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あけましておめで
とうございます。
皆様、お健やか
に新年をお迎えの
ことと心からお喜
び申し上げます。
旧年中は、商工会の皆様方に
は多大なるご支援、ご協力をいた
だきました。特に、昨年は町制６０
周年記念郷土芸能大会を産業ま
つりと合同で開催し、皆様のご協
力により盛会裏に終了することが
できました。厚くお礼申し上げます。
さて、西そのぎ商工会として早
４年が経過されようとしています。
これまで商工業及び地域社会の
発展のために、経営改善普及事
業を中心として取り組んでこられ
ました。本年も継続した取り組み
をなされ、各事業所並びに西そ
のぎ商工会がますます発展され、
地域発展の推進役としてご活躍
されますことを期待しております。
本町におきましても誰もが住み
たくなる時津町を目指して各産業
団体にも協働をお願いしながら、
行政運営を行っていきたいと思っ
ております。今後とも更なるご協
力をいただきますようよろしくお願
いいたします。
最後になりましたが、皆様のご
健勝とご多幸を祈念申し上げ、新
年のごあいさつといたします。

あけましておめで
とうございます。
会員の皆様に
は、輝かしい新年
をお迎えのことと、
心からお慶びを申
し上げます。
さて、昨年は、未曾有の被害を
もたらした東日本大震災などによ
り、極めて厳しい状況が続く年と
なりました。
また、我国の経済についても、
歴史的とも言える円高などによ
り、先行きは極めて不透明であ
り、地域商工業者を取り巻く経営
環境もかつてないほど厳しいもの
となっております。
このような中で、商工会は、原点
に立ち返り、会員事業所への経
営支援、地域発展のために貢献
できるよう、町民、行政と一体とな
り、さらに積極的に貢献して参り
たいと存じます。
会員事業所におかれましても、
新たな気持ちで、中小企業ならで
はの底力を発揮され、現状打開
に挑戦していただきたいと思いま
す。
最後になりましたが、地域の発
展並びに会員事業所のますます
のご繁栄と、ご健勝、ご多幸をご
祈念申し上げ、新年のご挨拶とい
たします。

あけましておめ
でとうございます。
会 員の皆 様に
は、平成２４年の
輝かしい新春を
お迎えのことと
心よりお慶び申し上げます。
昨年は、未曾有の東日本大震
災が発生し、被災された方々に
とりまして、大変厳しい状況が
続いており、一日も早い復興を
心からお祈り申し上げます。
また、世界各地で大災害が
発生し、日本企業も大変な被害
を受け、日本経済にも大きな
影響を与えているところであ
り、復興や景気回復にはまだま
だ厳しいものがございます。
このようななか、長与町とい
たしましては、商工会との更な
る連携を図り、商工業の振興に
積極的に取り組んでまいりたい
と存じますので、皆様のなお
一層のご支援、ご協力を賜りま
すようお願い申し上げます。
本年が、皆様にとりまして
すばらしい１年でありますよ
うお祈り申し上げ、新年のご
あいさつといたします。
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長崎県内全市町と長崎県は、個人住民税の特
労働保険とは、労働者が業務上の事由又は通
別徴収への切り替え促進を図る取組を行ってい 勤によって負傷したり、不幸にも死亡された場
ます。まだ、
切り替えがおすみでない事業主の方は、 合に被災労働者や遺族を保護するために必要な
切り替えをお願いします。
保険給付を行うものです。
正社員はもちろん、パート、アルバイト、臨時
社員など名称の如何を問わず、１人でも労働者
事業主が、所得税の源泉徴収と同様に個人
を雇っている事業主は、労災保険への加入手続
住民税の納税義務者である従業員に毎月支払
を行わなければなりません。
う給与から個人住民税を徴収（天引き）して、
加入手続きを怠った場合、遡って労働保険料
各市町に納付する制度です。
等の徴収、労災給付に要した費用の全額、または
所得税の源泉徴収義務がある事業主の方は、
一部の負担を強いられます。
地方税法第３２１条の４及び各市町条例の規
詳しくは、厚生労働省ホームページ、または商
定により、特別徴収義務者として個人住民税
工会まで。
を従業員から特別徴収することになっています。

①従業員の方が金融機関で納税をする手間が
省けます。
②毎月給与から天引きされるので、納め忘れ
がありません。
③毎月給与から天引きされるので、１回当た
りの税負担が少なくなります。
（特別徴収でなければ、原則として１年分を４回で納付。）

個人住民税の特別徴収は、所得税のように、
税額の計算や年末調整をする必要はありません。
個人住民税の税額計算は給与支払報告書に
基づいて各市町が行い、税額については、各市
町から事業主を通じて、従業員へ通知します。

国（金融庁）が進めている中小企業者の資金繰
り対策のうち、平成２１年１２月に施行した「中
小企業金融円滑化法」の期限が平成２４年３月
末をもって期限切れとなる予定です。
中小企業者や住宅ローンの借り手から金融機
関に対して返済に関する相談があった場合に、
貸付条件の変更や他の金融機関の連携など、返
済計画の見直しに向けて適切な措置をとるよう
に努めることが定められています。
また、東日本大震災の影響を直接・間接に受け
られた事業所におかれましても、中小企業金融
円滑化法をご活用ください。

※ご不明な点は、各市町の住民税担当課にお尋
ねください。
工業・建設業部会では、１２月６日、佐世保市の
㈱堀内組と松浦市の松浦火力発電所（ Ｊ-Ｐｏｗｅｒ）
の視察を行いました。
当日は１６名の参加があり、㈱堀内組では、グ
西そのぎ商工会各支所では、確定申告の事務
ループ企業、
「農業生産法人㈲フロンティアカル
受付を１月２３日（月）より行う予定です。
チャーながさき」における農商工連携への取り
税務相談所会員の皆様には別途通知しますが、
組みについて学びました。
お早めに書類の整備をお願いします。
また、国内でも有数の規模を誇る石炭火力発
なお、
税務署の窓口で申告される方については、
電所で、九州・中国・四国地方の電力安定供給を
３月に入ると大変混み合いますので、お早めに
支える広域電源としての役割を担っている、松
申告書の提出をすることをお勧めします。
浦火力発電所では、
また、
電子申告を利用されている方については、
その施設と、バイオ
昨年同様、税務署から確定申告書用紙の代わり
マス燃料の混焼によ
にハガキによる案内が送られてきますので、ご
るＣＯ２削減などに
注意ください。
ついて説明を受けま
なお、用紙が必要な方については、商工会各支
した。
所に準備していますので、ご利用ください。
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平成２４年新春交流会を開催します。
長与町及び時津町の町長をはじめ行政機関や
関係団体等の方々も出席されます。
ビジネス拡大の場として会員皆様の多くの参
加をお待ちしています。
ご参加希望の方は、大至急「電話」又は「ファッ
クス」で、事務局までお申し込みください。
と

き

平成２４年１月１３日（金） １８：００～

ところ

長崎ロイヤルチェスターホテル

会

５，０００円

費

西そのぎ商工会では、ホームページで、商工会
からのお知らせや、会員情報などの発信を行っ
ています。
このたび、このホームページを全面リニュー
アルいたしました。
ホームページへの登録を希望される方は、商
工会までご連絡ください。

１２月５日、長与町老人福祉センターにおい
て平成２３年度第４回理事会を開催。
１３事業所を新たな会員として承認。さらに、
補助金の変更申請に伴う一般会計の予算補正、
時津地区商品券発行事業の予算補正、２４年新
春交流会の内容の決定、更なる推進を目指して
会員増強運動計画の見直し、職員の職務対応規
律の厳格化のための服務規程等の改正、
「とぎつ
プレミアム商品券」の販売拡充策など、多くの議
案について承認しました。
報告事項として、監査結果の報告、全国的な災
害に対する義援金の拠出、役職員等に対する飲
酒運転根絶及び綱紀粛正について、
報告しました。

商工会青年部員パワーアップ事業の一環とし
て「経営革新実現ゼミナール」が１１月１６日、
１２月１日、１４日の計３回にわたって西その
ぎ商工会長与支所において開催されました。
中小企業診断士の須賀清澄氏を講師に、財務
諸表を用いた経営分析や、経営戦略の策定、ＳＷ
ＯＴ分析等の各要素を踏まえたうえで、最終的
に経営革新計画について学習しました。
昨年行われた内容から少しレベルアップし、
経営革新計画の具体的
な作成に参加した部員
は悪戦苦闘しながらも、
熱心に取り組むなど、
大変実りのあるゼミナ
ールとなりました。

１２月４日(日)長崎市京泊にあるニュー満寿
美において、長崎西彼地区商工会女性部全体講
習会が開催されました。
始めに「女性部活動に参加して」
“ 女性部パワ
ーで広めよう地域の財産、人在り、物在り”とい
うテーマで西海市の代表の方から事例発表があ
りました。
続いて、
「男女の脳の違いを考える」
“女性のよ
りよい生き方とは”と題して、アドベンチャーコ
ーチング㈱の山村明美氏が講演され、改めて今
後の人生について考えさせらる内容でした。
午後からは、
各商工会の部員さんと交流ができ、
大変有意義な研修会でした。
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時津町内で唯一「とぎつプレミアム商品券」
が使えるガソリンスタンド。
三輪篤史マネージャー他５名のスタッフ全
員が、コーティング技術資格士。正しく、美し
いコーティングを安心して任せられるコーティ
ング認定店（キーパープロショップ）です。
１番人気は、１年間、洗車だけでＯＫの“ク
リスタルキーパー”
（１４,８００円～）。
セルフ店とは
違った、真心のフル
サービスを是非一
度ご体感ください。
住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
定 休 日

時津町浜田郷１４９-３
０９５-８４０-２０５５／０９５-８４０-２０５８
平日７：３０～２１：００／日祝日８：００～２０：００
年中無休（元日及び２日のみ休業）

平成２４年１月・平成２４年２月の金
融審査会は次の日程で開催します。
●平成２４年１月金融審査会
第１回
第２回
１月２３日（月）
審査会日時 １月１０日（火）
１３：３０～
１３：３０～
申込期限 １２月２８日（水）まで １月１３日（金）まで
●平成２４年２月金融審査会
第１回
第２回
２月６日（月）
２月２０日（月）
審査会日時
１３：３０～
１３：３０～
申込期限 １月２７日（金）まで ２月１０日（金）まで

(平成２３年１２月１２日現在)
制度の種類

利率(年利％)

㈱日本政策金融公庫普通貸付

2.15％

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付

1.85％

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％

名前のとおり、プラムタウン商店街内「居
酒屋ながよ村」の"おとなり"にあります。
日替わりランチ７００円、オムライス８００円、
焼きカレー７００円など豊富なランチメニューに
はプラス２００円で手作りデザートがつきます。
ティータイムにはケーキセット５００円がおす
すめ。手作り雑貨やアクセサリーも販売し
ています。ぜひ一度お越しください。

住
所
Ｔ Ｅ Ｌ
営業時間
定 休 日

長与町嬉里郷４５６-1
０９５-８８３-１９６２
昼１１：３０～（平日のみ）、夜１７：００～
不定休・日祝日

「とぎつプレミアム商品券」は、販売
から１カ月半が経過しました。
年末・年始は、お買い物（お年玉）・
飲食（忘・新年会）等で購買の機会が増
える時期です。 お得意様はもとより、
新規のお客様や過去お得意様であった方
などのご来店の機会を増やし、売上を確
保するため、商品券利用者への割引やポ
イント２倍セール、
抽選会など、各店独
自の特別企画を実施
されてみてはいかが
でしょうか。必ず効果
が出ると思いますよ。
なお、商品券の有
効期限は、２月２０
日（月）までです。
ご注意ください。

（１２月受付分）
事業所名

代表者名

業

種

㈱あおぞら不動産 河浪 義美 建 不動産業

地区
時津

