地域を育て地域を伸ばす
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地域に愛される大村発の新商品を応援します

第8回

最優秀グランプリ・大村市長賞は大村海軍カレー「将」(有)シュシュ

大村海軍カレー
「将」
（有）
シュシュ
優秀賞・大村市議会議長賞

長崎和牛 ひれすてーき弁当
料亭 富士松

見事最優秀グランプリに輝いた(有)シュシュの大村海軍カレー
「将」
。
おめでとうございます！
！(大村市コミュニティーセンター)

優秀賞・大村商工会議所会頭賞

優秀賞・じげたまグランプリ実行委員長賞

贅沢もちもちミルク

おからのちから

九一庵食品協業組合

SAKURA＋

当所では、
１０月８日
（日）
、大村市コミュニティーセンターにおいて、
「第８回 おおむらじげたまグランプリ」
を開催。大村市内１５社より１９商品が出品され、市民および専門家による
厳正なる審査の結果、上記の商品が受賞しましたのでお知らせいたします。
おおむらじげたまＧＰ実行委員会
（大村商工会議所内）

OCT/2017

第8回

の

出品商品

惜しくも受賞には届かなかったものの、どれも地元・大村にちなんだアイディアに
溢れた素晴らしい商品ばかりでしたので、ここで紹介させていただきます！！
キャロットオレンジワッフル

パッションフルーツのスムージー（甘酒）

オヨリス K

玖島あんぱん

あさころパン

プレミアム ゆずドレッシング

長工醤油味噌協同組合 大村工場

メリー梨ランド

ヘルシーフーズ㈲

大村製氷㈱
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鈴田峠農園㈲

大村プリン

デプロマート

お菓子のナガサキヤ

トムヤムクン鍋焼きうどん

㈱ OSAKI 企画・甘辛 cafe 鄙 HiNa

黄金の飯蛸塩麹漬け

ヘルシーフーズ㈲

ひじき麺「健やか想い」

氷のジョッキ

パッションフルーツのレアチーズケーキ

㈾荒木商会

鈴田峠農園㈲

大村の四季

お菓子のナガサキヤ

ざる豆腐

九一庵食品協業組合

マロンケーキ（マロニエ ディジョン）

シュクルボワ

九一庵のおからクッキー

㈱フルカワ

平成 29 年 10 月20日
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各部会の活動報告
工業部会
工業部会（部会長：田中博・田中工機㈱社長）では9月15日、先進地視
察を実施。今回は佐世保市の製造業の現場を学ぶ目的で、大阪鋼管（株）
と宮本電機（株）を訪問しました。大阪鋼管は大正10年の創業、ドイツで
習得した鋼管技術「冷間引抜鋼管」をわが国で最初に導入し、寸法精度が
良く、内外面の仕上りが滑らかな鋼管の製造を手掛けています。また、宮
本電機は生産設備分野の制御技術をベースに、多方面に自動化省力化のシ
ステムを構築、さらには幅広い顧客のオーダーに応じ、各種ロボットを製
作しています。
当日は会員15名が参加し、技術力や生産管理を実際に見て学び、また各
社の経営方針などを聴講し、自社へのフィードバックに活かしました。

理財部会
理財部会（部会長：小佐々佳生・㈱十八銀行大村支店長）では9月20

日、第2回運営委員会を開催し、小佐々部会長はじめ運営委員9名が出席。
本年度事業の遂行について協議しました。視察事業の候補地としてＡｍａ-

ｂｉｚ（天草市中小企業支援センター）を11月に視察することとし、税務
署長の講演会や諫早商工会議所理財部会との交流会について開催時期等を
確認しました。

また、会員拡大についても当部会の割当数を確認し、運営委員の方々に

協力をお願いしました。

建設部会
建設部会（富永政巳部会長）では９月29日、担当副会頭、正副部会長、

運営委員30名（内、委任者12名）が出席して、第３回運営委員会を開催。

①大村市新市庁舎の建設工事等、地元への発注要望実施報告と今後の進め方
については、各分科会で、大村市に対しての要望事項を、10月末を目途に

とりまとめることとしました。また②会員拡大の取り組みについては、正副
部会長、運営委員それぞれが大村商工会議所にまだ加入していない事業所等
を一社勧誘することとしました。

観光部会
観光部会（部会長：山口成美・㈲シュシュ代表取締役）では10月3日、

第2回運営委員会を開催。山口部会長、西畑担当副会頭はじめ、13名が出
席。本年度の取組として、①会員拡大について、②運営委員の補充につい
て、③平成29年度事業進捗について、の3議案を協議。視察事業として、
平成30年3月に実施を検討することとしました。

今後の活動として、11月開催の秋まつり・グルメフェアや12月開催の

大相撲大村場所誘致において、地元企業が潤うよう、事業を執り行いたい
と会長挨拶が行われた。

また、会員拡大について、部会割当数を確認し、意見交換を行い協力の

お願いを行いました。

エリアリノベーションに取り組む岡山市問屋町を視察

地域経済活性化委員会（石坂和彦委員長）では９月13日から14日にかけて、岡山市問屋
町を視察。視察の目的は、街の再生＝エリアリノベーション。
問屋町は1968年の卸センター街開きの時は、一辺380メートル四方のスクエアーに７６社が
軒を並べていましたが、バブル崩壊後は廃業が相次ぎ、空きビルだらけになってしまいまし
た。こんな街を何とか再生しようと、取り組まれてきた明石卓巳氏（（株）レイデックス代表
取締役、クリエイティブディレクター）にその取り組みをお聞きし、懇談を行いました。
明石氏の思いは「岡山で、他にはないまちをつくろう」で、岡山をどうにかしたいという
６人が集まり、考えられたのが、問屋町のブランド化で、①この街のグランドデザインの策
定、②スモールエリアの設定、③キャラクターの発掘、④コンテンツの創造、⑤岡山らしさ
のアンカーを打つ、⑥仕組み・基準を構築し継続させること、を項目として掲げ、活動を始
められとのこと。街路に基幹店（アンカー）を、賑わいが見えるようにジグザグに置き、価
問屋町を視察する一行
値観の可視化（目標、憧れ、誇り、共感）に努め、メインストリートは作らず、四角形の街
だから回遊性を持たせこと、また街の向きを変える工夫もされました。お金が無くても出店できる方策として、空きビルオーナーに家賃の交渉、例えば坪＝
２千円といった格安の金額のお願いや家賃入札制度の提案もされ、2015年には200店舗が軒を並べるまでになり、ここ10年間で、「若者のまち」へと変貌
してきました。
明石氏は、「街づくりには責任と強い心が求められる。何時でも誰でも立ち返れる「共通の思い」、それさえ守れば自由にできる。この街に関わる人を増
やし、みんなのための街を創る。街づくりには「共通のモノサシ」が必要。街を散歩しているだけの人もプレーヤー。」と話されました。また同時に街づく
りには通訳が必要。暗黙知を可視化してゆくことが重要、と助言されました。
２日目は広島県尾道市を訪問し、サイクリスト向けの複合施設・ＯＮＯＭＩＣＨＩ Ｕ２を視察。造船会社が埠頭に持っていた倉庫を改装した、宿泊施設
とレストラン、地元産品の売場を見学し、見識を深めました。
本視察には、石坂委員長、時副会頭、相田副委員長、服部委員が参加しました。

大村市中央商店街（アーケード）にお店を開きませんか。
家賃の半額（月額5万円を限定）を1年間補助します！
！

空
き
店
舗

へ
の

◆対 象 者→大村市中央商店街で商売をやりたい方。

応募要項

◆補助内容→家賃の半額(月額5万円を限定)を1年間補助。
◆受

付→随時

◆申 込 み→所定の申込書・必要書類が必要ですので、
詳しくは下記までお問合せください。
※家賃補助については、審査会で審査後、決定させていただきます。

「ぜひ商売に挑戦してみたい」人を
大募集しています！

お問合せ先 大村商工会議所中小企業相談所
お申込み先 TEL 0957-53-4222 ／ FAX 0957-52-2511

大村のまちを元気で魅力あるものにするために、
バイタリティー
溢れる人が大村市中央商店街に出店する際の家賃を補助します。
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事業種の皆様へ

労働保険の加入手続きは
おすみですか

第52回九州・沖縄地区防衛協会
連絡協議会が開催

【労働保険】とは、
「労働者災害補償保険（労災保険）」と「雇用保険」
とを総称した言葉で、政府が管掌する強制保険制度です。労働
者（パート・アルバイト等を含む）を一人でも雇用している事
業主（農林水産の一部の事業を除く）は、労働保険の加入手続
きを行わなければなりません。
「労働保険」とは、労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷
したり、病気にかかったり、あるいは不幸にも死亡された場合
に被災労働者や遺族の方を保護するために必要な保険給付等を
行うものです。

第 52 回九州・沖縄地区防衛協会連絡協議会「長崎大会」式典の様子

10月11日（水）長崎市内で、第52回九州・沖縄地区防衛協会連絡協議
会「長崎大会」が開催。九州各県から360名の参加があり、式典・講演

「雇用保険」とは、労働者が失業した場合や労働者について雇用
の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活や雇用
の安定を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付等
を行うものです。

会・祝賀会等盛況な大会となりました。大村東彼防衛協会からも園田大村
市長（大村東彼防衛協会会長）、中村会頭はじめ三役が出席。
同時に、第35回九州・沖縄地区防衛協会青年部連絡協議会「長崎大会」
青年部研修会も行われ、大村東彼防衛協会青年部から堀内副会頭、時副会
頭が参加。青年部研修会で
は、園田裕史大村市長が「自

事故や災害があった場合、労働保険に入っていないと、想像
以上の負担が会社にかかることもあります。働く人とその家族
だけでなく、会社を守るために、労働保険にすぐ加入を。
まだ加入手続きがおすみでない事業主の方は、速やかに手続き
をお願いします。

衛隊三部隊のあるまちの市長
として」の演題で、自衛隊発
足の歴史から、大村市民との
共生の現状について熱い卓話
を頂きました。
九州各県から参加の方々も
熱心に聴収され、意義深い研
修となりました。

◎労働保険の加入手続きは、労働基準監督署及び公共職業安定

青年部研修で熱い卓話を行われる園田市長

所（ハローワーク）の窓口又は電子申請で行うほか、労働保険
事務組合（厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体）
や社会保険労務士へ事務処理を委託（依頼）することもできます。

詳しくは

長崎労働局総務部労働保険徴収室
電話

095-801-0025

『みしまフェスティバル 2017』
多くの皆様方のご来場
ありがとうございました！

又は最寄りの監督署・安定所へ
お尋ねください。

園田裕史大村市長との懇談会を開催 女性会

女性会員の前で熱意を語る園田裕史・大村市長

女性会（富永ニヨ子会長）では、9月28日に園田裕史大村市長を迎え、
懇談会を開催しました。
女性会から、平成31年春に建設が予定されている県・市立図書館建設
に伴う街づくりについて 大村市内交通ネットワークについて質問しまし
た。
他にも、防災ラジオのより有効な使い方の模索、市内工事や市役所納品
業者の市内業者への発注等を要望。また街路灯や市内危険個所への改善等
懇談し、会は盛会裏に終了しました。
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9 月 30 日、長崎空港花いっぱい事業『みしまフェスティバル 2017』
が長崎空港花文字山で、約 5000 名近くの県民市民の方に参加いただき、
盛大に開催されました。
当日は、昨年度整備された『みしま花広場』で、大村発で初めての『プ
リンセス雅』という品種の桜の植樹や、子ども達に人気の『謎解きアド
ベンチャー』に多くの子ども達が挑戦しました。
また、大村商工会議所青年部では、大村市の市民憲章である「花と緑
のまちづくり」活動の一環として、一人一花運動を推進する為、花の苗
を入れたエコバッグを先着 300 名の来場者にプレゼントいたしました。

平成 29 年 10 月20日

三役の動き

新 入 会 員
○９月入会
磯 秀雄 様

１日

〒856-0827

３日

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

大村市水主町2-685-10

☎090-1342-0053

(株)木下工業
〒856-0008

貸ビル業

代表取締役

４日

貴將

５日

大村市松原3丁目1038-14

６日

☎
（0957）
56-9656

木下

解体工事業

(株)こすもすケアセンター 代表取締役 石田 賢二
〒856-0813

８日

大村市西大村本町755-1

☎
（0957）
20-7700

(株)リベロ

代表取締役

〒856-0820

９日

介護サービス事業

礒部

10日

吉弘

大村市協和町838-2

11日

☎
（0957）
47-5788 損害保険・生命保険代理業

13日

商工会議所ＬＯＢＯ
（早期景気観測）
－2017 年９月調査結果（概要版・付帯調査）
－

業況ＤＩは、3ヵ月ぶりに改善。先行きは慎重な見方残り、ほぼ横ばいの動き
ポイント
ポイント

14日
15日
17日
19日

▶9月の全産業合計の業況DIは、▲15.3と、前月から＋2.9ポイントの改善。た

だし、「悪化」から「不変」への変化が押し上げ要因となったことに留意が
必要。堅調な建設・設備投資に加え、インバウンドを含む好調な観光需要が
全体を牽引した。また、電子部品、自動車関連の生産が引き続き底堅く推移
した。他方、人手不足の拡大や、天候不順等による農水産物の出荷減・価格
上昇、消費者の低価格志向を指摘する声は依然として多い。中小企業の景況
感は総じて緩やかな回復が続くものの、そのマインドには依然として鈍さが
見られる。
▶先行きについては、先行き見通しDIが▲15.0（今月比＋0.3ポイント）と
ほぼ横ばいを見込む。輸出や設備投資の堅調な推移、秋の行楽シーズンに
伴う観光需要の拡大、消費持ち直しなどへの期待感がうかがえる。他方、
最低賃金を含め人件費の上昇や受注機会の損失など人手不足の影響拡大、
地政学的リスク、運送費・原材料費の上昇などを懸念する声は多く、中小
企業においては先行きへの慎重な見方が続いている。

LOBO全産業合計の各D I の推移（2015年９月以降）
従業員D I

売上D I

20日
21日

22日

23日
26日

資金繰りD I

29日
採算D I
仕入単価D I
（下落ー上昇）

15.9

16.1

16.5

業況D I
16.9

30日
17.1

17.5

17.9
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９月

大村市活性化推進協議会・大村市・大村市議会に対する
新市庁舎建設工事における地元業者への発注要望：会頭、専務
第 36 回竹松ゆかたまつり反省会：会頭
大村中央ライオンズクラブ･第 37 回小学校サッカー大会：会頭
アクサ生命長崎支社 2017 年 BWC キャンペーン Pａrt2 進発式：専務
竹松以北・萱瀬地区懇談会：三役
おおむら秋まつり実行委員会：専務
諌早税務署管内納税貯蓄組合連合会に関する諌早商工会議所との打合せ：専務
大相撲大村場所第 5 回実行委員会：会頭
海上自衛隊第 72 航空隊新司令 西田勝利氏着任挨拶：正副会頭
長崎県商工会議所連合会議員大会：三役～ 9 日
加藤正敏・日本商工会議所総務部長を囲む会：専務
長崎県商工会議所連合会議員大会・エクスカーション：西畑副会頭
竹松駐屯地創立 65 周年記念行事：会頭、堀内副会頭、時副会頭、専務
平成 29 年度大村市総合防災訓練：会頭
ＢＷＣキャンペーンＰａｒ
ｔ２進発式：専務
三役会：三役
大村市との懇談会：三役
地域経済活性化委員会岡山市尾道視察：時副会頭～ 14 日
九州・沖縄地区防衛協会連絡協議会役員会議：堀内副会頭
内外情勢調査会９月支部懇談会・中村知事講師：会頭
工業部会先進企業視察：堀内副会頭
龍神社例大祭 会頭
諫早税務署土岐署長来所：会頭
（社）全国労働保険事務組合連合会長崎支部事務局長・
相馬正弘氏来所：会頭、専務
大村経営者研究会 第 57 回定時総会懇親会：会頭
理財部会運営委員会：専務
大村市地域包括支援センター・前川センター長来所：専務
諌早税務署管内納税貯蓄組合連合会臨時総会、中学生の税
についての作文審査会：専務
会館問題検討特別委員会：三役
臨時三役会
中華人民共和国成立 68 周年記念祝賀会：会頭
第 45 回大村ライオンズクラブ優勝旗争奪少年剣道大会：会頭
ボートレース大村ナイター設備工事起工式：会頭
（株）アルカディア大村第 100 回定時取締役会：会頭
じげたまグランプリ実行委員会：時副会頭
第 2 回おおむら秋まつり実行委員会：専務
建設部会正副部会長会議、同運営委員会：西畑副会頭、専務
幸運ホールディングス（株）整備工場・倉庫新築工事竣工式、
同社創立 65 周年記念祝賀会：会頭
光と緑の園理事会：専務
幸運ホールディングス（株）整備工場・倉庫新築工事竣工
記念感謝ゴルフ大会：会頭

自分のお店を手に入れてみませんか？

大村有楽街内の現代ビル
賃料
月額

40坪 / 90,000 円

15坪 / 65,000 円

大村市水主町2-685-10

格安テナント
なんと
敷金なし！

現代ビル

★ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。

駐車10台可能

用途 / スナック・カラオケ・焼肉
居酒屋主に飲食店

☎090-1342-0053 （担当：磯まで）
いそ
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大村商工会議所

お問合せ・お申込みは
大村商工会議所主催

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！～
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

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
開催時間：13：00～、14：00～、
15：00～、16：00～
開 催 日： 10 月18 日
（水）

11月15日（水）

担当/岡野・山﨑

担保不要・保証人、

保証料不要・低金利

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！
【融資額】 2,000万円 以内

【利 率】

年利1.11％
(固定)

済】運転 7 年以内（据置1年可）
設備10年以内（据置2年可）
【こんな時にご活用ください】
※平成29年10月12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
【返

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

(

経営指導員
による調査

③報告
③

大村
商工会議所

） (

推薦審査会
による審議

審査・資金の貸付

④

）

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。

まで
10/24 ●～ 31●
火
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TEL 0957-53-4222
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。

所： 大村商工会議所
象： 当所会員事業所

場
対

No.706

日

時

場

所

平成
29年

10月26日
（木）13時～16時

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

申込先

今後の
開催予定

11月16日（木） 12月21日（木）

大村商工会議所主催

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
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）

11月10日
（金）、12月１日
（金）
平成30年１月19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

担当/岡野・山﨑

