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新春交流会終了

中小企業・小規模事業者のための

～小規模企業振興基本法制定を祝う～

補助金公募が決定

平成２７年新春交
流会を１月１５日
（木）、長崎ロイヤル
チェスターホテルで
開催しました。
当日は、来賓及
び本会会員等、合
わせて約２９０名が
集い、新年を祝い
ました。
開会にあたって山崎春雄会長は、「儲ける企
業・儲ける企業づくりのため、会員支援を継続し
たい。昨年、小規模企業振興基本法が制定された
のを機会に、この法律等を活用して、小規模事業
者支援を強化したい。」と挨拶しました。
交流会では、女性部が津軽じょんがらや花笠
音頭を披露。各部会からの豪華商品の提供があ
った福引き抽選会では、抽選番号の発表のたび
に、会場が湧きあがりました。
県・町の行政や議会、経済団体、学校関係
者、地域関係者、金融機関、地元商工業者など
垣根を超えて幅広い交流が行われました。

第４回理事会報告
１月２３日(金)、第４回理事会を開催。会員加入
承認と補正予算の２議案を審議しました。
会員加入は、今回１１件の加入申込を承認。組
織率は４９％になりました。組織率５０％に向け、
３月の年度末まで加入推進していきますので、未
加入事業所のお知り合いがいらっしゃる方は、ぜ
ひ商工会へご紹介ください。
補正予算は、事業終了による予算確定分等に
ついて補正を行いました。

平成２６年度補正予算が閣議決定され、地方の
好循環拡大に向けた経済対策として、各種補助
金が公募されます。
●ものづくり・商業・サービス革新補助金
のづくり・商業・サービス革新補助金
●
平成２６年度から従来のものづくり分野に
加え、商業・サービス分野も対象。
昨年度は、本会から２件が採択されました。
①新しい商品・サービスの開発や業務プロ
セスの改善、新しい販売方法の導入など
事業革新の費用２／３(上限額1,000万円)
事業革新の費用
②共同体で行う設備投資
設備投資(上限額5,000万円）
※１社あたりの上限額500万円
●小規模事業者持続化補助金
規模事業者持続化補助金
昨年度は全国で多数の申請があり、本会か
ら１５件が採択されました。
小規模事業者が、商工会・商工会議所と
販路開拓に取り組む費用の
一体となって、販路開拓に取り組む費用
２／３(上限額５０万円)
※複数の事業者が連携した取り組み、
雇用対策、買い物弱者対策は重点的
に補助条件額がアップ
(例)・新規顧客獲得のための店舗改装
・新サービス宣伝のためのＨＰ、
パンフレット作成
・販路拡大のための商品パッケー
ジデザイン など
申請方法など詳細については、情報が入り次
第、会報・ホームページ等でお知らせします。
申請書の書き方や事業計画の組み立て方など
を商工会がサポートします。事業革新や販路開拓
を検討中の方は、ぜひお早めに商工会までお問い
合わせください！
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税制改正について（概要）
平成２７年度税制改正により、中小企業及び小
規模事業者に係る税制の一部が改正されました。
主な概要は、以下のとおりです。
●法人税
●法人税
①中小企業者等に係る軽減税率の維持⇒
法人税率１５％軽減適用期限を２年延長。
②商業・サービス業・農林水産業活性化
税制の延長⇒適用期限を２年延長。
③所得拡大促進税制の拡充⇒給与総額増
加要件を緩和し、継続して着実に賃上
げに取組む企業をサポート（適用期間３
年間）。
④研究開発税制の強化・重点化⇒中小企
業等の知的財産権の使用料等を対象費
用に追加する等、オープンイノベーシ
ョン型の抜本的拡充。
● 与税・相続税
●贈与税・相続税
事業承継税制の拡充⇒事業承継の一層
の円滑化を図るため２代目から３代目へ承
継する場合、贈与税の納税義務が生じな
いようにする等、事業承継税制を拡充。
●登録免許税
録免許税
●
信用保証協会が受ける抵当権の設定登
記等の税率の軽減延長⇒信用保証協会が
受ける抵当権の設定登記等の税率軽減措
置の適用期限２年延長。
●その他
の他
●
小規模企業共済制度の見直し(共済事由
の引き上げ等) ⇒小規模事業者の事業承
継の円滑化等を通じた活性化を図るため、
配偶者・子への事業譲渡時の共済事由を
見直す。
※詳しくは中小企業庁ホームページをご覧く
ださい。(http://www.chusho.meti.go.jp)
未来のための小さな一歩

小規模企業共済
個人事業主（共同経営者含む）、または会社
等の役員の方が事業をやめられたり退職された
りした場合などに備えて、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」です。

毎月、掛金を納付すれば退職時に共済金が支
払われ、現役引退後も安心した生活設計が立て
られます。
特徴は、掛金が全額所得控除。受け取る共済
金も退職所得扱い、または公的年金等の雑所得
扱いとなり、節税効果があります。
退職後のゆとりある生活のために、ぜひ、小
規模企業共済へのご加入をご検討ください。
人も 会社も もっと 元気に

中 小企業 退 職金 共 済制度
中退共は、国がサポートする中小企業のため
の退職金制度です。
●国の制度だから安心・確実
●国の制度だから安心・確実
・新規加入や掛金を増額する場合、掛金
の一部を国が助成します。
●
●掛金は全額非課税
掛金は全額非課税
・節税に加え、手数料もかかりません。
●外部積立型だから管理が簡単
●外部積立型だから管理が簡単
・従業員ごとの納付状況や退職金試算額
を事業主にお知らせします。
・退職金は直接退職者に支払われます。
●パートさんの加入もＯＫ
●パートさんの加入もＯＫ
「頑張ってくれる従業員のために・・・」そ
んな社長さんの思いを「中退共」がサポートし
ます。退職金共済への加入を、是非ご検討くだ
さい。

長崎税務署からのお知らせ
長崎税務署では、２月１２日（木）～３月１６日
（月）の間、ＮＢＣ別館（長崎市上町1－35・桜町
電停前）で所得税及び復興特別所得税、贈与
税、個人事業者の消費税及び地方消費税の確定
申告相談会を開設します。
この間、税務署では上記の税目の申告相談を
行っていませんので、ご注意ください。
なお、確定申告書の提出のみの方は、税務署
１階の管理運営部門で受け付けています。
土曜日、日曜日及び祝日は業務を行っていま
せんが、２月２２日及び３月
１日の日曜日に限り、ＮＢ
Ｃ別 館 会 場 に お い て 、 確
定申告の申告相談と申告
書の受付を行います。
この２日間は混雑が予想
されますので、あらかじ
めご了承ください。

Page 3

NISHISONOGI SHOKOKAI NEWS Vol.82

新入社員研修を開催します
毎年、ご好評いただいている「新入社員研修」
を今年も開催予定です。
社会人の基本である「ビジネスマナー」から、
組織人として働くうえで大きな支えとなる「チー
ムビルディング」まで分かり
易く、丁寧にご教授します。
詳細は会報３月号のチラ
シでお知らせいたします。
今年も新入社員研修は、
是非、西そのぎ商工会をご
利用ください！
日 時
場 所
対 象
内 容
定 員
参加費

平成２７年４月７日（火）～８日（水）
商工会本所(時津支所)３階研修室
新入社員及び若手社員
(入社３年程度まで)
「コミュニケーション力を身につける」
「組織人としての自覚とﾁｰﾑﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ」
３０名
５,０００円／１人(教材費、昼食代含む)

青年部視察研修終了
１月２４日(土)～２５日
(日)、岡山県で青年部
視察研修を実施。
倉敷市児島の児島商
工会議所を訪問し、商
店街活性化の取り組み
である「児島ジーンズ
ストリート」のお話を
伺い、ストリートを散
策しました。
児島はもともと縫製
産業が盛んな地域で、
時代や需要の変化を見極め、ジーンズを生産す
るようになりました。そして、２００９年からジ
ーンズストリートの取り組みを始めています。
①地元メーカーや商工会議所、行政等から
なる協議会の立ち上げ
②市の空き店舗対策補助金を活用し、商店
街にジーンズショップの誘致を開始
③多くのメディアにも取り上げられ、集客
や各店の売上増に成功

この研修で商店街活性化と産地活性化という
２つの意味合いをもつ取り組みを視察すること
ができ、参加した部員からは、「自分の商売や
青年部活動に非常に参考になった」との声が聞
かれました。

女性部講習会終了
１月２８日(水)、「ホ
ンマでっか！？ＴＶ」
など、メディアにも多
数出演されている遺言
コンサルタント佐山和
弘先生による、『日本
一楽しい！「遺言書・
相続」教室～大切な資産・事業を円滑に引き継
ぐ、受け継ぐには～』と題した講習会を時津公
民館で開催。
事業承継を円滑に行うための遺言書には後継
者の指定、その後継者へ事業用資産を相続させ
ることを明記することなど、相続を“争族”に
しないための「モメない遺言書」の書き方、書
かせ方を、佐山先生自作の「ゆいごんの歌」を
交えながら講義していただきました。

平成２６年度

合同表彰式を開催
合同表彰式を開催

１月２３日(金)、商
工会本所において、
理事会の開催に先立
ち「永年勤続従業員
表彰」及び「全国商
工会連合会会長表
彰」、並びに「技能
競技大会表彰」の合
同表彰式を開催しました。
式には、各表彰受賞者全員が出席。山崎春雄
会長等から表彰状の伝達がなされたあと、最後
に全員で記念撮影をしました。
●永年勤続従業員表彰
永年勤続従業員表彰
・遠山 郁夫 さん (㈱大東エンジニアリング）
・片岡 望信 さん (片岡産業㈲）
●全国商工会連合会長表彰
国商工会連合会長表彰
・山内 潤 さん (西そのぎ商工会長与支所）
●技能競技大会表彰
能競技大会表彰
・田口 謙二 さん (㈱大東エンジニアリング）
・濱田 祐輔 さん (県立長崎高等技術専門校）
・浅野 玉成 さん (マチダ電気設備）
・白石 正生 さん (協和機電工業㈱）
・宅島 博昭 さん (出口工業㈱）
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日本の気候には畳がベスト ！

なつかしい おふくろの味

しー ぽーと
しーぽーと

吉川タタミ店

時津港近くにある、赤い提灯が目印のアッ
トホームなお店です。
人情深いベテランおかみが作るおふくろの
味は、心にも体にも沁みわたります。
気軽なお話し相手から人生相談まで、おかみ
があたたかく包みます。仲間とでもおひとり様
でも大歓迎です。
只今開業４０周年
の前記念として、カ
ラオケ無料サービス
を実施中です。この
機会にぜひご来店く
http://www.tasaki-tatami.net/
ださい。

畳を替えてみませんか？
畳には断熱効果があります。冬期の冷たい
空気や夏期の熱い空気を通しません。畳の方
がエアコンが効きやすく省エネにつながりま
す。集中力増進効果・吸引効果・防音効果等
があり、健康的な生活環境の維持に欠かせな
いものです。
のんびりと横にな
ったり、くつろいだ
りするスペースに畳
があると暮らしの楽
しみ方も広がります
よ。

住
所
Ｔ Ｅ Ｌ
営業時間
定 休 日

時津町浦郷441-2 森山ビル1F
(８８２)４９０７
１８：００ ～ ２３：００
日曜・祝日

「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）
第１回
２月審査会 ２月 ２日（月）
申込期限 締め切りました
３月審査会 ３月 ２日（月）
申込期限
２月２０日（金）

第２回
２月１６日（月）
２月 ６日（金）
３月１６日（月）
３月 ６日（金）

住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業
営業時間
時間
定 休 日

長与町嬉里郷395
（８８３）２６０９/（８８３）２６０９
８：００～１７：００
不定休

換金期限は ２月1６日（月）です
「とぎつプレミアム商品券」換金期限は、
２月１６
１６日(月)
日(月)です。まだ、お手元に使用済み
の商品券をお持ちの加盟店の皆様は、早めに
換金してください。期限を過ぎると換金でき
なくなります。ご注意ください。
なお、スタンプラリー抽選券及び応募箱
も、２月１６日(月)までに商工会へご持参いた
だきますようお願いいたします。

マイナンバー制度 始まります
マイナンバー(個人番号)は国民一人ひとり
が持つ１２桁の番号です。平成２７年１０月から
配布され、平成２８年から社会保険・税などの
行政手続きでの使用が始まります。
お問い合わせ：
お問い合わせ：０５７０-２０-０１７８(ﾅﾋﾞﾀﾞｲﾔﾙ)
０５７０-２０-０１７８(ﾅﾋﾞﾀﾞｲﾔﾙ)

加盟店の皆さんご注意ください！

口座振替のお知らせ
本年度第４回会費等の口座振替日
は、２月１
月１６日（
日（月)です。残高の確認
をお願いします。

(平成２７年１月１５日現在)
制度の種類
㈱日本政策金融公庫普通貸付
㈱日本政策金融公庫経営改善貸付

利率(年利％)
1.30～2.60％
1.35％

（１月受付分）
事業所名

代表者名

業
神社神道

種

地区

県創業バックアップ資金

2.00％

岩淵神社 社務所

長与町小規模企業振興資金

2.50％

ＰＥＴ ＤＯＵＤＯＵ 伊崎 和子 ドッグマッサージサロン 長与

県経営安定資金（長期資金）

2.50％

アルファー企画

森
岸部

浩明

誠 べっ甲製造

長与
時津

