営労務センターと出会ったのは、社労士試験の勉強をしていた平成 21
年のことです。それまでは独学で勉強をしていたのですが、やはり一人の勉強では試験のポイン
トが掴めず、今後どのような形で勉強をしていくかについて迷っていた時に、父からＳＲ主催の
受験講座のことを教えてもらったことがきっかけでした。
　受験講座においては、現役の社労士が講師として教壇に立たれているので、試験のポイントだ
けでなく、ご自身が実際に試験を受けられた際の体験談や社労士として仕事をしていくことの心
構え等、勉強以外にも色々なことを教えていただきました。また、その時に講師をしていただい
た先生や一緒に勉強をした受験仲間とは、分からないことがあると質問をさせていただく等、今
でも交流をさせていただいております。
　試験合格後は、約１年という短い期間ではありましたが、ＳＲに勤めさせていただきました。
事務組合での仕事は初めてでしたので分からないことが多かったですが、多くの方に色々なこと
を教えていただいたおかげで、どうにか仕事を進めていくことができました。山野先生をはじめ、
多くの先生方には感謝してもし切れないです。
　そして現在は、独立をして５年が経過いたしました。ＳＲを通して知り合った多くの方々や経
験は、社労士という仕事をしていく中で大きな財産となっております。まだまだ迷うことが多く、
一人前になるのは先のことではありますが、今後も日々精進し、頑張って参りたいと思います。

創立10周年、おめでとうございます。
会員　南郷 英俊



20

社労士
受験講座

　その当時は、２トントラックで、配送営業に明け暮れる日々でした。日曜日休みで少し勉強を
して、お盆が過ぎたら JR で試験会場の熊本大学に向かう。それを２年繰り返し、そのまま３年
目の受験生になりました。惨憺たる２回の経験を生かすことなく、根拠なき自信だけで、試験を
受けていたような気がするのは、気のせいではありませんでした。
　３年目の春、受験願書を取りに行ってもらった家内が、願書と一緒に持ってきた社労士講座の
リーフレット。それが私と SR との最初の出会いです。
　軽い気持ちの受講でしたが、自信だけしかない三回生は、実は毛の生えた素人程度の知識で、
答練も悲惨な状態。しかし答練講座を受けたので、なんとなく受かる気になった３回目の受験は、
わずかに正答率が上がった程度で、もちろん不合格です。
　そして４年目。後日に聞いた家内曰く、「このまま独学させても一生受からない」と思ってい
たそうです。家内の強い勧めもあり、SR の講座の受講が始まります。本を開いて授業を受ける
のは何年ぶりでしょう。始まると同時に襲いかかる睡魔に、簡単にノックアウトされながら、授
業は進んでいきます。
　なんということでしょう。「講座受けたからこれは受かるだろう」という思い込みだけがパワー
アップ。講座も答練に突入。答練成績は、合格ラインには、まだほど遠い。しかしここも前向き
なイメージと、根拠なき自信で、余裕をもって試験会場に足を運びます。
　ここでようやく根本的な学力が備わっていないことに気付きます。なるほど、この程度で受か
るはずがない。なんて気づくのが遅いのでしょう。そうして気合いの入った５年目は、講義の睡
魔には、やはり負けてしまうのですが、予習・復習・暗記カードと通勤中・休憩中は勉強三昧です。
少ない休日も、もちろん勉強。答練の成績はあまり良くありませんが、不正解問題は、徹底して
記憶。寝る間もなく頭に詰め込んで行きます。勝負は試験日に間に合えばいい。
　そうして見事５年目の合格。ＳＲ講座との出会いがもっと早ければ、３年は早く受かったかも。
しかし、寝る間も惜しんでひたむきに学ぶ経験は、いい体験として思い出に残っています。ちな
みにこれを会社の仕事で強要するとめでたくブラック企業になりますね。
　合格から開業して、もうすぐ５年になります。初めての業界で、既に多数のベテランの講師を
何人も知り合っている事は、何より心強いものがありました。おかげ様で、わからない事は調べ
ればなんとかなるを信条に、想定しないような事案が舞い込んでしまう日々を繰り返しています。

SR社労士受験講座から開業に向かって
会員　原田 雄一朗
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　最近、作家の佐藤愛子氏のエッセイ “ 九十歳。何がめでたい ” が注目をあびている。わが意を
得たりである。
　めでたさは長く生きた年齢だけで決まらないし、年を重ねる日々が特にめでたいわけではない。
　日本は、かつて経験したことのない高齢化社会に突入した。残念ながらこのあふれんばかりの
人数とパワーを活かす対策が遅れている。
　しかるに私は、自分なりの対策を講じることにした。年齢を重ねるとともにやはり工夫が必要。

（工夫というほど難しいことでもないが・・・・・）
　童謡に♪♪カラスなぜ鳴くのカラスは山にかわいい七ツの子がいるからよ♪♪とあるが、この
唄には致命的な誤りがある。カラスは七という数を認識できない。カラスがわかる数は三ツまで
である。ついでに、人間は七という認識は充分出来ているが、加齢とともに五や三に落ちる場合
がある。従って、私のキャパもそこを考え、頭脳にためるものに優先順位をつけることにした。
まず、だいいちに責任と収入のある仕事を優先する。次に自分の趣味と好きな事。このあたりで
私のキャパの収容能力は満杯になる。日常的な事は、あとまわしになるので周囲の者にとっては
迷惑千万この上ないとは思うが、本人はいたって楽なものである。
　さて、その優先順位の１位の仕事に関する工夫であるが、すでにコピーを済ませたものを、再
度コピーすることが多くなった。若い時は無駄にした紙や自分の迂闊さを悔やんでいたが、今は
年取って仕事をすることの経費と考え、ストレスを感じないようにした。また、手放せない車の
運転についてはしっかり見直す必要がある。視力の衰え身体の柔軟性の衰えはいかんともしがた
く、家族にも心配されている。公共機関の乗り物がある所は、そのバス・電車を利用することは
もちろんであるが、こちらの運転に相手車の力を借りる一計を考えた。
　それは、相手にいち早く気付いてもらい用心してもらうために、私の車の色を目立つ色 ( まっ
きっ黄 ) に変えた。このもくろみどおり、私が相手車を確認できてない時でも、いち早く相手は、
このショッキングイエロー車を認識して気を付けてくれるという効を奏し、その結果、私の車は
事故知らずである。ただ、自分で駐車場の出入時にぶつけた傷はかくせないが。また、いつも広
い駐車場で自分の車を見つけるのにウロウロしていたのが、今は、遠くからでもまっすぐ自分の
車の所に戻れるのも助かっている。年齢を取るととともに、車の色をハデにしていかれることを
お勧めしたい。
　また、仕事をきちんとかたづけていくためには、何よりもワークライフバランスが大切である。
よい休憩・よい休息をはさみながら仕事をする。よい休息は心身の復活に役立つ。国や事業主に
是非お願いしたいのは、労働者は休ませながら使いましょうということである。
　今の時代を牽引している若い世代も、やがてこれらのことをわかる年になり、同じ立場になっ
ていくと断言できる。そのための、予備知識や高齢者活用の参考にしていただけたらと思う次第
である。

老　い　て　な　お　・・・・・

想随

会員　福留 京子
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鹿児島ＳＲ経営労務センター

鹿児島市下荒田 1-41-8ユーミーリンクビル 202

MAIL

URL

FAX099-258-4466  099-202-0484

kagoshima-sr@po2.synapse.ne.jP

http://kagoshima-sr.sakura.ne.jp/index.html

TEL

【業務内容】

・鹿児島ＳＲ経営労務センター

　当センターに労働保険の事務委託をすることにより、本来労災保険に加入することができ

ない事業主（代表取締役以外の取締役）や家族従事者についても特別加入制度を利用して労

災保険に加入することができます。

・鹿児島ＳＲ建設業労災センター

　建設業に従事する労働者を雇用していない一人親方も当センターに加入することにより労

災保険に特別加入することができます。

・鹿児島ＳＲ船員労災センター

　労働者を雇用していない船員も当センターに加入することにより労災保険に特別加入する

ことができます。

・鹿児島ＳＲ農業者労災センター

　農業に従事する労働者を雇用していない方も当センターに加入することにより労災保険に

特別加入することができます。

・社会保険労務士受験講座

　毎年社会保険労務士受験講座を開講し、これまでに 27名の合格者を輩出しております。

合格された皆様は、現在社会保険労務士として活躍しております。

　鹿児島ＳＲ経営労務センターは皆様のご協力により、今年で設立 10周年を迎えました。

今後ともご理解とご協力の程宜しくお願い申し上げます。

鹿児島ＳＲ経営労務センターのご案内
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　大戦後間もない昭和24年（1949年）鹿児島市制60周年を記念し、戦後復興只中の
鹿児島市民の手によって“おはら祭”は誕生した。
　その後、今年平成28年11月2～3日前夜祭、本祭が行われ65回の開催となった。こ
の間、様々な障害を乗り越えながら、市民も行政も一体となって今日に至った祭りは、
鹿児島を代表する大祭として全国にその名を馳せている。
　祭りは、鹿児島おはら節をはじめ、鹿児島ハンヤ節など地方(じかた)の力強い演奏に
乗り、高見馬場からいづろを通り、桟橋通りまでを、２万人の踊り連の南国鹿児島らし
い闊達で情熱的な総踊りは圧巻である。

　また、平成10年より東京都渋谷区道玄坂・文化通で、毎年5月の中旬頃に開催される
のが、“渋谷鹿児島おはら祭”である。
　遠く鎌倉時代、この地の渋谷一族がはるか薩摩の地に移住したことの縁(えにし)で、
鹿児島と渋谷の関わりは深い。“渋谷鹿児島おはら祭”は来年で20回目の開催となり、
若者文化の発信地渋谷での祭りは、節目を迎える。
　二つの都市のおはら祭が、この先、時代と共にどのように発展し、次の世代に受け継
がれていくのか、市民の祭りから目が離せない。

おはら祭り

題字 宮里 一葉

鹿児島市

おはら祭り


