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西そのぎ商工会５５５作戦を
開始します
本会は経済産業省から経営発達支援計画認定
を受け、小規模事業者支援に特化した「伴走型
小規模事業者支援推進事業（西そのぎ商工会５
５５作戦）」を実施します。
この事業の実施で、５年以内に管内小規模事
業者約５０事業所の売上又は経常利益額５％増
を目指します。中長期的な視点から現状分析を
行い、経営計画等の策定及び販路開拓等、小規
模事業者に商工会が寄り添いながら支援します。
具体的な取組みは、
（１）個社の強み、弱みの確認と個社の気づき
の誘導（経営分析社数約５０社）
（２）目標達成に向けた事業計画策定と実践支
援（事業計画策定約２０社）
（３）地域小規模製造業者等に対する取引機会
の促進支援（物産展展示会への参加助成・ふる
さと小包掲載等販路開拓支援）
（４）地域経済が抱える課題の抽出と解決策等
の協議（地域経済活性化会議の開催）
自社の経営分析・事業計画策定・需要動向・
販路開拓等「お店の売上拡大はどうしたらいい
だろう」「どうすればお店の経営がうまくいく
だろう」「もっと売り先を広げたい」等・・・
経営に関する支援希望を
GO!
される方は、商工会まで
お問い合わせください。
尚、本年度は先着５０
事業所を対象とさせてい
ただきます。
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農商工連携ファンド 募集中！
中小企業者と農林漁業者が連携し、お互いの
強みを活かした農林水産物の生産・加工・流通
等における新商品・新技術・新役務の開発およ
び販路開拓の取り組みを支援します。
なお、本ファンド事業は本年度までで終了し
ます。採択率は上がると予想されます。
第２回申込みも募集締切間近です。お早めに
お申し込みください。
■募集締切：７月２１日（金) ※１７時必着
■事業主体：長崎県内の中小企業者と農林
漁業者との連携体
■助 成 金：上限５００万円（１事業あたり）
■助 成 率：３分の２以内（離島の農林漁
業者が連携体に入る場合４分
の３以内）
■対象事業：新商品・新技術、新役務の開
発や販路開拓に取り組む事業
■対象経費：
①研究開発費
原材料費・謝金・委託費（デザイン料等）
②販路開拓費
展示会等の出展料・旅費・開発商品の広報費等
詳細・応募方法等は「長崎県商工会連合会ホー
ムページ」でご確認ください。

※小規模企業者とは、おおむね常時使用する
従業員の数が２０人（商業又はサービス業に属
する事業を主たる事業として営む者については
５人）以下の事業者をいいます。
商工会通信バックナンバーはホームページからご覧いただけます

http://www.nishisonogi.biz/
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地域の核店舗(繁盛店)創業事業

『ウルトラＤ』が開始しました！
今年で７年目を迎える
「地域の核店舗(繁盛店)
創業事業」通称『ウルト
ラＤ』が６月１２日から
スタートしました。
『ウルトラＤ』とは、
商店街を形成する個店の魅力を向上し、地域に
おける核店舗（繁盛店）を創出することで、地
域商業の活性化を図る事業です。
今年も、スーパーコンサルタントの髙橋幸司
氏を講師に迎え、エリア２１、げんきだまぷら
す、シエスタ、㈲セイコー堂、つかさ饅頭店の
計５店舗が参加します。
各店舗はさまざまな提言を受けることで「や
りたいこと」を「具体的な目標」として形にし、
今すぐ出来る試みから実践を始めています。

地域資源活用リビングラボ
参加者を募集します！
長与町・時津町の地域資源を活かした商品づ
くりや観光開発を進める目的で、地域の皆様や
生産者・大学・行政が一体となるリビングラボ
の参加者を募集します。
リビングラボとは、商品開発や街づくりなど
の課題解決に企業や自治体、大学、住民が一体
になって取り組む“研究所”のことです。
企画段階から暮らしの中心にいる人を巻き込
まなければ、本当に役立つものや仕組みは作れ
ないという認識が広がり、全国で活動が始まっ
ています。
商品開発に興味がある方、それを応援したい方、
地域資源をＰＲしたい方等々、お申し込みをお待ち
しています。詳細は、同封のチラシをご覧ください。
～鍵にゃん誕生会＆七夕飾りつけ～
福利厚生委員会が地域貢献事業に参加

まちゼミ勉強会が開催されました！
第４回「まちゼミin西そのぎ」の開催に向け
て、勉強会が行われました！
６月１４日・１５日
に参加経験のある事業
主と参加経験の無い事
業主の意見交換が行わ
れました。
経験者からのアドバ
イスで、講座の内容が
決まらないといった悩みが解消される光景も見
られました。
今回のまちゼミは９月２３日～１０月２０日
まで実施予定です。各店舗が自店の魅力を地域
住民へ発信するため、創意工夫を凝らした楽し
く学べる講座を目指します。
引き続き準備を行っていきますので、期待し
てお待ちください！参加も間に合います。
健康診断・ボウリング大会・永年勤続表彰

申し込み受付開始！
福利厚生委員会３事業の申込受付を開始しま
した。それぞれ同封の文書でお早めのお申込み
をお願いします。
なお、永年勤続表彰は、長崎県が、県内の中小
企業等に３０年以上勤務し、商工会からの推薦が
あった者に対し、感謝状を贈呈するものです。
要件に該当される方がおられる事業所は、ふ
るってご推薦ください。
西そのぎ商工会で検索！

商工会は、時津警察署と共催し、安心・安全
な地域づくりのために子供たちの防犯教育に参
加しています。
６月９日（ロックの
日）に、長与保育園で、
鍵にゃんのお誕生日を
祝いました。
福利厚生委員会から
は毎熊委員長が参加。鍵にゃん、ミックンから
園児へ「鍵かけ任命書」を手渡しました。
また、６月２７日に
は、時津保育所の園児
が七夕の飾りつけを行
い、同委員会の山内副
委員長が参加しました。
子供たちは、防犯標
語「いかのおすし」を学び、商工会からはお菓
子のプレゼントをしました。
国民年金基金に加入しませんか？
２０歳～６０歳未満で国民年金に加入して
いる方や、６０歳～６５歳未満や海外在住の
国民年金の任意加入者が対象です。
掛金全額が「社会保険料控除」の対象なの
で、所得税・住民税ともに安くなります。受
取る年金は「公的年金等控除」の対象で、遺
族一時金は非課税です。
詳しくは＜長崎県国民年金基金＞
☎０１２０－６５－４１９２(ローゴ・ヨイクニ)
西そのぎ商工会

検索
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第３７回 長与川まつり開催
８月２０日（日）、「第３７回長与川まつり」
が開催されます。
長与総合公園ふれあい広場を会場にステージ
イベントや夜店、約２,０００発の花火など、夏
を彩る楽しいプログラムが準備されています。
お楽しみに！
◆会場：長与総合公園ふれあい広場
◆イベント等 １６：００～
夜店、バンド演奏、ダンス、ステージショー、
ＹＯＳＡＫＯＩ踊り、盆踊り等予定
◆花火 ２０：３０～ ２,０００発
＜お問い合わせ＞
長与川まつり実行委員会
（長与町役場産業振興課内）
ＴＥＬ：８８３－１１１１

とぎつ夏まつり ２０１７
ダンスステージ、盆踊り大会など楽しい催し
が盛り沢山！ご来場をお待ちします。
協賛金・出店募集は、同封の案内をご覧くだ
さい。
◆と き：８月２７日（日）
◆ところ：時津ウォーターフロント公園
********** 協賛金申込み受付中 **********
◆協 賛 金：１口３，０００円～
◆広告看板：５０，０００円（継続は３０，０００円）
＜お問い合わせ＞
とぎつ夏まつり実行委員会
（時津町役場産業振興課内）
ＴＥＬ：８８２－２２１１
または商工会まで

調査へご協力ください
長崎県商工会連合会から、地域雇用状況を調
べ、人材確保や販路拡大と売上向上を目的に、
経営状況調査を実施する案内がありました。
事業所へ調査票が直接郵送されますので、

ご記入の上、同封の返信用封筒で返送いただき
ますようお願いします。
＜お問い合わせ＞
長崎県商工会連合会（企業支援課）
ＴＥＬ：０９５－８２４－５４１３

女性部活動報告
県知事賞受賞
６月４日（日）、平
成２８年度長崎県こど
も・若者応援団表彰式
が開催され、長崎県青
少年育成県民会議の推
薦により、西そのぎ商工会女性部が県知事賞を
受賞しました。
受賞は、毎年女性部が実施する事業「マイタ
ウン子供ビジネススクール」で、長与小学校６
年生を対象とした職場体験学習実施の功績が認
められたものです。
これは、事業所体験の児童を、快く受けられ
た会員事業所のご協力のおかげです。
また、西そのぎの将来の人材育成のため、今
年度は児童も増えて、約１５０名の体験学習を
予定しています。児童受入れに新たな参加協力
事業所を募集しています。
今後も継続して実施したいと思います。
ヘルシークリーンウォーキング
このウォーキングは６月
６日（火）に実施しました。
商工会本所を出発し、元
村方面から継石周辺をウォー
キングしながら、可燃ごみ
３袋、その他２袋分の清掃
活動を行いました。
花いっぱい運動
この運動は、６月２３日（金）に実施しました。
長与支所周辺の道路沿い
にマリーゴールドやナデシ
コ、日日草の苗２８０株を
植えました。
あいにくの曇り空ではあ
りましたが、道路沿いは鮮
やかな花で彩られました。
両事業とも地域の方々とふれあいながらの賑
やかな清掃・美化活動となりました。
商工会女性部は、地域貢献事業を実施してお
ります。興味のあられる方、時津・長与の発展
のため、一緒に活動しませんか？

商工会通信バックナンバーはホームページからご覧いただけます

http://www.nishisonogi.biz/
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地域で一番元気なリフォーム屋！

防犯カメラのことなら、当店にお任せを！

リフォームのタマオ 時津店

テクニカルサポートステップ

お住まいのリフォームは、｢リフォームの
タマオ｣にお任せください。
当店は地域密着を一番に考え、常にスピー
ド対応を心掛けております。
地域密着型の企業だからこそできるきめ細
やかな対応で、納得・ご満足いただける住ま
いの空間をご提案い
たします。
お住まいの悩みが
ある方、リフォーム
をご検討の方はお気
軽にご相談ください。

当店は、長与町でオフィス機器・防犯カメ
ラ・電気通信工事に取り組む会社です。
昨今のオフィスネットワークは、防犯・セ
キュリティへの取り組みとともに、重要な社
会インフラとして大きな注目を集め、防犯カ
メラへの関心も高まっております。
防犯カメラシステムのご検討の際はご相談
いただければ、ご提案
から運用まで、安心な
システムをご提供させ
ていただきます。
お気軽にご連絡くだ
さい。

住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
営業
時間
店 休 日

時津町浦郷４２８－１７
０１２０-５５７-８０２／（８９４）７８３９
１０：００～１７：３０
水曜日

住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
営業
時間
店 休 日

長与町岡郷４５６－１
（８６５）９１２８／（８６５）９１２９
９：００～１８：００
日・祭日

1.「マル経融資」申込みに係る金融審査会
第１回
７月申込期限 締め切りました

７月１４日（金）

８月申込期限

８月１０日（木）

７月２８日（金）

2.日本政策金融公庫「定例相談会」開催
７月１３日（木）

時津支所

（６月受付分）
月受付分）

第２回

長与支所

事業所名
日本アンガーマ
ネジメント協会

代表者名
北野 智子

種

心理カウンセラー
長与
講師
時津

tsumugi

長与

鍬取百合香 美容業

（同）エイキファーム 榮木 正則

オリーブ商品他
製造

長与

㈲宇宙模型

模型・ＦＲＰ製品
の製造販売

時津

溝上 秀章

㈲リトル・エンジェ
観音ベレニース 菓子製造販売
ルズ
㈱ドラッグストアモリ 森

(平成２９年６月９日現在)
(平成２
日現在)
制度の種類

利率(年利％)

㈱日本政策金融公庫普通貸付

1.11％

県創業バックアップ資金

1.65％

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％

西そのぎ商工会で検索！

信 ドラッグストア

時津
時津

治 移動販売、イベ
ント出店

時津

田﨑 修一

(同)吉野屋

吉野

西そのぎ商工会

時津

節句人形・盆提
灯小売販売

人形のだいとう

1.81～2.40％

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付

地区

かなえるリフォーム 植野 澄香 住宅リフォーム

１０：００～１２：００ １４：００～１６：００

相談には予約が必要です。必ず事前にお申
込ください。

業

検索

