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　本会税務相談所では、時津地区１８１件、長
与地区１７５件の確定申告を行いました。
　前年より引き続き申告した事業所について、
平成２７年分の概況を分析します。

●全体業種平均で売上の伸びは鈍化傾向

　時津支所管内では、全業種平均売上が１，３６７
万円と昨年平均１，４１３万円より３．３％の減少。
業種別では卸売業（▲８．５％）、製造業（▲８．２％）、
建設業（▲２．１％）、飲食・宿泊業（▲１５．３％）、
不動産業（▲３．１％）と軒並み減少となりまし
た。
　上昇した業種は小売業（＋０．６％）、サービ
ス業（＋０．４％）とわずかに２業種にとどまり
ました。
　一方、長与支所管内では、全業種平均売上が
１，２３１万円と昨年平均１，２１３万円より１．５％の
増加。業種別では卸売業（▲２．７％）、小売業
（▲２．６％）、建設業（▲３．２％）、サービス業
（▲０．２％）。一方、飲食・宿泊業（＋９．９％）、
不動産業（＋１０．０％）、特に製造業は２３．２％
のプラスとなり、全業種のプラスに牽引する結
果となりました。
　全体的に時津地区、長与地区とも売上の伸び
が鈍化傾向にある原因は、消費増税の影響、消
費者の買い控え、原材料の高騰等が考えられま
す。特に個人消費における心理的要因が大きか
ったと考えられます。

●今後の景気回復のために必要な政策は「個人
消費拡大策」

　今後の景気に悪影響を及ぼす懸念材料として
は「為替（円安）」「原油・素材価格の上昇」
「消費税制」「人材不足」等が考えられます。

　一方、景気が回復するために必要な手段とし
ては「個人消費の拡大策」「個人所得の増加」
「個人向け減税」等、個人の消費要因を改善さ
せることが景況への押し上げにつながると推測
されます。
　長崎管内では世界遺産をはじめとする「観光
需要」に一つの活路が見いだされ、国内だけで
なく中国等アジアを中心とした観光客(消費者）
に対して、今後の景気拡大への取組みが期待さ
れます。
　当商工会地区においても、こうした外部から
の消費者を積極的に取り込んでいくことが景気
回復への手段のひとつであり、国及び町等の各
種支援策を積極的に活用できるよう支援して参
ります。

（単位：万円）
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　今年度の労働保険年度更新の申告・納
付手続き期間は、平成２８年６月１日(水)～
７月１１日(月)までです。
　ただし、商工会労働保険事務組合委託の事業商工会労働保険事務組合委託の事業
所は、５月１６日頃が提出期限所は、５月１６日頃が提出期限です。詳しくは、
４月中旬に商工会から発送予定の「労働保険年
度更新に関するご案内」でご確認ください。
　同保険料等の算定方法は、平成２７年４月
１日～平成２８年３月３１日までに支払う賃金
総額(働いた月)に、保険料率を乗じて得た額
です。
　ご不明な点は、商工会・長崎労働局・労働基
準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)にお
問い合わせください。

　中小企業・小規模事業者が活用できる「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※」の公募が始まっています。
　商工会では補助事業計画書の策定、申請手続
等支援しています。
　その一環として、下記のとおり「補助金申請
書作成セミナー」を開催します。専門家から策
定のポイントをわかりやすくご指導頂きます。
　参加ご希望の方は、同封のチラシより商工会
までお申込みください。
　※補助金の詳細については、同封のチラシを
ご覧ください。

　補助金申請書作成セミナー

　1.日　　時：平成２８年４月１１日（月）
　　　　　　　　　　　　　１０時～１２時
　2.場　　所：西そのぎ商工会３Ｆ研修室
　3.受 講 料 ：無料
　4.申込締切：平成２８年４月８日（金）

　補助金申請個別相談会

　1.日　　時：平成２８年４月１１日（月）
　　　　　　　　　　　　　１３時～１７時
　　　　　　　　　　　　４月１２日（火）
　　　　　　　　　　　　　　９時～１３時
　2.場　　所：西そのぎ商工会３Ｆ和室
　3.受 講 料 ：無料
　4.申込締切：平成２８年４月８日（金）
　　※時間の都合により申込先着順とさせて
　　　頂きます。

　３月２５日（金）平成２７年度第６回理事会
を開催しました。
　主な審議事項は、①平成２７年度補正予算、
補正の原因は、プレミア商品券未執行・マイナ
ンバー関係備品購入・会館補修でした。
　また、②服務規程・個人情報保護規程及び労
働保険事務組合規程の一部改正及び特定個人情
報保護規程制定など、マイナンバー法案関連の
規定の整備を行いました。
　③平成２８年度の通常総会の日程を決定しま
した。

平成２８年度

通常総会のお知らせ
平成２８年度

通常総会のお知らせ
平成２８年度

通常総会のお知らせ

商　工　会商　工　会商　工　会

女　性　部女　性　部女　性　部

青　年　部青　年　部青　年　部

１.と　き：平成２８年５月２３日（月）　
　　　　　　　　　　　　　１６：３０～

２.ところ：長崎ロイヤルチェスターホテル

１.と　き：平成２８年４月２１日（木）　
　　　　　　　　　　　　　１７：００～

２.ところ：割烹たなか長与店（長与町嬉里郷）

１.と　き：平成２８年４月２２日（金）　
　　　　　　　　　　　　　１９：３０～

２.ところ：西そのぎ商工会 長与支所

早めの提出を早めの提出を
お願いいたしますお願いいたします
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　国では、平成２８年６月１日に、平成２８年
経済センサス-活動調査を実施します。
　同調査は、全産業分野の売上（収入）金額や、
費用などの経理項目を同一時点で網羅的に把握
し、我が国における企業等の経済活動を全国的
及び地域別に明らかにすることなど目的として
います。
　全国すべての企業等が対象で、県知事が任命
した調査員が、５月末までに企業等に調査票を
配布。インターネットによる回答又は記入済み
調査票を回収する方法により行います。皆様の
ご協力をお願いします。
　なお、ご不明な点は、長与町は政策企画課
(８８３－１１１１)、時津町は企画財政課
(８８２－２２１１)へお問い合わせください。

　３月１８日（金）に長崎の人気者、長崎亭キ
ヨちゃんぽん氏が、商工会のタウン情報誌『う
ぉっちんぐ』の取材に来てくれました！
　内容は、うぉっちんぐ最新号（ｖｏｌ．６７：３月
６日（日）新聞折込にて発行）、『花見に最適！
西そのぎの酒屋がススメるお酒特集』に掲載さ
れた店舗のうち、時津町か
ら山下酒店、にしじま酒店、
長与町から酒のパワーズ、
酒の山道に出演頂き、お店
とお酒の紹介をしていただ
きました。
　取材の模様は当日１７：００から生中継され、
緊張しながらも、楽しく酒屋、商工会、うぉっ
ちんぐの紹介をすることができました。早速、
お店に消費者からの問合せもきているようです。
　今後も、様々なメディアを活用し、西そのぎ
の情報発信をしていきますので、皆様のご協力
をお願いします！

　青年部では３月３日・４日に時津・長与両町の
９小学校にサッカーボールとソフトバレーボー
ルを８個ずつ計７２個を寄贈しました。
　地域貢献事業の一環で、小学校への寄贈は今
回が初めて。この取り組みには地域イベントで
得た収益等を充て、地域の未来を担う子供たち
のために役立てたいとの
思いから実施しました。
　ボールを受け取った児
童は、大切に使いたいと
うれしそうに語ってくれ
ました。
　今後も地域に根ざした
青年部として活動していきます！

サクラサク新入社員研修
まだまだ募集中！
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サクラサク新入社員研修
まだまだ募集中！

　新生活始まる頃、期待や不安に胸膨らませる
新入社員の皆様を対象に、『新入社員研修』を
実施します！
　近年は、求人数も増え、人材確保に苦慮され
ている企業も多いことと存じます。
　苦労して確保した貴重な人材に、最高のパ
フォーマンスを発揮してもらうためにも、是非
『新入社員研修』にご派遣ください！
　前日まで申込み可能です。どしどしご応募お
待ちしております！
　※詳しくは、同封のチラシをご覧ください

　1.場　所：西そのぎ商工会 本所・時津支所
　2.日　程：４月５日（火）、６日（水）
　3.対　象：新入社員及び若手職員
　　　　　　（入社３年目程度）
　4.参加費：５，０００円／人
　　　　　　（教材費、昼食代含む）
　5.講　師：

　　＜１日目＞
「職場・電話・言葉のマナーを基本から応用編まで」

　　フリーランスアナウンサー・コミュニケーションアドバイザー

　　　　　　　　　　　　峰下 和子 先生

　　＜２日目＞
「組織人の意識、チームビルディング実践」

　　増山人事労務センター所長・中小企業大学校講師

　　　　　　　　　　　　増山 正紀 先生
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　　　　　　　　　　制度の種類制度の種類       利率(年利％)利率(年利％)

㈱日本政策金融公庫普通貸付  　1.25～2.50％

㈱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％
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  　第１回 　　　　第２回

４月審査会　　４月　４日（月）　　４月１８日（月）

　申込期限　締め切りました 　４月　８日（金）

５月審査会　５月　９日（月）　５月２３日（月）

　申込期限 　４月 ２２日（金） 　５月１３日（金）

(平成２(平成２８年３月９３月９日現在)日現在)

事業所名　　代表者名　　 事業所名　　代表者名　　 業　種　業　種　　地区地区

　新上五島町商工会へ異動　新上五島町商工会へ異動　新上五島町商工会へ異動

（３月受付分）月受付分）

異動のごあいさつ異動のごあいさつ
長与支所主事 　　 三重商工会より異動　　 三重商工会より異動長与支所主事 　　 三重商工会より異動

着任のごあいさつ着任のごあいさつ着任のごあいさつ

「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）
「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）
「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）

振替納税をご利用の方へ振替納税をご利用の方へ振替納税をご利用の方へ

＜お問い合わせ先＞＜お問い合わせ先＞

●本所（時津支所）
　　担当：潮屋・相嶋　８８２－２２４０
●長与支所
　　担当：津　・中尾　８８３－２１４５

　４月１日付けで着任いたし
ました。
　西そのぎ商工会は、県下で
も規模の大きな商工会ですの
で、気を引き締めて勤めてい
きたいです。
　よろしくお願いいたします。

　平成２５年４月より３年間、
会員、役職員の皆様には大変
お世話になり、ありがとうご
ざいました。
　新しい出会い、貴重な体験
をさせて頂いたことに感謝し
ております。
　皆様のますますのご発展を
お祈り申し上げます。

長与

長与

時津

時津

時津

時津

時津

アロマ・リラクゼー
ション

石油販売業

不動産業

熱絶縁工事業

大工

エステ・化粧品
販売

飲食店

高木久美子

前田　 　昭

浦馬場峯子

川崎　綾子

前島　正直

吉田真理子

竹本　　純

アロマ長崎・リブ
レア

㈲コクユ

浦馬場　峯子

㈱カワサキエンジ
ニアリング

前島建築

ラ・レネット

中華料理 蜃気楼

　３月１５日(火)で今年の確定申告も終了し
ました。振替納税をご利用の方は、振替日が
下記のとおりとなっています。
　引き落としできない場合、延滞税がかかる
可能性がありますので、前日までに預貯金残
高のご確認をお願いします。

　所得税：平成２８年４月２０日(水)平成２８年４月２０日(水)

　消費税：平成２８年４月２５日(月)平成２８年４月２５日(月)

商工業者台帳のご確認をお願いします商工業者台帳のご確認をお願いします商工業者台帳のご確認をお願いします

　□商工業者台帳とは

　会員台帳は、西そのぎ商工会地区の事業所

の氏名・名称・住所などを商工会に登録する

もので、いわば企業の戸籍台帳です。

　□法定台帳の活用

　この台帳は全商工業者の発展に役立つ貴重

な資料として 善の注意を持って管理し、商

取引の照会、斡旋、諸証明、商工業に関する

調査研究の基礎資料など、皆様のお役に立つ

よう広く活用しております。

　□記載内容の確認お願い

　今回、台帳の記載内容を更新いたします。

同封の「商工業者台帳」の内容をご確認くだ

さい。
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