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～決算の状況～
本会税務相談所は、小規模な事業者の決算指
導を行っています。本年は時津地区１８５件、
長与地区１７５件の決算指導を行いました。
決算指導した事業所の平成２８年決算概況を
分析しました。
●全体業種平均で売上の伸びは鈍化傾向
時津支所管内では、全業種平均売上が１,３１８万
円と昨年平均１,３５７万円より２．９％の減少。
業種別では卸売業（▲１９．４％）、小売業
（▲４．９％）、製造業（▲５．７％）、建設業
（▲４．３％）、不動産業（▲０．８％）と軒並み
減少となりました。
上昇した業種はサービス業（＋７．４％）と１
業種のみ。飲食・宿泊業（０．０％）は横ばいと
なりました。
一方、長与支所管内では、全業種平均売上が
１,１６１万円と昨年平均１,１８４万円より２．０％の
減少。
業種別では小売業（▲２．５％）、製造業（▲
９．４％）、建設業（▲１．８％）、飲食・宿泊業
（▲６．６％）が減少。上昇した業種は卸売業
（＋４．４％）、サービス業（＋３．０％）、不動
産業（＋１．６％）の３業種となりました。
全体的に時津地区、長与地区とも売上の伸び
が鈍化傾向にあります。原因は、消費者の買い
控え、原材料の高騰等が考えられます。特に個
人消費における心理的要因が大きかったと考え
られます。
地域の核店舗創造事業-ウルトラＤ事前セミナーの開催
「ウルトラＤ」事業は、商工会が、地域の基
盤となる個店の売上や魅力を強化し、地域の核
店舗（繁盛店）を創出し、地域全体の商業者の

レベルアップ及び活性化を図ることを目的とし
て展開しています。
この事業に興味のある小売・サービス業の方
に、事業に取り組む前に事業の趣旨や内容を理
解していただくため「事前セミナー」を開催い
たします。
セミナー聴講のみでの参加も可能です。参加
希望の方は、別添のチラシより商工会までお申
し込みください。
1.日時：平成２９年５月９日（火）
１５：００～１６：００
2.会場：西そのぎ商工会本所３Ｆ研修室
3.講師：㈲髙橋幸司の事務所
取締役社長 髙橋 幸司 氏

健康診断料の一部助成が
変わります！
労働安全衛生法では、規模の大小にかかわら
ず事業主には年１回の従業員の健診が義務づけ
られています。
商工会では、会員事業所の労務管理を支援す
る目的で、健康診断料の一部助成を行っていま
すが、一部助成金額は本年度から下表に変更し
ます。
変更前

変更後

３２０名

４００名

２,５００円

１,５００円

商工貯蓄共済助成金 １,０００円

２,０００円

定

員

商工会助成金

１事業所１０名までが助成の対象となります。
ただし商工貯蓄共済加入者は、１０口を限度
とし、加入口数と同数を助成します。
健康診断の募集は、７月の会報に同封します
ので、しばらくお待ちください。

商工会通信バックナンバーはホームページでご覧いただけます

http://www.nishisonogi.biz/
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補助金採択結果

理事会報告

本会が支援した２５の会員事業所が国の補助
事業に採択されました。持続化補助金の採択数
は県下で１位でした。

３月２４日(金)第４回理事会を開催しました。
主な議案は、第２回一般会計補正予算、定款
の一部改正、役員選任規程の一部改正、服務規
程の一部改正でした。
◎定款・役員選任規程の一部改正は、３０年度
の商工会役員改選で、役員が円滑に選任される
よう、①選挙管理委員会を設置し、選挙日程・
選挙実施等を管理すること。②委任状を適切に
管理するため提出期限を定めることを盛り込み
ました。２つの規定は、２９年度総会で特別議
案として上程します。
◎補正予算は、職員給与の改定に伴うもの。
◎服務規程の一部改正は、育児介護休業法と男
女雇用機会均等法の改正に伴うもので、ハラス
メント防止と実効性を上げるための事業主の責
務が強化されました。
◎そのほか、２９年度通常総会の開催日を５月
２２日(月)に、商工会合併１０周年記念式典開
催日を平成３０年の新春交流会の日に決定しま
した。

●小規模事業者持続化補助金
事業名

事業所名
片岡産業㈲

卸売店でなく小売店としての店舗づくり

廃棄原料(卵白)を活用した新商品開発
浜んまちPUDDING と全国展開へ向けた取組み
オリジナル商品の開発と実店舗への誘
マジックミシン時津 引による新規顧客獲得
山下酒店

トイレ設置による店舗強化

九州ドライクリー 高度な接客スキルの獲得とウェブサイ
ト構築による増収増益化
ニング㈱
最新機器｢オートネイル｣機導入による
Ｄｅiｃy＆Ｃｏ
他店との差別化と売上拡大
新業態｢食育食堂｣による販路開拓
遊休時間の活用と低負担の施術による
アダージョ
高齢者等の顧客開拓
パテスリー オスピ 新たな顧客を開拓するために当店の価
値を伝えるＨＰ制作
タリテ
㈱ドリームカンパ テイクアウトサービスの導入とレスポ
ンシブウェブ予約サイト構築
ニー
割烹やまぐち

みわS.O.T整骨院 女性に特化した自由診察の販路開拓
京テック㈲
㈲松尾部品商会
橙や

地域に密着した情報発信による一般ユー
ザーの開拓
ターゲット顧客メリット提案型ＨＰへ
のリニューアル
少人数会食の個室ニーズに対応するこ
とで失客防止と集客アップ

㈲ミクニ

価値を伝える広告宣伝で新規客数アップ
店外の販売チャネル開拓のための生産
おかし工房Loco 量拡大
｢集配サービスＰＲ｣｢法人向け営業｣強
谷川クリーニング 化による新規顧客獲得
こだわりのみえるオリジナルケーキや
㈲ワルツの森ひさ家 特別なギフトの販路開拓
ＣＳ向上と販促ツールリニューアルに
ＬｕＬｕｄｉ
よる顧客間の情報発信強化
デリバリー事業と活いかメニューの販
㈲いまむら
売拡大による収益アップ
ＨＰリニューアルに伴うデザインの一
雪の浦手造りハム 新による販路拡大
アイドルタイムを活用したカフェ営業
ＴＯＵ
強化による販路開拓
新サービス｢マイカーリース｣のＰＲ看
㈲オートプロ
板による新規顧客獲得

●革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金
事業所名

事

業

名

ボディーショップ 新鋭塗装ブース導入による生産性向上
浜村
及び新規顧客獲得
新世代設備導入による段取り時間の縮減
出口工業㈱
と無人化で大幅な生産性の向上を図る
西そのぎ商工会で検索！

青女性部・部会総会日程
●本会
日 時：５月２２日（月） １６：００～
場 所：長崎ロイヤルチェスターホテル
●女性部
日 時：４月２０日（木） １７：００～
場 所：割烹 満寿美
●青年部
日 時：４月２８日（金） １９：００～
場 所：時津支所
●飲食部会
日 時：４月１８日（火）
場 所：長与支所
●サービス部会
日 時：４月１９日（水）
場 所：時津支所
●工業・建設部会
日 時：４月２１日（金）
場 所：長与支所
●商業部会
日 時：４月２１日（金）
場 所：時津支所
西そのぎ商工会

検索

１６：００～

１８：００～

１７：００～

１８：３０～
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平成２９年度年度更新

女性部講習会を開催しました！

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。
保険料額は、すべての労働者に支払った賃金
総額×保険料率（原則）です。
申告・納付手続き期間は、６月１日（木）～
７月１０日（月）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２９年４月１日以降の雇用保険料
率が労働者負担・事業主負担ともに１／１,０００
ずつ引き下げられる予定ですので、雇用保険料
率表でご確認ください。
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９日（木）、なが
さき女性活躍推進会議共
同代表の井石八千代先生
をお招きし、「考えてみ
ませんか？女性が働きや
すい職場とは」をテーマ
に、女性部講習会を開催。女性部員等１９名が
受講しました。
労働人口の減少、人手不足のなか、「ながさ
き女性活躍推進会議」では、女性の家庭と仕事
の両立を図り、能力を十分発揮し、活躍できる
ようにするためには、その環境整備を図ること
が重要との観点から活動しているとのこと。
今回のセミナーでは、井石先生からの一方通
行のご講演ではなく、事業所の立場からまた、
個人の立場から、女性の働きやすい職場につい
て出席者一人一人から意見を発表してもらいな
がら進められました。
その中で出席者からは、職場環境の整備に加
え、個々人の意識革命が欠かせないこと。また
人材の育成、確保は事業所として重要な部分で
あり、今後は在職中の従業員のニーズに応えつ
つ、職場環境の整備に力を入れることで、新た
な人材確保につながっていくことが大事である
との意見がありました。
その一方で、事業主を補完、サポートしてい
る立場として、家庭と会社の両立を図ることも
大切なことと理解しながらも、事業経営が第一
であり、事業主の健康と家庭を気にすることな
く事業に集中できる環境づくりに努めていける
ようサポートするのが私たちの重要な役割では
ないかなどの意見もありました。
今回のセミナーを通じ、それぞれの立場から
働きやすい職場について考える良い機会となり
ました。

『新入社員研修』締め切り迫る！
新社会人の皆様、また新入社員を迎え入れた
企業の皆様、おめでとうございます！
社会人の第一歩目として、会社や新入社員に
好評の『新入社員研修』が下記日程にて開催さ
れます。
研修を受ける方は、多くの業種・事業所から
派遣されているので、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等、実戦形式での
演習も多数。加えて、幅広い人脈を作ることが
出来るため、社会人としてのスタートアップに
最適です。
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
2.場
3.対

時：平成２８年４月１２日（水）、１３日（木）
所：西そのぎ商工会時津支所３階研修室
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）

経営発達支援計画が
認定されました
３月１７日（金）、経済産業省より小規模事
業者の支援に関する本会の「経営発達支援計画」
が認定されました。
本計画は商工会が、小規模事業者の経営発展
支援計画を申請し、国が認定するものです。
認定された商工会は、計画に基づき小規模事
業者の事業計画作成や販路開拓支援等、「個別
事業者」に対して支援していくことになります。
物産展等の旅費・参加費や郵便局のふるさと
小包への掲載も補助があります。
経営計画を策定したい方、販路開拓を考えて
いる方は、経営指導員にご連絡ください。

商工会通信バックナンバーはホームページでご覧いただけます

http://www.nishisonogi.biz/
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異動・退職のごあいさつ
髙尾

卓

着任のごあいさつ

西海市商工会へ異動

４月１日付けで、西海市商工会へ
異動になりました。
平成２３年４月に着任以来６年間、
会員事業所及び役・職員の皆様には、
陰に日に大変お世話様になり有難う
ございました。県内でも都市部で大
きい商工会での業務には、やりがい
もあり、誇りでもありました。
西そのぎ商工会で出会ったお一人おひとりに心か
ら感謝申し上げます。
皆様のご健勝、ご隆盛をご祈念申し上げ、異動の
挨拶といたします。

相嶋 達也

平戸市商工会へ異動

４月１日付けで、平戸市商工会
に異動になりました。
平成２７年４月１日、西そのぎ
商工会に赴任し、丸２年間、短い
期間でしたが、皆様には大変お世
話になりました。ありがとうござ
いました。
県下でも大きな当商工会で仕事
をさせていただいたことは、大きな自信となり、誇
りでもあります。心から感謝申し上げます。
新任地でも、当商工会で学んだことを活かし、精
進してまいります。
時津支所主事

坂井 信子

振替納税をご利用の方へ
今年の振替日は下記のとおりです。引落口
座の残高確認をお願いいたします。

所得税：４月２０日（木）
消費税：４月２５日（火）

(平成２９年３月１０
(平成２
３月１０日現在)
日現在)
利率(年利％)

㈱日本政策金融公庫普通貸付

1.81～2.40％

時津支所主任

雲仙市商工会より異動

堀

義昭

壱岐市商工会より異動

この度、壱岐市商工会より西その
ぎ商工会にお世話になることになり
ました。
環境が変わり、業務に慣れるまで
は会員の皆さまにご迷惑をおかけす
ることがあるかと思いますが、一日も
早くお役に立てるように頑張ります。
これから皆さまと一緒に地域商工業の課題解決と
活性化に向けて、精一杯勤めさせていただきますの
で、よろしくお願いいたします。
長与支所主事

松山 翔太郎

新規採用(研修生)

この度、西そのぎ商工会長与支所
に配属となりました。
一日でも早く会員皆様、及び地域
の皆様のお役に立てるように頑張り
たいと思っていますので、何卒よろ
しくお願いいたします。

1.「マル経融資」申込みに係る金融審査会
審査会
申込期限

４月
締め切りました

５月
４月２８日（金）

４月１４日（金）

５月１９日（金）

2.日本政策金融公庫「定例相談会」開催
日本政策金融公庫から、原則毎月第二木曜日、
商工会に公庫職員が駐在し、借入申込や相談を受
付ける「定例相談会」を開催しています。公庫の
担当者が直接対応いたしますので、是非ご利用く
※要予約
ださい。※要予約
●今月の定例相談会： ４月１４日（金）
①時津支所 １０：００～１２：００
②長与支所 １４：００～１６：００

事業所名

（３月受付分）
月受付分）
代表者名
業

種

読売センター 時津 横田 順治 新聞販売業

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付

1.16％

県創業バックアップ資金

1.90％

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％

井手工業

西そのぎ商工会で検索！

馬渡 誠司

４月１日付けで着任して参りまし
た。久々８年ぶりにかつての西彼ブ
ロックの地へ戻ってまいりました。
出身は長与町、住まいは、長崎市。
わが故郷の地で会員皆様の少しでも
お役に立てるよう粉骨砕身頑張って
行きたいと考えておりますので、ど
うかよろしくご指導ご鞭撻のほどお願いいたします。

退職

約３年間、時津支所でお仕事を
させて頂き、会員の皆様方には大
変お世話になりました。
今後は、商工会での経験を活か
し、新たに頑張りたいと思ってお
ります。
本当にありがとうございました。

制度の種類

時津支所長

ファミリーマート
西海亀岳店

地区
時津

脇川由美子 コンビニエンスス 長与
トア
大園 繁樹 不動産

時津

井手 隆雄 解体・土木工事

時津

西そのぎ商工会

検索

