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鹿児島SR経営労務センター

　妙円寺詣りは、鹿児島三大行事の一つである。
　お祭り騒ぎとは一線を画す、古の勇猛果敢な荒武者達を偲ぶ伝統行事である。
　島津義弘が関ヶ原の戦で行った奇跡的な敵陣突破をたたえ、関ヶ原の戦の日である
旧暦9月15日の前夜9月14日に行われた夜行である。
　始まりは定かではないが、関ヶ原の戦以後の鹿児島城下の武士たちが甲冑に身を固
め、かつての義弘公の偉業に想いを馳せながら20キロの道程を歩き、公の菩提寺であ
る日置市伊集院の妙円寺に詣り、その同じ道程を鹿児島まで戻るという強行軍であっ
た。薩摩の武士に脈々と受け継がれてきた行事であったが、明治以降は子供たちの心身
の鍛練として行われ、大正の頃までは夜行であったものを一般市民が参加するように
なると、行事は日中に行われるようになった。行程も、短縮されたコースも用意され、誰
でも参加できる行事として定着し、現在に至っている。
　明治の廃仏毀釈のため、明治以降は同地の徳重神社が目的地に変更された。現在は妙
円寺も再興され、神社と共
に妙円寺にも合わせて参
拝する人が増えたという。
道中、皆で歌うという「妙
円寺詣りの歌」は、大正期、
新聞社に公募されたもの
だが、その歌詞は、関ヶ原
の戦いの最中、義弘公率い
る薩摩の武者たちのその
艱難辛苦と武勇伝をさな
がら絵巻のように謳いあ
げたものである。
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会長新任の挨拶

　平成 29 年度鹿児島ＳＲ経営労務センター通常総会において、会長に就任いたしました。初
代の上久木田会長、第２代の石走会長には、設立以来 10 年間で鹿児島ＳＲの基礎固めをして
いただきました。感謝いたしております。
　現在、鹿児島ＳＲの会員数は、社労士会員 92 名、事業所会員 320 事業所、一人親方会員
200 名の鹿児島でも大規模に分類される労働保険事務組合であります。
　発足以来、事務組合の使命である「適正な申告、正確な徴収納付」に努めてまいりました。
10 年間滞納事業所をひとつも出すことなく、政府へ完納できたことは、ひとえに会員のみな
さまのご尽力があってのことです。今後も「適正な申告、正確な徴収納付」に努めてまいります。
　現在の課題として、事務処理の効率化があげられます。鹿児島ＳＲでは、当初から、少人数
で効率よく事務処理を行うため、社労夢と総コンを併用しております。事務処理、コストの両
面から委託件数が増える分だけ煩雑さや、無駄が発生しております。今後数年のうちに他都道
府県ＳＲの利用しているＳａａＳシステムに切り替えていきたいと考えております。このシス
テムは、担当社労士が、委託事業所のサーバーにアクセスし事務処理が行えます。たとえば電
子申請の場合、現在は「利用届」を添付して申請していただいていますが、サーバー上のソフ
トで可能になります。また、その結果が、事務処理簿に反映されます。また、賃金等の報告等
年度更新の帳票の入力も現在それぞれのソフトまたはエクセルシートで作っていただいたもの
を、ＳＲ事務局で社労夢、総コンそれぞれに再入力しておりますが、各社労士に直接入力して
いただくことで、無駄な作業を省くことができます。現在、ＳＲのＳａａＳ統一ソフト作成を「全
国社会保険労務士会連合会」で、検討の段階に入っておりますので、そこへの移行ができるよ
う準備を進めてまいります。
　事務組合連合会の一丁目一番地である、「労働保険未手続一掃対策事業」も、これまでどおり、
労保連鹿児島支部に協力し推進してまいります。
　また、社労士講座では、10 年間で 34 名もの社会保険労務士を社労士会及びＳＲに輩出いた
しました。今年度も５名の合格者を出すことができました。これは、辻孝男さんをはじめ、担
当の社労士の情熱の賜物です。社労士講座もＩＴ革命のあおりを受け、低価格のオンデマンド
化が進みつつあり、鹿児島でもライブの授業を廃止する教育機関が増えております。鹿児島の
次代の社労士会を担う人材を輩出する場としての使命と誇りを胸に時代の荒波を乗り越え益々
発展してまいります。
　ここ数年で、社労士会、労働保険事務組合を取り巻く環境が急速に変化しております。安倍
政権下での「働き方改革」「規制緩和」等々、社労士としての在り方、労働保険事務組合とし
ての在り方が、問われる時代となってきております。どのような環境におかれても原点を忘れ
ることなく微動だにしない鹿児島ＳＲとしての盤石な人、組織作りを第一の目標に日々精進し
てまいります。

鹿児島SR経営労務センター
会長　山野 髙廣
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　平成 29 年度通常総会が、６月６日（火）に鹿児島サンロイヤルホテルで開催されました。
　総会には、鹿児島労働局徴収室長の福元英幸氏、( 一社 ) 全国労働保険事務組合連合会鹿児
島支部会長の保﨑賢氏、及び事務局長の牧瀬正良氏の列席のもと、社労士会員 30 名が出席し、
会の運営に関して議論いたしました。
　本年度は、役員改選や定款変更など重要案件がありましたが、審議の結果、議案第１号から
第４号までの全ての議案が原案通り承認されました。
　また、総会終了後に懇親会が開催され、会員間の親睦を深めました。
　通常総会の審議事項は下記の通りです。

第１号議案　平成 28 年度事業報告及び一般会計決算報告承認に関する件
第２号議案　平成 29 年度事業計画（案）及び一般会計収入支出予算（案）審議に関する件
第３号議案　定款変更に関する件　（第１条、役員に関する事項）
第４号議案　役員改選
　　　　　　新役員は以下の通りです。　
 　会　　長　山野　髙廣
 　副 会 長　山﨑　智健
 　副 会 長　領家　将公
 　専務理事　江口　俊彦
 　理　　事　山口　成人
 　理　　事　南郷　翔吾
 　理　　事　堀之内　秀太
 　監　　事　安田　昌基
 　監　　事　中村　ももえ

平成29年度　通常総会開催
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有限会社　ハクエイ新建材店 〒891-0404
鹿児島県指宿市東方10829-1

TEL 0993-25-3100 / FAX 0993-25-3109
ホームページ http://www.i-hakuei.com/

会社概要    
　昭和 50 年２月設立

 　社員数 12 人
 　弊社は、「快適ライフを創造

する！」を企業コンセプトと
して、お客様に快適空間を提
供できる企業で在りたいと考
えております。　

思い
　　仕事を通じて社会に貢献す

べく、地球環境を守る商品の
ご提案やお客様の安心・安全・
快適な生活提案を行い、質の
高いサービスのご提供をいた
します。

事業案内１
　　建設会社様・工務店様・大工様への建築資材の

販売を行っています。
 　商品は木材・新建材・水回り・サッシ・エクス

テリアなどを販売し配達・工事を行います。商圏
は指宿市を中心に鹿児島市・南九州市・枕崎市で
す。

事業案内２      
　エンドユーザー様への活動としては水廻り中心
の住宅リフォーム工事、オール電化工事、カーポー
ト・フェンスなどのエクステリア工事を行ってお
ります。  

事業案内３　
　　太陽光発電事業を行っております。自社施工で安心をモットーに設置からアフターまで

行っております。太陽光発電は二酸化炭素を出さず、騒音もなく、排気ガスも排出しない地
球環境にやさしいエネルギーです。その安全安心を伝えて、設置実績も 150 件を超えて指宿
で太陽光発電ならハクエイと言ってもらえるよう普及を進めていきたいと考えております。

代表取締役　桜井 博英

わが社わが社事 業 拝 見所 せっぺ翔べ

ホームページ
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事業案内４
 　年間約３回、お客様へのイベントとし

てバスツアーを行っています。
 鹿児島、熊本、福岡へ住宅展示会見学・

観光・食事と毎回 30 名～ 50 名の参加が
あり楽しんで頂いております。弊社社員
との距離感も縮まり直接お客様の話が聞
ける貴重な機会になっています。

事業案内５
 　毎月１回弊社ショールームで「IH 料理

教室」を無料で行っております。IH クッ
キングヒーターを売りっぱなしにしたく
ない。正しい使い方・便利な機能を知っ
て頂きたいという思いから始めて約 10 年
続いているイベントになっています。

 現在、IH をお使いの方もそうでない方も、
是非、一度参加してみてください。

事業案内６ 　　
　　今年より弊社ショールーム内でこども

食堂「いぶすきそらまめ食堂」を開設し
ました。月１回昼食を高校生以下は無料、
大人は 200 円で提供し、１人で食事する

「孤食」を防ぎ、さまざまな世代が出会え
る場を目指しています。どなたでも気軽
に入れるこども食堂になっています。ぜ
ひ気軽にお越しください。

当コーナーで、貴社の紹介をしてみませんか？宣伝・自慢大いに結構！
新たな発想、他社とのジョイントのきっかけに利用して頂きたいコーナーです。
興味をお持ちの事業所は、顧問社労士にお問い合わせ下さい。
顧問社労士は、クライアントの発展のために、当コーナーをお薦め下さい。

事業所
募集

バスツアー 『アイラブホームフェアｉｎ熊本』

こども食堂「いぶすきそらまめ食堂」

IH料理教室
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　平成 29 年 10 月 20 日、神戸市の神戸ポートピアホテルにて、西日本ＳＲ交流会が開催され
ました。鹿児島ＳＲからは山野会長、領家副会長、江口専務理事の３名が出席いたしました。
交流会には西日本より 24 都道府県のＳＲ関係者が多数出席し、「各ＳＲ経営労務センターの懸
案事項とそれに対する対応、対策」を議題に、ＳＲの現況・独自活動報告や運営上の問題点な
どの活発な意見交換が行われました。
　会議終了後に懇親会が開催され、普段なかなか接する機会のない他ＳＲとの情報交換の場を
持つことが出来ました。
 

　平成 29 年 10 月 19・20 日に（一社）全国労
働保険事務組合連合会主催の労働保険事務組
合研修会が開催され、山野会長、領家副会長、
江口専務理事の３名が出席いたしました。
　研修会では、鹿児島労働局労働保険徴収室
の適用指導官より、労災保険の特別加入制度
や労働保険事務組合業務についてのご説明が
あり、日頃の業務を再度確認する良い機会と
なりました。
　研修会終了後に懇親会に参加し、県内の労
働保険事務組合関係者の方と意見交換を行い、
親睦を深めました。

第20回西日本ＳＲ交流会開催

労働保険事務組合研修会開催
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　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。本年（平成 29 年度）講座ま
で 10 回、受講生延べ 345 人で、合格者 34 名を輩出しております。本年度も 11 月 10 日に合格
発表があり、受講者 38 名中、羽生航太さん、上野直希さん、稲本ちほみさん、小畑裕子さん、
川口真紀子さん、計５名の方がみごと合格の栄冠を勝ち取られました。
　羽生さんは田之畑事務所の職員として、社労士会、鹿児島支部、ＳＲの事業に日頃よりご協
力され、今後のご活躍が期待されております。また、上野さんは、社労士であったお父様を７
月に亡くされ、必死の勉強の末、お父様との誓いを果たされました。上野事務所の２代目とし
て益々ご活躍されることを期待しております。他の３名の方々も、12 月の半ばから、８月の
末までの９か月間、毎日曜日、雪の日も、暑さの中でも、ポリテクセンターで朝から夕方まで
試験勉強に汗を流されての合格でした。今後のご活躍を期待いたしております。
　11 月 26 日平成 30 年度の講座説明会の終了後、合格祝賀会を開催いたしました。合格者に
加え、本年残念ながら僅差で涙をのまれ、来年度合格へ向けての誓いを新たにする受講生が集
い合いました。還暦を超えても益々指導に力の入る辻先生をはじめ、本講座の卒業生である、
原田さん、生駒さん、妙圓園さん、豊山さん等々ＳＲ会員も出席し、合格者の今後相談、来年
合格を目指す受講生へのアドバイス等々、時間を忘れ話が尽きない懇親の場となりました。

平成29年度「第49回社会保険労務士
試験」ＳＲ講座合格祝賀会

辻氏受験講座講義中

社労士合格各氏合格祝賀会

合格
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