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商工会法施行55周年
記念式典開催

とぎつふれあい産業まつり開催！

１０月２日（金）長崎ブリック
ホールで、県内の商工会から
約２５０名が集まり、商工会
法施行５５周年を祝いました。
本会からも役職員２５名が
参加しました。
昨年から、全国１００万会員運動の成果、
「小規模企業基本法」、「長崎県中小企業・
小規模企業振興条例」が制定され、「小規模持
続化補助金」など小規模企業に光が当てられた
施策が作られました。
この機に合わせ、式典では、商工会は「ワンラ
ンク上の経済活動、地域活動、会員相互支援を目
指す(One on the Step)」ことを宣言しました。
また、法施行５５周年表彰で、次の方が受賞
されました。
【九州経済産業局長】山崎春雄 【県知事】竹内
菊恵（職員） 【県連会長】溝上智志、廣田敏幸、
山道義智、毎熊一太、岩永真起子（職員）

今年は１１月７日（土）、８日（日）の２日
間、イオン時津店１Ｆ駐車場にて『とぎつふれ
あい産業まつり』が開催されます。
当日は地元商店が販売する各種菓子類（和菓
子・洋菓子・駄菓子・パン！）をはじめ、人気
のからあげ店の出店決定！人気飲食店が提供す
る“あの”人気メニューなど、ブースには各店
こだわりの逸品が並びます。
秋の実りに感謝し、たくさんお買物を楽しん
でください！ご来場をお待ちしています。

時津町長に要望
１０月１５日（木）、正副会長等、基本問題検討委員
で時津町長と同議長に要望書を提出しました。
要望は、①小規模企業振興
条例の制定、②ふるさと名物
応援宣言でした。
①の条例制定は、町の中
小企業振興の基本原則の条
例化を求めるもので、「事
業の成長発展」のみならず、「事業の継続発展」
を明記して頂くものです。
②の名物宣言は、ふるさと名物応援補助金優
先採択の要件になります。
吉田町長からは、町として前向きに対応するこ
と。努力する事業者は支援したいとのことでした。
なお、長与町長・議長への陳情も日程調整中です。

日

時：平成２７年１１月７日（土）、８日（日）
１０：００～１７：００（予定）
場 所：イオン時津店１Ｆ駐車場
今年も開催 ！

『西そのぎコレクションvol.3』！！
今年度で３年目を迎える『西そのぎコレクシ
ョン』。今年もＪＲ長崎駅「かもめ広場」で開
催されます！
平成２７年１１月２８日（土）～２９日（日）
の２日間、西そのぎ商工会会員事業所の店舗が
集結し、地元産の材料等を使った食品や加工品
などを持ちより、長崎市民へ向けＰＲ！各事業
所の人気商品の販売を行います。
また、２日間とも、ご来場いただいた先着
１００名の皆様に、素敵なプレゼントをお渡し
します。
是非、皆様お誘いあわせのうえ、ご来場くだ
さいませ。
日
場

時：平成２７年１１月２８日（土）～２９日（日）
※２日間とも、１０：００～１６：００
所：ＪＲ長崎駅前「かもめ広場」

商工会通信はホームページからフルカラーでご覧いただけます

http://www.nishisonogi.biz/
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第２回 まちゼミ
結果報告会を開催 ！

対応が急務のマイナンバー ！
１０月５日（月）施行のマイナンバー法。施
行から順次、自治体から、各企業には１３けた
の法人番号が、社員個々人には１２けたの個人
番号が通知されます。いよいよ各企業サイドの
マイナンバー対応が急務となります。なかでも
社員の番号情報の管理には、厳重なセキュリテ
ィが求められます。中小・小規模企業の対応・
導入コストも小さくありません。
商工会では、８月６日（木）と１０月９日（金）
の２回にわたってセミナーを開催。その際、各
企業の対応状況についてアンケート調査を実施
しました。
その結果は、以下のとおりです。
「準備を進めている」企業は、８月調査の０％
から１０月には約４割に上昇するなど、法の施
行を間近に控えての対応が進んでいます。
「準備を進めていない」または「準備をする
予定がない」企業に、その理由を聞いたところ、
８月、１０月ともに、「情報収集の段階」が５
割と最も高く、次いで「制度そのものが良く分
っていない」「時期が来たら対応する」の順。
また、「制度に対応するうえでの課題」は、
８月、１０月ともに、「個人情報の漏えいを防
ぐ管理体制の構築」が３割と最も高く、次いで
「社内規定の整備やマニュアルの作成」「源泉
や社会保険関連手続きの変更に伴う対応」「社
員全員からマイナンバーを収集すること」の順
となってます。
また、記述回答では、「実のある話を伺い、
ためになりました。」「サンプル資料等があり
大変助かりました。ありが
とうございました。」等と
いった声が寄せられるなど、
マイナンバー対応の準備を
急がなければ、との危機意
識が醸成されたセミナーと
なりました。
「地域の核店舗（繁盛店）創造事業
“ウルトラＤ”」報告会が開催されます！
“イケメンコンサルタント”髙橋先生の独自
の指導のもと、「商売の『醍醐味』を満喫しよ
う！」をテーマに取り組んできた“ウルトラＤ
事業”。
報告会では、この半年間、参加店が取り組ん
できた成果を発表します。
詳しくは同封のチラシでご確認ください。多
数のご参加をお待ちしております。
西そのぎ商工会で検索！

１０月２日（金）、結果報告会（７/１８～
８/１２開催分）を開催しました。
参加店２０名が出席し、まちゼミの取り組み
状況を発表。岡崎まちゼミの会代表・松井先生
の先導のもと、お客様から好感のあったアフタ
ーフォローや今後の発展的な取り組みについて
活発な意見交換を行いました。
受講者は２７３名で、前回よりも増加しました。
受講者アンケートの結果を一部ご紹介します。
その他
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また、受講希望ジャンルとしては、料理・健
康・美容・手芸などが人気でした。
参加店皆様の努力により、前回に続き７割を
超える高い満足度を得られました。
まちゼミ事業は今後も継続して実施する予定
です。「お店の魅力を発信したい！」という方
は、ぜひ第３回にご参加ください。
次回開催については会報等でお知らせします。

ながよオレンジマルシェ終了
１０月２５日（日）長与町海洋スポーツ交流
館前広場にて平成２７年度長与商工まつりが開
催されました。
本年はイベントの名
称を『ながよオレンジ
マルシェ』と改め、７０
店舗８４区画の店が大
集合。近隣をはじめ福
岡方面等から４,０００人
を超える来場者がありました。
出店者からは「商品のＰＲが出来て良かった」
「新規のお客様と交流が出来て良かった」、来
場者からは「海のそばでロケーションが良かっ
た」「もっと地元の店を増やしてほしい」など
の声をいただきました。今後もこうした声を活
かして、より良いイベントにしていきたいと思
います。
たくさんのご来場ありがとうございました。
西そのぎ商工会

検索
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全国展開支援事業

「管理職研修会」終了
１０月７日（水）・２１日（水）の２日間に
わたり、管理職研修を開催。４事業所から５名
が参加しました。
中小企業大学校で講師を務める、増山人事労
務センター増山正紀先生の指導のもと、グルー
プ演習を交えながら研修が進められました。座
学にとどまらず、受講者同士がお互いに協力し
ながら演習を進めることで、リーダーシップや
部下とのコミュニケーションの図り方の難しさ
などを感じながら、理解を深めていきました。
特に年上の部下とのコミュニケーションの
図り方に苦労している
参加者も多く、大変参
考になったようです。
商工会では、今後も
企業の人材育成に役立つ
研修を企画していきます。
ぜひご利用ください。

障がい者を戦力に ！
事業所見学を実施しました
福利厚生委員会では、１０月２３日（金）・
２６日（月）に、障がい者を戦力として雇用して
いる会員事業所と就労支援施設の見学を実施。
延べ１７名が参加しました。
１日目は、就労支援
施設の桜の庵（子々川）
とアゲハ蝶（左底）、
パッケージ製造メーカー
の㈱旭屋（西時津）。
２日目は、就労支援
施設のいちごの家（左底）・エリア２１（西時
津）と、蒲鉾を製造販売している㈲長崎井上
（高田）を見学しました。
これは、昨年実施した障がい者雇用プログラ
ム事業を１段階進めて、障がい者雇用に興味の
ある会員が、実際に作業状況を見学する機会を
作ろうと企画したものです。
事業所から、「障がい者の仕事への取り組み
が真面目」で、「欠勤率も低い」などの説明を
受け、実際の作業状況を、施設では、パンの製
造や新聞折込チラシの仕分け作業を見学、参加
者は作業時間や工賃について担当者に質問をし
ていました。
今後委員会では、情報提供を目的としたＨＰ
の作成を予定しています。

本年、国事業に採択された「全国展開支援事
業」で、事業に賛同する企業では、現在、地域
産品の販路開拓、新製品開発に取り組んでいます。
その一環として、１０月１３日(火)に農研機
構の杉浦上席研究員を招へいし、「みかんの機
能性セミナー」を開催しました。
みかんを食べるとβクリプトキサンチンの効
果から「骨粗しょう症」「肝機能障害」「動脈
硬化」などのリスク低下と良い相関性がありま
す。機能性表示食品として競争優位を確立する
などの知識を補充しました。
この事業で年明けには首都圏でテストマーケ
ティングを行います。
工業・建設部会主催

「ものづくりセミナー」開催 ！
１０月２７日（火）、商工会時津支所で「ものづく
りは“演歌”だ！」をテーマに、㈱筑水キャニ
コムの包行 均（かねゆき ひとし）代表取締役
会長にご講演頂きました。
「草刈機まさお」などユ
ニークなネーミングでヒット
商品を連発する農業機器の
トップメーカー。その目覚
ましい発展の立役者として
ご活躍されている包行先生の“義理”と“人情”
の経営理念について、熱く語って頂きました。
お客様のちょっとした「ボヤキ」を聞き逃さず、
「あったらいいな」を形にする柔軟な発想、お
客様一人ひとりに真摯に向き合い商品開発に活
かす姿勢には以下のポイントがありました。
①独自のＤＮＢ（デザイン・ネーミング・ブ
ランド）戦略 ②お客様の潜在的な“ウォンツ”
の発掘 ③積極的な外交戦略で海外進出
聴講者は先生のユーモアのある話しぶりに朗
笑しながらも、メモを取るなど熱心に聞き入っ
ていた様子でした。
商業・サービス部会

合同視察研修のご案内
今年度、以下の内容にて視察研修を開催しま
す。
商業・サービス部会員の皆様で、ご興味のあ
る方。先ずは商工会までお問合せください。
1.日
程：平成２８年１月１７日（日）～１８日（月）
2.研 修 先：愛知県岡崎市
（岡崎まちゼミの会、その他）
3.自己負担：２０,０００円
（予定：参加人数等により増減する可能性あり）

商工会通信はホームページからフルカラーでご覧いただけます

http://www.nishisonogi.biz/
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昇降機のことならお任せください!!

世界に一つだけの家を

技研開発㈱

㈱井上建築設計事務所

小中学校にある給食用配膳リフト、日本初
の小型船舶用バリアフリーエレベーター、狭
小な土地でも利用可能な機械式駐車場など、
設計から製造、設置、保守点検まで一括管理
しています。機械式駐車場
の管理１,８００台以上。
専門知識と技術を持った
サービスマンが“見て”“触って”
“聞いて”保守点検いたします。
安心・安全・信頼の昇降
機設備のご用命は、ぜひ当
社へお任せください。自信
をもってご対応します。
住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
営業
時間
定 休 日

時津町日並郷３８０３
（８８２）８８６６／（８８２）８８８０
８：３０～１７：３０
土・日・祝

「マル経融資」申込みに係る金融
審査会の開催について（お知らせ）
１１月審査会
申込期限
１２月審査会
申込期限

第１回
１１月 ４日（水）
締め切りました
１２月 １日（火）
１１月 ２０日（金）

第２回
１１月１６日（月）
１１月 ６日（金）
１２月１４日（月）
１２月 ４日（金）

労働保険への加入手続はおすみですか
労働者を１人でも雇用している事業主は労
働保険の加入手続を行う必要があります。
まだ加入手続がおすみでない事業主の方は、
速やかに手続をお願いします。
詳しくは商工会、または長崎労働局・労働
基準監督署・ハローワークへお尋ねください。

来年で４０周年を迎える設計事務所です。
創業以来、一般の住宅から公共施設・商業
施設・福祉施設等の建物まで、長与町を中心
に６００棟以上の実績があります。
設計士がお客様に寄り添い、お一人おひとり
に合った快適で楽しい、世界に一つしかない
建物を設計させていただきたいと思います。
アットホームな事
務所ですので、ご近
所さんに声をかける
ように、お気軽にご
連絡いただけると幸
いです。
住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
営業
時間
定 休 日

長与町高田郷２５９１－１０
（８５７）２９２７／（８５７）２０６２
月～土 ９：００～１８：００
第２・第４土曜日、日曜、祭日

国民 年金 基金に加入しませんか
国民年金基金とは、自営業者などの国民年
金に加入している方が、より充実した年金を
受けられる公的な年金制度です。
加入は任意で、納めた掛金は全額が所得控
除の対象となり、所得税や住民税が軽減され
ます。
この機会に、国民年金基金へのご加入を検
討されてみませんか。
詳しくは長崎県国民年金基金へお問い合わ
せください。
０１２０－６５－４１９２（ロウゴヨイクニ）

口座振替のお知らせ
本年度第３回会費等の口座振替日は、

１１月１６日（月）です。
残高の確認をお願いします。

(平成２７年１０
(平成２
１０月９日現在)
日現在)
制度の種類

利率(年利％)

㈱日本政策金融公庫普通貸付

1.25～2.90％

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付

1.15％

県創業バックアップ資金

2.30％

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）

2.50％

西そのぎ商工会で検索！

事業所名

（１０
１０月受付分）
月受付分）
代表者名
業

種

おかし工房 Ｌｏｃｏ 岩永 和子 シフォンケーキ
専門店・販売
㈲ＩＦソリューショ 山口 祐喜 制御盤の設計・
ンズ
製造
西そのぎ商工会

検索
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