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義德

新年あけまし
ておめでとうご
ざいます。西そ
のぎ商工会会員
の皆様におかれ
ましては、健や
かに新年をお迎
えのことと心からお喜び申し上
げます。
貴商工会は、平成二十年四月
に旧長与町商工会と旧時津町商
工会が合併して設立され、この
度めでたく十周年を迎えられま
した。設立以来、時津町、長与
町の商工業の発展に多大な貢献
をしていただき、歴代役員をは
じめ、会員皆様方のご尽力に深
く敬意と感謝の意を表する次第
でございます。
さて、旧年中は、町イベント
をはじめ、プレミアム商品券の
発行や創業支援事業、合同企業
面談会など商工振興施策へご支
援とご協力をいただき、厚く御
礼申し上げます。
今年も、貴商工会との連携を
さらに深めながら、地方創生を
目指した商工業の振興、若者の
地元就職などに取り組んでまいり
ますので、今後ともご協力を賜
りますようお願い申し上げます。
結びに、貴商工会のますます
のご発展と会員の皆様のご健勝
とご多幸を祈念申し上げ、新年
のごあいさつといたします。

西そのぎ商工会
会長 山崎 春雄
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あけまして、
明けましてお
おめでとうござ
めでとうござい
います。謹んで
ます。会員の皆
新年のお喜びを
様には、平成３０
申し上げます。
年の輝かしい年
本年は、西そ
をつつがなくお
のぎ商工会合併
迎えのこととお
１０周年を迎えます。時代の要請 喜び申し上げます。
と経済の広域化に会員企業が、 また、本年は西そのぎ商工会
連携し、共に成長するため、合 の設立から１０周年を迎えられ
併したことを思い出します。 ますこと、心よりお祝いを申し
さて、このところの景気は、 上げます。
好調で、大企業の収益は上昇と これもひとえにこれまでご尽
のこと。一方、中小企業は、需 力いただいた山崎会長様をはじ
要の停滞、競争の激化、人手不 め会員の皆様のご努力とご熱意
足等により、経済の好循環は実 によるものと深く感謝と敬意を
感できない状況です。
表するものでございます。
喫緊の課題である働き方改革 長与町におきましては、商工
や生産性改革は、中小企業も大 業者の皆様の経営支援として低
企業に負けない改革で、収益性
金利融資や商品券発行事業、店
を改善し、魅力ある中小企業を
舗のリフォームに対する支援な
創造するチャンスだと思います。
どを行い、少しでも商工業の発
この機に、商工会は、５年以内
展につながるよう努めてまいり
に５％の売上・経常利益増企業
ました。
を５０社創る５５５作戦を展開
しています。経済産業省認定の 今後も、商工会と更なる連携
経営発達支援計画に基づき、経営 を図り、商工業の振興に積極的
計画策定、新商品開発、販路開 に取り組んでまいる所存でござ
拓など、会員企業に寄り添いな いますので、なお一層のご指導、
がら支援に努めてまいりました。 ご鞭撻を賜りますようお願い申
昨年以上の皆様方の商工会に し上げます。
対するご理解とご声援をお願い 結びに、西そのぎ商工会の益
々のご発展とともに会員の皆様
致します。
結びに皆様方のご健勝とご繁 のご健勝とご多幸を祈念申し上
栄をご祈念し、新年のごあいさ げ、新年のご挨拶とさせていた
だきます。
つといたします。

商工会合併１０周年記念講演会は「そこまで言って委員会」の加藤清隆氏が講演されます！

整理券が必要です。
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とぎつプレミアム商品券・ながよ得
とく商品券の有効期限と換金期限

確定申告と税制改正のご案内
■確定申告の準備はお早目に！
本会では、確定申告の事務受付を１月２９日
（月）から始めます。
昨年に引き続きマイナンバーの提出が必要で
す。税務相談所会員の皆様には、商工会から１２
月上旬に郵送したマイナンバー関連書類も、ご
記入のうえ必ずご持参ください。
また、会報１２月号に同封しました「決算準
備表」「生命保険料控除証明等関係書類」の準
備をお願いします。ご不明な点は、商工会にお
問い合わせください。
税務署から確定申告書用紙の代わりにお知ら
せハガキが送付されますので、紛失しないよう
ご注意ください。
■平成２９年分所得税の確定申告における改正
のポイント
①医療費控除は、平成２９年分の確定申告か
ら、「医療費控除の明細書」を作成し添付する
ことのみで、領収書の提出が不要となりました。
②セルフメディケーション税制による医療費
控除の特例の適用を受ける場合は、平成２９年
分の確定申告から、「セルフメディケーション
税制の明細書」の作成・添付が必要です。
■配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いが変
わります（平成３０年分以降）
平成２９年度の税制改正により、配偶者控除
及び配偶者控除の取扱いが変更されました。
①配偶者控除の控除額：納税者本人の合計所
得金額が１，０００万円を超える場合には配偶者控
除の適用を受けることができないこととされま
した。（改正前は、納税者本人の合計所得金額
の制限なし）
②配偶者特別控除の控除額：対象となる配偶
者の合計所得金額が３８万円超１２３万円以下
とされました。（改正前は、３８万円超７６万
円未満）
平成３０年１月以降、毎月の給与等を支払う
際の源泉徴収の仕方も変更になっています。
③源泉徴収税額を「給与所得の源泉徴収税額
表」によって求める際は、扶養親族等の数の算
定に当たり、配偶者が源泉控除対象配偶者（※合
計所得金額が９００万円以下である居住者の配
偶者で、その居住者と生計を一にする者のうち、
合計所得金額が８５万円以下であるもの）に該
当する場合には、扶養親族等の数に１人を加え
て計算することとされました。
※その他税制改正に関する詳細については、
国税庁ホームページをご覧ください。
新春交流会チケット販売中です！

とぎつプレミアム商品券の換金期限は１月３１
日（水）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。
ながよ得とく商品券は有効期限が１月１６日
（火）、換金期限が２月１５日（木）午後５時
までとなっています。
期限を過ぎた商品券は使用・換金できません
のでご注意ください。

中小企業景況調査対象事業所へ
感謝状
「中小企業景況調査」とは？
中小企業庁では、中小企業の景況を把握し、
中小企業施策立案の基礎資料を収集するために、
全国１８,９９３事業所を地域経済観測点として実
施しています。
この度、５年以上継続してご協力頂いている
本会１２事業所へ全国連より感謝状が授与され
ました。このほか、商工会では会員事業所の経
営支援に活用する情報収集のため、各種調査を
実施しています。より効果的な支援実施のため、
皆様のご協力を賜りますようお願いいたします。
マルキパン、㈱イワナガ、プレタポルテロワー
ル、西岡屋、さぬきうどん大平、洗濯工房、食
育食堂、㈲元尾鉄工所、㈱センチュリー、イン
テリアケンユウ、㈲高石自動車、㈱グランディ
カンパニー（順不同）

労働保険加入勧奨実績に対して
感謝状
全国労働保険事務組合連合会会長から、労働
保険の未手続事業者に対する加入奨励実績が優
秀であると、感謝状が贈られました。
長崎県で感謝状を受けたのは、西そのぎ商工
会労働保険事務組合だけでした。

平成３０年度商工会役員改選
来年度は、役員改選の年度です。
選挙によらない役員候補者を選出するため、
１月１５日（月）商工会役員改選に係る説明会、
１月１７日～１９日（１７時まで）に商工会役
員調整願受付を行います。詳しくは、同封文書
をご覧ください。

新年のあいさつは、ぜひ新春交流会で！
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クリスマスツリー飾りつけ
～安心・安全の願いをこめて～
１２月１２日（火）、時
津警察署にて時津保育所の
園児１４名が、交通安全の
願 い を 込 め て 、 手 作りの
オーナメントをクリスマス
ツリーに飾りつけました。
園児たちの元気な交通安全の誓いの言葉や歌
の後、本会の藤島勝典福利厚生委員よりお菓子
のプレゼントを渡しました。
園児たちとのふれあいを通じて、これからも
地域の安心・安全を守るためのお手伝いができ
ればと思います。
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「ながさきまちゼミフォーラム」
◆日 時：２月２６日（月）
１５：００～２０：００
◆会 場：メルカつきまち５Ｆホール
◆参加費：無料（交流会は４，０００円）

平成２９年度 伴走型専門家派遣事業
実践報告

「ながさきまちゼミフォーラム」
開催決定！

平成２９年度伴走型専門家派遣事業、専門家
等を擁して５年以内に売上及び経常利益が５％
増加する小規模事業者を５０社創る、いわゆる
「５５５作戦」。６月から事業を開始し半年が
経過しました。
現在も事業は進行中ですが、事業に参加した
企業から今回、それぞれ率直なコメントを頂戴
しました。
●くるりのパン（パン製造販売業）
いくつかの伴走型支援をして頂い
た。どれも勉強になった。特に収穫
になったのは、直接バイヤーさんと
商談させて頂き実際の商談が成立し
たことである。中々こんな機会には
巡り合わないし、凄くよかったと思う。
●ひろせ不動産（不動産業）
硬直的な面が多く旧態依然とした
業務になりがちな不動産仲介業にお
いて、縁が薄そうな経営力向上計画
に中小企業診断士の方の助言を受け
ながら今回取り組んだところ、新た
な発想、斬新な視点を発見することが出来た。
まさに「目から鱗」
●㈱トゥインクル（エステサロン）
専門家の先生に話を聞いてもらい、
利益を伸ばすためのアドバイスを幾
つか頂いた。また、今回のこの事業
で自店の強みや、具体的な数値目標、
それを達成するための手段を認識さ
せてもらい、現在確かな手ごたえを感じている。

本会で４年間にわたり取り組んできた「まち
ゼミ」。長崎県内でも７つの地域で実施されて
います。
今年初めて、県内まちゼミ地域が集まり「ま
ちゼミフォーラム」を開催します。まちを元気
にする取り組みが他の地域でどのように行われ
ているのか情報を共有し、長崎県全体を盛り上
げる取り組みです！
どなたでも参加できます。詳細については同
封のチラシをご覧ください。

率直なご意見をありがとうございました。
お褒めの言葉ばかりで辛口のご意見は頂けま
せんでしたが、平成３０年度も、商工会は、業
種や業態に応じて専門家を招聘致して、経営分
析はもとより、事業承継、販路開拓、パッケー
ジデザイン等々、また、各種補助金の申請に有
利に働く経営力向上計画の承認や経営革新など
お手伝いします。
興味がある方は、商工会事務局へお尋ねくだ
さい。ご一緒に売上増を目指しましょう。

博多総合車両所（新幹線整備
工場）を視察
１２月１９日（火）工業
部会・建設部会合同でＪＲ
西日本「博多総合車両所」
を見学。１１名が参加し、
車両点検の様子を視察しま
した。
新幹線には、走行距離と走行日数に応じた４
段階の検査が設けられており、１２０万キロ以
上走行した車輌が行う最終の「全般検査」にお
いては、台車やパンタグラフなど主力装置から
制御盤の小さな電子回路に至るまで、すべての
部品が解体、検査され新品同様に再整備される
ことなどの説明がありました。
高い安全性を誇る新幹線の裏側に、整備に携
わる一人ひとりの細やかな仕事が垣間見え、そ
の技術と努力に感銘を受けました。

商工会合併１０周年記念講演会は「そこまで言って委員会」の加藤清隆氏が講演されます！

整理券が必要です。
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産地の味をお届けします

お酒を楽しみませんか？

お茶のもりうち

スナックうれ里

嬉野茶に惚れ込み開業して８年。ララコー
プさんやとぎつ村ふるさと館さんなどで移動
販売をしているお茶屋です。勾玉のような丸
い形が特徴の蒸し製玉緑茶で、香りが強く味
わい深い嬉野茶。お客様の「お茶美味しかっ
たよ！」の言葉を励みに頑張っています。
米商さん、ゆりの温泉さん、とぎつ村ふる
さと館さんでは、陳列販
売もさせていただいてい
ます。その他、地方発送
や各種お進物用お茶のギ
フトセットも取り扱って
います。お気軽にどうぞ。

創業して４０年余り、親子２人で営業する
地元に根付いたスナックです。
カウンターやボックス席のほか座敷もあり、
おくつろぎいただける店舗です。
グループ・団体客はもちろんのこと、女性
の一人飲みでも楽しいひとときを過ごせます
よ。新年会の二次会に
ぜひご利用ください！
職場の同僚や友人、家族や
恋人とアットホームな
雰囲気のなか、美味し
いお酒を楽しみません
か？

（８８３）３０４１
０９０-８７６４-１７１８
９：００～１８：００
不定休
岡郷１１１-１３

☎ （８８３）１９５８
営 １９：００～
休 月曜日
🏠 嬉里郷７２８-７

1月の行事予定表
木 年末調整電子送信開始

11

木 商工会合併１０周年記念講演会
平成３０年新春交流会
金 西そのぎコレクション出展者説明会
第１回金融審査会申込期限

15

嬉里中央
公園

５５５作戦 展開中！

4

12

丸田郷↑

☎
📱
営
休
🏠

「５年内に売上又は経常利益５％増の企業
を５０社創る」ことを目標に、伴走型支援を
行っています。
（１２月末現在）
支援企業数

３９社

経営分析・経営計画策定支援
延べ回数

１２２回

商談件数

４件

物産展参加社数

４社

月 平成３０年度商工会役員改選に係る説明会

17-19 水-金 平成３０年度商工会役員調整願受付期間
18 木 ㈱日本政策金融公庫定例相談会（要予約）
20-21 土-日 西そのぎコレクション開催（長崎駅かもめ広場）
23 火 地域資源探索事業委員会・リビングラボ合同会議
第４回長与町地域経済活性化会議
26

（１２
１２月受付分）
月受付分）

金 第２回金融審査会申込期限

29～ 月 平成２９年税務決算申告窓口開設

特定最低賃金が改正されています

事業所名

代表者名

業

種

地区

oriver

小川加菜子 バー

本野 英明 技術コンサルティ 長与
ング
太田 良祐 足場組立、解体

はん用機械器具、生産用機械器具製造業

８４６円

電子部品・デバイス・電子回路、電気
機械器具、情報通信機械器具製造業

７８５円

明日香技術コン
サルティング

船舶製造・修理業、舶用機関製造業

８４６円

太田工業

㈱日本政策金融公庫金利情報（１２月１３日現在）
*普通貸付 1.81～2.40％ *経営改善貸付 1.11％

長与

長与

