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理事会報告
７月２４日（火）、平成３０年度第３回理事会を開
催しました。
会議では、会員加入・補正予算・自動車借上規
程の一部改正・共済推進計画・会員加入推進計画
について審議を行い、すべて原案どおり承認され
ました。
商工会は今後も、商工会組織の強化と会員皆様
の経営支援を目的として、一層の自己財源の確保
と事業の効率化を進めていきます。

商工貯蓄共済新規加入
増強運動実施中
商工会では９月１４日（金）まで、商工貯蓄共済
の新規加入増強運動を実施しています。
１口２，０００円の掛金で、「保障・貯蓄・融資」
の３つを組み合わせた、商工会員様のための共済
制度です。
安い保険料で大きな保障が受けられます。毎月
の掛金から、その一部が自動的に集団生命保険と
手数料として支払われ大部分が貯蓄積立になり、
知らず知らずに自己資金が貯蓄されます。
さらに、医療特約をつけると病気とケガもしっ
かりサポートし、先進医療の技術にかかわる費用
について通算２，０００万円(日額1万円プランの場
合)まで保障します。 (医療保障特約の保険料が別途必
要です。)

この機会に、ぜひ商工貯蓄共済への加入をご検
討ください。商工会までご連絡いただければ、職
員がご説明に伺います。
◆加入資格

商工会会員とその家族及び
従業員（６～６５歳）
◆共済掛金 １口 ２，０００円
◆加入期間 10年満期
（更新時は健康状態にかかわらず継続可）
《簡単な手続きで積立金の一部払出し可能》
共済を解約することなく、積立の一部を利用
できるので再契約により加入年齢が上昇し、保
険料が高くなったり、保険金額が下がってしま
うことを避けられます。
西そのぎ商工会で検索！

会員加入推進
キャンペーン実施中！
商工会は、会員事業所の経営に関する相談を、
どんな小さな事でも何度でも無料で受けているだ
けでなく、会員皆様にとって、業種を超えて交流
できる場でもあります。そして、会員になること
により、事業の信用を高めるだけでなく、商工会
の幅広い活動を通じ、地域発展への貢献にもつな
がっております。
このような商工会のメリットを維持していくた
めには、商工会の組織力強化が大切であり、会員
が増加することにより、一層組織が強化されるこ
とになるのです。
そのため、商工会では今年度も会員加入推進
キャンペーン(１２月２８日まで)を実施いたします。
会員の皆様におかれては、未加入の事業所を是
非、ご紹介ください！
１.特典
キャンペーン期間中にご紹介いただいた方
が商工会に加入した場合には、特典として
来年１月１０日に実施予定の「新春交流会」
のチケットを、紹介者に進呈致します。
この機会に是非、ご紹介ください。
２.商工会に加入するときに必要な費用は？
・加入金
１万円
・会費(月額) 個人:1,000円、法人:2,000円
「〇〇さんを紹介しよう！」という方は、
商工会までご一報ください。
平成２９年度補正予算「ものづくり・商業・サービス
経営力向上支援補助金」並びに「小規模事業者
持続化補助金」における本会の採択結果について
いずれの補助金も採択率約６割という関門をく
ぐり抜け、本会が支援した計１７事業所が見事採
択されました。
【採択数内訳】
①ものづくり補助金（６/２９発表）
・４件採択（長崎県採択１２７件）
②持続化補助金（７/１９発表）
・１３件採択（長崎県採択１６７件）
西そのぎ商工会

検索

Page 2

NISHISONOGI SHOKOKAI NEWS Vol.124

経営革新・経営力向上計画
策定のご案内！
【長崎県経営革新計画】
■経営革新計画の概要
中小企業者等が経営の向上を図るために新
たな事業活動を行う経営革新計画を作成し、
知事の承認を受けることで低利な融資制度な
どの支援策が利用できます。
経営革新における「新たな事業活動」とは、
1．新商品の開発又は生産、2．新役務の開発又
は提供、3．商品の新たな生産又は販売の方式
の導入、4．役務の新たな提供方式の導入その
他の新たな事業活動を行うことにより、その経
営の相当程度の向上を図ることをいいます。
■主な支援制度
経営革新計画の承認を受けると、以下の施策の
利用が可能になります。
○政府系金融機関による低利融資制度
○信用保証協会による信用保証の特例
○特許関係料金減免制度
○中小企業投資育成株式会社からの投資
（資本金3億円を超える株式会社も対象）

○海外展開に伴う資金調達支援
○地域産業等支援資金（県制度融資）
なお、経営革新計画の承認によって上記の支援
策の利用を保証するものではありません。支援
策の利用にあたっては、承認を受けた後、別途
それぞれの支援機関等における審査が必要とな
ります。
■その他、具体的な申請方法等については、県ま
たは商工会（認定支援機関）までご相談ください。
【経営力向上計画】
■経営力向上計画の概要
経営力向上計画とは、中小企業が人材育成、コス
ト管理、設備投資などでマネジメント力のアップ
を行うための計画で事業別の主務大臣に申請し、
認定を受けることにより、以下のメリット等を受
けることが可能になります。
○固定資産税の特例
計画に基づいて設備投資を行った場合の設備に
関して固定資産税が３年間半額
○中小企業等経営強化税制
法人税(または所得税)について即時償却または
取得価格の１０％(※資本金３，０００万円超１億円以下の
法人は７％)税額控除
○金融支援
日本政策金融公庫、商工中金の低金利融資、保
証協会付き融資の保証枠拡大
なお、経営力向上計画の認定によって上記支
援の利用をお約束するものではありません。
支援の利用にあたっては、別途証明書等が必
要となる場合がありますので、予めご了承く
ださい。

■申請については、該当する事業分野（業種）に
よって提出先が異なりますのでご注意ください。
■詳細については、商工会（認定支援機関）まで
ご相談ください。
経営革新・経営力向上計画については、最近、も
のづくり補助金や持続化補助金の加点対策として、
取組まれるケースも増えています。商工会では職員
による制度説明やアドバイスを行っています。ま
た、ケースによっては専門家派遣を行い対応してい
ますので、関心のある方は一度ご相談ください。

第５回まちゼミin西そのぎ
終了！
６月２５日～７月２１日まで開催したまちゼミ
は、全日程、盛況のうちに終了しました！
講座が開講され、町内外問
全部で１７店舗２３講座が開講され、町内外問
わずたくさんの方に受
講頂きました。
今回の成果について
下記のとおり報告会を
開催し、各参加店から
報告をして頂きます。
回まちゼミ
また、第６回まちゼミ
月に予定しており、そちらの勉
の開催を今年１０月に予定しており、そちらの勉
強会も兼ねていますので興味のある方は同封の
チラシよりお申込みください。
〈まちゼミ成果報告会〉
日時：平成３０年８月９日(木)１７：３０～
場所：広島お好み焼き 銀次朗
〈第６回まちゼミ〉
日程：平成３０年１０月１７日（水）
～１１月２０日（火）

長与町中央商店街等
対策事業会議報告
７月２６日（木）第１回長与町中央商店街等対
策会議を開催しました。
昨年度からの継続事業として、多くの小規模
事業者等が課題とした
「個店のＰＲ対策」と
いうテーマで協議を行
いました。今年度、具
体的に取り組み可能な
対策として「地域商店
街マガジン」の作成に
取り組むという結論に至り、特に中央商店街の
魅力アップにフォーカスした内容を目指してい
くこととなりました。
今後、その内容等について魅力ある商店街マ
ガジンが作成できるよう、本委員会で更に協議
を行ってまいります。

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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女性部地域再発見講習会を
開催しました
７月４日（水）地域再発見講習会を開催しま
した。
長崎純心大学非常勤講師の久原巻二先生をお
招きし、【長与町の歴史と文化～Ｐａｒｔ１・
長与の史跡～】をテーマとしてご講演いただき
ました。
原始の生活まで遡り、
古代・中世からの歴史や
史跡についてや、戦国の
争乱期を経て、現代の長
与ができるまでをとても
《堂崎より出土》
分かりやすくお話いただ
き、終始アットホームな雰囲気に包まれていま
した。
先人たちが守ってきた想いに触れることで、
現代の私たちが地元を守り発展させていきたい
と改めて感じることがで
きました。
講演中は１３名の参加
者から驚きの声や笑い声
なども多く、大変有意義
な時間となりました。
次回はＰａｒｔ２として時津についての講演
を予定していますので、より多くのご参加をお
待ちしています。

西そのぎ商工会役員杯
事業所対抗ボウリング大会
７月２５日（水）午後７時より、会員事業所２５
チーム（１００名）が参加して、事業所対抗ボウ
リング大会を開催しました。
２ゲームトータル４００点越えの参加者もい
て、個人戦・団体戦とも熱気を帯びた戦いとな
りました。
≪団体優勝≫
出口工業(株)

西そのぎ会長杯

ゴルフ大会を開催します！
西そのぎ商工会合併１０周
年記念、５年ぶりの開催で
す！是非ご参加ください！
詳しくは同封のチラシをご
覧ください。

＜商工会長杯ゴルフコンペ＞
と き：平成３０年９月１６日（日）
１０：４８スタート（予定）
ところ：長崎パークカントリークラブ
（西海市西彼町）
参加費：１，０００円／人
プレイ代：１１，４００円／人
募 集：先着１０チーム
（定員になり次第終了）

第３８回長与川まつり
と き：平成３０年８月１９日（日）
イベント等
１６：３０～
花火(２０００発) ２０：３０～
ところ:長与総合公園ふれあい広場
お問合せ：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
と き：平成３０年８月２６日（日）
出店等
１０：００～
花火(２０００発) ２０：００～

≪団体準優勝≫
(有)エーシーエス

ところ:とぎつウォーターフロント公園

≪ハイスコア(男)≫
井上 務さん（出口工業(株)）

お問合せ：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
西そのぎ商工会時津支所
ＴＥＬ ８８２－２２４０

≪ハイスコア（女）≫
安木理沙さん（炭火串焼 恕家）

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！

