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新入社員研修

　４月になり、新しく社会に出る方、また新入
社員を迎え入れる企業が多いことと思います。
　新社会人の方々からは、「ビジネスマナーの
基礎を習得したい」「社会人となるための準備
を整えたい」といった意見が、また受け入れる
企業からは「即戦力として活躍して欲しい！」
といった期待や、「新入社員研修の内容に悩
む･･･」といった悩みを聞く機会も少なくありま
せん。
　そこで、毎年ご好評頂いている新入社員研修
を、今年も開催いたします。
　この研修では専門講師によるセミナーや模擬
実習など、１社では実施しづらいロールプレイ
やディスカッションも、複数の事業所が集まる
ことで実現できます。加えて、業種を越えた人
脈も作ることが出来るため、社会人としてのス
タートアップに最適です。ぜひ、新入社員の皆
様をご派遣ください。
　なお、定員になり次第締め切らせていただき
ますので、お早めにご連絡ください。詳細は、
同封のチラシをご覧ください。

　1.日　時　平成２８年４月５日（火）、６日（水）
　2.場　所　西そのぎ商工会本所３階研修室
　3.対　象　新入社員及び若手社員
　　　　　　（入社３年程度まで）
　4.内　容　
　　①「コミュニケーション力を身につける」
　　②「組織人としての自覚とチームビルディ
　　　　ング」
　5.参加費　５，０００円／１人
　　　　　（教材費、昼食代含む）

平成２７年度補正予算
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各種補助金公募開始！

　平成２７年度補正各種補助金の公募が開始さ
れました。

1.ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金1.ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金
▼ 事業概要
　 サービスやものづくりの新事業を創出する
ため、革新的なサービス開発・試作品開発・生
産プロセスの改善を行う中小・小規模事業者の
設備投資等を支援するものです。 
▼ 補助金額（補助率２／３）
　補助上限：①一般型　　　　 　 １，０００万円
　　　　　　②小規模型　　　 　　 ５００万円
　　　　　　③高度生産性向上型  ３，０００万円
▼ 公募期間
　受付開始：平成２８年２月　５日（金）
　締　　切：平成２８年４月１３日（水）
　　　　　　　〔当日消印有効〕

2.2.小規模事業者持続化補助金小規模事業者持続化補助金
　持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小
規模事業者の地道な販路開拓（創意工夫による
売り方やデザイン改変等）などの取り組みに要
する経費の一部が補助されます。
▼ 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、商品パッケージ制
作、集客力を高めるための設備導入などの費用）
▼ 補助上限（補助率２／３）
　５０万円、１００万円
（雇用対策、買い物弱者対策、海外展開の場合）
　※注意点：従業員数が２０名以下（商業・サー　
　　ビス業は５名以下）の企業

▼ 公募期間 
　受付期間：平成２８年２月２６日（金）～５月１３日（金）
　事業期間：交付決定日～１２月３１日（土）

　公募に関するご質問については、商工会まで
お尋ねください。
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部会総会日程部会総会日程部会総会日程
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　確定申告の準備はお済みでしょうか？
　申告書の提出及び納税は、必ず期限内に行い
ましょう。期限間近になると、提出窓口等も込
み合うことが予想されますので、お早めにご準
備ください。
　なお、税務署の確定申告に関する相談は、Ｎ
ＢＣ別館(長崎市上町１－３５)でのみ行われて
いますのでご注意ください(税務署窓口では提
出の受付のみです)。

　1.1.所得税の申告書提出及び納税所得税の申告書提出及び納税期限期限
　　 平成２８年３月１５日(火)まで
　2.2.個人事業者の消費税の申告書提出及び納税個人事業者の消費税の申告書提出及び納税期限期限
　　 平成２８年３月３１日(木)まで
　3.3.振替納税を利用されている方の振替日振替納税を利用されている方の振替日
　 　所得税：平成２８年４月２０日(水)
　　 消費税：平成２８年４月２５日(月)

　時津町・長与町それぞれで販売されたプレミ
アム商品券について、消費者と加盟店それぞれ
についてアンケートを実施しました。
◎プレミアム商品券利用客◎プレミアム商品券利用客
　長与町は町内の利用者が多く、時津町は約４
割が町外の利用者でした。

◎加盟店アンケート◎加盟店アンケート
　両町とも同様の傾向が見られました。
　１．商品券取扱による変化
　「客数が増えた」「売上が伸びた」がそれ
ぞれ２５％で、「いつもと変わらなかった」が
６０％でした。

　２．消費者の動向
　３５％が「新規のお客様が来店した」と回答、
「いつもと変わらなかった」４４％で、新規の
顧客獲得には多少効果が得られたようでした。
　３．販売促進活動
　ポイント付与・サービス品の提供等の販促を
実施した加盟店はわずか６％でしたが、実施し
た店舗の７割は売上が増加しています。
　４．使用期間
　７０％が「ちょうど良い」、１５％が「わか
らない」と回答し、ほぼ適切な期間であったと
考えられます。

◎消費者アンケート◎消費者アンケート
　店舗の規模や業種の違い等により、両町で異
なる結果となりました。
　１．利用店舗
　時津町・長与町ともに「食料品」の利用が最
も多くなりましたが、時津町は「大型店」を利
用したという回答も多くありました。
　２．使用目的
　使用目的は支払金額ベースで、長与町が「商
品券がきっかけとなった買い物」が「普段の買
い物」を上回ったのに対し、時津町は反対に
「普段の買い物」が上回る結果となりました。
　また、商品券により、いつもより高価な商品・
サービスを利用したり多めに購入したものは、
長与町が「食料品」が一位に対して、時津町は
「家電製品」「外食」が上位でした。

　　商業部会

　1.日時：平成２８年４月１４日（木）　１８：３０～

　2.場所：西そのぎ商工会 長与支所２Ｆ研修室

　　工業・建設部会

　1.日時：平成２８年４月１３日（水）　１８：００～

　2.場所：西そのぎ商工会 時津支所３F研修室

　　飲食部会

　1.日時：平成２８年４月２０日（水）　１６：００～

　2.場所：西そのぎ商工会 時津支所３Ｆ研修室

　　サービス部会

　1.日時：平成２８年４月１８日（月）　１８：００～

　2.場所：西そのぎ商工会 長与支所２Ｆ研修室
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飲食部会視察研修だより！飲食部会視察研修だより！飲食部会視察研修だより！ 青年部主催経営講習会終了青年部主催経営講習会終了青年部主催経営講習会終了

　飲食部会（廣田敏幸会長）では、平成２８年
２月１日（月）～３日（水）先進地視察研修を実施。
　関係者５名が参加。今回は、昨年６月に那覇
市国際通りにオープンした「国際通り屋台村」
と「離島マルシェ」、「読谷村漁業協同組合」
等を研修。以下、研修リポートを簡単に紹介し
ます。
　「屋台村」は、沖縄
県民や観光地のコミュ
ニティの場を作ること
を目的に設置。沖縄の
島 で々採れる食材を使っ
た郷土料理やオリジナ
ル料理などを扱う２０件の屋台が集結。
　「離島マルシェ」は屋台村に隣接し、沖縄の
離島情報と島の文化、良さを伝え、人々の交流
が生まれる新たにスポットを目指して設置され
たもの。離島産品の販売を中心に、多目的スペ
ースやカフェを活用して地域と地域、地域と観
光客を結びつける試み。
　「読谷村漁業組合」は、“あおさ”や“ムロ
アジ”“もずく”など地元産品を使った独自商
品開発等の多角経営で漁業再建を図り、いまで
は地域活性化の先進的な組合として全国的に注
目されています。
　「瀬長島ウミカジテラス」は、小高い丘の上に
ホテルがあり、傾斜地に
白壁の店舗が立ち並ぶ、
日本ではこれまでにない
新しい街を形成。沖縄な
らではの果物、野菜、地
産メニューを中心として
グルメ＆スイーツやジュエリー、クラフトなど
展示販売。
　いずれの研修先も、本会地区には参考になる
もので、なかでも特に、飲食部会では昨年から、
特産の“なまこ”を使ったなまこ丼や甘露煮、
なまこ牛蒡などの試作品開発に取り組んでおり、
読谷村漁業組合のもずく丼などの製品開発は、
今後の取り組みに大いに参考にしていきたいも
のです。
　また、瀬長島ウミカジテラスは、目の前が沖縄
の澄み切った海という絶景のロケーションで、
我が国ではあまり目にしないリゾート、ショッ
ピングを兼ね備えた施設で、今後の運営がどの
ようになっていくのか興味が持たれるところ。
注視していきたいものです。

　２月６日（土）、岡本文宏先生をお招きし、
「仕事を任せるシンプルな方法」のテーマで人
材マネジメントセミナーを開催。
　先生はコンビニＦＣオー
ナー時代に従業員をはじ
めとする「人の問題」に
悩まされ続けた経験から、
現場での実践を通じて独
自のマネジメント手法を
確立されました。セミナーでは参加者同士のデ
ィスカッションを交えながら、「スタッフに任
せる」ということについて学びを深めました。

＜セミナー要旨セミナー要旨＞

・任せる前に、スタッフのことを良く知る。・任せる前に、スタッフのことを良く知る。
・「慣れ」や「だれ」を防ぐために定期的に任・「慣れ」や「だれ」を防ぐために定期的に任
　せる仕事を入れ替える。　せる仕事を入れ替える。
・一度任せたら結果がでるまで任せ切る。・一度任せたら結果がでるまで任せ切る。
・必ずオフィシャルで相談できる機会を設ける。必ずオフィシャルで相談できる機会を設ける。
・同じミスを繰り返す人→チェックシートなど・同じミスを繰り返す人→チェックシートなど
　のツールを使って任せる。　のツールを使って任せる。
・自分よりも年上、古参スタッフ→まず労い、・自分よりも年上、古参スタッフ→まず労い、
　会社の現状や自分のビジョンを伝えたうえで　会社の現状や自分のビジョンを伝えたうえで
　任せる。　任せる。

豆まきで地域貢献
節分行事に参加
豆まきで地域貢献
節分行事に参加
豆まきで地域貢献
節分行事に参加

　２月３日(水)、福利厚生委員会では、時津幼
稚園で時津警察署との共催による防犯豆まきに
参加しました。
　手作りの鬼のお面を付
けた子どもたちが、鍵にゃ
んと一緒に勇敢に鬼を退
治しました。
　豆まきの後、商工会か
ら園児１５０名にお菓子をプレゼント。子ども
たちも大喜びでした。
　また、同日、時津町総合福祉センターにある
「ひまわりの園」と「通所介護施設」を青年部
員が訪問。鬼の仮装をして、節分行事を盛り上
げました。青年部の施設訪問は毎年恒例となっ
ており、楽しみにしている園児やお年寄りも多
いそうです。
　今後もこのような機会を通して、地域への貢
献を行うとともに、商工会のＰＲを行っていき
たいと思います。
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　　　　　　　　　　制度の種類制度の種類       利率(年利％)利率(年利％)

㈱日本政策金融公庫普通貸付  　1.25～2.70％

㈱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％
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  　第１回 　　　　第２回

３月審査会　　３月　１日（火）　　３月１４日（月）

　申込期限　締め切りました 　３月　４日（金）

４月審査会　４月　４日（月）　４月１８日（月）

　申込期限 　３月 ２５日（金） 　４月　８日（金）

(平成２(平成２８年２月１０１０日現在)日現在)

長与町嬉里郷５３８－４

（８８７）１７７４

１７：３０～２４：００

１２／３１、１／１

事業所名　　代表者名　　 事業所名　　代表者名　　 業　種　業　種　　地区地区

　鳥政長与店では豚は島原産いきいき豚、鶏
は宮崎産朝引鶏を使用しております。
　備長炭で焼き上げたやきとりを是非食べに
いらしてください。
　他にも、新鮮な魚やサラダ、揚げ物、逸品
料理等ご用意致しております。宴会コースも
ぜひご利用ください。唐揚げ、極上牛タンス
テーキはスタッフ一押しメニューです。

　●おすすめ商品●
豚バラ１１３円、砂ズリ１０３円
ささみ（梅、柚子、ワサビ）
しいたけ２２７円
骨付きスペアリブ７８０円

アットホームな直売所をめざしてます！アットホームな直売所をめざしてます！アットホームな直売所をめざしてます！

（２月受付分）月受付分）

農産物直売所 とぎつ村 ふるさと館農産物直売所 とぎつ村 ふるさと館農産物直売所 とぎつ村 ふるさと館

新鮮なネタをご提供致します新鮮なネタをご提供致します新鮮なネタをご提供致します

鳥政 長与店鳥政 長与店鳥政 長与店

「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）
「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）
「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）

　店主の出身地「西彼町」の野菜や果物など
を、より多くの方々に知っていただき、買っ
て欲しい！そして、西彼町の生産者さんの笑
顔が見たい！
　地産地消をめざし、１２年前に時津町に直売
所を開店させていただきました。今では、地元
の生産者さんにも支えていただいております。
　お客様に喜んでいただき、生産者さんが笑
顔になりますように！
　私たちは皆様のパイ
プ役として、これから
も努力し続けていきま
す。今後もよろしくお
願い致します。

住 所住 所

ＴＥＬ／ＦＡＸＴＥＬ／ＦＡＸ

営業営業時間時間

定 休 日定 休 日

時津町野田郷１１５９－１

（８８６）８００１／（８０１）６２２２

８：３０～１８：００

１／１～１／４

第３回 長与シーサイドマルシェ開催第３回 長与シーサイドマルシェ開催第３回 長与シーサイドマルシェ開催

住 所住 所

ＴＥＬ／ＦＡＸＴＥＬ／ＦＡＸ

営業営業時間時間

店 休 日店 休 日

＜お問い合わせ先＞＜お問い合わせ先＞

●本所（時津支所）
　　担当：潮屋・相嶋　８８２－２２４０
●長与支所
　　担当：津　・中尾　８８３－２１４５

時津

長与

長与

整骨院

内装業

ビルメンテナン
ス・設備工事

稲留　康平

岩永　克己

野崎　公博

いな整骨院

岩永内装

日本アチーブメ
ント㈱長崎支店

　「食のブース」をはじめ、「雑貨ブース」、
「癒やしブース」など、こだわりのお店約
６０店舗が集う海辺の市場です。
　長与ヘルシーウォーキング大会とのタイアッ
プなど新企画も見どころです。

　1.会場：長与シーサイドパーク
　2.日時：平成２８年３月１３日（日）
　　　　　　　　１０：００～１５：００
　3.主催：長与シーサイドマルシェ実行委員会
　4.お問い合わせ：
　　　長与シーサイドマルシェ実行委員会
　　　事務局(長与町役場内政策推進課）
　　　ＴＥＬ：０９５－８８３－１１１１
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