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を目指し、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
者に対する伴走型支援事業の実施に際し、具体
的に以下の取組みを行っています。
１月１０日（木）、長崎ロイヤルチェスターホテ
①個社の強み弱みの確認等、経営分析による
ルにて、恒例の新春交流会を開催しました。
個社の気づきの提供
今年も３００名を超える参加者となり、会場
累計実施社数／目標社数
５８／５０
ホールでは参加者それぞれが新しい年を祝い、
達成率
１１６％
幸多き年となることを期していました。
②個社の目標達成に向けた事業計画策定から
交流会では、川口会長から
実践にいたる支援
「今年は消費増税などの不確
累計実施社数／目標社数
２９／２３
定要素もあるが、会員それぞ
達成率
１２６％
れが事業の更なる発展を期
③昨年度事業計画策定実施後のフォローアップ
して前進していただきたい。
支援
そのために商工会は積極的
事業計画策定実施社数
１９社
に支援して行く。」と挨拶したのち、来賓を代表
フォローアップ支援社数
時津・長与各３社
して、吉田時津町長・吉田
④地域小規模製造業者等に対する取引機会の
促進支援
長与町長・加藤衆議院議員・
金子参議院議員からも祝辞
販路開拓支援 九州の観光と
４社
食マルシェ２０１８福岡参加社数
をいただきました。
その後、鏡開き、ながよ河
※小規模企業者とは、おおむね常時使用する
童連のよさこい、部会提供の抽選会など、県内最
従業員の数が２０人（商業又はサービス業に
大級の新春交流会は大盛会
属する事業を主たる事業として営む者につ
のうちに終了することが出
いては５人）以下の事業者をいいます。
来ました。
６月１日現在で
皆様のご協力に感謝申し
個人企業経済調査を実施します
上げます。

「新春交流会」大盛況！

Ｈ３０年度 伴走型小規模
事業者支援推進事業
取組状況について
経済産業省による経営発達支援計画認定に伴
う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」について、今年度の取組状
況を報告します。
本事業を通じ、今後５年間で管内小規模事業者
約５０事業所における売上又は経常利益額５％増
西そのぎ商工会で検索！

総務省統計局では、６月１日現在で
「個人企業
経済調査」を実施します。
この調査は、統計法に基づき実施する国の
重要な統計調査（基幹統計調査）であり、調査
により集められた回答内容は、統計法によっ
て厳重に保護されます。
調査をお願いする事業主の方には、国が調
査を委託した民間事業者から、調査票などの
調査書類を、５月下旬より順次郵送いたします
ので、インターネット又は郵送により、ご回答
をお願いいたします。
西そのぎ商工会

検索
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１/２３（水）～
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２３日（水）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。
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
記帳代行事業所で、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。
※上記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、下記のマイナンバー支援
作業関係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）
※新規事業所のみ対象
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。

飲食部会主催
消費税軽減税率対応セミナー
vol1開催！
本年１０月から消費税率１０% への引き上げに合
わせて、低所得者に配慮する観点から軽減税率
制度が実施されます。
消費税の税率が８％（軽減
税率）と１０％
％（標準税率）等複
数税率になります。
そこで、西そのぎ商工会
飲食部会（部会長廣田敏幸）は、１月１５日に税務
署の沢田記帳推進官、税理士の勝直哉氏、コクリ
エシステムズの山田努氏を招聘し、その対応セ
ミナーを開催いたしました。
冒頭の主催者挨拶で、廣田部会長は導入時の
消費動向も気になるところではあるが、何より
事務処理が煩雑になるのを特に飲食業界では懸
念する旨を述べられました。

その後参加者に向けて、講師陣がそれぞれの
役割に応じてその概要やレジ補助金等の説明を行
い、会の終了時、商工会では皆さんの相談に今後
とも臨機応変に対応していくと補足しました。
※軽減税率の対象品目は飲食料品（お酒や外食
サービスを除く）、週２回以上発行される新聞
（定期購読されるものに限る）
《毎日の仕事の中で何が変わる？》
●取り扱う商品の適用税率の把握、適用税率
ごとに区分した記帳といった様々な対応が
必要となります。
●適用税率や原価を踏まえた値付けを行いま
す。仕入れでは、取り扱う商品の税率を把
握し、請求書（納品書）に記載されている
税率が正しいか確認します。
●取り扱う商品の適用税率を把握し、正しい
表示を行います。請求書にはどの商品が軽
減税率の対象品目かを明示し、適用税率ご
とに合計金額を記載します。
●毎月の支払では、月ごとの請求書等と納品
書を照らし合わせて、誤りがないか確認し
ます。申告では適用税率ごとに区分して
記帳した帳簿等に基づいて消費税額を計算
します。
《２０２３年１０月以降に変わること》
適正な課税を確保する観点から適格請求書
等保存方式（インボイス制度）が導入され
ます。
インボイスの保存がなければ原則として仕
入れ税額控除はできません。
※別添資料としてレジ導入補助金や価格表示
方法等について分かり易いチラシを同封し
ております。

「ながさきまちゼミフォーラム」
開催されました！
県内まちゼミ地域が集まり、各地の事例を発表
する「まちゼミフォーラム」が１月１２日（土）に平戸
市で開催されました。
近年のまちゼミの動向、まちゼミを利用して自
身の事業に反映した事例の紹介から始まり、パネ
ルディスカッションでは各地域での工夫などの情
報を共有しました。
県内だけでなく
県外からも多くの
方が参加され、
「ま
ちゼミ」を通じて様
々な人が繋がって
いことが実感できるフォーラムでした。

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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商工会女性部主張発表長崎県
大会及び全体講習会について

ＨＡＣＣＰ（ハサップ）に沿った
衛生管理が制度化されます

１月１７日 ( 木 )、ホテルニュー長崎において商
工会女性部主張発表長崎県大会及び全体講習会
が開催され、西そのぎ商工会女性部から７名が
出席しました。
主張発表大会では長崎西彼ブロックから三重
商工会女性部の林絵里花さんが地域の歴史・伝
統の受け継ぎについて発表されました。
他にも県内商工会女性部から５名の発表があ
り、南島原市商工会女性部の石川于津子さんが
優勝されました。
県内の女性部員の地域振興への意欲や、様々
な活動力を改めて感じることができ、とても良
い刺激となりました。
発表後は人材育成コンサルタントの吉田幸弘
氏による「イライラをなくす感情マネジメント
術」の講演があり、経営者としての心の在り方
や、様々な場面においての対応について学ぶこ
とができました。

食品を扱う事業者には、農林漁業者も含め、食
品衛生法が適用されています。
このたび、食品衛生法が改正され、食品の加
工、調理、販売などを行う事業者には、手洗いや
清掃等の一般衛生管理に加え、今後ＨＡＣＣＰに
沿った衛生管理の実施が義務付けられます。

商業・サービス部会主催
合同視察研修のご案内
前号でもご案内しておりましたが、商業・サービ
ス部会主催による合同視察研修を２月１６日（土）に
実施します。両部会員以外の方も参加可能です。
詳しくは、同封のチラシをご覧いただき、２月１２
日（火）までにＦＡＸでお申込みください。
日 時：平成３１年２月１６日（土）
９ ： ３０～１７ ： ２０（予定）
視察先：①１００縁翔店街（かわたな栄町商店街）
②西の原
定 員：先着２５名様

ＬＩＮＥ＠活用セミナーを開催
前号でもご案内のとおり、２月１８日（月）、長与町
ふれあいセンターにおいて、商業・サービス・飲
食部会合同による、ＬＩＮＥ＠活用セミナーを開
催します。
会場の都合上、定員３０名としており、残りわず
かとなっておりますので、同封のチラシをご覧い
ただき、２月１５日（金）までにＦＡＸか予約サイトよ
りお早めにお申込みください。
日時：平成３１年２月１８日（月）１４ ： ００～１６ ： ００
会場：長与町ふれあいセンター２Ｆ研修室Ａ
講師：斎藤 元有輝 氏

●ＨＡＣＣＰ（ハサップ）とは
食品を扱う過程において、これまでの衛生
管理を基本としつつ、食品の安全性を確保
するために重要な工程を管理し、その記録
を残し、製品の安全性を確保する衛生管理
の手法です。食中毒などの健康被害の未然
防止につながります。
●ＨＡＣＣＰ制度化の目的
食品の一層の安全を確保するためです。近
年、広域的な食中毒の発生や食中毒件数の
下げ止まり傾向があり、事業者におけるよ
り一層の衛生管理が必要です。安全管理の
向上は、消費者からの要請にこたえること
と、事業を守る意味があります。
※これまで実施してきた衛生管理を「見える化」する
ものです。
認証の取得を求められるものでもありません。
これを機に、衛生管理の取組を見直してみましょう！

補助金公募の事前予告
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。
◆ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業
中小企業・小規模事業者等の新製品開発のた
めの製造機械の購入や試作品開発、生産性向上
のための効率的な最新の加工機等の購入やシ
ステムの構築費用等を支援
◆小規模事業者持続化補助金
小規模事業者の販路開拓や生産性向上の取組
を支援
◆ＩＴ導入補助金
中小企業・小規模事業者の生産性向上実現の
ための、バックオフィス業務の効率化や新たな
顧客獲得等の付加価値（売上）向上に資するＩＴ
ツールの導入支援
◆事業承継補助金
事業承継やＭ＆Ａをきっかけとして、新しい
チャレンジを行う事業者に、その取り組みに
係る経費を支援
※情報は現時点のものです。
最新情報は中小企業庁のＨＰでご確認いただ
くか、商工会までお問合せください。

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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世界にひとつだけのオリジナルケーキ作ります

皆様に愛されて１５１年

パティスリー スイート ソレイユ

道之尾温泉（株）

にっこり笑うオレンジ色のお日様マークが
目印のケーキ屋スイートソレイユです。
”みなさまに笑顔のお手伝いを”との思いで
開業して１０周年。２日（土）～３日（日）は１０周
年感謝フェアを開催します！
当店自慢のホールケーキに、キャラクター、
携帯電話などの写真や文字までカラー印刷で
きる「フォトプリントデ
コレーション」は世界に
ひとつだけのオリジナル
ケーキです。
大切な方への贈り物に
いかがですか♪

明治元年創業の天然温泉浴場・道の尾温泉。
県内でも珍しい飲用許可を持つほどの清浄な
泉質が特徴です。
肌にやさしい温泉は寒い時季、体をしっか
り温めたい時にもおすすめです。ミストサウ
ナも好評です。
２０１７年には家族風呂を始めました。手すり
付きバリアフリーで、高齢者や車イスの方も
安心して入浴できます。
これからも楽しい♨、
嬉しい♨、気持ちいい♨、
温泉浴場でありたいと願っ
ています。
《バリアフリーの家族風呂》

☎ ０９５（８８１）７７６８
営 １０：００～１９：３０
休 水曜日
（祝日の場合は振替有）
🏠 浜田郷３０１-８

ﾊﾟﾃｨｽﾘｰ
ｽｲｰﾄ ｿﾚｲﾕ

207

西彼杵
郵便局
至長与

浜田公園

２月の行事予定表

青年部豆まき（ひまわりの園）
12

火 マル経融資申込期限

16

土 商業・サービス部会合同視察研修

18

月 ＬＩＮＥ＠活用セミナー

20

水 金融審査委員会(予定)

業

種

地区

雅志 カフェ、農産品卸・小売 長与

中村

重則 木工所・不動産 長与

中村

木工所・不動産 長与

健一

未来ｸﾘｴｲﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 山口健太郎 結婚相談所

時津

満 軽食、喫茶

時津

茶房みつる

永田

206

道の
保育 尾
園

浦
上
貯
水
池

ロイヤル
チェスター
ホテル

行政手続の簡素化により事業主の事務負担
を軽減するための取組として、労働保険に関
する法令を改正し、以下の２つを廃止します。

ながさきミュージアム 江口
中村建具店

道の尾温泉

♨

一括有期事業を開始する際の
事務手続きの一部が不要になります

（１月受付分）
代表者名

33

本年度第４回会費等の口座振替は、２月１５日
（金）となっています。
残高の確認をお願いいたします。
また、振替口座の変更等ありまし
たら、お早めにご連絡ください。

金 福利厚生委員会豆まき（時津幼稚園）

事業所名

道
ノ
尾
駅

口座振替のお知らせ

税務相談所会員確定申告受付期間
1

☎ ０９５（８５６）２６３１
営 ９：３０～２３：００
休 木曜日
（祝日は営業）
🏠 高田郷２８４

１．一括有期事業開始届の廃止
平成３１年４月１日以降に開始する一括有期
事業については、
「一括有期事業開始届」を
提出する必要はありません。
２．一括有期事業の地域要件の廃止
平成３１年４月１日以降に開始する一括有期
事業については、遠隔地で行われるものも
含めて一括されます。

㈱日本政策金融公庫金利情報（平成３１年１月１７日現在）
*普通貸付 2.06～2.55％ *経営改善貸付 1.11％

