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　本会では本年度、長与地区２０６件、時津地区
２０１件の確定申告の受付を行いました。
　本年度の状況について分析します。
〈経営資源の集中による体質改善〉
　建設業においては淘汰が進んでいますが、全
体の発注額が減少している中でも売上高を維持
している事業所もあります。ただし、受注先から
の価格の抑制要求などに対応し、やっと受注に
つなげている状況で、十分な利益を確保しきれ
ていません。さらに、零細事業所では売上の大幅
な落ち込みや高齢化などが原因となった廃業も
目立ちます。
　このように、業種を問わず全般的に厳しい状
況が続いていますが、一方で利益を確保してい
る事業所もあります。
　不採算部門の閉鎖などによりスリム化や経営
資源の集中を行った事業所では、売上は大きく
落ち込んでいるものの、仕入れ、経費などの大幅

な圧縮により、例年以上の利益を上げています。
　経営全体を圧迫していた不採算部門を見直す
ことで経営改善が行われたものと思われます。

〈東日本大震災の影響も〉
　３月１１日の東日本大震災により、被災地か
ら遠く離れた九州においても、その影響が懸念
されます。すでに、メーカーの出荷調整や物流の
停滞、さらに中東情勢の不安定化と相まって燃
料も高騰しています。
　更に今後は復興のための需要が高まり、資材
の調達などにも影響があるかもしれません。また、
高速道路無料化の見直しなど、予算が復興へ振
り向けられることによる影響も予想されます。
　一方で、これまで不安感をもって見られてい
た日本経済に対して、今後は復興に伴い堅調な
経済成長が見込まれるとの予測もされ、商品に
よっては既に特需のような状況にあるものも。
　このように、厳しい経営環境に変わりありま
せんが、取り組み次第では現状を打破すること
も可能です。日本経済の復興と共に、地域経済、
個店の経営の改善に向けて、それぞれが前向き
に取り組んでいくことが望まれます。

　このたびの東日本大震災により、亡くなられ
た方々に深く哀悼の意を表しますとともに、被
災された皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
　皆様の一刻も早い復旧をお祈り申し上げます。

　西そのぎ商工会では、このたびの東日本大震
災により被災された地域の方々の復興支援のた
めに長与、時津の各支所に募金箱を設置し、募金
を受け付けています。
　被災地の皆様へ、元気を、希望を、夢をもって
いただくことを願い、応援したいというこころを、
長与、時津から届けたいと思います。

【長与地区】
表①：売上（受注）動向（対前年比）

　　　　  建設　 製造　卸売　 小売　 飲食　サービス　運輸・通信　不動産　全体

 増加　 43.2%　50.0%　100.0%　24.0%　28.6%　37.9%　   0.0%　50.0%　36.7%

 減少　 56.8%　50.0%    0.0%　76.0%　71.4%　62.1%　100.0%　50.0%　63.3%

表②：売上金額比較（対前年比）

  建設    製造    卸売    小売    飲食    サービス    運輸・通信   不動産    全体

 106.2% 117.6%  105.8%  103.9%   97.3%  113.3%   93.2%  106.4%  106.4%

【時津地区】
表③：売上（受注）動向（対前年比）

　　　　  建設　 製造　卸売　 小売　 飲食　サービス　運輸・通信　不動産　全体 

 増加　 50.0%  26.7%  66.7%  27.3%  21.7%  33.3%    0.0%  70.0%  39.7%

 減少　 50.0%  73.3%  33.3%  72.7%  78.3%  66.7% 100.0%  30.0%  60.3%

表④：売上金額比較（対前年比）

  建設    製造    卸売    小売    飲食    サービス    運輸・通信   不動産    全体

 102.3% 119.4%  107.1%   98.2%  105.7% 110.4%   94.1%   98.3%  102.7%
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　毎年恒例のフリーマーケット「時津どっと混む」
を、今年も下記の日時で開催します。
　今年は、３月１１日に発生した「東日本大震災」
の復興支援チャリティーとして位置付け、出店料
の一部は義援金として寄贈することとしています。
　フリマゾーンには、会員の皆様も出店できま
すので、詳しくは同封の文書をご覧ください。
　また、出店申込書は本会ホームページからも
ダウンロードできます。

　と　き　 平成２３年５月８日（日）　１０：００～１６：００
　※荒天の場合には、５月１５日（日）に順延します。
 
　ところ　 時津ウォーターフロント公園

　今年度の労働保険年度更新の申告・納付手続
きは、平成２３年６月１日(水)から７月１１日(月)
までの間に行っていただくこととなっています。
　なお、労働保険料等の算定方法は、４月１日か
ら翌年３月３１日までに支払う賃金総額に保険
料率を乗じて得た額となります。 
　また、労働保険事務組合に委託している事業
所は、労働保険事務組合指定の期限（５月２０日
頃）までとなります。
　詳しくは、４月下旬発送予定の労働保険年度
更新に関するご案内をご覧ください。 
　ご不明な点がござ
いましたら、商工会・
長崎労働局・労働基
準監督署・公共職業
安定所（ハローワーク）
にお問い合わせくだ
さい。

　鎖国時代、唯一海外交易との窓口だった長崎は、
食文化もまた「和」＝和食、「華」＝中華、「蘭」＝ 
洋食がブレンドした個性的なものがあります。
　そんな長崎ならではの和華蘭グルメの魅力を
さらに発信しようと、長崎市・長与町・時津町合
同で、９月から「ながさき和・華・蘭グルメフェス
タ」を開催！現在、キャンペーンに協力いただけ
る飲食店を募集しています。

　名　称　ながさき和・華・蘭グルメフェスタ 
　期　間　「秋の陣」…平成２３年９月～１１月
      　　「冬の陣」…平成２３年１２月～平成２４年２月 
　内　容　和・華・蘭グルメキャンペーン
　　以以下下ののメメニニュューーににススポポッットトををああてて、、キキャャンン  
　　ペペーーンンをを実実施施ししＰＰＲＲをを行行いいまますす。。 
　秋の陣 　　９月　蘭：トルコライス
　　　　　 １０月　華：ちゃんぽん・皿うどん
　　　　　 １１月　和：くじら料理
　冬の陣 　１２月　和：鯛料理、長崎おでん
　　　　　　 １月　華：長崎中華（各店オススメメニュー）
　　　　　　 ２月　蘭：長崎ビフテキ・南蛮カレー
　全期間 　和・華・蘭：卓袱料理

●参加用件
①原則として長崎市、長与町、時津町で飲食業を
営業していること
②食品衛生法に基づく許可を得ていること
③キャンぺーンの内容を実施できること

●キャンペーン内容
①各店舗にて、オリジナルのサービスの提供。
②フェスタ期間中に実施するスタンプラリーへの協力。 
③参加店の表示（ポスターなど）の掲出。
※ながさきの「食」ホームページやパンフレットに掲
載し、ＰＲを実施します。

★スタンプラリー
和華蘭メニュー１食ごとにキャンペーンスタンプを１個。
（卓袱料理は、１回で和・華・蘭すべてにスタンプ。）
和華蘭をそろえて（和華蘭制覇）応募いただくと、
抽選で長崎上海の旅など豪華景品が当たります。

●お申し込み
参加申込書に記入いただき、４月１５日（金）までに
ながさき和・華・蘭グルメフェスタ推進協議会事務局
（長崎市ながさきの食推進室）へファクス（０９５-８２０-
３０４５）か電子メール（shoku@city.nagasaki.lg.jp）で
提出してください。

●お問い合わせ
ながさきの食推進室 　　 ０９５-８２０-６５６８

　商工会では、平成２３年３月１１日に発生し
た「東北地方太平洋沖地震に係る特別相談窓口」
を設置いたしました。
　会員事業所の皆様の相談を受付けていますので、
必要の際はご相談ください。
 
●お問い合わせ先
　西そのぎ商工会（時津支所）　 ８８２-２２４０
　              （長与支所）　 ８８３-２１４５
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　商工会女性部では、３月２２日（火）長与町に
ある㈱岩崎食品の工場と長崎市琴海大平にある
㈱鍋順、廃瓦リサイクル工場の視察研修を行い
ました。
　角煮まんじゅうで有名な岩崎本舗さんは、衛
生面は勿論、食品の安全性を高めるため出来上
がった商品を一個づつ、Ｘ線異物検出機でチェ
ックし冷凍販売をされています。
　おいしく・安全・安心をモットーに従業員さん
一同頑張っておられました。　　　
　また、鍋順さんは、不要になった瓦を砂利状に
紛糾し、園芸用や農業用に利用可能となる廃瓦
リサイクル製品（テコラ）の生産を行っています。
　廃瓦リサイクル製品（テコラ）は保水性・浸透
性に優れ、除草効果もあることから、室内、室外
でのガーデニングや農業・建築資材として活用
が可能です。
　庭にまいたり、植木鉢に入れたりとアイデア
次第でいろんな活用が出来そうです。
　今回始めて会
員事業所さんへ
の見学を実施し、
目で見る・耳で聞く・
手で触れる、いろ
んな事を学べて
大変有意義な研
修でした。

　３月１２日（土）に長崎県中小企業労務改善集
団協会主催による「若手職員研修・交流会」が開
催されました。
　主管は西そのぎ商工会労務改善協議会で、西
そのぎ商工会会員の若手従業員などの男女約１
５名ずつ、合計約３０名が参加しました。
 第１部の研修会では、Ｌｉｐ　ｍａｒｋｓ．代
表の「ごう　まなみ」さんが、ごうまなみの魅力
ＵＰセミナー「出逢いで道を拓く～ココロとコ
コロを伝え合うコミュニケーション術～」と題し、
上手な対人関係の築き方
や、接し方、話術などにつ
いて約９０分間の研修を
行いました。
 第２部の交流会は「ボー
ノリーソ」を会場に開催
され、ゲームなどを通じて、
和やかな雰囲気の中、若
手職員同士の交流の輪が
広がりました。

　商工会青年部では、３月１８日（金）、商工会本
所において、内閣府認証特定非営利活動法人予
防療法協会ヒューマンヘルスサポート長崎中央
支部副理事長の鍬修先生をお招きして「ストレ
スからくる、心と体の不調を解消」～日々の快適
は、脳のコンディションで決まる～をテーマに
講演会を開催しました。
　参加者は、商工会青年部員、女性部員、会員の方々
など約２５名でした。
　講演では、多くの
現代人が感じてい
るストレス度チェ
ック、原因、解消方
法等について、わか
りやすくお話して
いただきました。

 
　と　き　 平成２３年５月２４日（火）１６：００～
 
　ところ　 長崎ロイヤルチェスターホテル

　と　き　 平成２３年４月２１日（木）１９：３０～
 
　ところ　 西そのぎ商工会長与支所２Ｆ研修室

 

 
　と　き　 平成２３年４月１９日（火）１６：３０～（予定）
 
　ところ　 時津ヤスダオーシャンホテル

※後日、開催案内を通知いたしますので、青年部
員・女性部員皆様のご出席をお願いします。
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(平成２３年３月３１日現在)
　　　　　　制度の種類    利率(年利％)

㈱日本政策金融公庫普通貸付  　　2.25％

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付 　　1.95％

県創業バックアップ資金  　　2.20％

長与町小規模企業振興資金  　　2.50％

県中小企業経営緊急安定化対策資金 　　1.80％

県経営安定資金（長期資金）  　　2.50％

Page 4 

（３月受付分）

   事業所名      代表者名     業　種     地区

Ｒ運転代行     浅山　祐司 サ 運転代行    時津 

    －－－     原口　義章 建 不動産業    長与 

カワイ美掃     川井　哲雄 サ ビルメンテナンス　清掃 長与

　ご縁をいただき西そのぎ
商工会で仕事をさせて頂く
ことになりました。
　一日も早く、会員の皆様の
お役に立てるよう、まずはお
顔をおぼえ仕事に慣れたい
と思いますのでよろしくお
願いします。

　この度の人事異動により長崎県商工会
連合会に勤務することになりました。 
　平成２１年４月に着任してから、僅か
２年での在任期間でしたが、会員の皆様
には大変お世話になり本当に有難うござ
いました。 
　皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り
致します。

　この度の人事異動により西そのぎ商工
会を去ることとなりました。 
　時津町商工会時代から８年間、会員の
皆様のご協力もあり、無事勤めることが
できました。心から感謝申し上げます。
　新天地となる五島市商工会でも、これ
までの経験を活かして頑張ります。

　商工会連合会へ異動となりました。8年
間お世話になりました。
　会員の皆様からご指導いただき、また
支えていただき、8年間勤めることができ
ました。スペースが足りないくらい感謝
の気持ちでいっぱいです。 

　４月よりお世話になります。
少しでも皆様のお役に立て
る様に頑張りますので、よ
ろしくお願いいたします。

　未熟者ですが、少しでも
皆さんのお役に立てるよう
に頑張ります。
　よろしくお願いいたします。

　西そのぎという魅力的で
発展した街と関われること
を大変嬉しく思います。
　不慣れではありますが、
会員の皆様のお役に立てる
よう頑張らせて頂きますので、
よろしくお願いします。

　３月２０日（日）、恒例の日帰りバスツアー
が実施されました。
　当日はあいにくのお
天気でしたが、佐賀県の「佐
賀城本丸歴史館」、福岡
県の「舟下り・御花邸見学・
自由散策」などを巡り、
お昼はうなぎのせいろ
蒸しをいただきました。
　おなかも心も大満足
なバスツアーでした。
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