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あいさつを行う中村会頭

大村商工会議所ＨＰトピックス
◆ 「長崎県地場企業支援ファンド」について
（補助金）
◆ テナントミックス（家賃補助）募集
◆ 「創業塾まつり（仮称）」出店者募集
◆ 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

1月5日（金）市内のホテルで、平成30年大村商
工会議所新年祝賀会を開催。
祝賀会には関係機関・各団体・当所の会員事業所
の代表ら約330名が参加し、交流を深めました。

FEB/2018

【各部会の動き】
諫早税務署長 土岐和彦氏を迎えて税務講演会を開催 ～理財部会主催～
当所理財部会（㈱十八銀行大村支店支店長・小佐々 佳生
部会長）では1月25日、パークベルズ大村で税務講演会を開
催。講師に諫早税務署長・土岐和彦氏をお招きし、「税務
職員の職務と税務行政の将来像について」と題して講演し
ていただきました。土岐署長は主に国税徴収部門を歩まれ
要職を歴任されてきたことから、そのご経験に基づいた査
察調査の現場の事例も話されるなど、普段はなかなか聴く
ことの出来ないお話しに、聴講した約40名の部会員や会員
事業所の皆さんは熱心に耳を傾けていました。

運営委員会を開催 ～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1月12日（金）、当所で第3回運営委員会を開
催。西畑担当副会頭はじめ運営委員14名が出席し、視察
研修や会員拡大の取り組みについて協議。
平成29年度視察研修の趣旨として、世界遺産・歴史遺
産を中心とした長崎県内の観光地を視察先に選定したい
との意向が山口部会長から伝えられ、本年度の視察研修
先として、五島福江に決定した。
会員拡大に関し現状報告がなされ、運営委員に再度取
り組みへの協力を依頼しました。
その他、平成29年11月に前橋で開催された「全国商工
会議所観光振興大会」の報告や、運営委員の近況を報告
するなど情報共有を行いました。

土岐氏講演会の様子

次年度活動項目を決定 ～建設部会～
建設部会（㈱富永工務店 代表取締役 富永政巳部会長）
では１月22日、今年度第第４回目の運営委員会を当所で
開催し、富永部会長他副部会長、運営委員18名が出席。
次年度部会活動項目を決定しました。
また昨年８月から取り組んでいる当所会員拡大（獲得）
についても、正副部会長、運営委員全てが、入会勧誘先
の事務局への情報提供に努めることとし、年度末まで推
進してゆくことと致しました。
なお次年度建設部会の事業計画は下記の５項目。
①研修会、講習会の開催（時期、内容は未定）
②研修視察の実施（６月実施予定、関西方面）
③各関係機関との懇談会の開催と要望活動の実施
（時期、内容は未定）
④部会の増強推進（会員の拡大）
⑤部会員相互の親睦事業（ボウリング大会）の実施
（７月実施予定）

常議員会を開催

大村市と大村商工会議所など
4団体の高齢者見守り協定を締結

開会の挨拶を述べる中村会頭（当所会議室）

協定を結ぶ園田市長（中央）と中村会頭（左端）

大村商工会議所では１月30日に常議員会を開催し、三
役・常議員・監事18名が出席しました。
会議では、 第１号議案 大村商工会議所の旧浜屋ビル４
階内装工事費の次年度予算への計上の件、第２号議案 会
員拡大（獲得）の取り組み期間の延長の件、第３号議案
地区懇談会における大村市への要望の件が審議され、原
案どおり承認され、来る３月末に開催する通常議員総会
に上程もしくは報告することとなりました。
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1月15日（月）大村市役所で、高齢者等の異変を連絡す
る「見守り協定」の締結式が行われました。協定を締結し
たのは、大村商工会議所ほか、大村銀行協会、ヤマト運
輸、ワタミの3団体。
協定は、高齢者等が安心して暮らせる地域社会の実現を
目指し、各団体が業務中など異変に気付いた場合、大村市
に連絡する仕組みとなっています。
中村会頭は「まずは見守りの意識付けが大切である。何
かあったら連絡するよう務めたい。」と話されました。

平成 30 年２月20日

工業高校生へ県内企業が就職PR
～長崎県央振興局が開催

No.710

女 性 会 が 視 察 研 修を実 施

1月24日シーハットメインアリーナで、県内工業高校生とそ

の保護者を対象とした企業説明会が開催されました。県内に

事業所をもつ企業47社
（内大村市内に事業所がある企業11
社）
、大村工業高校1.2年生とその保護者約600名が参加。

県内にどのような企業があり、
どのような事業を行っている

かを知っていただく機会として、また県内企業への理解を深

め、県内企業への就職を促進し、若者の県内定着を進めること

を目的に長崎県央振興局が開催。

初の試みとなる企業説明会では、企業、高校生とも熱心に耳

を傾けていました。また、長崎県央振興局より
「長崎県就職応
援ＢＯＯＫ」
を創刊し、参加者に配られました。

歩行補助ロボットを見学する参加者

2月9日、大村商工会議所女性会
（富永ニヨ子会長）
では北九

州市にある門司麦酒煉瓦館と㈱安川電機の視察研修を実施し

ました。産業遺産的価値の高い赤煉瓦の史料館や、八幡製鉄

所から排出された鋼鉄を含む白っぽい煉瓦でできた建物等を

見学したのち、㈱安川電機では、世界に誇る産業用ロボットの、

ロボットによるロボットの組み立て等を見学。

人の腕のような関節を持つアームロボットがくねくねと滑ら

かに動き、部品を組み立てていく様に参加者一同関心を寄せ

ました。

安川電機みらい館では、ロボットによる医療診断、薬の調合、

歩行が困難な方のための歩行補助ロボット等を見学しました。

熱心に参加企業の代表・採用担当者から企業説明を聞く高校生

2月11日建国記念の日
市民の集いを開催
奉祝行事で
神事を受ける

特定退職金共済制度

一同

ラッパ隊を先頭に
アーケード内を
行進する
参加者一同

給付金請求にかかる
書類取り次ぎ方法変更のお知らせ
日頃より当所の特定退職金共済制度をご愛顧いただきあり
がとうございます。さて、平成２８年１月、
マイナンバー施工に伴
い、本制度においてもご協力いただいております。 現在、給
付金請求用紙は専用封筒に入れ、共済制度推進員もお取扱い

大村市日の丸会
（中村人久会長）
では、2月11日
（日）
の建国記
念日に西本町の皇大神宮で市民の集い奉祝行事を開催。約250
名の関係者・市民の方々に参加いただき、
建国の日を祝いました。
奉祝行事ではボーイスカウトの代表による平和の誓いが力強く

しておりましたが、
この度取扱いが厳重化し、
本年3月より、
専用
封筒を当所へ郵送でのご提出と変更させていただきます。ご
加入事業所様には別途詳細をご案内させていただきます。

誠にご不便おかけしますが、
よろしくお願い申しあげます。

読み上げられました。また寒い中、西沢大村店前からコレモおお
むら広場まで、
参加者一同行進を行い、
建国記念日を広く市民の
方々に浸透するよう、
また祝日の国旗掲揚を呼びかけました。

お問い
合わせ

大村商工会議所 総務部 ☎
（0957）53-4222
アクサ生命保険㈱大村分室 ☎
（0957）52-1414
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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２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

③報告

商工会議所

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 。
● 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

〒856-0826 大村市東三城町6-1
TEL0957-53-4222 FAX0957-52-2511

大村商工会議所主催 無料相談会
各相談会
開催場所
お問合せ
お申込みは

大村商工会議所 と

高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象
とした公的な融資制度です。

【ご 融 資 額】 お子さま１人あたり350万円以内
【金

利】 年1.76％

固定金利

※「母子家庭」、「父子家庭」、「世帯年収200万円（所得122万円）以内の方」
または「子ども３人以上の世帯かつ世帯年収500万円（所得346万円）以内の方」
は年1.36％（平成30年２月16日現在）

【ご返済期間】 15年以内
※「交通遺児家庭」、「母子家庭」、「父子家庭」、「世帯年収200万円
（所得122万円）以内の方」または「子ども３人以上の世帯かつ世帯年収500万円
（所得346万円）以内の方」は１８年以内）

【お使いみち】 入学金、授業料、教科書代、
アパート・マンションの敷金･家賃など
【ご返済方法】 毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能）
【保
証】
（公財）教育資金融資保証基金

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

（0570-008656（ナビダイヤル）または （03）5321-8656）

までお問い合わせください。

２月22日（木）13時～16時

平成
30年

今後の開催予定

３月22日（木）

̶̶ ・̶̶ ・̶̶ ・̶̶ ・̶̶ ・̶̶ ・̶̶ ・̶̶

無料法律相談会
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

日時

相談
時間

八木

義明

（長崎県弁護士会所属）

当所会員事業所 （従業員含む）

Ｈ30年３月２日（金）、４月６日（金）、５月11日（金）
● 13：00～
● 13：40～

● 14：20～
● 15：00～

● 15：40～
● 16：20～

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！～
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

（連帯保証人による保証も可能）

詳しくは、HP（「国の教育ローン」で検索）または教育ローンコールセンター

との共催

定例相談会

対象

お子さまの教育資金を「国の教育ローン」
（日本政策金融公庫）がサポート！

大村商工会議所
大村商工会議所中小企業相談所
TEL 0957-53-4222

対

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：

象： 当所会員事業所

宮本 秀樹

開催時間：13：00～、14：00～、15：00～、16：00～
開 催 日：平成30年２月21日（水）・３月20日（火）

決算書・確定申告書の当所受付は3月2日
（金）
が締切りです。
申告は
お済ですか？ ご協力お願いいたします。
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新 入 会 員

事業主のみなさまへ

○１月入会

UP！(アップ)
代表

本浦

智子

〒856-0831 大村市東本町343-4 2Ｆ
スナック

☎（0957）50-0900

スナックSky (スカイ)
代表

山口 みや子

〒856-0831 大村市東本町379-7
スナック

☎（0957）54-0377

（有）
ファミリーネット

代表取締役

石橋

一夫

〒854-0053 諫早市小川町1240-1
☎（0957）24-1484 保険代理店業

甘味処 日和(ひより)
代表

隂平

陽子

クラスペディア
代表

吉岡

和佳子

〒856-0831 大村市東本町3-3 3Ｆ
コンサルタント業・ライター業

らくだ診断舎

代表 坂井 由宇
〒856-0837 大村市西本町533
☎
（0957）
50-0540

二階堂

〒856-0014 大村市田下町463-3
☎（0957）56-2623

左官業

（医）おび産婦人科医院
理事長

小尾

重厚

☎(0957)54-1103

医療

遊漁船 espoir(エスポワール)
代表

遠藤

次彦

〒856-0013 大村市中岳町1158
☎（0957）55-3372

遊漁船業

平成30年４月１日以降

民間企業

2.0％

2.２％

国、地方公共団体等

2.3％

2.５％

都道府県等の教育委員会

2.2％

2.４％

＊障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員４５．
５人以上に広がります。
＊平成３３年４月までには、更に０．
１％引き上げとなります。

問合せ先

ハローワーク大村

－2018 年１月調査結果（概要版・付帯調査）－

業況ＤＩは、緩やかな回復基調続くも、足元で一服。先行きはほぼ横ばい

ポイント
ポイント

▶1月の全産業合計の業況DIは、▲14.4と、前月から▲1.1ポイントの悪化。電

５日
７日
11日
12日

子部品や産業用機械、自動車関連を中心とした生産や、インバウンドを含め
た観光需要は堅調に推移するものの、深刻な人手不足の影響に加え、鉄鋼、
農産物などの仕入価格や燃料費の上昇による収益圧迫から、建設業や飲食・
宿泊業などサービス業の業況感が悪化した。
ただし、「好転」から「不変」への変化も押し下げ要因となったことに留意
が必要。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、足元で一服感がみられる。

13日

▶先行きについては、先行き見通しDIが▲13.6（今月比＋0.8ポイント）とほぼ

17日

横ばいを見込む。個人消費の持ち直しやインバウンドを含めた観光需要拡
大、輸出や設備投資の堅調な推移、補正予算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・運送費の上昇、コスト増
加分の販売価格への転嫁遅れ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。

LOBO全産業合計の各D I の推移（2016年１月以降）
従業員D I
資金繰りD I
売上D I

15日
16日

18日
19日
22日
23日

25日

採算D I
業況D I
仕入単価D I
（下落ー上昇）

☎０９５７-５２-８６０９

三役の動き １月
４日

商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測）

法定雇用率
現行

裕也

☎(0957) 53-3155 菓子製造、喫茶

電気通信工事の機器販売・施工・保守

事業主区分

二階堂工業

〒856-0832 大村市本町223-2

所長 合原 朋浩
〒856-0817 大村市古賀島町488-1
☎
（0957）
56-8142

障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活
できる
「共生社会」
実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇
用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります
（障害者雇用
率制度）
。この法定雇用率が、平成30年４月１日から以下のように
変わります。

○２月入会

〒856-0834 大村市玖島1-688-48

(株)九州ＡＶ 長崎営業所

平成30年４月１日から
障害者の法定雇用率が引き上げになります

空家管理、シロアリ駆除保証

代表
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26日
27日
29日
30日
31日

仕事始め式：会頭、専務
アクサ生命保険㈱長崎支社長・金子英二氏着任挨拶：専務
大瀬良大地選手激励会：会頭
顧問・参与会議：三役
大村商工会議所新年祝賀会：三役
平成 30 年大村市成人式：会頭
大村市日の丸会総会：会頭、専務
２０１８公明党長崎県本部賀詞交歓会：会頭
観光部会運営委員会：西畑副会頭
大村市医師会新年会：会頭
三役会
高齢者等を地域で支える街づくり連携協定調印式：会頭
（一社）長崎県建設業協会大村支部新年会：会頭
大村市との懇談会：会頭、西畑副会頭、時副会頭、専務
大村青年会議所 2018 年度新年祝賀会：正副会頭
大相撲大村場所実行委員会（第９回）：会頭
大村市料飲業生活衛生連合組合「新春のつどい」：会頭、西畑副会頭、堀内副会頭
地域経済活性化委員会主管・2018 新春フォーラム（市民交流プラザ）時副会頭
福重専務理事ご尊父様告別式：会頭
OMURA 室内合奏団結成 15 周年記念パ - ティ：会頭、専務
建設部会第 3 回正副部会長会議、同第 4 回運営委員会：西畑副会頭
日本商工会議所 産業政策第二部 杉崎友則・副部長来所
（働き方改革関連法案等のヒアリング ) ：堀内副会頭
内外情勢調査会県央支部 1 月支部懇談会：会頭
大村市新市庁舎建設基本計画市民検討委員会・第 3 回会議：会頭
理財部会主催・諌早税務署長講演会：堀内副会頭
平成 29 年度県央保健所地域・職域連携推進協議会：専務
山下健一郎・市企画政策部長来所・旧浜屋入居改装工事の説明：専務
青年部 OB 会総会、喜寿・古稀・還暦お祝い会：会頭
大村東ロータリークラブ卓話：会頭
常議員会：三役
防衛友好団体交流新年会：堀内副会頭、時副会頭
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地域経済の発展は創業にあり ～新規創業者が新春フォーラムで講演
１月18日、市民交流プラザで当所地域経済活性化委員会（石坂
和彦委員長）主管による、「2018新春フォーラム」を開催。会員
始め、市内の創業間もない事業者や市民等総勢84名が出席。時忠
之・当所副会頭の開会挨拶の後、新規創業者２名による基調講演、
講演者とのパネルディスカッションで、創業の意義や地域経済にも
たらす効果について意見交換を行いました。
この催しは地域経済活性化委員会がこの１年間、取り組んでき
た事業の総括として企画したもので、テーマを“地域経済の発展
は創業にあり”と設定。基調講演を諌早市でコスト削減事業やリ
ユース事業に取り組んでいる㈱ラファイベント代表取締役 吉岡拓
哉氏が「地元で起業し地元からサービスを全国展開へ」を、市内
西本町のピザ屋・ＰｉｚｚｅｒｉａＢａｒ ＥＭＭＥ（ピッツェ
リアバール エンメ）を経営している江頭将和氏が「地元の自慢
から自慢の地元にする為に」と題して講演。
吉岡社長は、創業当時取引相手が確保できず、何で取引してく
れないのか、５年間危機感を持ちながら苦労したことや、そこで
学んだ仲間の大切さや会議の重要性を講話。将来東証マザーズに
上場する、と抱負を語られました。
江頭代表は、創業する際、地元を自慢したい人をターゲットに
したこと、市外に出て人を呼びたくなる、そういった付加価値を

探したこと、おいしいのは当たり前。新発見、ライブ感、ストー
リーなど、店の強みを広報できる確信を持って開店したことを講
話。情報社会であり、自分の足、目で分析、咀嚼することが必要
で、トレンドの予測や価値の変化を読み取り、新たな価値の提案
に繋げる。そうしてゆかないとすぐに真似される。真似できない
ものをつくることが重要、と所信を語られました。
基調講演後、石坂委員長がファシリテーターを務め、講演者２
名がパネラーとなり、参加者とともにディスカッションを行い、
今後の事業展開などについて、講演者と質疑応答の形式で進め
ました。当日園田大村市長も会場に駆けつけ、今後市内で起業
する方へエール
を送って頂きま
した。
フォーラム終
了後は希望者で
交流会を開き、
名刺交換や情報
交換を行い、
盛会裏に終えま
した。
ディスカッションをする様子

「第49回長崎県特産品新作展」受賞商品が決定しました！
県では、創意と工夫にあふれた新しい特産品を一堂に集め、県民に紹介するとともに、優れたものについて顕彰する「長崎県特
産品新作展」を毎年開催しています。
平成 29 年度の第 49 回新作展は、平成 30 年 1 月 16 日、長崎市の学校法人 川島学園で開催され、出品総数 181 点を厳正に審査。
その結果、4 部門より 17 商品が選定されました。
当所会員事業所様からも 4 商品が選ばれましたので、ご紹介いたします。
おめでとうございます。
農産加工品・酒・飲料部門
【最優秀賞】

大村海軍カレー

将

（有限会社シュシュ）

工芸・日用品・その他部門

【優 秀 賞】

パッションフルーツ甘酒
（鈴田峠農園有限会社）

【奨 励 賞】

（

長崎ポンス
チョーコー醤油
株式会社

）

【最優秀賞】

松原周作

ToiRo

（田中鎌工業有限会社）

※詳しくは、長崎県ホームページをご覧ください http://www.pref.nagasaki.jp/object/kenkaranooshirase/oshirase/3
http://www.pref.nagasaki.jp/object/kenkaranooshirase/oshirase/322649.html
本物にこだわり続けて36年

2/23（金）～３/２（金）まで
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