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新年を迎えて
時津町長
吉田 義德
新年あけまして
おめでとうござ
います。
西そのぎ商工
会会員の皆様に
おかれまして
は、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、町イベント及び施策へ多
大なるご支援とご協力をいた
だきましたことに厚くお礼申
し上げます。
さて、昨今の経済は、国の
金融・財政政策により、円安
と株高が進行し一部回復しつ
つあるようですが、地方では
まだそのような影響を受けて
いる感じはなく、本町におい
ても企業経営を取り巻く環境
は厳しいものがあるようで
す。このような中、今年も商
工会との連携をさらに深めな
がら商工振興事業を積極的に
支援し、地域経済の活性化を
推進してまいりますので、今
後とも、ご協力を賜りますよ
うお願い申し上げます。
最後になりましたが、貴会
のますますのご発展と会員の
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。

新しい年2014
年が始まりまし
た。皆様には、
穏やかな新年を
迎え、希望に満
ちておられると
思います。
商工会もご支援頂き、新年
を迎えられました。感謝申し
上げます。
昨年は、アベノミクス効果
か、受注増、売上増が散見さ
れました。反面、原材料費の
高騰、人手不足などの不安要
素もありました。
本会では、地域経済や社会
を下支えしている小規模事業
者を法律で明確化し、国の支
援を強化する「小規模企業基本
法」の制定を求め、次の通常国
会で制定される見込みです。
また、会員、時代の要請に
応じた活動展開のため、「商工
会事業の見直し」、新たな商工
会をデザインしました。
これに基づき、会員交流を
深め、新商品開発・販路開
拓・コミュニティビジネス創
造、商業振興などの支援を強
化します。
最後に、企業のご繁栄と皆
様のご健勝をご祈念し、新年
のごあいさつといたします。

新年明けまして
おめでとうござ
います。
会員の皆様に
は 、 平 成 ２６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。ま
た、平素より町政の運営につき
まして、町民の皆様より、ご支
援とご協力を賜り心より御礼申
し上げます。
日本経済は、アベノミクスの
３本の矢による経済政策によ
り、景気は緩やかな回復傾向と
言われておりますが、今後の消
費税増税による経済状況への影
響懸念も含め、地方では、まだ
まだ実感できる状況ではありま
せん。
そのような中、長与町といた
しましては、低金利融資や商品
券発行事業などを行い、商工業
者の皆様の経営支援に努めてま
いりました。今後とも、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参
りたいと存じますので、皆様の
なお一層のご指導、ご鞭撻を賜
りますようお願い申し上げます。
結びに、皆様のご多幸とご健
勝をご祈念申し上げ、新年のご
あいさつといたします。
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大型店等出店情報
大型店出店情報
時津町日並郷の「（旧）オサダ時津店」の跡地
に、「（仮称）時津町商業施設計画」の出店が予定
されており、先頃、地元説明会が開催されました。
同説明会は、出店に伴う営業時間等の変更が
主な内容で、具体的な出店者等については、未
定とのこと。概要は下記のとおりです。
①店舗の名称
②出店場所
③建物設置者
④店舗面積
⑤小売業者
⑥営業時間
⑦変更年月日
⑧駐車場

（仮称）時津町商業施設計画
時津町日並郷2124番1 他
（株）りそな銀行（大阪市中央区）
９,４４５㎡
未定
２４時間
平成２６年春頃を予定
２８３台
ホテル出店情報
ホテル出店情報

時津町日並郷の「（旧）上滝日並倉庫」の跡地
に、「ホテルＡＺ長崎時津店」の出店が予定されて
おり、すでに新築工事が始まっております。
同ホテルは、九州を中心に郊外型ビジネスホ
テルを展開する「亀の井ホテル」で、平成２６
年度には「ホテルＡＺ」と店名を変更し、九州はも
とより本格的に全国展開していくこととなって
いるようです。なお、概要は下記のとおりです。
①店舗の名称
②出店場所
③客室数
④料金
⑤開業予定

ホテルＡＺ長崎時津店
時津町日並郷1268番1 他
９１室
シングル4,800円
ツイン9,000円
平成２６年４月上旬

小規模企業共済
経営セーフティ共済
●小規模企業共済は
小規模企業共済は・・・
・・・
個人事業主（共同経営者含む）・会社等の役員
の方が事業をやめられる場合などに備えて、あらか
じめ資金を準備しておく共済制度で、「小規模企業
の経営者のための退職金制度」といえます。
特徴は、掛金が全額所得控除。毎年、掛金が所
得控除となるため節税効果があります。

●経営セーフティ
経営セーフティ共済は
共済は・・・
・・・
取引先の突然の倒産が原因で、経営悪化の危
機に直面してしまったときに資金を借入れることが
できる制度です。無担保・無保証人で、積み立てた
掛金の１０倍の範囲内（最高８，０００万円）で被害額
相当の共済金が借入れ可能。『経営セーフティ共
済』を賢く利用することをご検討ください。

消費税セミナー開催
１２月３日（火）、１１
日（水）に 本 会 顧 問
税理士である谷向
税理士・法村税理
士を講師に迎え、
消費税転嫁対策セ
ミナー及び個別相
談会を開催しました。
セミナーでは講習会の後、注文から納品まで
が３月から４月にかかる場合の消費税の取り扱
いについての具体的な質問等もあり、参加され
た皆様の疑問も解消できたようです。
今回参加されなかった方も契約や会計処理、
消費税の経過措置について疑問はありません
か？個別相談会は今回で終了しましたが、セミ
ナーは平成２６年１月１４日（火）に長与支所、１月
１６日（木）に時津支所で開催します（同封のセ
ミナー開催チラシ参照）。セミナーの後、質疑
応答の時間もありますので、この機会に是非ご
参加ください。

確定申告の準備はお早めに ！
本会では、確定申告の事務受付を１月２７日（月）
より行う予定です。
税務相談所会員の皆様には別途通知しますが、
お早めに書類の整備をお願いします。
なお、税務署の窓口で申告される方については、
３月に入ると大変混み合いますので、申告書は、早
めに提出することをお勧めします。
また、電子申告を利用されている方については、
税務署から確定申告書用紙の代わりにお知らせハ
ガキが送られてきますので、紛失
等されないようご注意ください。
なお、確定申告書等の用紙が
必要な方は、本会各支所にも準
備していますのでご利用ください。

Page 3

NISHISONOGI SHOKOKAI NEWS Vol.69

最優秀賞に 土居 春貴さん
（協和機電工業㈱）
～技能競技大会
～技能競技大会～
技能競技大会～
１２月１日（日）
工業・建設の両部
会では、長崎高等
技術専門校（長与
町）において「技
能競技大会」を開
催しました。
会員事業所から
１３名が参加。
切磋琢磨しながら持ち前の技術を駆使して、真
剣に課題製作に取り組んでいました。丁寧で、
細やかなモノづくりに取り組む姿には目を見張
るものがありました。
競技の結果、土居春貴さん(協和機電工業㈱)
が、見事に最優秀賞に選ばれました。誠におめ
でとうございます。なお、その他入賞者の方々
は以下の通りです。
★最 優 秀 賞 土居春貴 （協和機電工業㈱）
★優 秀 賞 宅島博昭 （出口工業㈱）
橋口健太郎 （協和機電工業㈱）
★商工会長賞 田口謙二 （㈱大東エンジニアリング）
★奨 励 賞 稲吉 巧 （出口工業㈱）

（敬称略）

青年部主催
経営講習会を
えひめ
開催します
と

き 平成２６年１月２３日（木）
１９：００～２０：３０
ところ 西そのぎ商工会本所（時津支所）
テーマ 今、伝えたい～
被災経営者が語る事業承継・経営革新～
講 師 (株)アテーナソリューション
代表取締役 立石 裕明 氏
（元兵庫県商工会青年部連合会長）

青年部員以外の方も、
どなたでも参加無料で
す！
詳細は同封のチラシを
ご 覧 に な り 、 １月２０日
（月）までにお申し込みく
ださい！

平成２６年新春交流会を開催します。
時津町及び長与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。
参加ご希望の方は、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
ところ
会 費

平成２６年１月１０日（金）１８：００～
長崎ロイヤルチェスターホテル
５，０００円

役員視察研修
１２月５日（木）
～６日（金）本 会
役員は大分県へ
の視察研修を実
施しました。
まず最初に「新
日鐵住金大分製
鐵所（大分市）」を
訪問。同製鐵所は、南北２km、東西４kmの広大
な敷地に超大型設備を採用している世界最大級
の製鉄所です。
創業理念である「００１（災害・事故０、公
害０、世界第１級の製鉄所）」のとおり敷地内
には消防隊が常駐しており、また、敷地の周囲
には境界環境保全林（幅５０m）が設置されて
います。製造している製品は厚板製品と厚さ
０．２mmの薄板をロール状に巻いたホットコイル
製品の２種類のみで、今回はホットコイル製品
の工場を見学しました。工場内では高温で加熱
されたスラブ（鉄板）がコンベアーで運ばれな
がら、少しづつ薄く延ばされる過程を見ること
ができました。
また、作業の工程で出たガスは汚れを取り除
いた後、別の工程で燃料として再利用されてお
り、他にも原料の鉱石や燃料の石炭は粉状の
為、風で飛ばないように水をかけたり、周囲に
ネットを完備する等、環境への配慮が十二分に
なされていました。
本会でも「エコアクション２１」の認証登
録・取得研修を開催していることもあり、この
ような環境対策や作業の効率化（設備の規模に
対して１０名程度の作業人員等）等は見習うべ
きだと感じました。
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貼箱・パッケージの総合メーカーです！

㈱旭屋

ジャルダン・ヴェール 緑の庭

べっ甲品用包装箱の製造に始まり、創業
から約６０年を迎えました。主に宝石やお
菓子など高級感のある貼り箱を主力として
おり、有名ブランドの箱なども製造してい
ます。
販売は商社経由の卸売りをメインに行って
おり、独自の貼り
型を用いた機械成
型で、大量生産で
もほぼ１００％の
クオリティーで高
い評価を頂いてお
ります。
住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
定 休 日

時津町西時津郷１０００－２００
（８８２）１２３０/（８８２）８１１４
９：００～１７：００
土日祝日、正月・お盆休み

「マル経融資」申込みに係る金融
審査会の開催について（お知らせ）
●１月審査会
第１回
日 時

１月８日（水）

申込期限 締め切りました
●２月審査会
第１回

日本てぬぐいがトレードマークです ！

第２回
１月２０日（月）
１月１０日（金）
第２回

日 時

２月３日（月）

２月１７日（月）

申込期限

１月２４日（金）

２月７日（金）

小さな「困った…」から、お庭全体の
「どうしよう…」など、プラン～施工ま
で、すべて当社にお任せ下さい。お客様の
ガーデンプランに応じて、剪定・草花の手
入れ・お庭の設計施工・外構・エクステリ
アなどを承ってお
ります。
一般住宅から店
舗のお庭など、洋
風和風を問わず、
心地良い空間の実
現を目指しており
ます。
住

所

ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業
営業時間
時間

長与町高田郷2037-1
（８５５）３９２８
８：００～１9：００

ご注意ください ！
有効期限は２月２日（日）です
「とぎつプレミアム商品券」の販売から、
４カ月が経過しました。年始は、お買い物や
飲食など、購買機会が増える季節です。お得
意様はもとより、新規のお客様、過去お得意
様であった方など、ご来店の機会を増やす絶
好のチャンスです。お店独自の特別企画を工
夫し、実施されてみてはいかがでしょうか？
なお、商品券の有効期限は２月２日（日）迄で
す。ご注意ください！
あなたの未来応援します ！

国の教育ローン
ご融資額３００
ご融資額
３００万円以内
万円以内（お子さま１人あたり）
(平成２５年１２月１３日現在)
制度の種類
㈱日本政策金融公庫普通貸付

利率(年利％)
1.45～3.65％

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付

1.60％

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％

詳しくは教育ローンコールセンターまたは最寄り
の支店（国民生活事業）へお問い合わせください。
●教育ローンコールセンター
ハローコール

０５７０－００８６５６

〒850-0057 長崎市大黒町１０－４
℡ ０９５－８２４－３１４２・３１４３

