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商工会合併１０周年記念講演会

第４回理事会報告

１月１１日（木）長崎
ロイヤルチェスターホテ
ルで、テレビ「そこまで
言って委員会」でお馴染
みの政治評論家加藤清隆
氏を迎え、「平成３０年
の展望」を演題に講演会
を開催しました。北朝鮮、核の脅威と日本防衛
の問題や、安倍政権３選の可能性が大きいこと
など、迫力ある話がありました。
約１００名の方々が、聴講されました。「ま
た聞きたい」「政局の裏が聞けて、勉強になっ
た」など好評でした。

１月２２日（月）第４回理事会を開催しまし
た。議題の①会員加入の件は、８企業の方が承
認されました。これで、会員数は１,０４４となり
ました。②第２回補正予算は、県連補助金（事
業費）の変更に伴うもので、講習会開催費など
５８６千円の増額修正が承認されました。補正予
算額は、１４４,１７６,２２２円です。
協議事項では、商工会役員の改選が協議され
ました。選挙なく円滑に役員が決定するよう努
力している中で、今回理事１９名の配分を会員
数に応じて長与９名、時津１０名に申し合わせ
ました。また、役員候補者の調整を担う６名の
事前選考委員も決定しました。

県下商工会で最大規模

ＩＲセミナー開催のお知らせ

平成３０年新春交流会
１月１１日、商工会合併
記念講演会に引き続き、平成
３０年新春交流会を開催し
ました。雪が降り積もる最
悪の気象状況の中での開催
でしたが、３００名を超え
る参加がありました。県内商工会で最大規模の
年始会となり、最高の盛り上がりを見せました。
山崎商工会長から、「今年は、商工会合併１０
周年。初心に戻り、商工業者の支援、地域の発
展に商工会は尽力したい。会員企業の働き方改
革、生産性改革を支援する。」と挨拶。来賓の
吉田時津町長、長与町副町長、宅島県連会長か
ら祝辞、鏡割り、女性部の祝舞、部会提供の商
品抽選会と役職員一体で会を進行しました。
来場の皆さんは、互いの新年の挨拶、新年の
抱負を語り合い終了しました。来場の皆様、積
雪の中の参加、お疲れさまでした。
経営でお悩みの方はいませんか？

特定複合観光施設（ＩＲ）とは、カジノ施設
及び会議場施設、レクリエーション施設など観
光の振興に寄与する施設が一体となった複合施
設のことを言います。ＩＲの導入には観光振興
などのプラスの効果が期待できる一方、ギャン
ブル依存症なども懸念されます。
そこで、日本型ＩＲについて理解を深めて頂
くためのセミナーを開催します。参加を希望さ
れる人は「長崎県政策企画課」のホームページ
よりお申し込みください。
◆日

時：２月１９日（月）
１４：００～１５：３０
◆場
所：長崎西彼農協ビル４Ｆ大会議室
◆主
催：長崎県・佐世保市ＩＲ推進協議会
◆問合せ先：０９５-８９５-２０３７（廣繁、松尾、山下）

商工会会員 随時募集中です！
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１/２９（月）～
確定申告の受付開始！
税務相談所会員事業所の所得税等確定申告の
受付を１月２９日（月）から開始しました。
関係事業所には事前にハガキで日時等をご連
絡しております。「決算準備表」等の関係書類
を準備のうえ、指定日には必ずご来所ください。
指定日には次のことを確認し、申告を受け付
けます。
１．売上・経費及び各残高等の確認
記帳代行者で、日計表
を未提出の方は早急にご提出ください。
２．期末棚卸表の作成
棚卸金額は、単価・数量等整理集計を記載し
てください。
※下記１、２の原始記録は大切に保管してく
ださい。
３．商工会マイナンバー保管システムに関する
書類の提出受付
昨年１２月上旬に、マイナンバー支援作業の
関係下記書類を郵送しておりますので、提出を
お願いします。
①商工会マイナンバー保管システム利用許諾
申込書（書式番号：ＭＮ－２）
②入力・閲覧・出力支援作業指示書（書式番
号：ＭＮネＷ-３）
※事業主以外の方（家族又は従業員等）が提
出される場合は、代理人の身元確認書類の提出
をお願いします。

補助金・助成金公募
国の補正予算による中小企業・小規模事業者
向け補助金が公募される見込みです。
具体的な公募時期は未定ですが、早めの準備
をお願いします。
■小規模事業者持続化補助金
小規模事業者の販路開拓への取り組みを支援
★補助上限５０万円
（補助率２／３・増額要件あり）
■ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業
中小企業・小規模事業者の生産性向上に資す
る革新的サービス開発・試作品開発・生産プロ
セスの改善を支援
一般型
★補助上限１,０００万円（補助率１／２）

小規模型
★補助上限５００万円
（補助率１／２・小規模事業者は２／３）
企業間データ活用型
★補助上限１,０００万円／者
（補助率２／３・連携は１０者まで）
■業務改善助成金
生産性向上のための設備投資等を行い、事業
場内の最低賃金(１,０００円未満)から一定額以
上引き上げた場合、費用の一部を助成する
★助成額５０～２００万円
最低賃金の引き上げ額、従業員数、生産性要
件によって上限及び助成率が異なる
※情報は現時点でのものです。募集開始など
の最新情報は商工会ＨＰ「時津・長与ウォーカー」
でご覧いただけます。または商工会までお問い
合わせください。

労働・税務セミナー
助成金・補助金活用術

新春

１月１６日（火）労働、
税務のセミナーが開催され
ました。参加者は２０名で、
皆さん熱心に聴講されてお
りました。
労働分野は、ながさき生涯現役応援センター
のコーディネートで開催しました。「働き方改
革」が叫ばれる一方で、労働力不足を企業はど
のようにして補うのか。それに付随した助成金
を上手く活用する。ハローワーク長崎 浦指導
官からのその内容の説明。それを活用する企業
側の㈱旭屋 総務担当者 宮川氏から事例発表が
ありました。
また、税務の分野は、前段に長崎税務署記帳
推進官 福田氏から平成２９年分所得税・消費税
の留意点、平成３１年１０月から税率が１０％
へアップする予定の消費税、軽減税率を。
後段は㈱コクリエシステムズの山田氏から“軽
減税率対策補助金を活用してＰＯＳレジ導入”
と題して期間延長となったレジ補助金について
それぞれお話がありました。
実際の導入を考慮されている事業所さんから
は、幾つかの質疑もなされていました。
当日、参加できなかった事業所
の方も労務・税務いずれに関して
も、お気軽に最寄りの支所指導員
等へお尋ねください。

会報のバックナンバーは、商工会ホームページ「時津・長与ウォーカー」でご覧いただけます。
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西そのぎコレクションvol.５終了
今回で５度目を迎える
「西そのぎコレクション」
を、１月２０日（土）・
２１日（日）、ＪＲ長崎
駅かもめ広場で開催、盛
況のうちに終了しました。
また、今回は特別企画
として新上五島町商工会とタイアップ。「上五
島の恵みと西そのぎコレクション」と題し、お
互いの地域産品をＰＲしました。
本会会員のスイーツやこだわり加工食品、上
五島の事業者のうどんや海産物などそれぞれの
特徴が溢れた売場構成で、総売上は２日間で約
２００万円となりました。
今後も地域と会員事業所・商品の魅力を多く
の方に届けていきたいと思います。

利息のみのご返済とすることが出来ます。
また、「母子家庭」、「父子家庭」、「世帯
収入２００万円（所得１２２万円）以内の方」
または「子ども３人以上の世帯かつ世帯収入
５００万円（所得３４６万円）以内の方」の返
済期間は１８年以内、固定金利は年１.３６％
（平成２９年１１月１０日現在）となっており
ます。
詳しくは、「国の教育ローン」で検索してい
ただくか、下記のコールセンターへお問い合わ
せください。
【教育ローンコールセンター】
０５７０－００８６５６（ナビダイヤル）
または（０３）５３２１－８６５６

地域資源活用リビングラボ
実施報告

第４回
長与町地域経済活性化会議

地域の資源で地域を
豊かに！と昨年度から
始めた地域資源探索事
１月２３日（火）、第４回長与町地域経済活 業の第２段階は、実際
性化会議を開催しました。
に地域資源を活用した
本事業の最終回となる今回の会議で、中央商店 商品・サービスの企画
街マップの掲載内容を最終的に協議しました。そ です。
の結果、明るいイメージのマップを作成するこ
企画は、商品開発や街づくりなどの課題解決
とになりました。
に企業や自治体、大学、住民が一体となったリ
このマップは、長与町が実施する「健康増進 ビングラボで行いました。
事業」とタイアップ。買い物時などの歩数に応
昨年７月から開催した全６回のリビングラボ
じた「健康ポイント」を付与、貯まったポイン では、
トと町内で使える商品券を交換するという、新
①商品開発や販路開拓について専門家や実践
たな取組みです。
家の講話
従来型の商店街マップに、新しく町民（消費者）
②西そのぎとの共通点も多い地域資源活用成
の健康増進を促すと
功事例を持つ福岡県糸島市への先進地視察
いう切り口で、消費
③地域資源を使った商品試作
者の健康と商店街の
④組織作りや資金調達についてのワークショップ
回遊を促進させてい
⑤支援組織の目論見書作成
く内容となりました。
など、さまざまな取組みを実施。
リビングラボメンバーからのアイデアや意見
聴取、専門家の指導などによる商品試作は、「み
かんドレッシング」、「大村湾をイメージした
国の教育ローンのご案内
ステンドグラス」、「みかんのスムージー」、
「しゃこの出汁」の４品。
できあがった試作品を試食したり手に取った
高校、大学等への入学時・在学中にかかる費
用を対象とした公的な融資制度のご案内です。 りして、感想を出し合いました。
来年は、更に試作品を増やし、リビングラボ
お子様１人につき３５０万円以内を、返済期間
１５年以内、固定金利は年１.７６％（平成２９年 のメンバーを募って、西そのぎブランドとして
１１月１０日現在）で利用でき、在学期間内は 売り出すことを目標に継続していきます。
売上を伸ばしたい、販路開拓したい、商品開発をしたい・・・商工会がお手伝いします！
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お客様の期待以上の仕上がりを目指します

自社施工、自社職人の地元の塗装業者です！

瀨﨑製作所

京テック㈲

ステンレス鋼薄板を始めとする金属・非金
属配管溶接など、特殊溶接加工を主に請け負っ
ています。
タービン冷却装置や制御盤などの大型機械
から部品１個に至るまで、あらゆる加工を承
ります。最短納期で迅速な対応を心掛けてい
ます。その他、随時製
作に関するご相談、特
急製作に対応しており
ますので、まずは弊社
にご相談ください。業
務拡大につき、従業員
を募集中です！

長与・時津・長崎市を中心に、お客様の満
足度ＵＰのために見えない所までしっかりと
手間をかけた工事と万全のアフターフォロー
をご提供します。
当社では無料で「外装劣化診断士」が丁寧
に建物をチェックするところから始めます。
その後お客様とお話をする中で工事工程を
決め、お見積りまでご
確認いただいた後に工
事を開始します。
最後まで経験豊富な
職人が、安心・安全な
技術をお届けします。

下平床
バス停

三重町←

☎ （８０１）３０８０
営 ８：００～１７：００
休 土・日曜
🏠 長崎市西海町１２９９-３５
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☎ （８８３）８８５０
営 ８：００～１７：００
休 日・祝日
🏠 嬉里郷１１６０-４

2月の行事予定表
税務相談所会員確定申告受付期間
1

木 経営発達支援事業評価検討委員会

2

金 福利厚生委員会豆まき
青年部豆まき
第１回金融審査会申込期限

5

月 事前選考委員会
商業・サービス業部会視察研修

8

５５５作戦 展開中！
「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。
（１月末現在）
支援企業数

３９社

販路開拓支援社数

５社

経営分析・経営計画策定支援
延べ回数

１３４回

商談件数

４件

物産展参加社数

４社

木 商工会役員研修会及び会員大会
㈱日本政策金融公庫定例相談会（要予約）

15

木 職域連携推進協議会

23

金 第２回金融審査会申込期限

25

日 青年部講習会

26

月 まちゼミ長崎フォーラム

事業所名

口座振替のお知らせ
今月の１５日（木）が、会費等の口
座振替日となっています。
残高の確認をお願いいたします。

（１月受付分）
月受付分）
代表者名
業

種

地区

やまさき自動車

山崎 裕樹 自動車鈑金塗装・販売 時津

Gallery SoRa

井村 信子 ギャラリー経営

ヘアーサロンかわぐち 川口 義幸 理容業

㈱日本政策金融公庫金利情報（１月１８日現在）
*普通貸付 1.81～2.40％ *経営改善貸付 1.11％

長与
時津

