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４月２６日、本所３階研修室において、平成
２４年度第１回理事会を開催しました。
５事業所を新たな会員として承認し、さらに、
平成２４年度通常総会議案に関わる件、女性部
の正副部長の承認の件等、
４議案の審議が行われ、
承認されました。

商工会のホームページが、会員のお店・会社、
地域団体等みんなでつくる時津・長与のほっか
ほか情報サイト「時津・長与ウォーカー」へと進
化し、リニューアルオープンしました。
所定の様式によりお申し込みいただくと、
お店・
会社の情報、ニュースや商品紹介などにご利用
いただけます。さらに、特派員がお店・会社を突
撃レポートし、お店の雰囲気や一押し料理、商品
等を紹介します。
是非この機会にご登録を！
詳しくは、同封のチラシをチェック！

来たる５月２３日（水）１６：００から長崎ロイ
ヤルチェスターホテルにおいて開催の平成２４年
度通常総会において、役員の改選が行われます。
役員選任規程に基づき、役員候補者の立候補
時津町日並郷の１０工区に、
「マックスバリュ
及び推薦を受け付けます。
受付期間は、
５月１０日
（木）
～１７日
（木）
まで。 時津店」がオープンします。
建物の設置者は、
「株式会社ティービーコーポ
届け出については、所定の手続きが必要とな
レーション（代表取締役 栗林宏光）」
（長崎市葉
りますので、
事務局にお問い合わせください。
山町）、小売業者は、
「マックスバリュ九州株式会
社（代表取締役社長 柴田英二）」です。
店舗面積は１,７０８㎡で、オープンは平 成
２４年１１月２日
（金）です。
毎年恒例の西そのぎフリーマーケット「時津
概要は、下記のとおりとなっています。
どっと混む」
を、
下記の日時で開催します。
当日約１００件超の出店が予定されています。
また「東日本大震災」で今なお復興に苦労され
ている方々が多数おられることから、支援チャ
リティーとして位置付け、出店料の一部を義援
金として寄贈することとしています。
皆さんお誘いあわせのうえ、是非、お越しくだ
さい！掘り出し物が見つかるかもしれませんよ！？
と き
平成２４年５月２７日（日） １０：００～１６：００
※荒天の場合には、
６月３日（日）に順延します。
ところ

時津ウォーターフロント公園

Page 2

NISHISONOGI SHOKOKAI NEWS Vol.49

本会では、県の委託事業として昨年度に引き
経営課題を抱えて悩んでいませんか？
続き、商店街の基礎となる個店の売上や魅力を
昨年度に引き続き「中小企業支援ネットワーク
アップするなど個店の強化を行うことにより、 強化事業」
が実施されます。
地域における核店舗（繁盛店）を創出し、地域全 【事業の概要】
体の商業者のレベルアップ及び地域商業の活性 ●中小企業が抱える経営課題への支援体制を強
化を図ることを目的に実施します。
化するため、商工会等の中小企業支援機関等か
支援機関の連携強化、
事業内容は、高い専門性を持った講師を店舗 らなるネットワークを構築し、
へ派遣し、競合分析、顧客分析等を行い、状況に 支援能力の向上を図ることを目的として実施さ
あった指導を集中的に行うことにより、地域に れます。
おける集客の核となるような店舗を育成。また、 【事業の内容】
指導した店舗をモデルとし、成功事例を地域に ●中小企業支援の専門知識だけではなく豊富な
実績を有する専門家を巡回対応相談員として選定。
波及させるものです。
本事業は、
会員事業所４店舗
（長与地区２店舗、
支援機関の相談対応の一環として、高度でか
時津地区２店舗）で実施します。
つ専門的な相談に直接対応します。必要な場合
事業の取り組み等については、後日お知らせ はさらに専門家の派遣により、中小企業が抱え
します。
る高度・専門的な課題の解決を図ります（３回の
派遣まで無料）。
※詳しくは、
商工会までお尋ねください。

経済産業省は、商工会の経営指導を受けた小
規模事業者に対し、日本政策金融公庫が無担保・
無保証人で融資を行う小規模事業者経営改善資
金
（マル経）
融資制度について、
貸付条件を緩和し、
下記のとおり実施することが決定されました。
●今回の貸付条件緩和
同公庫の普通貸付及び特別貸付の既存融資の
うち、元金残高が３００万円以下で、第３者保証
人付又は担保付でない債権に係る、マル経融資
による借替が可能となりました。
適用日：平成２４年４月５日
（木）
から
●マル経制度の概要
（現状）
貸付対象
小規模事業者
貸付限度額
１，５００万円
貸付金利
１．８５％（Ｈ２４．４．１７現在）
※設定金利＝日本政策金融公庫の基準金利 －０．３％
貸付期間
運転資金５年以内、設備資金７年以内
担 保 等
無担保・無保証人
貸付機関
日本政策金融公庫
指導要件
商工会の経営指導を原則６カ月
以上受けていること
納税要件
所得税、法人税、事業税等の義務納
税額をすべて完納していること
業種要件
商工業者
（最近１年以上事業を行
っている者）
※日本政策金融公庫の非融資対象業種等は対象外。
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４月５日（木）、６日（金）の２日間にわたり、新
入社員研修を開催しました。
今年は昨年より参加者も増え、８事業所から
１８人が参加。
「 社会人としてのマナー」、
「 チー
ムビルディングの重要性」というテーマのもと、
組織の中で連携して業務を行う大切さを取り上
げました。グループ演習を交えながらの研修に、
参加者も理解を深めることができたようです。
本会では会員事業所の労務管理、人材育成な
どのご支援の一
環 と し て 、来 年
以降も本研修事
業を実施する予
定です。
今後とも商工
会主催の新入社
員研修を是非ご
活用ください！

事業主は、労働者を１人でも雇用していれば、
労働保険への加入が義務づけられています。
労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」を総称
したものです。
労災保険とは
業務上または、通勤途上の負傷、
死亡等に
対して被災労働者や遺族を保護するため必
要な保険給付を行うものです。
雇用保険とは
失業等した場合に、労働者の生活や雇用の
安定を図り、
再就職を促進するための必要な
給付を行うものです。
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４月２４日（火）、本所において青年部通常総
会が開催され、２３年度決算等の報告、２４年度
予算等について原案どおり可決承認されました。
今年度の方針として組織力の強化に加え、地
域貢献事業に力を入れて行くことを決議。
特に、児童施設や介護施設の訪問といった、地
域住民に寄与する事業を充実させて行くことと
なりました。
また、役員補充選任の件では、新たに常任委員
に山中雄一朗氏、笹田健一氏が、監査委員に久壽
米木理悟氏が就任しました。

４月２５日（水）、中華飯店ながさこにおいて
女性部の通常総会が開催され、６件の議案につ
いて、原案どおり可決承認されました。
役員改選では、部長に藤林映子氏、副部長に松
田桐子氏、浜田松代氏の他８人の役員が選任さ
れました。

「ＳＨＩＦＴ」とは、全国商工会連合会のコンパス
クラブ（１００万会員ネットワーク）の事業者支
援システムで、
商工会員向けの無料サービスです。
このシステムを利用すれば、ＨＰの開設・更新
作業、電子公告などが誰にでもできます。
また、会員と経営指導員が直接やりとりしな
がら相談等ができ、経営に必要な情報満載の電
子商工会も稼働中。
こちらへも是非ご登録を！
電子公告にも対応
株式会社は、会社法４４０条により決算公告
を行うことが義務づけられ、この公告をインタ
ーネットでも行うことが可能となっています。
インターネットでの決算公告は、他の方法に
比べて公告費用が安く、閲覧が容易です。
会社法が定める公告の方法
公告の方法としては、次のいずれかを定款に
定めることができる、としています。
（９３９条）
１．官報に掲載する ２．時事に関する事項を掲
載する ３．
日刊新聞紙に掲載する ４．
電子公告

労働保険は、基本的に労働者のための保険で
すが、中小企業の事業主や一人親方等の自営業
者に該当する方については、一定の条件を満た
せば労災保険への特別加入ができます。
労災保険の加入手続を行わない期間中に、労
働災害が発生し、労災保険給付が生じた場合、事
業主は、期限をさかのぼって労働保険料及び、労
災保険給付に要した費用の全部または一部を納
付しなければならず、一度に多額の資金が必要
となります。
この電子公告を、商工会のホームページでも
"備えあれば、憂いなし"。労働者を１人でも雇
用しており、まだ労働保険の未加入の事業所は、 行いませんか？料金も、従来の公告と比べて非
常に安価となっております。
是非ご利用ください。
ぜひともこの機会に加入をお願いします。
お問い合わせは商工会まで。
お問い合わせは、商工会まで。
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店名は、
「無限の可能性」
をイメージして、
「無
限工房」
としました。
親子３人でステンドグラスを作成しています。
作品は、長崎空港や駅、ホテルなどで販売
しています。アクセサリー・ランプシェード・窓
などご予算に応じて、
何でも作ります。
作品はＨＰからも
ご覧いただけます。
第２・４水曜日時
津公民館にて教室開
催中!!
http://www1.cncm.ne.jp/~tanaca
住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
定 休 日

時津町浦郷２７４－３
８８２-６４８１
１１：００～１８：００
日曜日

長与中央市場内にあるお魚やさんです。
魚市場で仕入れた新鮮ネタが勢揃い。
これからの旬のお魚は、さより、甘鯛、鰹、
あじなどです。
中野鮮魚の人気商品、しお鮭やしお鯖は
格別のお味なので是非ご賞味ください。
天然もの、釣り魚を
使用した刺身鉢盛り
を３，０００円から承っ
ています。
出前もいたします
のでどうぞお気軽に
御来店ください。
住
所
Ｔ Ｅ Ｌ
営業時間
定 休 日

平成２４年５月・６月の金融審査会は次
の日程で開催します。
●平成２４年５月金融審査会
第１回
第２回
５月７日（月）
５月２１日（月）
審査会日時
１３：３０～
１３：３０～
申込期限 締め切りました ５月１１日（金）まで
●平成２４年６月金融審査会
第１回
第２回
６月４日（月）
６月１８日（月）
審査会日時
１３：３０～
１３：３０～
申込期限 ５月２５日（金）まで ６月８日（金）まで

長与町嬉里郷４５６－２６
８８７-７３９３
９：３０～１８：００
日・月曜の祝日

きちんと帳簿をつけることを前提にさ
まざまなメリットがある青色申告。
しかし、帳簿は申告のためだけのもので
はありません。
毎月の取引を記帳し、来月の資金繰りや
行動に役立てて行く。これは現金出納帳を
中心とした毎月の帳簿管理によってはじ
めて可能となるものです。１ヶ月ごとにま
とめて提出していただくと、分析した経営
データを毎月お渡しします。融資を受ける
際にも資料を速やかに提出できます。
日計表の早期提出にご協力ください。

(平成２４年４月１１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％

㈱浜田組大阪王将長崎時津店 浜田

県中小企業経営緊急安定化対策資金

1.80％

かわち家

河内隆太郎 サ ｲﾍﾞﾝﾄﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ 時津

県経営安定資金（長期資金）

2.50％

マスダ

増田 一郎 商 食品機器、 衛生関連機器等 長与

（４月受付分）
事業所名

代表者名

業

種

地区

哲男 飲 餃子飲食店 時津

