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女性部総会４月18日（木）・青年部総会４月22日（月）・本会通常総会５月２２日（水）開催！

平成３０年分
～決算の状況より～

平成３０年分
～決算の状況より～

　本会税務相談所では、時津地区１８１件、長与地
区１７７件の確定申告を行いました。
　前年より引き続き申告した事業所について、
平成３０年分の概況を分析します。

　時津支所管内では、全業種平均売上が１， ４４３
万円と昨年平均１， ３８４万円より４．３％の増加で
した。
　業種別では卸売業（▲４．０％）、製造業（▲１．
８％）、サービス業（▲３．４％）、不動産業（▲２．
８％）の４業種が減少。上昇した業種は小売業（＋
６．１％）、建設業（＋１０．７％）、飲食・宿泊業（＋０．
５％）の３業種でした。　
　一方、長与支所管内では、全業種平均売上が
１， １８４万円と昨年平均１， ２１７万円より２.７％の
減少でした。
　業種別では小売業（▲６．０％）、建設業（▲１．
７％）、サービス業（▲２．６％）、飲食・宿泊業（▲
４．２％）、不動産業（▲４．５％）の５業種が減少。上
昇した業種は卸売業（＋２．０％）、製造業（+４．
８％）の２業種となりました。
　全体でみた業況は、建設業と製造業はやや改
善傾向であるものの、その他の業種では現状を
維持しながらほぼ横ばいで推移しているとみら
れます。主な原因としては需要の停滞が考えら
れます。一方で、材料費や人件費の上昇によるコ
スト高、人手不足感の高まりといった供給面で
の問題点も影響してきていることが考えられま
す。
　時津地区、長与地区
の商工業の景況が今
後回復軌道に乗るた
めには、これらの問題
点の解消に向けた対
策が必要になると考
えられます。

「長崎県農商工連携ファンド
事業助成金」受付開始のご案内
「長崎県農商工連携ファンド

事業助成金」受付開始のご案内

　同ファンド事業は、長崎県内の中小企業者と
農林漁業者が連携し、お互いの強みを活かした、
新商品や新サービスの開発、販路開拓への取り
組みへ助成します。

 ■応募受付期間
　 ２０１９年４月１日（月）～２０１９年５月１７日（金）

 ■助成対象者
　 ①長崎県内の中小企業者と農林漁業者との
　　 連携体（※単独企業は対象外）
　 ②長崎県内の特定非営利活動法人と農林漁
　　 業者との連携体

 ■助成対象事業
 　県内の農林水産物を利用した新商品の開発、
　 販路開拓へ取り組む事業

 ■対象経費
　 研究開発費・謝金・旅費・委託費・諸費
　 （通信運搬費・展示会等出展経費など）

 ■助成限度額
 　３００万円／１事業所　助成率２／３以内
　 （離島の農林漁業者が連携帯に入る場合３／４以内）

 ■事業期間
 　①交付決定～２０１９年１２月３１日（Ⅰ型）
　 ②交付決定～交付決定から１年間（Ⅱ型）
　 （採択された場合は、事業終了後５年間にわた
   り、進捗確認や実績報告を行う必要があります。）

 ■応募方法
　 所定の「助成金交付申請書」に必要事項を記入
　 の上、申請書に記載の添付資料とともに応募し
　 てください。（要事前相談）事業内容等の確認を
　 行うため、できる限り早めにご相談ください。

 ※実施内容は多少変更になる場合があります。
   詳細は事前にご確認ください。

 ■問合せ先
　 長崎県商工会連合会 企業支援課
 　〒８５０－００３１ 長崎市桜町４－１（長崎商工会館８Ｆ）

　 ＴＥＬ ０９５（８２４）５４１３／ＦＡＸ　０９５（８２５）０３９２ 

〒851-2105　長崎県西彼杵郡時津町浦郷428-14
TEL095-882-2240／FAX095-882-0521
E-mail:nishisonogi@shokokai-nagasaki.or.jp

〒851-2128　長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷431-4
TEL095-883-2145／FAX095-883-2149
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会報のバックナンバーは、商工会ホームページ「時津・長与ウォーカー」でご覧いただけます。

第６回理事会報告第６回理事会報告

　３月２２日（金）、第６回理事会が開催されました。
　会議では、以下の議案について協議し原案ど
おり承認されました。
　会員加入の件、収支補正予算（案）の件、定款の
一部改正（案）の件、服務規程の一部改正（案）の
件、旅費規程の一部改正（案）の件、事務処理規程
の一部改正（案）の件、金融審査委員会の一部改
正（案）の件、プレミアム付き商品券の件等。
　この中で、定款改正については５月の総会にて
提案しますが、今日の事業承継の多様化に対応し
て、青年部員資格も緩和を図るというものです。
　また、各種規程の改正は、働き方改革及び人事
制度改革に伴うものです。
　低所得者・子育て世帯を対象とする、プレミア
ム付き商品券については、消費増税対策として１０
月１日に発行予定です。
　今後、詳細が分かり次第、情報発信をしていき
ます。

　「５年内に売上又は経常利益５％増の企業を
５０社創る」ことを目標に、伴走型支援を行っ
ています。【支援企業数】　　　　　　　　　

平成３０年度
５５５作戦 実績状況

平成３０年度
５５５作戦 実績状況

（平成３０年６月１日～平成３１年３月３１日実施分）

Ｈ２９からの支援累計社数

経営分析等

事業計画策定等

事業計画策定フォローアップ
対象事業社数

事業計画策定等

売上又は利益５％増
見込社数

５８社／４６目標社数

３３社／２３目標社数

７社

４社

８社

 Ｑ：企業側としては、従業員に対して具体的
　　にどのような対応が求められるの？

 Ａ：「働き方改革関連法」とは、昨今問題なっ
　　ている長時間労働の是正や非正規労働者
　　と正社員との不合理な格差の改善をテー
　　マとする一連法の改正をいい、労働基準
　　法、労働安全衛生法、労働時間設定改善法、
　　パートタイム労働法、労働契約法、労働者
　　派遣法等が改正されることになります。

具体的な対応が求められるもの
　・特別条項により時間外労働の上限を制限
　  ※２０２０年４月１日より原則月４５時間、
　　　年３６０時間
　・時間外労働が月６０時間を超える場合、賃
　　金割増率が、２５％→５０％となる
　  ※２０２３年４月１日猶予期間終了
　・年次有給休暇消化の義務（最低５日／年）
　・フレックスタイム制や高度プロフェッ
　　ショナル制度の中身の緩和等

消費税軽減税率対策消費税軽減税率対策

レジや受発注システムの導入・改修と補助金

　複数税率に対応したレジの
導入や受発注システムの改修
時には、軽減税率対策補助金
が設けられており、次の３つの
型が用意されております。

　【Ａ型：複数税率対応レジの導入等支援】
　・複数税率に対応できるレジを新しく導入
 　したり、対応できるように既存のレジの改
 　修時に利用可能。
　・補助率：３／４（３万未満の機器を１台のみ購
 　　　　　入する場合は４／５、タブレット等
 　　　　　の汎用機器は１／２）
  ・上限額：レジ１台当たり２０万
 　　　　 （新たに商品マスタを設定する場合は
 　　　　　　　　１台あたり４０万円。複数台は２００万）

　【Ｂ型：電子的受発注システムの改修支援】
　・（ＥＤＩ／ＥＯＳ等）を利用する事業者が、
　　複数税率に対応するために改修・入れ替
　　えを行う場合に可能。
　・補助率：３／４
　・上限額：
 　　　小売業者の発注システム　１，０００万円
 　　　卸売事業者等の受注システム１５０万円
 　　　受発注システム両方　　　１，０００万円

　【Ｃ型：区分記載請求書等への対応支援】
　・２０１９年１月１から新たに区分記載請求書等
 　への対応のためのシステム開発・改修、パッ
 　ケージ製品や事務処理機器導入経費を支援
 　するために創設された。
　・補助率：３／４
　・上限額：１事業者あたり１５０万円
　※詳しくは「軽減税率対策補助金事務局」
    （http://kzt－hojo.jp）をご覧ください。
　　フリーダイヤル　０１２０（３９８）１１１

働き方改革関連法案が成立
　 ２０１９年４月より施行！
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売上を伸ばしたい、販路開拓したい、商品開発をしたい・・・商工会がお手伝いします！

平成３１年度
労働保険年度更新について

平成３１年度
労働保険年度更新について

青年部西彼ブロック
コーフボール大会終了
青年部西彼ブロック

コーフボール大会終了

　年度更新の時期が来ました。労働保険料の対
象期間は、４月１日から翌年３月３１日までです。
　申告・納付手続き期間は、６月３日（月）～７月１０
日（水）までです。
　但し、商工会に事務委託をしている事業所は、
事務組合指定の期日までに必要書類の提出が必
要ですのでご注意ください。
　詳細は、４月中旬に「労働保険年度更新に関す
るご案内」を送付しますので、内容をご確認のう
えご対応ください。
　なお、平成３１年度の雇用保険料率は平成３０年
度の料率で据え置きとなっております。
　ご不明な点は、商工会・長崎労働局・労働基
準監督署・公共職業安定所（ハローワーク）等に
お問い合わせください。

　３月３日（日）、県立大学シーボルト校体育館で
青年部西彼ブロックコーフボール大会を開催し
ました。
　東長崎・長崎
南・三重・琴海・
西海市・西その
ぎと、参加６チー
ムが熱戦を繰り
広げて親睦を深めました。
　各チームによる激しい攻防戦の結果、見事長崎
南チームが優勝に輝きました。
　参加された皆様、ありがとうございました。

経営セーフティ共済
からのお知らせ

経営セーフティ共済
からのお知らせ

４月決算法人の平成３１年４月分掛金の税務上の
取扱いについて

　皇位継承に伴う金融機関の１０連休に係る、経
営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済）４月
分掛金の預金口座振替は、５月７日（火）となります。
　なお、４月決算の法人が前年度決算（平成３１年
４月２７日の属する期間の決算）において、会計上
未払計上をした場合は、税法上もその未払い分
掛金の損金算入が認められますので、対象とな
る企業はご注意ください。

■お問合せ先
　独立行政法人 中小企業基盤整備機構 
　　　　　　　　　　　共済事業推進部
　TEL ０５０（５５４１）７１７１（平日９時～１８時）

NISHISONOGI SHOKOKAI NEWS  Vol.132

　■そのメリットは？
　　所得税・住民税とも安くなります！

　　◆掛金全額が「社会保険料控除」の対象。
　　　所得税・住民税ともに安くなります。

　　◆受取る年金は「公的年金等控除」の対象

　　　で、遺族一時金は非課税です。

　■特徴は？
　　終身保険が基本・掛金はお休みも！

　　◆掛金は、一時お休みや掛金の増口・減口

　　　もできます。

　　◆終身年金が基本で、万一の時はご遺族が

　　　一時金を受取れます。

　　◆掛金は加入時の年齢で一定額。年金額は

　　　生涯変動しません。

　■お問合せ先
　　◆全国国民年金基金長崎支部まで
　　          ﾛｰｺ ・゙ﾖｲｸﾆ　
　 　TEL ０１２０（６５）４１９２

国民年金基金のお知らせ国民年金基金のお知らせ

　■加入できるのは？
　　国民年金とセット加入です！

　　◆国民年金の第 1号被保険者
　　　（２０歳～６０歳未満）
　　　※保険料免除の方等は除く。
　　　　年金事務所に納付申出をすれば加入可。

　　◆国民年金に任意加入している方
　　　（６０歳～６５歳未満や海外在住の方）
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着任のごあいさつ着任のごあいさつ

長与支所長　牧山 進士　南島原市商工会より異動長与支所長　牧山 進士　南島原市商工会より異動

異動のごあいさつ異動のごあいさつ
長与支所長　中尾 正浩　諫早市商工会へ異動長与支所長　中尾 正浩　諫早市商工会へ異動

　　　　　　　４月１日付を以て西そのぎ商工会
　　　　　　から諫早市商工会へ異動することに
　　　　　　なりました。
　　　　　　　平成２６年に当地へ異動して以来
　　　　　　５年。時津町で１年。長与町で４年。こ
　　　　　　の５年間、長かったようで短くも感
じております。
　これまでの間、私に関ってくださいました役員、
会員の皆様、そして叱咤激励していただいた役員、
会員の皆様、本当にお世話になりました。経営指導
員として皆様のお役に立てたこと、立てなかった
こと、あったかと思います。新任地におきまして
も、この５年間での経験を糧に、また一歩ずつ精進
して参りたいと思います。
　会員の皆様におかれましても、日々の事業経営
が少しでも上向いていきますよう願っておりま
す。またいつの日かお目にかかれることを願いつ
つ異動のご挨拶とさせていただきます。
　お世話になりました。ありがとうございました。

長与支所主事　平野 夕貴　長崎南商工会へ異動長与支所主事　平野 夕貴　長崎南商工会へ異動

　　　　　　　この度、4 月 1 日付けで長崎南商
　　　　　　工会へ異動することとなりました。
　　　　　　　西そのぎ商工会に赴任し３年間と
　　　　　　いう短い期間ではございましたが、
　　　　　　会員の皆様には大変お世話になり、
　　　　　　ありがとうございました。
　特に女性部の皆様には、未熟な私をあたたかく
受け入れてくださり感謝の言葉もございません。
　部員の皆様と楽しく事業に取り組めたことは、
私の自信に繋がりました。
　その他、税務や記帳相談で関わったすべての皆
様に、心からお礼申し上げます。
　新任地でもこちらで学んだ事を活かし、さらに
勉強を重ね精進して参ります。
　皆様の商売繁盛をお祈り申し上げます。
本当にありがとうございました。

　　　　　　　この度、西そのぎ商工会長与支
　　　　　　所に配属されることになりました
　　　　　　牧山進士です。
　　　　　　　旧長与町商工会でお世話になっ
　　　　　　て以来、１５年ぶりの長与勤務とな
　　　　　　ります。
　当時親しくさせていただいていた会員さん方
とお会いできるのを楽しみにしています。
　よろしくお願いします。

時津支所主事　今村 未来　　　　　　新任時津支所主事　今村 未来　　　　　　新任

時津支所主事　山﨑 絵理　　　　　新任時津支所主事　山﨑 絵理　　　　　新任

　　　　　　　この度、西そのぎ商工会に配属
　　　　　　となりました山﨑絵理です。　　
　　　　　　　これから日々の業務に一生懸命
　　　　　　取り組み、少しでも早く貢献する
　　　　　　ことができるようになりたいです。
　　　　　　　まだまだ至らない点が多々ある
と思いますが、皆様のお役に立てるよう精一杯
頑張ります。
　よろしくお願いいたします。

　　　　　　　この度、西そのぎ商工会に配属
　　　　　　となりました今村未来です。
　　　　　　　大学では観光学を専攻しており
　　　　　　ました。
　　　　　　　慣れないうちはご迷惑をおかけ
　　　　　　すると思いますが、誠実に仕事に
励むつもりですのでご指導のほど宜しくお願い
いたします。

 

　　　　　　　この度、西そのぎ商工会に配属　　　　　　　この度、西そのぎ商工会に配属
　　　　　　となりました今村未来です。　　　　　　となりました今村未来です。
　　　　　　　大学では観光学を専攻しており　　　　　　　大学では観光学を専攻しており
　　　　　　ました。　　　　　　ました。
　　　　　　　慣れないうちはご迷惑をおかけ　　　　　　　慣れないうちはご迷惑をおかけ
　　　　　　すると思いますが、誠実に仕事に　　　　　　すると思いますが、誠実に仕事に

　　　　　　　この度、西そのぎ商工会に配属　　　　　　　この度、西そのぎ商工会に配属
　　　　　　となりました山﨑絵理です。　　　　　　　　となりました山﨑絵理です。　　
　　　　　　　これから日々の業務に一生懸命　　　　　　　これから日々の業務に一生懸命
　　　　　　取り組み、少しでも早く貢献する　　　　　　取り組み、少しでも早く貢献する
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　まだまだ至らない点が多々ある　　　　　　　まだまだ至らない点が多々ある

（３月受付分）

　事業所名  代表者名　　　業　種　   地区

４月の行事予定表

辞令交付式
女性部役員会
新入社員研修
マル経融資申込期限
長崎県産業支援制度説明会（長崎）
長崎県産業支援制度説明会（諫早）
監査会
女性部総会
青年部総会
金融審査委員会(予定)
第１回理事会

月
月
水
金
火
水

木
月

火

1

8

10

12

16

17

18

22

23

　　　　　 制度の種類    利率(年利％)

㈱日本政策金融公庫普通貸付  　2.06～2.45％

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付 　　1.11％

県創業バックアップ資金  　　1.65％

長与町小規模企業振興資金 　　　　　　2.00％

県経営安定資金（長期資金）  　　1.95％

(平成３１年３月１３日現在)

経営でお悩みの方はいませんか？　商工会会員 随時募集中です！

㈲ふくみ屋

藤村昆布海産㈲

菅﨑　竜也

山﨑　浩一

藤村　健悟

菅﨑　竜也

食料品製造業

昆布・いりこ等の
卸小売業

船舶製造業

 時津町
 日並郷

 時津町
 左底郷

 長崎市
 小江原
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