地域を育て地域を伸ばす
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議員大会を平戸市で開催
－地域振興への取り組みを発表－

長崎県商工会議所連合会（会長・宮脇雅俊・長崎商工会議所
会頭）の議員大会が９月８日、平戸文化センターで開催され、
県内８つの商工会議所の会頭他、役員・議員約170名（うち当
所からは中村会頭他14名）が出席。全体会議では宮脇会長が開
会挨拶で、県内経済は緩やかながらも回復していること、長崎
県商工会議所連合会総会（7月27日）で決議した平成29年度の
長崎県への要望18項目を、中村知事に要望したことを報告。そ
の中で九州新幹線西九州（長崎）ルートについては、フル規格
での整備を要望してゆく決意を述べました。
今年度記念講演に代わる試みとして、県内４会議所から地域振
興への取り組み事例の発表が行われ、大村からは時忠之副会頭
が、「おおむらじげたまグランプリ」と「地区懇談会の開催」、
「地域経済活性化委員会の取り組み」を発表しました。

開会挨拶を述べる宮脇会長

大村の地域振興事例を発表する時忠之副会頭

SEP/2017

地区懇談会へのご参加ありがとうございました！
当所主催、地区懇談会を多くの会員の皆様にご参加
いただき、8月24日に西大村地区、9月4日に竹松以
北・萱瀬地区で開催。
7月19日に開催した大村以南地区を含め、全地区で
の開催を終了しました。
地区懇談会では、各地区の抱える課題や意見・要望
を頂き、今後当所内で十分に審議していきたいと思い
ます。
頂戴しました意見・要望について、また、
その後の当所審議の結果等は随時ご報告いた
します。
貴重なご意見やご要望を頂き、ありがとう
ございました。

大村市新市庁舎新築工事における要望活動を実施
（大村市活性化推進業議会）

大村商工会議所はじめ、市内6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9月1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の発注について2項目を園田裕
史・大村市長へ要望しました。
一行は大村市役所を訪問し、市
長へ要望書を提出。新市庁舎新築
工事では「オール大村」の下、設
計や工事等地元企業へ発注して頂
くことや、基本計画の策定の際に
は市内建設業界と市の幹部との懇
談の場を、複数回設けて頂くこと
を要望。
また、上記に先立って三浦正
司・大村市議会議長へ同様の内容
で支援を要請しました。

三浦議長へ支援の要請を行う一行
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日中親善協会総会を開催
8月30日、当所で大村市日中親善協会総会を開催。
中村会長（大村商工会議所会頭）が「当協会は昭和54年設立さ
れ今年で38年になる。ひとえに会員皆様が協会の目的、趣旨に
賛同頂いてるもの」と会員への感謝の言葉とともに、「中国と
は領土問題等で外交関係は悪化しているものの、中国からの来
訪者数は2016年は、630万人(対前年130万人増)と増え続けて
おり、経済効果をもたらしている。民間レベルでは活発に動い
ている。一昨年総領事館開設30周年となり、昨年には初の女性
総領事劉亜明さんが着任された。領事館がある県として、民間
団体として継続し関係改善に努めたい」と挨拶。
総会には、会員30名（内委任者16名）が出席し、
①平成28年度事業報告及び収支決算報告
②平成29年度事業計画(案)及び予算(案)
③役員改選
④その他
の4議案を会長が議長となり、審議を行い、原案承認。
今回の役員改選で、新たに顧問として、三浦正司・大村市議会
議長に、副会長として、松尾祥秀・大村市町内会長連合会長に
就任頂きました。

総会で審議を勧める中村会頭

平成 29 年９月20日
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企業が求める資格第１位！

日商簿記検定試験受験案内
平成
29年

試 験 日

９時
11月19日（日） １級・３級
２級
13時半
★
★

大村商工会議所大会議室

試験会場
申込期間

平成29年９月11日（月）～10月20日（金）

申込方法

インターネット申込（当所ＨＰより）、窓口申込、郵送

受 験 料

１級
２級
３級

￥ 7,710
￥ 4,630
￥ 2,800

問い合わせ

11月試験申込受付中！

〒856-0826

大村市東三城町6-1

大村商工会議所総務部 TEL（0957）53-4222
長崎県商工会議所連合会・長崎県珠算振興連合会主催

第68回長崎県珠算選手権大会を佐世保市で開催

真剣な表情でそろばんを弾く選手たち ( 佐世保市労働福祉会館 )

長崎県珠算振興連合会(会長・松永安一長崎商工会議所専務理事)は、9月
10日に「第68回長崎県珠算選手権大会」(共催 長崎県商工会議所連合会)を
佐世保市で開催しました。
小学校、中学校、一般・高校生の各部に県内の126人が参加。団体・個
人、個人種目別競技（読上暗算、読上算）で、日ごろの練習の成果を発揮
すべくそろばんの腕を競いました。
大村珠算連盟（当所内）所属選手の入賞者は次の通りです。(敬称略)

れる
地域に愛さ
します
商品を応援
大村発の新

第8回

小学校の部
▷団 体 競 技
▷読上暗算競技
▷読 上 算 競 技
〃
〃
▷優
良
賞

３位・浦辺珠算教室
［渡辺日向葵・山下仁・田川智楓］
３位・山下仁 （浦辺珠算教室）
２位・古木玲那（竹松塾）
２位・本村優果（竹松塾）
３位・古木実礼（竹松塾）
木場かん菜（竹松塾）

中学校の部
▷団 体 競 技

３位・浦辺珠算教室
[水本陽菜・城間さくら・頴川愛佳]

平成30年3月新規高等学校卒業予定者
合同企業面談会（県央会場）のお知らせ
計硫黄地域内企業の労働力確保と新規高等学校卒業者就職対策の一環とし
て、平成30年3月新規高等学校卒業予定者を対象に、求人企業と県内就職希
望者が一堂に会する合同企業面談会を実施します。

日

時

場

所

対象者
事業所様へ
お問合せ

平成
29年

13時～16時

10月20日（金）（受付開始12時30分）

ホテルグランドパレス諫早
平成30年3月新規
高等学校卒業予定者

参加希望については下記まで
お問い合わせください

ハローワーク諫早

TEL（0957）21-8609
諫早市幸町4番8号 担当：今村

市民審査員 の エントリー最終受付中 !!
最優秀グランプリ 市
優

秀

賞

長

賞

１品

市議会議長賞
会
頭
賞
実行委員長賞

３品

市民審査員の方には審査会場で、出品商品の
デザイン・加工技術・品質・味覚・価格などを評価、採
点して頂きます！エントリーはTel.0957-53-4222
（大村商工会議所）
にて、お申込人数、お名前、お電
話番号、ご住所をお伝え下さい。
審査会開催日/

平成29年10月8日
（日）

会
場/ 大村市コミュニティセンター
審査会スケジュール/ １１時１０分 集合をお願いします ※ 市 民 審 査 会 終 了
１１時２０分 要領説明
（大会議室）後、専門審査員によ
る専門審査会を行な
１１時４０分 審査
（試食、採点） い、１６時から表彰式
（大会議室）
を行なう
１３時１５分 終了・閉会挨拶
予定です。

○お申込み、お問合せ先

大村商工会議所内 おおむらじげたまグランプリ実行委員会
TEL.0957-53-4222
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大村商工会議所主催

新 入 会 員

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

○９月入会

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

ライトハウジング(株) 代表取締役 浪江 弘文

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。

〒856-0812

～例えばこんな「困った」を解決します！～

☎
（0957）
52-3456

◆ 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…。

所：大村商工会議所
象：当所会員事業所

場
対

担当行政書士： 宮本秀樹

10月18日（水）、11月15日（水）

開 催 日：

開催時間：13：00～、14：00～、15：00～、16：00～

担当行政書士のご紹介

行政書士事務所相続しあわせ相談室

（入国管理局申請取次行政書士・中小企業庁ミラサポ派遣専門家）

事務所所在地：大村市黒丸町197番地５
電話： 0120-13-0949

ホームページ： http://www.souzoku-siawase.jp
相続しあわせ相談室

大村商工会議所 ☎0957-53-4222

申し込み
連絡先

（担当：岡野、山﨑）

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29年９月13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

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

代表取締役 田中 信二

大村市玖島１丁目75-13

☎
（0957）
52-6278

建設業

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

平成
29年

13時～16時
９月28日
（木）

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

今後の
開催予定

10月26日（木） 12月26日（木）
※11月の開催はありません

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

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

大村商工会議所 中小企業相談所

〒856-0834

申込先

検索

建築業

(株)信栄総合建設

宮本秀樹

特定行政書士

大村市桜馬場1丁目439-2

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）

10月６日
（金）
、11月10日
（金）
12月１日
（金）
● 13
：00～

14：20～
● 13
：40～ ● 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

平成 29 年９月20日

新議員紹介
当所一号議員の議員職務者が変更になりましたので
お知らせいたします。（敬称略）

林

一号議員

高明

氏

三役の動き

２日 おおむら夏越まつり祭儀・もちまき・点灯式：会頭
３日

商工会議所ＬＯＢＯ
（早期景気観測）

４日

－2017 年８月調査結果（概要版・付帯調査）
－

業況ＤＩは、足踏み。先行きは慎重な見方残るも、緩やかな回復を見込む
ポイント
ポイント

東を中心とした記録的な長雨に伴う客足の減少や、農産物の不安定な出荷か
ら、サービス業や卸売業、小売業の業況感が押し下げられた。また、人手不
足の影響拡大や消費者の節約志向を指摘する声も多い。他方、電子部品、自
動車関連の生産や、夏休みのインバウンド需要が好調に推移したほか、建
設・設備投資の堅調な動きも続いている。中小企業の景況感は総じてみれば
緩やかな回復基調が続くものの、足踏み状況となっている。

LOBO全産業合計の各D I の推移（2015年８月以降）

７日

おおむら秋まつり理事会：会頭、西畑副会頭
８日 当所役員議員・初盆廻り：専務
９日 若杉・市産業支援センター長との意見交換会：堀内副会頭、専務

長崎県との製造業振興に関する意見交換会・懇談会：堀内副会頭

業況D I

（下落ー上昇）

16.4

16.8

16.12

17.4

17.8

10日

東日本大震災後の電力料金の上昇による経営への影響
▶ 東日本大震災後の電力料金上昇について、経営に「悪影響がある・懸念がある」
企業は62.7％。
▶ 今後も震災前より高い電力料金が続いた場合の対応については、「既存設備での節
電の実施など人件費以外のコスト削減」が54.0％、「省エネ性の高い設備（照明・
自家発電設備等）の導入・更新」が40.0％。
▶ 電力小売全面自由化（2016年4月）以降の電力購入契約先変更の有無については、
「変更（検討含む）した」企業が23.0％、「変更していない」企業が77.0％。

◆電力料金上昇の足元の経営への影響

37.3%

19.5%

43.2%

◆電力購入契約先変更の有無
変更した

23.0％

14.6%

変更を検討中
8.4%

検討していない
56.5%

既存設備での節電の実施など
人件費以外のコスト削減

54.0%

省エネ性能の高い設備（照明・自家
発電設備等を含む）の導入・更新

40.0%

検討したが、
変更していない
20.5%

77.0％

販売価格への転嫁

16日
18日
21日

33.4%

13.7%

対策を講じることは困難

12.3%

＜変更（検討含む）した理由＞

24日

※複数回答・上位４項目

より安価な電力料金や自社に適した料金体系を提示された

76.5%

購入契約先を変更しても電力の安定供給を受けられる

34.2%

他サービスとのセット料金等により料金が安くなる

19.0%

新契約先と取引上の関係がある

11.8%

＜変更していない理由＞
しばらく様子を見るべきと判断

大村市との懇談会：三役
大村市国民健康保険運営協議会：専務
防衛協会青年部役員会：時副会頭
大相撲大村場所実行委員会（第 4 回）：会頭
九州防衛協会青年部会長会議：堀内副会頭
西九州統合型リゾート研究会第 11 回定期総会：堀内副会頭
常議員会：三役

23日 大村市活性化推進協議会：会頭、西畑副会頭、専務

16.1%

人件費の削減（時間外労働の
削減や長時間労働の抑制等）

竹松駐屯地・八木聖一郎新司令着任挨拶：会頭・副会頭
大村バスターミナルビルオーナー会議：会頭、西畑副会頭、専務

＜今後も高い料金が続いた場合の対応＞ ※複数回答・上位６項目

料金の安い電力会社への変更

今のところ影響はないが、
震災前より高い状態が続け
ば悪影響が懸念される

長崎県商工会議所連合会・長崎県知事への要望：会頭、専務

市企画調整課来所・旧浜屋入居契約に関する打合せ：専務

仕入単価D I

悪影響はない
（今後もない見込み）

ソラシドエアー髙橋社長新任挨拶：会頭
県商連人事管理委員会：専務

採算D I

悪影響がある

大村高校ＥＴＡ総会：専務

理財部会運営委員会、地域経済活性化委員会合同／

資金繰りD I

悪影響がある
・懸念がある
62.7%

「飯南町とのふるさと納税返礼品連携協定」調印式：会頭

三役会

従業員D I

15.12

おおむら夏越まつり祭儀：会頭

６日 故・石坂エミヨ様忌明法要：三役

▶先行きについては、先行き見通しDIが▲16.4（今月比＋1.8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。輸出や設備投資の堅調な推移、インバウンドを含む観光需
要の拡大に加え、公共工事の増加などへの期待感が伺える。他方、深刻な
人手不足の影響拡大や、消費者の節約志向、運送費・原材料費の上昇、地
政学的リスクなどを懸念する声が多く、中小企業においては先行きへの慎
重な見方も続く。

飯南町親善訪問団歓迎懇親会：会頭

５日 第 34 回ふくしげ夏まつり：会頭

▶8月の全産業合計の業況DIは、▲18.2と、前月から▲2.1ポイントの悪化。関

15.8

８月

１日 おおむら夏越まつり花火大会：会頭

◆㈲林塗装工業 代表取締役
◆昭和 44 年生
◆故陰平貴嗣氏の後任

売上D I

No.705

55.9%

電力の安定供給に不安がある

28.1%

他サービスとのセット料金等にメリットが感じられない

16.9%

将来的に電力料金値上げの不安がある

13.1%

海上自衛隊第 72 航空隊司令・林 隆司氏 離任挨拶来所：会頭・副会頭
O-biz＆会議所情報交換会・懇親会：会頭、専務

25日 伸和コントロールズ納涼祭：会頭、専務
28日 西大村地区懇談会：三役
30日

大村市日中親善協会総会：会頭、専務
おおむら夏越まつり第 2 回資金部会：西畑副会頭
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「商工会議所福祉制度」キャンペーンのお知らせ
ベストウィズクラブ＊では、
「福祉キャンペーン」を９月中旬から 11 月末まで実施しております。本キャンペーンは、
「商
工会議所福祉制度」
（経営者・役員の皆様の保障や、退職金準備他、入院・介護・老後に備えた様々な保障ニーズにお応えす
るもの）を、会員の皆様によりよく知っていただき、会員事業所様の福祉向上にお役立ていただくことを目的としています。
商工会議所職員と、アクサ生命保険㈱の推進員がお伺いした際は、是非ご協力賜わりますよう、よろしくお願いいたします。
＊
「ベストウィズクラブ」とは、商工会議所共済制度・福祉制度の普及・推進を目的とし、全国各地の商工会議所及びアクサ生命保険㈱により運営されている組織です。

私たちが訪問いたします！

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

事業主のみなさまへ
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
障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として

法定雇用率
事業主区分

民間企業

現 行

平成30年４月１日以降

2.0％ ⇒

2.２％

まで
9/22●～29●
金
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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日から左表のように変わります。

※国、地方公共団体等事業主区分により法定雇用率は異なります。
※平成 33 年４月までには、更に 0.1％引き上げとなります。

ハローワーク大村 TEL0957-52-8609

お問い合わせ
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共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、すべての

金

