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新春交流会
儲ける地域 ・ 企業づくりを

１月１４日(木)
「長崎ロイヤルチェ
スターホテル」で、
平成２８年新春交流
会を開催。
約３００名が参加
し、盛大に新年を祝
いました。
山崎春雄会長が「会員企業の自助努力が報わ
れるよう支援を続け、連携強化で地域振興に努
めていきます」と挨拶し、時津ワインで乾杯。
交流会が始まりました。
交流会では、女性部の「夜来香(イエライシ
ャン)」歌唱、業種部会の賞品提供による抽選
会で盛り上がりました。
行政、議会、経済団体、
金融機関、地域団体など
を含め、幅広い交流の中
から新たなビジネスが生
まれることが期待されま
す。

人材育成・マネジメントセミナー
青年部の主催で標記のセミナーを開催します。
参加希望の方は、商工会までお電話ください。
青年部以外の方も歓迎です。
1.日

時：平成２８年２月６日（土）
１５：００～１７：００
2.場 所：時津町東部コミュニティセンター
（コスモス会館）
3.テーマ：仕事を任せるシンプルな方法
4.講 師：メンタルチャージＩＳＣ研究所
代表 岡本 文宏 氏

今がチャンス ！

販路開拓、設備投資等 補助金
国の平成２７年度補正予算が国会で成立しま
した。中小企業への経済支援策が拡大され、そ
の中で好評の補助金もあります。
公募は２月中旬頃の予定です。補助金活用を
お考えの企業はお早めにご準備ください。

＜主な支援策＞
１．小規模事業者持続化補助金
（総額：１００億円）
(1)対
象：小規模事業者が行う販路開拓に
かかる費用
（販路開拓用のチラシ作成、集客力を
高めるための設備導入などの費用）
(2)補 助 率：
２／３
(3)補助上限： ５０万円
１００万円

（雇用対策、買い物弱者対策の場合）
(4)小規模企業者：従業員数が２０名以下
（商業・サービス業は５名以下）の企業

２．ものづくり・商業・サービス新展開支援
サービス新展開支援補助金
補助金
（総額：１０２０.５億円）
(1)対
象：試作品やサービスの開発、
生産工程改善のための設備投資
(2)補 助 率：
２／３
(3)補助上限：
５００万円（小規模型）
１,０００万円（一般型）
３,０００万円
（インターネット等の技術を用いて生産性
向上を図る設備投資等）
※上限は事業内容や連携する企業の有無など
によって異なります。
詳しくは商工会までご相談ください。

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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ゆとりある老後を支える安心の

経理事務の画期的システム

小規模企業共済

ネットｄｅ記帳

小規模企業共済は、小規模企業の経営者のた
めの「退職金制度」です。
毎月、掛金を納付すれば退職時に共済金が支
払われ、現役引退後も安心した生活設計が立て
られます。
有利な点は、①国の制度なので、掛金が全額
所得控除。②受け取る共済金も退職所得扱い、
または公的年金等の雑所得扱いとなり、毎月の
掛金払込時と共済金の受取時に二重の節税効果
があります。
退職後のゆとりある生活のために、ぜひ、小
規模企業共済へのご加入をご検討ください。

１．ネットｄｅ記帳
商工会では、経理事務のための画期的システ
ム、「ネットde記帳」の活用及び普及推進を行
っています。インターネットに接続できる環境
があれば、いつでもどこでも、利用できます。
日々の取引は自社で管理し、経営分析や決算
等は会計事務所や商工会に依頼したい、という
方に最適のシステムです。
２．普及推進をする理由
①税率や税法が変わるたび、個々のパソコン
にソフトをダウンロードや、アップロードす
る必要がない。
②操作が簡単
③商工会のサポートがある
３．専門家派遣事業
昨年に引き続き、平成２７年７月～平成２８
年１月にかけ、専門家と職員が同行し、２５事
業所に伺い巡回説明を行いました。
上記、推進理由を説明した結果、大半の事業
所の方より前向きにご対応いただけました。既
に自計を開始されている事業所もあります。
派遣事業は今後も継続して実施する予定です。
商工会でも随時受け付けております。
「話を聞いてみたいけどパソコンが無い」と
いう方には、商工会のパソコンでご説明いたし
ます。
ご検討を始めてみませんか？

全国展開支援事業経過
１．地域資源を活用したスイーツの作り方教室
１．地域資源を活用したスイーツの作り方教室
商品開発セミナーとして１月２０日（水）に
開催。静岡県にある山ト食品（株）の永沼社長
を招き、実演を交えながら講義していただきま
した。
同社は２０１５年版の
小規模企業白書にも掲載
された企業で、地域の食
材等を用いた安心安全な
商品づくりを行っていま
す。商品の魅力はもちろ
ん、口にする消費者のことを第一に考えた商品
開発の姿勢は大変勉強になりました。また、同
行いただいたドリームファクトリーの西山氏か
らはゼリーやジャムの加工方法の違いによる食
感の違いなど、実用的な知識をお話しいただき
ました。
２．
２．展示販売と市場調査
展示販売と市場調査の実施
実施
１月２５日（月）、２６日（火）には東京都
「ハッピーロード大山商店街」で、お客様と対
面しながら、商品に対する感想や地域産品に対
する意識をアンケート及びヒアリングで調査を
実施。
頂いたご意見等は、今後の商品開発や改良に
活用していきます。
また、併せて首都圏で
地域産品を販売する企業
を訪問し、販路開拓につ
なげるためのポイントや
流れ等を聴き取りしまし
た。
西そのぎ商工会で検索！

長崎税務署からのお知らせ
１．確定申告相談会の開催
①日時：２月１６日（火）～３月１５日（火）
（土日祝日は除く）
※但し２月２１日・２８日は受け付けます
②場所：ＮＢＣ別館１階
（長崎市上町１－３５ 桜町電停前）
③税目：所得税及び復興特別所得税、贈与税、
個人事業者の消費税及び地方消費税
※この期間中の長崎税務署（長崎市松が枝町
６－２６）での申告相談は行っておりません。
２．確定申告の提出のみの受付
①場所：
・ＮＢＣ別館１階
・長崎税務署１階の管理運営部門
・郵送又は税務署入口に設置しています
「時間外収受箱」（青いボックス）への
投かん（夜間や土日・祝日も可）
西そのぎ商工会

検索
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商業・サービス部会合同視察研修に
行ってきました ！
商業部会・サービス部会合同で、１月１７日（日）、
１８日（月）に視察研修を実施しました。
これまで二回実施した『まちゼミ』（前回：
参加２４店舗，受講者２７３名）を、より深く理解
し、事業を発展させるため、まちゼミ発祥の地
『岡崎まちゼミの会（愛知県岡崎市）』を訪問
しました。
１．
１．岡崎まちゼミの会
岡崎まちゼミの会
同会の『まちゼミ』は、最初は、参加店１０店
舗（受講者１９０名）から始まり、現在では岡崎
市内３地域で１７０店舗（年間受講者約４,３００名）
が参加する規模に発展。これまで２６回の開催実
績を誇っています。
現在、全国で２２５箇所の『まちゼミ』が開催
されており、その全国『まちゼミ』ネットワー
クのリーダーとなった岡崎まちゼミの会代表松
井氏と商店街有志から、『まちゼミ』立ち上げ
からの変遷や、これまで実施してきた具体的な
内容等を聴講しました。さらに『まちゼミ』の
効果を深化させ、新たに『㈱まちづくり岡崎』
を設立し、空き店舗対策や独自の事業を積極的
に展開しています。
２．成果
２．成果
新たな参加希望者の加入、
改善点の模索、自立へ向け
た運営方法など、西そのぎ
商工会の『まちゼミ』の取
り組みに関する不安が解消しました。
また、㈱まちづくり岡崎での事例を聞き、事
業主自身にメリットがあり、住民や地域にも嬉
しい“身の丈にあったまちづくり”を目指す姿
勢に、多くの刺激を受けました。
『まちゼミｉｎ西そのぎ』参加店舗も随時募集
中です。興味のある事業主の皆様、先ずは商工
会までお問合せください。
１/２５ ～

確定申告の受付開始 ！
商工会では、税務相談所会員事業所の所得税・
消費税確定申告の受付を１月２５日から開始。
関係者の方々には事前にハガキで、受付日時
をご連絡しております。指定日には必ずご提出
をお願いします。
１．売上・経費等及び各残高の確認
記帳代行をされている方で、まだ日計表を提
出されていない方は早急に提出ください。
２．期末棚卸表の作成
棚卸金額は、仕入原価に算出し、利益額に大
きく関わってきます。単価・数量等整理集計を
記載し、原始記録は大切に保管してください。

３．生命保険、小規模企業共済等に係る証明書
生命保険料控除証明書等は毎年１０月頃送付
されています。紛失された場合は、関係会社等
へ再発行をお願いしてください。企業共済払込
証明書の再発行には、時間がかかりますので早
目にご確認ください。
４．給与所得がある方の源泉徴収票
公的年金や行政の委員等に係る謝金を受け取っ
ている方、他の事業所より給与をもらっている
方については、源泉徴収票をご持参ください。
５．その他
．その他
医療費控除については、医療機関ごと・受診
者ごとに整理してご持参ください。

池原香さん 最優秀賞
九州大会へ出場 ! !
去る１月２１日（木）、商工会女性部主張発
表長崎県大会が開かれ、長崎県下各地区の代表
者６名が主張発表を行いました。
同大会は、商工会女性部員が、女性部活動に
関し意見発表することで資質向上を図ることを
狙いに毎年開催されています。
本会女性部から、長崎・西彼地区代表として、
社会福祉法人のぞみ会の池原香さんが出場。 小
学生が地元の企業で職場体験をする「マイタウ
ン子供ビジネススクール」事業の取り組みを発
表し、見事、最優秀賞に選ばれました。
本事業は平成１３年度
より１５年間にわたり、
女性部主催で継続的に実
施。池原さんは、主張の
中で、職場体験を通じ
①子供たちに町の特産品
や基幹産業を知ってもら
い、②地域商工業をより、身近なものに感じて
もらい、③子供たちが、商工業の跡継ぎや、地
域の後継者と自覚することを目的として始めた。
実施の成果として、地域振興に繋がっている。
具体的には、学校や保護者から、商工業者への
感謝の気持ちが伝えられ、父兄等が地域商工業
に理解が高まり、新たな顧客創造に繋がった。
参加した子供たちが商工業者を身近に感じ、将
来の顧客となる期待が感じられた。
「商工業は、地域あっての商工業、地域を盛
り上げ、地域に根差すもの。地域の後継者、創
業者を育成するために真摯に事業に取り組んだ」
と明快に発表しました。
審査委員長（長崎新聞田淵論説委員）の講評
は、「論旨がよくねられ、完成度が高く、また
地域社会との関わりがよく伝わり、明確な内容
で西そのぎ商工会の活動がよく伝わった」と好
評価を頂きました。
次は、７月に福岡で開かれる「九州大会」に
長崎代表として出場します。

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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水回り設備の総合サービス

美容室でリラクゼーションもご一緒に♪

㈲島田設備工業

美容室 アダージョ

快適な水まわり生活をしたい！
そのような“要望”に応えようと、地域の
「上下水道指定工事店」として日々努力し、
半世紀以上の実績を重ねてきました。
給排水工事をはじめ、
住宅リフォーム工事、
また、漏水修理や排水
詰まり等の小口修繕に
も対応しています。
今後もサービス向上
に努めてまいります。
お気軽にご相談くだ
さい。

おかげ様でオープンして７年目を迎えるこ
とができました。
今年１月から新しくインド式の「ヘッドタッチ
ケア」が登場しました！イスに座ったまま頭・
肩・背中・腕を優しく揉みほぐし、心と身体の
リラクゼーションを体感していただけます。
美容室でリラクゼーション
も一緒にできるって嬉しいで
すよね♡ １５分１,０００円～。
他に耳つぼジュエリー・フェ
イシャルエステ等も行ってお
ります。お気軽にお問い合わ
せください。

住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
営業
時間
定 休 日

時津町浜田郷１２－６
（８８２）４４５６／（８８２）６８０４
８:００～１７:００
日曜・祝祭日

「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）
第１回
２月審査会 ２月 １日（月）
申込期限 締め切りました
３月審査会 ３月 １日（火）
申込期限
２月 １９日（金）

第２回
２月１５日（月）
２月 ５日（金）
３月１４日（月）
３月 ４日（金）

口座振替のお知らせ
本年度第４回会費等の口座振替日は、

２月１５日
（月）です。
残高の確認をお願いいたします。

住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
営業
時間
定 休 日

ながよプレミアム商品券

換金期限は２月１５日
（月）
です
使用済みの商品券をお持ちの加盟店は、忘
れずに換金してください。期限後は国に返金
するので換金はできません。ご注意ください。
食品製造個別相談会のお知らせ
商品の改良・試作品を専門家が個別アドバ
イスします。
興味のある方は、お申込みください。
1.日時：平成２８年２月１６日（火）
１０：００～１６：００
2.場所：西そのぎ商工会 長与支所
８８３－２１４５（事前予約制）

(平成２８年１月１４
(平成２
１４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％

長与町嬉里郷５３８－４
（８８３）３８７７
９：３０～２０：００
毎週月曜・第２木曜日・第３火曜

事業所名

（１月受付分）
月受付分）
代表者名
業

種

地区
長与

2.30％

㈱ドリームカンパ 上玉利 誠 お好み焼き
ニー
Ｄｅｉｃｙ＆Ｃｏ
古川 義博 美容

長与町小規模企業振興資金

2.00％

中村工業

中村 茂伸 防水業

時津

県経営安定資金（長期資金）

2.50％

三井 綾子

貸家業

時津

㈱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

西そのぎ商工会で検索！

西そのぎ商工会

検索

長与

