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国道34号大村諫早拡幅の新規事業化を要望

国土交通省

石井大臣へ要望

大村商工会議所ＨＰトピックス
◆ ものづくり補助金
◆ 平成29年度補正予算
「小規模事業者持続化補助金」の公募開始！
◆ 「経営セミナー」のご案内
◆ テナントミックス（家賃補助）募集
◆ 入札情報
◆ 貸会議室ご利用案内
◆ 各相談会の日程案内
その他、各種ご案内は…
大村商工会議所

検索

国土交通省 森技監へ要望
詳細は2面要望活動にて報告
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国道34号大村―諫早4車線化に向け
石井啓一国土交通相へ要望
当所中村会頭は2月22日、国道34号大村市与崎交差点から諫早市
花高入口交差点までの4車線化に向け、中村法道長崎県知事、園田
裕史大村市長ら一行と要望のため、石井啓一国土交通相と面会。
慢性的な渋滞緩和に向けて早期の事業化、完成を強く要望。新規
事業化については、全国の自治体から要望が相次ぎ、熾烈な順番待
ちの中で、石井国土交通相から「予算審議中で確定ではない」との
発言ながらも、前向きに検討していることを明らかにされた。
対象区間は現国道拡幅と一部バイパスを合わせたルート案が考え
られており、国立病院機構長崎医療センターが運用しているドク
ターカー（医師同乗救急車）の救命率向上などが期待されている。

国道34号大村～諫早4車線化
「新規事業採択時評価」の手続きに着手
～国土交通省～
２月28日国土交通省では、平成30年度予算に向けて、新規事業
採択時評価の手続き等に着手し、地方負担の負担者である都道府県
等への意見聴取を開始するとのプレスリリースが行われた。
新規事業化候補箇所・道路事業のうち、「一般国道34号大村諫早
拡幅」が選定。今後都道府県等の他に学識経験者等の第三者から構
成される委員会等の意見も聴き、評価結果を取りまとめる予定。

九州新幹線長崎ルート・全線フル規格整備を
自由民主党本部に要望
2月22日九州新幹線長崎ルートの開業のあり方を巡り、中村法道

大村市新市庁舎新築工事における地元企業への発注を再要望
－

大村市活性化推進業議会

大村商工会議所と市内建設関係５団体でつくる大村市活性化推進
協議会（会長・中村人久会頭）は３月２日、大村市新市庁舎新築工
事における建設工事等の地元企業への発注について、昨年９月に引
き続き、園田裕史大村市長へ再要望。
要望事項は、①大村公園等の景観に配慮した低層階の建物として
頂くこと、②新庁舎の基本設計・実施設計の業務については、大手
と地元で組織したＪＶに発注頂くこと、また設計監理業務は分離
し、地元業者に発注して頂くこと、③新庁舎の躯体建設工事は、３
工区に分割頂き、地元業者に分離方式で発注頂くこと。また附帯工
事等は、地元企業へ発注して頂くこと、の３項目。
この後三浦正司大村市議会議長へも、再度上記要望への支援を要
請した。

大村市の経済活性化に関する要望を実施
当所地区懇談会での要望を伝える
大村商工会議所では３月２日、正副会頭と専務理事が、園田裕史
大村市長へ「大村市の経済活性化に関する要望」を行った。要望実
施は、昨年７月から９月にかけて市内３ヵ所で開催した当所地区懇
談会で、会員の皆様から大村に対して要望された事項の内、①新幹
線開通に伴う新大村駅周辺の街づくりアクションプランの早期策定
と市内全域交通体系の早期策
定、②大村市の物品、役務の発
注における、市内業者への優先
発注（入札制度の改正）、の２
項目。合わせて会員皆様からの
全ての要望も一覧表にして、大
村市の担当部局へお届け頂くよ
う要望した。
園田市長へ要望書を渡す中村会頭

ものづくり補助金

公募説明会

長崎県知事や県議会、沿線自治体、経済界の幹部らが自由民主党本

平成29年度補正

部を訪れ、岸田文雄政調会長に全線フル規格で整備するよう要望。

『平成29年度補正 ものづくり・商業・サービス経営力
向上支援補助金』のご案内

岸田政調会長は与党の整備新幹線建設推進プロジェクトチームの
座長を務めており、長崎県からの熱い思いを伝えた。

中華人民共和国駐長崎総領事
講演会・交流会を開催

～大村市日中親善協会

大村市日中親善協会（中村人久会長）は2月26日、市内で劉亜
明 中華人民共和国駐長崎総領事をお招きし、初の講演会を開催。
園田裕史大村市長はじめ、約50名の協会員が熱心に聴講。講演
終了後は、劉亜明総領事と参加者で交流を行い、民間レベルの日
中親善の機会をお互いに高め合った。

ものづくり補助金（平成29年度補正ものづくり・商業・サービス
経営力向上支援補助金）の公募が開始されました。併せて、公募説明
会を下記のとおり開催します。

■事業概要
足腰の強い経済を構築するため、日本経済の屋台骨である中小企
業・小規模事業者が取り組む生産性向上に資する革新的サービス開
発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等の一
部を支援します。
当日
■公募締切 平成

30年

４月27日
（金） 消印有効

■補助金額（補助率１／２、２／３）

本事業は、「革新的サービス」「ものづくり技術」の２つの対象類
型があります。また、それぞれについて、「企業間データ活用型」
「一般型」「小規模型」があります。
１．企業間データ活用型 補助率２／３ 補助上限額：1,000万円
２．一般型
補助率1／2、2／3 補助上限額：1,000万円
３．小規模型
補助率1／2、2／3 補助上限額：500万円
※詳しい公募内容は中央会ＨＰより公募要領をダウンロードしご一読下さい。
http://www.nagasaki-chuokai.or.jp

■公募説明会

※事前に電話・ＦＡＸ等で申し込みをお願いします。

場
所
日
時
会 場
長 崎 ３月12日（月）14:00～15:30 サンプリエール（長崎市元船町2-4）
佐世保 ３月13日（火）14:00～15:30 アルカスSASEBO（佐世保市三浦町2-3）
大 村 ３月14日（水）14:00～15:30 長崎インターナショナルホテル（大村市水主町1-973-1）

問合せ先 長崎県中小企業団体中央会工業振興課（長崎県地域事務局）

劉亜明駐長崎総領事の講演会の様子
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TEL（095）826－3201

ものづくり補助金

FAX（095）821－8056
検索

平成 30 年３月20日

部会・委員会の活動報告
次年度事業計画を決定～製造・卸部会～
製造・卸部会（ミヤタ㈱代表取締役 宮田正一部会
長）では２月19日、今年度第３回目の運営委員会をテ
ラスフィールドで開催し、宮田部会長他担当副会頭、運
営委員5名が出席。
中川副部会長を筆頭副部会長に選任するとともに、
次年度部会事業計画を決定。また、8月から取り組んで
いる当所会員拡大（獲得）については年度末までの推
進となり、事務局へ入会勧誘先の情報提供をすること
とした。
なお、次年度製造・卸部会の事業計画は下記の３項目
①企業見学会の開催
②講習会、研修会の開催
③交流会の開催（部会内ビジネス交流会・若手経営者
等との交流会など）

第20回当所会員対抗ボウリング大会
「春菜Ａ」チームが団体優勝！
～労働福祉委員会～
2月22日に毎年恒例の当所労働福祉委員会(松村学委員
長)主催・第20回大村商工会議所会員対抗ボウリング大
会を、大村Ｊボウルにて開催し、会員事業所から21チー
ム（3名1組63名）が出場。
団体では、アートビレッジ春菜の「春菜Ａ」チームが
1,143点（2ゲーム総得点）で優勝。準優勝には㈱親和銀
行大村支店の「あなたの一番に」、浦辺珠算教室の
「グッドラック」が3位に輝いた。
個人では、大川内繁憲さん（「春菜Ｃ」チーム）が
426点（2ゲーム総得点）という素晴らしいスコアで
優勝。
団体上位3チーム及び個人優勝には、入賞賞品に加え
旭砕石㈱様より特別協賛も贈られた。また、惜しくも入
賞が叶わなかったチームへも健闘を讃えて賞品が贈ら
れ、大いに盛り上がりを
見せた大会も無事に終
了。
ご出場頂きました会
員事業所の皆様、あり
がとうございました。
次回も是非、ご家族
やご友人をお誘い合
団体優勝した
「春菜Ａ」
チーム
わせの上、ご参加ください
！
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五島・福江へ視察研修～観光部会～
当所観光部会（㈲シュシュ代表取締役 山口成美部会

長）では、3月4日～5日にかけて1泊2日の視察研修を実
施し、山口部会長、西畑副会頭はじめ14名が参加。

今回の視察は、今年世界遺産登録になると思われる、

奈留島の江上天主堂視
察を目玉に、五島各地
の観光スポットを視察
し、部会員の知識向上
と、観光都市を目指す
大村市の活性化に役
立てることが目的。

本年度の事業報告と次年度の事業計画を決定
～商業・食品部会～
商業・食品部会（フィーランド㈱代表取締役 野島進
吾部会長）では２月19日、当所で第３回目の運営委員会
を開催し、野島部会長、時副会頭、運営委員７名が出
席。
本年度に実施したオープンカウンター方式の意見交換
会や視察研修事業等の報告を行い、次年度の部会事業計
画を決定した。
当部会の次年度事業計画は下記の通り。
①企業経営・地域活性化のための各種セミナーの開催
②視察研修事業の実施
③地元企業の受注拡大のための自衛隊３部隊幹部との
懇談会開催

ビジネス交流会や地域経済活性化
講演会の開催に取り組む
～地域経済活性化委員会～
地域経済活性化委員会（石坂和彦委員長）では２月20
日、当所で平成29年度第10回目の委員会を開催。委員16
名（内委任状行使委員11名）が出席。
委員会では今年度実施した事業について総括を行った
後、次年度事業について協議し、事務局から提案した大村
市の新規補助金事業・ビジネス交流会、地域経済活性化講
演会の開催に取り組むこととした。

諫早商工会議所理財部会との交流会を開催～理財部会～

当所理財部会（㈱十八銀行大村支店長 小
佐々佳生部会長）では2月15日におおむら
夢ファームシュシュで、諫早商工会議所理
財部会（部会長：井手雅康・井手雅康税理士事務所代表）との交流会を開催。
この交流会は平成２２年度より毎年開催地を諫早と大村の交互で実施しており、それぞれ
の部会や会議所活動の概要、市の状況や問題等について意見交換をした。今回は大村市都市
整備部都市計画課の担当者を招いて、両市を繋ぐ重要なインフラ整備事業である国道34号大
村－諫早間の拡幅について説明を受け、その後は参加者一同懇親を深めた。
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大村商工会議所 と

との共催

定例相談会

創業融資、一般融資に関するどのようなご相談でもOKです。
但し、事前のお申込みをお願い致します。

日

時

場

所

申込先

平成
30年

大村商工会議所

大村商工会議所中小企業相談所
電話：0957-53-4222

４月26日
（木） ５月24日（木）

今後の
開催予定

無料法律相談会

大村
商工会議所
主催

日刊工業新聞社主催の「第 28 回読者が選ぶネーミング大賞」に
当所会員田中工機㈱の次世代自走乗用ピッカー「AGIRL
（アガー

ル）」がユニークさや発想力に着目した「アイデアネーミン
グ賞」を受賞されました。

おめでとうございます！
大村商工会議所のマル経融資が
小規模事業者の皆さんを応援！
担保不要・保証人、

保証料不要・低金利

【利 率】

【融資額】 2,000万円 以内
【返 済】運転 7 年以内（据置1年可）
設備10年以内（据置2年可）

年利1.11％
(固定)

【こんな時にご活用ください】
※平成30年３月９日現在
● 運転資金として
仕入資金、手形決済資金、給与・ボーナスの支払い
● 設備資金として
工場・店舗の改装資金、車両購入、機械設備の購入 などに

小規模
事業者

①推薦
申込
①
②
②経営
相談

大村
商工会議所

③報告
③

大村
商工会議所

④

推薦審査会
経営指導員
(による調査
） (による審議
）

審査・資金の貸付

日本政策
金融公庫

④融資の推薦

以下のすべての要件を満たす方がご利用できます
常時使用する従業員数が 商業・サービス業で5人以下、製造業・建設業・宿泊業・娯楽業等は２０人以下の小規模
事業者（ただし、事業主・家族従業員・臨時・パート・法人の役員は除く）で、次の条件にあてはまる個人、法人。

● 商工会議所の経営指導（原則６ヵ月以上）を受けている個人、法人
※ この融資制度は、小規模事業者の方が商工会議所の経営指導を受けて、経営や技術の改
善を図るための資金を担保も保証人も無しに低利で融資する国の制度資金です。商工会
議所が申込を受付、審査の上、
日本政策金融公庫へ推薦し、公庫から貸し出されます。

大村商工会議所 中小企業相談所
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〒856-0826 大村市東三城町6-1
TEL0957-53-4222 FAX0957-52-2511

経営のことからプライベートなことまで

会員事務所と、従業員様のための”無料”法律相談では、些細なことでもご相談に応じます。
担当
弁護士
場所

日時

相談
時間

八木

義明 （長崎県弁護士会所属）

大村商工会議所

対象

当所会員事業所

（従業員含む）

５月11日
（金）

４月６日（金）
６月１日
（金）
●
●

13：00～
13：40～

●
●

14：20～
15：00～

●
●

15：40～
16：20～

担当弁護士のご紹介

八木義明法律事務所

八木

義明（長崎県弁護士会所属）

＊事務所住所：大村市東本町290-2
（大村裁判所前、
検察庁横）
＊事務所電話：0957-47-9800 ＊ホームページ：http://yagilaw.wixsite.com/1111

【申し込み・連絡先】

大村商工会議所 ☎0957-53-4222

担当/岡野・山﨑

許認可申請・法人設立・相続手続き等

行政書士による無料相談会

会員様のビジネスから暮らしのお困りごとまで全力でサポートします！お気軽にご相談ください。

～例えばこんな「困った」を解決します！～
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

● 商工会議所地区内で原則として１年以上営業していること。
● 所得税（法人税）、事業税、住民税（県民税・市民税）
・消費税を完納していること 。

３月22日
（木）13時～16時

介護事業、運送事業を始めたいのだけど、どんな許可が必要？
元請や銀行から建設業許可を取ってほしいと言われるのだが…。
契約書を作成したい。
今までは個人事業だったけど、法人化したい。
農地を取得して家を建てたい、宅地分譲をしたい。
外国人を雇いたい。
身内の相続や、遺言（事業承継）について悩んでいる…。

担当行政書士：

宮本 秀樹

対
象： 当所会員事業所
開催時間：13：00～、14：00～、15：00～、16：00～
開 催 日：４月18日（水）・５月16日（水）・６月20日（水）

ホームページ： http://www.souzoku-siawase.jp
申し込み
連絡先

相続しあわせ相談室

大村商工会議所 ☎0957-53-4222

検索

担当：
岡野、山﨑

平成 30 年３月20日

新 入 会 員

○１月入会

○２月入会

代表理事 酒井 辰郎

代表 藤崎 文子

〒856-0831 大村市東本町379-7
☎（0957）54-0377

コレモおおむらが大村地区にて
無料送迎バスの運行を開始

（一社）大村市観光コンベンション協会

スナックSky

スナック

〒856-0834 大村市玖島１丁目４５-３
☎
（0957）
52-3605
観光振興業・旅行業、観光センターの施設運営等

Bourangerie 035

菅野谷興産

(ブーランジェリーゼロサンゴ)

代表 菅野谷 心

〒856-0019 大村市野田町８８８‐２
☎
（0957）
56-8958

代表 尾﨑 千春

〒856-0822 大村市古町1丁目543-9
パン小売り

土木工事、解体工事、プラント工事

商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測）
－2018 年２月調査結果（概要版・付帯調査）－

業況ＤＩは、足踏み。先行きは改善見込むも力強さ欠き、横ばい圏内の動き
ポイント
ポイント

2月の全産業合計の業況DIは、▲17.1と、前月から▲2.7ポイントの悪化。記
録的な大雪・寒波による客足減少や物流混乱の影響に加え、深刻な人手不
足、鉄鋼や農産物などの仕入価格の高止まり、燃料費の上昇が、広く業況の
押し下げ要因となった。他方、電子部品や産業用機械、自動車関連の生産、
都市部を中心とした再開発、設備投資は引き続き堅調に推移している。中小
企業の景況感は、総じて緩やかな回復基調が続いているものの、足踏み状況
がみられる。

▶

▶先行きについては、先行き見通しDIが▲13.0（今月比＋4.1ポイント）と改善

を見込むものの、「悪化」から「不変」への変化が主因であり、実体はほぼ
横ばい。消費の持ち直しやインバウンドを含めた観光需要拡大、生産や設備
投資の堅調な推移などへの期待感がうかがえる。他方、人手不足の影響拡大
や、原材料費・燃料費の上昇、コスト増加分の価格転嫁の遅れ、株価急落な
ど不安定な金融市場の影響を懸念する声も多く、中小企業の業況感はほぼ横
ばいで推移する見通し。

大村街づくり㈱（鹿取栄治代表取締役）が運営する商業施設コレモ
おおむらが、中心市街地への来店者増加と高齢化が進み買い物弱者の
増加が予想される地区の課題解決のために、３月12日より無料送迎
バスの運行を開始した。
送迎バスの導入にあたっては大村街づくり他４社（㈱かとりスト
アー・㈲時代屋・㈱まえだ・㈱駅前文具）が連名で経済産業省の地
域・まちなか商業活性化支援事業【個店連携支援モデル】へ補助金申
請を行い九州で唯一採択され、導入費用の支援を受けた。申請にあ
たっては、長崎県中小企業団体中央会・長崎県よろず支援拠点・大村
商工会議所が支援を行った。その他、ルート設定に際しては大村地区
老人会連合会の意見を参考にされた。
本バスは毎週月曜から土曜（日曜運
休）の９時30分～16時頃の予定で大
村地区内を主に運行。運行ルート表等
はコレモおおむらにて配布されてお
り、ホームページでも閲覧可能。

三役の動き ２月
１日
２日
３日
５日
６日
７日

８日

LOBO全産業合計の各D I の推移（2016年２月以降）
11日

従業員D I
資金繰りD I

売上D I

13日
15日

業況D I
採算D I

16日

仕入単価D I
（下落ー上昇）

18日
◆事業者向け販売における販売先との
取引条件（2016年度比較）
その他
3.1%

改善した
17.1%

取引条件は
むしろ悪化している
1.2%

改善した事項は
無い・変わらない
78.6%

手形払いの要請がなくなった
49.2%
（現金払いに変更、サイト短縮等）
支払い代金の遅延・減額が
なくなった
金銭や人員等の提供の要請が
なくなった
金型等の保管・管理要請が
なくなった

◆改正個人情報保護法への対応状況（全産業）
その他
3.1%

15.7%
8.4%
2.1%

※対応に苦慮している・自信がない
企業が回答 【複数回答・上位5項目】

対応に苦慮して
いる・自信がない
26.5%

対応中

33.5%

◆改正個人情報保護法への対応に
ついての課題

（参考）改正個人情報保護法への
対応状況（2017年2月時点）
問題なく
対応している
70.4%

19日

◆改善した取引条件

※改善した企業が回答 【複数回答・上位5項目】

口頭のみの発注がなくなった

34.1%

対応する内容は
16.9%
分かっているが未着手
具体的に何をすべきか
49.0%
分からず準備できていない

20日
21日
22日
23日
25日

改正個人情報保護法の内容把握 65.9%

26日

個人情報の取得・利用・保管等
62.2%
における社内ルールの整備
社内（正規・非正規社員）
43.7%
への周知・徹底
情報セキュリティ対策や
38.8%
システムの改修等の負担費用

27日

社内人材の不足
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25.2%

28日

次期商工青年部会長、専務予定者来所 : 専務、局長
アクサ生命保険（株）CCI 営業管理部・山田勝彦管理部長、
長井繁九州営業局長来所 : 専務
西大村地区商店会連合会新年会：会頭、専務
16:30 富松神社節分祭 会頭
大村バスターミナルビル３オーナー会議：会頭、西畑副会頭、専務
三役会
大村市新幹線まちづくり課来所：会頭
自殺対策ヒヤリング・市国保健康課 松永課長来所：専務
「九州新幹線西九州ルートを実現させる会」要望活動：会頭
玖島稲荷神社初午祭：会頭
第 3 回大村市国民健康保険運営協議会：専務
（一社）大村市物産振興協会平成 30 年新年会：会頭
長崎県国保運営協議会会長連絡協議会：専務
建設部会正副部会長会議：西畑副会頭
山下健一郎・市企画政策部長、市の総合計画審議会の件で来所：会頭
大村市日の丸会・建国記念の日市民のつどい、
日の丸行進：会頭、堀内副会頭、時副会頭、専務
第 13 回長崎街道大村藩宿場まつり：会頭、堀内副会頭、時副会頭
第 3 回大村市国民健康保険運営協議会・市長答申：専務
地域連携ポイントカード事業打合せ：専務
諫早、島原、大村正副会頭懇談会：会頭、西畑副会頭、堀内畑副会頭、時畑副会頭、専務
大村市新幹線まちづくり推進協議会第 2 回幹事会：専務
理財部会運営委員会・理財部会主催諫早商工会議所理財部会との交流会：堀内副会頭、専務
長崎県産業教育振興会第 2 回常任理事会：専務
大村市活性化推進協議会、市議会経済建設委員会、
公共施設整備調査特別委員会との勉強会：会頭、西畑副会頭
会館問題検討特別委員会：会頭、西畑副会頭、堀内副会頭、時副会頭、専務
大村フラワー大使審査会：会頭
大村市姉妹都市親善協会役員会：会頭
三役会
商業・食品部会運営委員会：時副会頭、専務
製造・卸部会運営委員会：時副会頭
地域経済活性化委員会：時副会頭
大村市新市庁舎建設基本計画市民検討委員会・第 4 回会議：会頭
九州新幹線西九州ルートを実現させる会・中央要望：会頭
大村市商店会連合会新春の集い：西畑副会頭、堀内副会頭、専務
（公財）長崎県建設技術研究センター第 4 回理事会：専務
会館問題検討特別委員会：会頭、西畑副会頭、堀内副会頭、専務
市契約管財課・木村氏来所：会頭、専務
竹田商工会議所・大村市中心市街地活性化事業視察：専務
九州防衛協会青年部主催 与那国研修～ 2/28：堀内副会頭
劉亜明中華人民共和国駐長崎総領事講演会交流会：会頭、西畑副会頭、専務
会議所ニュース入札説明会：専務
大村バスターミナルビル管理組合オーナー会議：会頭、西畑副会頭、専務
大相撲大村場所実行委員会（第 10 回）
：会頭
平成 29 年度自衛隊雇用協議部会：会頭
県央地域産業保健センター運営協議会：専務
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コースの確認、ご予約は
協会ホームページをご確認ください
桜シーズンにボランティアガイドの案内で、市内の桜と
しゃくなげの名所を巡ります。

よって行かんね

大村

検索

平成29年度の様子

お問合せ先

観光コンベンション協会

TEL：0957-52-3605
本物にこだわり続けて36年

3/23（金）～３/30（金）まで
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