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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、地方創生事業によ
るプレミアム商品券の発行を始
め、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、本町も国の「まち・ひ
と・しごと創生総合戦略」に基
づき、地方創生、地域の活性化
に取り組んでおります。
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。

長与町長
吉田 愼一

西そのぎ商工会
会長 山崎 春雄
新しい年２０1６
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。
昨年は、総じて景気は緩やか
な改善傾向が続きましたが、中
国経済成長の低下、米国の利上
げ等があり、企業間は好不況が
遍在していました。
このような中、小規模企業振
興基本法の制定は、小規模事業
に光をあて、この法により具現
化された小規模持続化補助金は、
本会で申請が５８件、採択額が
１,８５７万円にも上りました。
本会では、儲ける企業、儲け
る地域を創り出すために、地域
資源を活用した商品開発・販路
開拓を目指す全国展開支援事業
に挑戦、まちゼミ、障がい者雇
用プログラムⅡなどの事業拡充
に努め、会員企業の持続的発展
の支援を継続しました。
年頭にあたり、改めて、企業
のご繁栄と皆様のご健勝をご祈
念し、更なる会員企業の支援を
誓い、新年のごあいさつといた
します。

商工会通信はホームページからフルカラーでご覧いただけます

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２８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、平素より町政運営に
つきまして、ご支援とご協力
を賜り厚く御礼申し上げます。
今日、国・地方公共団体に
おいては少子高齢化の進行、
地域経済の縮小に伴い、地域
社会を再構築するため、大き
な転換期を迎えております。
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。

http://www.nishisonogi.biz/

Page 2

NISHISONOGI SHOKOKAI NEWS Vol.93

確定申告の準備はお早目に ！
本会では、確定申告の事務受付を１月２５日
（月）から始めます。
税務相談所会員の皆様には、会報１２月号に
同封しました「決算準備表」及び生命保険料控
除証明等関係書類の整備をお願いします。
電子申告をご利用の方は、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付され
ますので、紛失しないようご注意ください。

税務のご相談は
商工会まで！

役員視察研修
１２月２日（水）・３日（木）に唐津市の先
進的商工会と企業を視察。１３名が参加しまし
た。
□先進的商工会（唐津上場商工会）
この商工会の特徴は、会員企業の経営革新の
実績が高く、会員企業の業績向上が顕著なこと
です。
その原因は、①役員会がトップマネージメン
トの機能を果たし、商工会運営、財源確保の責
任を持つ、役員主導の運営を行っていること。
総会も役員が運営しているそうです。
②職員は経営・金融・労務支援などの企業の
支援に専念するため体制を作ったこと。そのた
め、事業や委託業務の見直しでスリム化を図っ
たそうです。
□がんばる中小企業 株式会社ブルーム
この企業は、中小企業庁「がんばる中小企業」
に選定されていて、業務は幅広く、化粧品輸入
代行・品質管理・成分分析・環境分析などを展
開していました。
注目する点は、業績を
上げるため、①海外展開
に化粧品の先進国フラン
ス企業と提携したこと、
②海外での市場拡大に県
や市を巻き込んだこと、③地域の農林水産業と
も連携を取ったことでした。
先進事例を参考とした、これからの商工会活
動にご注目ください。
西そのぎ商工会で検索！

東長崎商工会商業部会の
皆さん、ようこそ ！
１２月１７日（木）、東長崎商工会商業部会
から１０名が長与支所に来会されました。目的
は、『まちゼミ』を視察することでした。
本会では、①事業概要を説明。②実施店の体
験談では、お客様とのコミュニケーションでの
気づきや、日頃の商売で活かせる工夫などをお
話しして頂きました。
その後、③実際のまち
ゼミ講座模擬体験では、
「不動産の値段のつけ方」
として、土地や建物の査
定方法を学び、「朝めし
前のお弁当づくり」とし
て、きんぴらごぼうとハ
ンバーグ作りを体験しました。
まとめの④意見交換では、東長崎商工会から、
今後の運営や参加店の売上効果等、様々な角度
から質問や意見が出されました。
「まちゼミ」事業は、商業・サービス部会を
中心に過去２回開催しました。今後も、さらに
業種や講座の幅を広げ、継続的に実施していく
予定です。

長崎県特定最低賃金が
改定されました
特定最低賃金

最低賃金額
効力発生日
（１時間）

はん用機械器具、生産
平成２７年
８１３円
用機械器具製造業
１２月２５日
電子部品・デバイス・
電子回路、電気機械器
平成２８年
７４８円
具、情報通信機械器具
１月 ９日
製造業
船舶製造・修理業、舶
平成２７年
８２１円
用機関製造業
１２月１８日
1.１８歳未満または６５歳以上の者、雇入れ後６ヶ
月未満の者であって技能習得中のもの、清掃、片
付けまたは雑役の業務に主として従事する者には
長崎県最低賃金（１時間６９４円）が適用されます。
2.その他、特定最低賃金の種類により適用範囲等が
異なりますので、詳しくは厚生労働省長崎労働局
賃金室（８０１－００３３）または長崎労働基準
監督署（８４６－６３５３）までお問い合わせく
ださい。
西そのぎ商工会

検索
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平成２８年新春交流会のご案内
新年のご挨拶は新春交流会で
今年も、新春に、長与町と時津町の商工業者
や行政機関・関係団体をはじめ各界人等の参加
をえて、開催する予定です。この機会をビジネ
スの拡大にお役立てください。
参加を希望される方、まだ申込みされていな
い方は、至急ＦＡＸかお電話で事務局までお申
し込みください。
1.と き 平成２８年１月１４日(木) １８：００～
2.ところ 長崎ロイヤルチェスターホテル
3.会 費 ５,０００円

地域に貢献
クリスマスツリーを飾りつけました
平成２７年１２月２日(水)、地域の子どもた
ちとのクリスマス交流行事が、時津警察署で行
われました。本会からは、藤島勝典福利厚生委
員が参加しました。
時津保育所の園児約
２０名が、手作りの折り
紙オーナメントやサンタ
さ ん への 手 紙 な どをツ
リーに飾り付けました。
園児の歌や交通ルール
を守る等の誓いの言葉のあと、商工会よりお菓
子をプレゼントしました。

女性部主催

ホームページ作成講習会を開催
１２月４日（金）女性部主催のＳＨＩＦＴ講
習会を開催しました。
講師に㈱地域振興総合研究所の小谷野憲二先
生をお招きし、ホームページ作成ツール「ＳＨ
ＩＦＴ」を操作し、ホームページを作成。活用
方法などを学びました。
簡 単な 操 作 で ホーム ページが作成でき、参
加者からも、「写真でお店をＰＲできるのが嬉
しい」「操作が覚えやすいので助かる」と大好
評でした。
今後は、女性部もＳＨ
ＩＦＴを活用し、女性部
活動等の情報発信を行って
まいりたいと考えており
ます。

工業・建設部会合同視察研修に
行きました ！
１２月９日（水）、ＴＯＴＯ小倉第二工場（
北九州市）へ工場見学に行きました。
工業・建設部会から
１０名が参加し、水栓金
具等の製造工程について
学びました。
工場内では、２，０００名
近い従業員が働いており、
『５Ｓ』『見える化』など生産効率の向上や安
全確保のための事業活動平準化が徹底されてい
ました。
製造工程を含めて４割ほどが女性従業員で編
成されており、中でも、「組立て」「梱包」
「検査」を一人が一貫して手作業で行う行程で
は、従業員一人一人の技術の高さが伺えました。
また、展示室では節水・節電性をより改良し
たシャワー等の最新水栓器具を試用し、世界
トップクラスの技術を体感しました。
＜重要＞

平成２７年度補正予算、発表 ！
国の平成２７年度補正予算が閣議決定され、
１２月１８日公表されました。前回も多くの会
員の方が採択された好評の「ものづくり・商業・
サービス補助金」「小規模事業者持続化補助金」
も予算化されています。
ご検討されている方は、お早めに商工会まで
お尋ねください。詳細は、公募が始まり次第、
お知らせいたします。

『平成２６年度補正予算』〈参考例〉
●ものづくり・商業・サービス補助金
ものづくり・商業・サービス補助金
国内外のニーズに対応したサービスや、
ものづくりの新事業を創出するための、革
新的な設備投資・サービス・試作品の開発
を行う事業が対象。
〈補助上限額〉
・革新的サービス：１,０００万円
（コンパクト型は７００万円)
・ものづくり技術：１,０００万円
・共 同 設 備 投 資 ：５,０００万円
（１社あたり５００万円が上限）
〈補助率〉２/３
●小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者が、商工会・商工会議所と
一体となって、販路開拓に取り組む費用が
対象。
〈補助上限額〉５０万円
〈補助率〉２/３

商工会通信はホームページからフルカラーでご覧いただけます
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築地直送のマグロをお召し上がりください ！

寿司・割烹

なか富

㈲葵工芸社

当店も今年で創業１９年目を迎えようとし
ています。これも皆様の支えがあってのこと
と、はじめにお礼申し上げます。
創業以来、「手造り」をモットーにかがけ
てきました。コース料理は４，３２０円（税込）
から、お祝い事や法事等の各種宴会は５０名
様まで承ります。
これからも変わらぬ
「味」と「新鮮な魚」を
ご提供できるよう、努
力して参ります。
皆様のお越しをお待
ちしています。
住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
営業
時間
定 休 日

看板はお店の顔

時津町左底郷３７５－７
（８８１）７８２２
（昼）１１：３０～１４：００
（夜）１７：００～２２：００（Ｏ.Ｓ.２１：３０）

火曜日

「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
１月審査会 １月 ７日（木）
申込期限 締め切りました
２月審査会 ２月 １日（月）
申込期限
１月 ２２日（金）

第２回
１月１８日（月）
１月 ８日（金）
２月１５日（月）
２月 ５日（金）

おかげ様で長与で営業して２８年を迎える
ことができました。
当社は手書き文字から鉄骨加工、その取付
までを行っている会社です。町も新しく変わ
ろうとしております。看板の手直し、新設等
ありましたら、ご連絡ください。
また、地域密着ですので、万一のトラブル
にもご連絡を頂ければ、ただちに駈けつけら
れるアフターフォロー
の良さも特徴です。
お気軽に声をかけて
ください。よろしくお
願いします。
住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
営業
時間
定 休 日

長与町嬉里郷３９２－５
（８８３）２０６７／（８８３）２０６８
８：００～１７：００
日曜・祭日

ながよプレミアム商品券有効期限間近です ！
ながよプレミアム商品券の使用期限は１月
２０日（水）です。
期限を過ぎた商品券は使用できませんので、
ご注意ください。
なお、換金期限は、２月１５日（月）です。

とぎつプレミアム商品券換金を忘れずに ！
とぎつプレミアム商品券の換金期限は１月
１５日（金）です。
使用済みの商品券をお持ちの加盟店は、忘
れずに換金してください。
期限後残金は同日町へ返還するので、換金
はできません。ご注意ください。
よろしくお願い
いたします！

(平成２７年１２
(平成２
１２月９日現在)
日現在)
制度の種類

利率(年利％)

㈱日本政策金融公庫普通貸付

1.25～2.90％

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付

1.15％

県創業バックアップ資金

2.30％

長与町小規模企業振興資金

2.00％

県経営安定資金（長期資金）

2.50％

西そのぎ商工会で検索！

（１２
１２月受付分）
月受付分）
事業所名
パテスリー
オスピタリテ

代表者名
河﨑

西そのぎ商工会

業

種

誠 洋菓子製造
検索

地区
長与

