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 本会では１月２６日～３月１５日にかけて会
員等に係る、平成２３年分（長与１９２件、時津
１９９件）の確定申告の受付を行いました。

〈長与町と時津町で対照的な傾向〉
　長与町では、前年度に比べ売上の増・減は半々。
　売上高は微減となっていますが、所得金額は
１２６．９％と大幅に増加しており、経営改善に
よる利益の確保が行われたようです。なかでも、
小売、サービス、不動産の伸びが目立ちます。
　それに対し、時津町では、金額ベースでは売上
は微増。件数では、売上が減少した事業所の割合
が多くなっています。　所得面でも減少となっ
ており、売上は確保しているものの、利益には繋
がっていない傾向が見られます。特に製造、建設、
卸売、飲食では、売上は伸びても利益の減少割合
が大きく、材料や人件費の経費割合が大きい事
業所が厳しい状況となっているようです。
　確定申告の受付における業種構成にさほど違
いはありませんが、両町の産業基盤の違いから、
地域における小規模事業に与える影響も異なっ
ているものと思われます。

〈経営状態を常に把握することで利益の確保を〉
　東日本大震災から一年を経過しましたが、当
初その影響から売上が大幅に落ち込んだものの、
後半はそれを補う受注を確保できた事業所もあ
ります。一方で、震災当初は目立った影響がなかっ
た場合でも、被災地での復興需要により今後材
料の確保などに影響が出てくることも予想され
ます。
　依然として厳しい経営環境ですが、一部に見
られるように利益を出している事業所もあり、
市場の把握を行い、無駄を省くなどの努力を行
うことで健全な経営を維持することが可能です。
　資金繰りなどにおいても、必要以上に借入金

に依存すると、利益が出ても返済に回る分が大
きくなり、後に大きな負担となります。長期的な
計画を立て、融資を上手に利用することで大き
な投資効果が得られます。
　決算時期だけでなく、常に経営状態を把握す
ることが重要で、厳しい中でも十分に事業の発
展が望めることと思います。

【長与地区】
　　 売上（受注）動向（対前年比）
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【時津地区】
　　 売上（受注）動向（対前年比）
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　講師の島田理事長が代表を務める「みやのか
わ商店街」を一躍有名にしたのは、１９８７年か
ら２５年間に亘って続いている「ナイトバザール」。
　「同じことは二度とやらない」をモットー
に、昨年８月には２５０回を数えるまでに。
　アイデアを実行に移す力強いエネルギーとリー
ダーシップで、商店街の再生と"元気になる街
づくり"に取り組んできた数々の経験について
熱くご講演いただきました。
　また、同商店街では、高齢化が進むなか、体力
が衰え、買い物に不自由している人が増加して
いることに着目。これをフォローするための「買
い物代行」、さらに発展して、老人ホーム等の高
齢者施設などに商品を持ち込み、入居者に販売
する出張商店街「楽楽屋」、日本初のコイン型共
通商品券「和同開珎」（わどうかいちん）の発行など、
商売と連動した社会貢献運動を展開しており、
各方面から注目を浴びているそうです。
　大型量販店が建ち並び、商店街がシャッター
街へと変化していく昨今、シャッターを閉めて
いる店が１軒もなく、皆が助け合い・活（い）
かし合い・発展し合う、活気ある街づくりに取
り組んでいる姿は、私たち西そのぎ商工会とし
ても、大いに学ぶべき点があったと思います。
　他にも「森を育ててお菓子をつくる」という
スローガンのもと、土地柄を活かした楓の植
樹、そして樹液からメープルシロップを採取
し、名物のなかった秩父に、世界が認める秩父
産メープルシロップを使ったお菓子を誕生させ
たお話は、大変興味深いものでした。
　２時間にわたる講習会でしたが、熱心にメモ
をとられるなど、参加者の皆さんから大変ご好
評いただきました。

　個人事業主の方については、すでに確定申告
をお済みのことと思いますが、そのうち振替納
税をご利用の方については、振替日は下記のと
おりとなっています。前日までに預貯金残高の
ご確認をお願いします。
　万が一、引き落としできなかった場合は、延滞
税がかかる場合がありますので、ご注意ください。

　技能検定とは、働くうえで身につける、または
必要とされる技能の習得レベルを評価する国家
検定制度で、機械加工、建築大工やファイナン
シャル・プランニングなど全部で１２９職種の
試験があります。試験に合格すると合格証書が
交付され、「技能士」と名乗ることができます。
　そこで、下記日程で技能検定が実施されます
ので、受検について是非ご検討ください。

　受付期間受付期間　 平成２４年４月９日（月）～１８日（水）

　実技試験実技試験　 平成２４年６月４日（月）～９月９日（日）

　詳細については、長崎県職業能力開発協会
（　８９４-９９７１）へお問い合せください。

　今年度の労働保険年度更新の申告・納付手続
きは、平成２４年６月１日(金)から７月１０日
(火)までの間に行ってください。
　なお、労働保険料等の算定方法は、平成２３年
４月１日から翌年３月３１日までに支払った賃
金総額に保険料率を乗じて得た額となります。
　また、労働保険事務組合に委託している事業
所は、同組合指定の期限（５月１８日頃）までと
なります。
　詳しくは、４月中旬発送予定の労働保険年度
更新に関するご案内をご覧ください。
　ご不明な点がございましたら、商工会・長崎
労働局・労働基準監督署・ハローワークへお問
い合わせください。



NISHISONOGI SHOKOKAI NEWS  Vol.48Page 3 

　３月２３日（金）に（株）心和堂、代表取締役社
長の横瀬秀樹氏（県商工会青年部連合会長）を招
いて青年部経営講習会を開催しました。 
　同氏は、親族の葬儀の際に地元の葬儀社の対
応に不満を持ったことがきっかけで、大学卒業
と同時に開業を決意。ノウハウもないゼロから
の創業でしたが、お客様への真摯な対応を徹底し、
６年越しで地域の№１企業となったそうです。
　その後、自社の強み・弱みを再認識すべく経営
革新を取得するなど、精力的な活動を行ってい
ます。一方で、青年部活動を通じ、地域との繋が
りを大切にし、自分の事業活動に広がりを持た
せていきたいと熱い講義をいただきました。
　本会青年部員も、他地域の部員の頑張りに触
発されたようで、質疑応答も相次ぎ、大変実りの
ある講習会となりました。

 

　と　き　 平成２４年５月２３日（水） １６：００～

　ところ　 長崎ロイヤルチェスターホテル 

　と　き　 平成２４年４月２４日（火） １９：３０～

　ところ　 西そのぎ商工会本所３Ｆ研修室 

　と　き　 平成２４年４月２５日（水） １７：００～

　ところ　 中華飯店　ながさこ（長与町岡郷） 

 
※後日、開催案内を通知いたしますので、青年部
員・女性部員皆様のご出席をお願いします。

　昨秋、時津町長になられた、吉田義德町長を招
き、３月１５日（木）、時津地区役員との懇談会を
開催しました。
　時津町の振興発展に係る問題、課題について
意見交換を実施。町や商工会がかかえる問題に
ついて、共通の認識を持ち、情報の共有が図られ
ました。 
　今回の交流により行政との接点が深まり、今
後の商工会運営に大いに参考になりました。

　３月１７日（土）に時津町のイタリアンレスト
ラン「ボーノ・リーソ」で、若者交流会（時津町主催・
本会青年部後援）が開催されました。 
　若者に出会いの場を提供しようという企画で、
６０名以上もの応募があり、当日は運よく選ば
れた男女１６名ずつが参加しました。 
　青年部の中橋さんが司会・進行を努め、他の部
員たちも参加者の身の回りのお世話をしながら、
縁結びができるよう陰ながらフォローしたおか
げで、 初は引っ込み思案だった参加者も、クイ
ズゲーム等を
通じて打ち解
けることがで
きた様子でした。
　喜ばしいこ
とに、今回のイ
ベントで素敵
な出会いをさ
れた方もいた
ようで、青年部
員も貢献がで
きたことに喜
色満面でした。

　３月１９日（月）、本所会議室で開催。
　１４事業所を新たな会員として承認。
　また、県補助金の確定等に伴う収支予算の補正、
県連の指導に基づく旅費規程等の改定、平成２４
年度の通常総会における役員改選に係る件等に
ついて審議。また、加入脱退の状況、職員の人事
異動、とぎつプレミアム商品券事業や新春交流
会の実績、青年部、女性部、委員会、部会の活動状
況等について、報告が行われました。
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(平成２４年３月９日現在)
　　　　　　制度の種類    利率(年利％)

㈱日本政策金融公庫普通貸付  　　2.15％

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付 　　1.85％

県創業バックアップ資金  　　2.20％

長与町小規模企業振興資金  　　2.50％

県中小企業経営緊急安定化対策資金 　　1.80％

県経営安定資金（長期資金）  　　2.50％

Page 4 

（３月受付分）

   事業所名      代表者名     業　種     地区

幸兼           木屋　幸雄 工 機械整備製作 長与

    －－－     高瀬　勝秀 建 不動産      時津 

㈱スマイルハウス 森　　智紀 建 不動産仲介・管理 長与 

金子水産       金子　和明 商 鮮魚卸・小売  長与

　４月１日より西その
ぎ商工会にお世話にな
ることになりました。
　２年間、県連合会で勤
務し、久しぶりの商工会
での勤務が、楽しみでも
あり、また少し不安でも
あります。

　一日も早く、会員の皆様のお役にたてる
よう頑張りたいと思います。
　よろしくお願いします。 
（見かけたら是非、声をかけてください）

　３月末をもちまして定年退職いたしま
した。無事にこの日を迎える事ができるの
も、会員及び役職員皆様のご協力とご理解
の賜と心より感謝いたしております。 
　大変お世話になりました。 
　また、４月からは再雇用という形でお世
話になっています。改めてよろしくお願い
します。
 
 
　９ヶ月間大変お世話になりました。
　窓口・電話対応等では、多々ご迷惑をお
かけしたかと思いますが、皆様に温かく見
守っていただいたおかげで７月から今ま
で働くことができました。
　少しの間でしたが本当に感謝しています。
　ありがとうございました。 
 
 
　私は、この約半年間、巡回や会報配り等
をさせていただきました。
　会員の方々の素敵な笑顔や温かいお言
葉をたくさんいただきました。
　本当にありがとうございました。
　これからは、一（いち）消費者として、時津・
長与町のご
発展を陰な
がら応援し
ていきたい
と思います。
　短い間で
したが本当
にお世話に
なりました。

　会員の皆様からのマル経融資申し込み
については、原則、審査会開催の前々週金
曜日までに、商工会へお申し込みください。
　なお、平成２４年４月・平成２４年５月
の金融審査会は次の日程で開催します。

●平成２４年４月金融審査会
 
 

 
●平成２４年５月金融審査会

              第１回                第２回

審査会日時
    ４月２日（月）     ４月１６日（月） 

                      １３：３０～           １３：３０～

申込期限   締め切りました     ４月６日（金）まで

              第１回                第２回

審査会日時
    ５月７日（月）     ５月２１日（月） 

                      １３：３０～           １３：３０～

申込期限  ４月２７日（金）まで   ５月１１日（金）まで

　４月から新たな顔ぶれも加わり、新年度が
スタートします。今後も事務局一丸となり、会
員皆様のお役に立てるよう努力してまいりま
すので、よろしくお願いいたします。
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