Page 1

NISHISONOGI SHOKOKAI NEWS Vol.131

131

2019.3.1

〒851-2105 長崎県西彼杵郡時津町浦郷428-14
TEL095-882-2240／FAX095-882-0521
E-mail:nishisonogi@shokokai-nagasaki.or.jp
〒851-2128 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷431-4
TEL095-883-2145／FAX095-883-2149

平成３０年度第５回理事会が
開催されました
２月１５日（金）、第５回理事会が開催されました。
会議では、会員加入と今後の日程について審議
し原案どおり承認されました。
特に会員については、今回１９名、年度当初から
では４５名の方に加入いただきました。会員の皆
様にはご紹介をいただき厚くお礼申し上げます。
今後とも、ご協力をお願いいたします。
また、平成３１年度の通常総会が下記のとおり
決定しましたので、ご予定ください。正式文書は
後日、ご案内いたします。
【平成３１年度西そのぎ商工会通常総会】
期日：平成３１年５月２２日（水）１６ ： ００～
場所：長崎ロイヤルチェスターホテル

ものづくり補助金の公募が
開始されました！
「平成３０年度補正ものづくり・商業・サービ
ス生産性向上促進補助金」の第１回公募が開始さ
れました。
同事業は中小企業・小規模事業者等が取り組
む、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に必要な設備
投資等を支援することを目的としています。
申請に必要な計画書の策定に
は時間を要します。お早目にご
相談ください。
公募要領、申請様式など詳細
については、長崎県中小企業団
体中央会ＨＰをご覧ください。
URL

ナガサキ地域未来投資促進ファンド
事業募集開始のご案内
同助成事業は、４つの分野を支援重点分野として、
県内の中小企業者等が長崎県の強みを活かして経営
の革新や創業を行う取り組みについて、助成事業に
よる支援を行うものです。
■審査案件の募集期間
平成３１年２月２２日（金）～４月１９日（金）
１７ ： ００必着
※予め申請前にご相談・ご連絡を行ってください。
■支援重点分野
①成長ものづくり分野 ②環境・エネルギー関連分野
③第４次産業革命分野 ④食料品製造業分野
■問合せ先
（公財）長崎県産業振興財団究開発推進グループ
〒８５０－００２６ 大村市池田２丁目１３０３－８
℡ ０９５７（５２）１１３ Fax ０９５７（５２）１１４０
■募集要項・申請書類等の様式
詳細は財団ＨＰ「よかネット長崎」で閲覧およびＤＬ
してご確認ください。
URL https://www.joho-nagasaki.or.jp/business/

miraifund
西そのぎ商工会で検索！

http://www.nagasaki-chuokai.or.jp/
info/20190219_monodukuri.html

■第二次締切 : ５月 ８日（水）
【当日消印有効】
■商工会締切 : ４月１７日（水）
■補助金額：
「革新的サービス」
「ものづくり技術」の２つの
対象類型があり、それぞれに①一般型と②小
規模型の事業類型があります。
①一 般 型：補助率
１／２
補助上限 １，０００万円
②小規模型：補助率
１／２
補助上限 ５００万円
※①②は一定の要件を満たせば補助率が
２／３になります。
※専門家活用により補助上限額３０万円の
上乗せ措置があります。
※いずれの事業類型においても複数の中
小企業等が共同で申請を行うことが可
能です。
■問合せ先：長崎県中小企業団体中央会
工業振興課（長崎県地域事務局）
℡ ０９５（８２６）３２０１
西そのぎ商工会

検索
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確定申告は期限内に！
確定申告の準備はお済みでしょうか？
申告書の提出及び納税は、必ず期限内に行い
ましょう。期限間近になると、提出窓口等も込み
合うことが予想されます。また、今回もマイナン
バーの提出も必要ですので、お早めにご準備く
ださい。
なお、商工会税相会員以外の方で、確定申告に
関する税務署への相談は、長崎市のＮＢＣ別館
で行われていますのでご注意ください（税務署
窓口では提出の受付のみです）。
１．申告書提出及び納税期限
●所得税：平成３１年３月１５日（金）まで
●消費税及び地方消費税：
平成３１年４月１日（月）まで
２．振替納税を利用されている方の振替日
●所得税：平成３１年４月２２日（月）
●消費税及び地方消費税：
平成３１年４月２４日（水）

フレッシュマンを即戦力に！
新入社員研修を開催します！
新年度に向けて、新入社員を迎える企業も多
いことと思います。新社会人の方々からは、「学
生から社会人となるための準備を整えたい」と
いった意見が、また受け入れる企業からは「即戦
力として活躍して欲しい！」といった期待や、
「新入社員研修の内容に悩む･･･」といったお悩
みを聞く機会も少なくありません。
そこで、毎年ご好評いただいている新入社員
研修を本年度も開催いたします。
この研修は専門講師による講義や模擬実習な
ど、基礎から社員教育を行うカリキュラムで実
施いたします。中小企業が単独では実施しづら
いロールプレイやディスカッションも複数事業
所が集まることで実現できます。加えて、業種を
越えた人脈を作るこ
とが出来るため、
社
会人としてのスター
トアップに最適です。
ぜひ、
新入社員の
皆様をご派遣くださ
い。なお、研修内容な
どの詳細は同封のチ
ラシをご覧ください。

日 時 : 平成３１年４月１０日（水）９:５０～１７ ： ００
場 所 : 西そのぎ商工会 時津支所３階研修室
対 象 : 新入社員及び若手社員（入社３年程度まで）
参加費 : １，０００円／１人（教材費）
※昼食・飲料水・筆記具は各自でご準備ください。

節税対策の心強い味方
小規模企業共済
将来の礎に！
所得税・消費税の確定申告はもうお済になら
れたでしょうか？
既にご承知の方もいらっしゃるとは存じます
が、所得税の節税対策として押さえておくべき
最も優れた共済をご紹介いたします。
【小規模企業共済】
小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や
退職時の生活資金などのために積み立てる
いわゆる経営者の退職金です。
①国の制度で、掛金（月額１，０００円～
７０，０００円）が全額所得控除。
所得税や住民税の軽減にはうってつけ！
②共済金受取時も退職所得扱い（一括）、ま
たは公的年金等の雑所得扱い（分割）とな
り、毎月の掛金支払時と共済金受取時に
二重の節税効果を発揮
③範囲内での借入も可能であり、もちろん
掛金の増額又は減額も可能。
＊この他、節税対策としては 掛金が個人
事業 必要経費 / 会社 損金となるセー
フティ共済がございます。
詳細につきましては商工会各支所にお尋
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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にリノベーションした施設づくりで、若い女性の
グループやカップルなどが多く見受けられまし
た。
波佐見町は、波佐見焼という一つの大きなブラ
２月１日（金）、時津町総合福祉センターにある ンドがあり、古い建物も各所に残っており、その
「ひまわりの園」と「通所介護施設」を青年部員が 点においては、西そのぎ地区にはない魅力を感
訪問。鬼の仮装をして、節分行事を盛り上げました。 じました。
青年部の施設訪問
参加者もそれぞれに刺激を受け、今後の営業
は毎年恒例となって
活動にどう結び付けていくのかを考えさせられ
おり、楽しみにしてい
るいい機会となりました。
る園児やお年寄りも
多いそうです。
ＬＩＮＥ＠活用セミナーを
今後もこのような
開催しました
機会を通して、地域へ
の貢献を行うとともに、商工会のＰＲを行って
いきたいと思います。
２月１８日（月）商業・サービス・飲食部会主催
によるＬＩＮＥ＠活用セミナーを長与町ふれあい
センターで３１名参加のもと開催しました。
幼稚園防犯豆まきで地域貢献
講師には、全国各地でＬＩＮＥ＠の活用等に関す
るセミナー実績がある斎藤元有輝氏を迎え、ＬＩ
２月１日（金）、時津幼稚園で防犯豆まきを行い ＮＥ＠による販促事例等についてお話していた
ました。時津警察署と商工会の共催で毎年行わ だきました。
参加者の中には、すで
れている地域交流行事で、商工会からは金子福
にＬＩＮＥ＠を始められて
利厚生委員が参加しました。
いる方、これから利用を
鬼のお面を付けた
検討されている方等様々
子供たちが、鍵にゃん
な方が傾聴されており、
と一緒に勇敢に鬼退
今回は、主に導入後の活用等についての内容を
治をしました。
メインにお話ししていただいたため、今後は、利
豆まきの後、商工会
用を検討中の方向けに導入・運用等に重点を置
からは園児１５０名に
いたセミナーの開催も検討したいと思います。
お菓子のプレゼントをしました。

豆まきで地域貢献
節分行事に参加

商業・サービス部会主催
合同視察研修を実施
２月１６日（土）に川
棚町の１００縁翔店街
と波佐見町の西の原
に参加者１５名で視察
に行ってきました。
まず１００縁翔店街で
は、商店街とその周辺５５店舗参加のもと、各店趣
向を凝らした１００円の商品を店頭に並べ、お客
様との交流を図っていました。
今回で２３回目の開催ということで、来場者も
多く、人気店などには、イベント開始前から長蛇
の列ができていました。
本イベントは、地域活性化策として全国各地
の商店街等で行われており、今後の西そのぎ地
区における地域活性化策の参考になる部分もあ
りました。
次に西の原では、
製陶所跡をうまくおしゃれ

業務改善助成金とは？
中小企業・小規模事業者の生産性向上を支
援し、事業場内で最も低い賃金の引上げを図
援し、
事業場内で最も低い賃金の引上げを図る
るための制度です。
ための制度です。
生産性向上のための設備投資
生産性向上のための設備
投資やサービスの利用などを行い、
やサービスの利用などを行い、
事業場内最低賃
事業場内
金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資
などにかかった費用の一部を助成します。
支給対象者
事業場内最低賃金が１，０００円未満の中小企
業・小規模事業者。
支給要件
①事業実施計画を策定すること
②引上げ後の賃金額を支払うこと
③解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと
ご相談のお問合せ
長崎県働き方改革推進支援センター
（長崎市五島町３－３プレジデント長崎２階）
℡ ０１２０（１６８）６１０

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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あなたのリフォームかなえます

お陰様で18周年

橙

かなえるリフォーム
住宅の新築・リフォーム業を行っています。
主に長崎県内の現場で、個人のお客様やハウ
スメーカーの仕事をしています。
キッチン・トイレ・洗面バスルームなどの水
まわりや、子供の成長に合わせた子供部屋のリ
フォーム、また、柱だけを残してのリフォームな
どお客様のニーズに合った施工をいたします。
建築士・建築施工管理
技士等の資格を持ったス
タッフがいるアットホー
ムな会社です。
リフォームをお考えの
方、お気軽にご相談くださ
い。
☎ TEL０９５（８０１）２６５５
FAX０９５（８０１）２６６２
９：００～１８：００
営 現場
事務所１０：００～１７：００
休 日曜日
🏠 長崎市西海町１２９９-３０

115

至 県民の森

明誠
高等学校

204
至 三重

至
畝
刈

かなえる
リフォーム

や

当店おすすめは、旬の食材を使ったお任せ
コース３， ０００円（税別）です。前日までに予約
をお願いします。
冬にはフグコース７，０００円（税別）も大好評。
お昼はお祝い事、ご法要、
その他ご会合のご予約も賜っ
ております。
（１０名前後）
個室とカウンター席がござ
いますので、美味しい料理と
ともに和やかなひと時をす
ごしていただければ幸いです。
皆様のご利用をお待ちし
ております。
長与町
役場

☎ ０９５（８８７）３７１１
営 １８：００～
休 不定休
🏠 嬉里郷５３８-３

45

橙や

長
与
川

３月の行事予定表

（２月受付分）

税務相談所会員確定申告受付期間
3

日 青年部 コーフボール大会

11

月 マル経融資申込期限
青年部定例会

18
22

月 金融審査委員会(予定)
金 第６回理事会

会員事業所のコスト（電気料金）
削減を支援します！
商工会では、電気料金を安くすることを通
じて会員のコスト削減を支援します。
電力会社を新電力会社 ( 長崎地域電力㈱ )
に変更することにより、工事や面倒な手続き
もなく、平均で年間１０％～２０％程度削減され
るようです。既に行政や大企業等でも移行が
進んでいます。
まずは無料見積りにより、どの程度削減で
きるのかを確認してみてください。
お問い合わせは商工会へ。

事業所名

代表者名

業

種

地区

時津町
日並郷
長与町
対州居酒屋
小宮 貴光 居酒屋
吉無田郷
こみこみ庵
mamma café
時津町
松岡 愛子 カフェ、エステ
Casa diletto
浜田郷
長崎市
相川工建
相川康太郎 足場
畝刈町
時津町
やきとり出島
西村 耕一 居酒屋
元村郷
長与町
㈱ＲＮ板金工業 平松祥太郎 船舶板金
高田郷
時津町
㈲山晃
山脇
博 自動車整備
子々川郷
時津町
㈱山脇清掃
山脇 清治 一般廃棄物処理業 子々川郷
時津町
居酒屋むらさき 山脇 幸子 居酒屋
浦郷
長与町
堤 勉
堤
勉 不動産業
平木場郷
時津町
峰脇ダイビング 峰脇 優二 潜水
日並郷
月香園製茶㈱

月足

幸義 お茶の製造・販売

㈱日本政策金融公庫金利情報（平成３１年２月１４日現在）
*普通貸付 2.06～2.45％ *経営改善貸付 1.11％

