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通常議員総会を開催

＊お問合せ先＊

（内容は2面に記載）

JUL/2017

通常議員総会を開催
～平成28年度事業報告及び収支決算を承認～
大村商工会議所では６月２７日、市内ホテルで通常議員総会を
開催し、役員・議員６2名が出席しました（うち、委任状執行者
９名）。
総会では、第１号議案・平成２８年度事業報告、収支決算の
件。第２号議案・一般会計、会館建設積立金会計の補正予算（旧
浜屋への入居に係る当所内装工事の実施設計費、工事監理費の支
出）の件。原案どおり承認しました。
また、報告事項として ア）参与の追加委嘱について イ）各種
要望活動の実施についての２項目を報告しました。
日本商工会議所より、雄城前専務理事へ長年の功績を讃え感謝
状が授与されました。

工業技術センター 第100回月例懇談会
伸和コントロールズ（株）
幸島社長 自社を語る

長崎県工業技術センターでは、７月４日（火）、第100回月例懇
談会を開催。「月例懇談会」は、毎月、県内企業が事例発表を行
い、参加者と意見交換・討議を行うものですが、今回は第100回を
記念し、伸和コントロールズ（株）代表取締役・幸島宏邦氏が「一
期一会の経営」と題した講演を行いました。
当日は100名を超える参加者が聴講。幸島社長は、会社のこれま
での歩みや苦労についてお話しされ、苦境にあっても、ひたすら目
の前のお客様に真心を込めておもてなしをする精神、人を育てる環
境を守り続けたことを振り返られました。また会では、スライドを
通して、同社が各拠点で取り組んでいる納涼祭やローズ・ガーデン
についても紹介され、参加者から賞賛を受けました。
中村会頭から感謝状を受け取る雄城前専務理事

海上自衛隊大村航空基地隊

「オープンカウンター方式」説明会を開催

○ 伸和コントロールズ（株）
ホームページ

http://shinwa-cont.com/

平成29年度大村東彼防衛協会
理事会・総会・懇親会を開催

～ 商業・食品部会 ～

議事進行を行う園田会長（大村市長）
23事業所から28名が参加した会場の様子

当所商業・食品部会（野島進吾部会長・フィーランド(株)代表取
締役）では、7月11日に市内ホテルでオープンカウンター方式＝
［九州・沖縄の中小企業で資格要件に合致していれば誰でも参加で
きる、インターネットのホームページを活用した簡易入札制度。大
村は昨年8月より運用を開始］の説明会を開催しました。
海上自衛隊大村航空基地隊経理隊の白井登紀子隊長が説明され
た後、それぞれに担当官が付く形で3グループに分かれ意見交換
を行い、素朴な質問や具体的な要望など活発なやり取りが行なわ
れました。
複数業者を指名し各社の見積額を比較して決定する従来の見積合
わせとは異なるこのオープンカウンター方式が導入されてから、新
規参入業者が落札する案件も出てきており、調達における公平性・
透明性・競争性の拡大のみならず、これまで取引実績のなかった事
業者にもビジネスチャンスが広がっています。
当日配布された資料は大村商工会議所ホームページより閲覧（ダ
ウンロード）できます。また、入札情報も当所HPまたは上記QR
コードから随時ご覧になれますので、是非ご活用ください。
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6月20日（火）に市内のホテルで、平成29年度大村東彼防衛協会
理事会・総会・懇親会が開催されました。
理事会38名、総会74名、懇親会83名の会員の方に出席いただ
き、盛大に開催することができました。
総会では、
①平成28年度事業報告並びに収支決算報告
②平成29年度事業計画（案）並びに収支予算（案）
③役員交代、信任審議
の3議案を園田裕史会長（大村市長）の議事進行で審議しました。
今年度事業計画については、防衛意識の高揚、自衛隊との連携強
化と相互協力の推進、自衛隊員との親睦、防衛協会組織協会を目的
とし、近隣諸国の軍事活動が活発化している中、自衛隊とともに防
衛に対する意識高揚を図り、共に協力している関係構築をさらに強
固にしていくことを確認しました。また、理事会で承認を得た役員
変更、信任審議ついては、昨年度から役員選任のルールを見直し、
適正な体制づくりを提案。
各議案は、出席会員の承認を受けました。引き続き懇親会が開催
され、各隊司令を囲み多くの会員の方々の交流を深めました。

平成 29 年７月20日

九商連

通常議員総会

九州商工会議所連合会 通常議員総会を開催
九州商工会議所連合会（会長 磯山誠二・福岡商工会議所会頭）
は6月13日、大分県日田市で通常会員総会を開催し、熊本地震か
らの復興支援政策の要望書を採択しました。
九州・沖縄から約170名の正副会頭、専務理事が出席し、当所か
らは中村会頭と福重専務理事が出席。
要望書は被災地の観光復興支援や、道路・鉄道の早期復旧など
を求める内容で、7月に国へ提出される予定です。磯山会長はあい
さつで、「『創造的復興』へ向けて、九州・沖縄の78商工会議所
が連携して取り組んでいきたい」と述べました。
このほか、空港の機能強化、離島観光PR、訪問ビザ発給要件の
緩和などの観光振興策も別に要望書にまとめ、採択しました。
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大村商工会議所主催

第53回大村市珠算競技大会を開催

真剣な表情で問題に挑む選手たち ( 当所大会議室 )

7月8日、当所で第53回大村市珠算選手権大会（主催：大村
商工会議所）を開催。小・中学生合わせて総勢68名の選手が参
加し、日ごろ鍛えているそろばんの腕を競いました。
各部門1位の選手は以下の通りです。

最優秀選手賞 (大村市長賞） 窪田 美夢 (ぱちぱちランド) 460点
団体総合競技 中学校の部
(大村商工会議所会頭賞)
窪田 美夢
津田 乃綺
平山 愛瑠

ぱちぱち
ランド
通常議員総会で祝辞をされる三村会頭（日本商工会議所 会頭）

国民年金基金のお知らせ
加入できるのは
◆ 20歳～60歳未満で国民年金に加入している方（第１号被保険者）
（国民年金保険料の免除の方・農業者年金加入中の方など一部が除かれます）
◆ 60歳～65歳未満や海外在住の国民年金の任意加入者
（平成29年１月から、海外在住の方も対象となりました）

！
そのメリットは… 所得税・住民税が大変おトクです！
◆ 掛金全額が「社会保険控除」の対象。所得税・住民税ともに安くなります。
◆ 受取る年金は「公的年金等控除」の対象で、遺族一時金は非課税です。
◆ 相続税対策で、贈与契約を利用してご家族の老後生活を守ることもできます。
（贈与税が掛からない範囲は、年間110万円までです）

特徴は

◆ 終身年金が基本で、万一の時はご遺族に一時金が支払われます。
◆ 掛金は、一時お休みや２口目以降の掛金の減増もできます。
◆ 掛金は加入時の年齢で一定額。受取る年金も終身変動しません。

税金のおトクの例（課税所得金額が約400万円で、下記の例の場合）
国民年金基金の掛金が約38万円/年の場合→掛け金は実質約26万５千円/年。
所得税・住民税の合計で年間 約11万５千円の軽減

掛金と年金の受取り例（加入時が若いほど、掛金が低くなります）
35歳の男性が誕生月に１口目としてA型＋２口目A型３口加入の場
合、月額で31,775円を60歳までにお支払いいただき、65歳から
50,000円を受取ることができます。（満額の国民年金65,000円＋
50,000円＝115,000円の受取りとなります）
掛金額 【１口目：A型】 【２口目以降：A型３口】 【35歳～60歳までの掛金月額】
（月額） 12,710円＋（6,355円×３口）＝31,775円
年金額 【１口目：A型】 【２口目以降：A型３口】【65歳～終身お受取り月額】
（月額） 20,000円＋（10,000円×３口）＝50,000円
問合先

ローゴ・ヨイクニ

長崎県国民年金基金 ☎0120-65-4192

小学校の部
(大村銀行協会会長賞)
渡辺 日向葵
山下 仁
田川 智楓

浦辺珠算
教室

中学校の部(大村ロータリークラブ会長賞)
個人総合 窪田 美夢 (ぱちぱちランド)
小学校の部 (大村北ロータリークラブ会長賞)
競技
渡辺 日向葵 (浦辺珠算教室)
中学校の部(大村ライオンズクラブ会長賞)
読上暗算 松下 与 (ぱちぱちランド)
小学校の部(大村中央ライオンズクラブ会長賞)
競技
松下 天 (ぱちぱちランド)
読上算
競技

中学校の部(大村東ロータリークラブ会長賞)
窪田 大夢 (ぱちぱちランド)
小学校の部(国際ソロプチミスト大村会長賞)
古木 玲那 (竹松塾)

車椅子を利用されるかた、高齢の方、
ベビーカーを利用される方などに優しいお店に！

平成29年度
店舗バリアフリー改修事業
大村市
補助金のご案内 障がい福祉課

大村市では、誰もが利用しやすくなるよう店舗の改修工事費用の
一部を補助します。バリアフリー改修工事をお考えの方、是非、
この補助金をご活用ください。

対象者
対象
施設

大村市内に所在する店舗のバリアフリー改修工事を行う中小企業者の方
※中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条に該当する方

大村市内に所在する店舗
工事にかかる費用が２万円以上のバリアフリー改修工事で、
大村市内に本店がある業者が施工するもの。

対象
工事

●
●
●
●
●

補助
金額

新築は対象外
費用は消費税及び地方消費税抜きの額
店舗で来客が使用する箇所の改修に限る。
改修の基準は長崎県福祉のまちづくり条例の整備基準に準ずる。
平成30年３月31日までに完了する工事であること。

最大100万円（補助対象経費の２分の１）
● 改修箇所１か所につき25万円まで。
● 同一の工事箇所・内容に対して別の補助金等との併用は不可。

《相談・申請受付窓口、お問合せ先》

大村市福祉保健部 障がい福祉課
電話

0957
（20）
7306

FAX

大村市本町458番地２
中心市街地複合ビル２階

0957
（47）
5419

Eメール syougai-f@city.omura.nagasaki.jp
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新議員紹介

委員会活動報告
第 1 回委員会を開催【新幹線特別委員会】
当所新幹線特別委員会（委員長：堀内敏也副会頭）では 7 月 7
日、第 1 回委員会を開催。中村会頭、堀内委員長はじめ委員 12
名（うち委任状 2 名）が出席。中村会頭から現状報告で、「当初
導入予定であった、フリーゲージトレインの利用が困難であるが、
リレー方式を利用し予定通り開業する方針が進められている。ま
た、新駅舎の案が出されており、市民へのアンケートが行われて
いる。平成 34 年度の開業に向け、経済会としての意見取りまと
めをお願いしたい。」と、新幹線開業の課題など報告が行われ、
当所委員会への要請しました。
協議事項は、
①副委員長の選任
②委員会活動方針の策定
①については、田中博氏（田中工機㈱代表取締役）を選任。
②に
ついては、諫早・長崎の情報収集を行うことや、行政の考え方の
確認作業を行った上で、今後委員会において活動方針を策定して
いくこととした。

筑後商工会議所 國武総務課長を招く
【地域経済活性化委員会】
当所地域経済活性化委員会では、7 月 13 日に第 4 回委員会を
開催し、筑後商工会議所総務課長 國武 進一郎氏から、筑後商工
会議所の地域活性化への取り組みに関して講話を聴講しました。
当委員会からは時担当副会頭、石坂和彦委員長（㈱大黒屋代表取
締役）はじめ 9 名が出席。
講話では、筑後商工会議所における広域観光への取り組みとし
て、広域連携の先駆け
となる「筑後七国」へ
の取り組みや「まかな
い飯グランプリ」を紹
介。また、当所委員と
意見交換や大村市が抱
えている街づくりにつ
いてアドバイスを頂き
國武筑後商工会議所総務課長の講話ようす
ました。

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

【融資額】 2,000万円 以内
【返

（据置1年可）
済】運転 7 年以内
設備10年以内
（据置2年可）

率】

年利1.11％
(固定)

【こんな時にご活用ください】
※平成29年７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

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

経営指導員
( による調査
）

④

推薦審査会
(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

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。

（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 。
● 所得税
（原則６ヵ月以上）
を受けている個人、法人
● 商工会議所の経営指導
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
※ この融資制度は、
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

村山

一号議員

靖二

氏

◆㈱メモリードパークベルズ
大村支配人
◆昭和 54 年生
◆木下

正也氏の後任
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

７月27日
（木）13時～16時

平成
29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

今後の
開催予定

８月24日（木） ９月28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

大村

商工会議所

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

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）

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）

８月４日
（金）
・９月１日
（金）
10月６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７月20日

会費口座振替のお知らせ

新 入 会 員
○６月入会

第２期会議所会費
（８月～１１月分）
の振替日は、

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

８月３日(木)

㈱新郷商会 トレード・カーライン 代表取締役 新郷 勇
〒856-0804

大村市大川田町348-1

☎
（0957）
42-7888

自動車販売・整備業

○７月入会
代表 坂口 敏憲
カレン防災

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

〒856-0027

大村市植松2丁目433

☎
（0957）
52-1056

縁むすび

代表

〒856-0831

すみ子

２日

☎
（0957）
51-5578 おにぎり、弁当、惣菜販売

（同）
ＹＯＵＣＯＭ 代表社員 富本 初美
〒856-0811

５日

大村市原口町593-23

６日

居酒屋

スナックピーマン 代表 寿山 三湖

７日

〒856-0837 大村市西本町537-1ウエストヴィレッジ1階
☎
（0957）
52-3992

スナック
８日

駅前酒場 肴や 代表 前田 匠
〒856-0831

大村市東本町2-1

☎
（0957）
53-9798

飲食業

９日

商工会議所ＬＯＢＯ
（早期景気観測）
－2017 年６月調査結果（概要版・付帯調査）
－

業況ＤＩは、4カ月連続改善。先行きは慎重
な見方が残り、横ばいを見込む
ポイント
ポイント

10日
12日
13日
14日
15日

▶6月の全産業合計の業況DIは、▲14.5と、前月から＋1.7ポイントの改善。電

子部品、自動車関連の生産・輸出や、建設・設備投資の堅調な動きが続いて
いるほか、それらの関連商品を中心に卸売業の業況感が改善した。また、イ
ンバウンドを含め好調な観光需要を取り込んだ小売業に持ち直しの動きがみ
られた。他方、消費者の節約志向や人手不足の影響拡大、原材料費・運送費
の上昇を指摘する声が多く聞かれるなど、中小企業のマインドには依然とし
て鈍さがみられる。

▶先行きについては、先行き見通しDIが▲14.7（今月比▲0.2ポイント）と

ほぼ横ばいを見込む。輸出や設備投資の拡大に加え、インバウンドを含む
観光需要や中元商戦、夏のセールなど、消費の回復に期待する声が聞かれ
る。他方、人手不足の影響拡大、消費者の節約志向、原材料費・運送費の
上昇、地政学的リスクなどへの懸念から、中小企業においては業績改善に
確信を持てない企業が多く、業況感は横ばい圏内との見方が続く。

LOBO全産業合計の各D I の推移（2015年６月以降）
従業員D I

売上D I

業況D I

（下落ー上昇）

15.10

16.2

16.6

16.10

17.2

17.6

大村市幹部と当所三役との懇談会：会頭、堀内副会頭、専務
海上自衛隊オープンカウンター方式説明:時副会頭、専務
女性会総会懇親会：時副会頭
花菖蒲観賞会：会頭、専務
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
三役会
まちかど市民ギャラリー運営協議会総会：会頭、専務
大村倫理法人会：会頭
（公財）
日本電信電話ユーザ協会長崎支部理事会：会頭
光と緑の園理事会：専務
長商連専務理事会、県産業労働部幹部との懇談会:専務
長﨑県警察官友の会連合会総会懇親会:会頭
オリエンタルエアブリッジ
（株）
故・小澤美良社長
「偲ぶ会」
:堀内副会頭
国道34号等大村市内幹線道路整備促進期成会要望活動:会頭
髙瀬嘉博氏ご母堂様告別式：西畑副会頭、専務
昼めし会：専務
夏越まつり第1回資金部会：西畑副会頭
長崎県産業教育振興会第1回常任理事会：専務
第１回労働福祉委員会：堀内副会頭
夏越まつり第1回交通渉外部会：専務
大村市産業支援センター開設記念セミナー：三役
九州商工会議所連合会通常会員総会：会頭､専務～13日
理財部会運営委員会、懇親会：堀内副会頭
常議員会：三役
工業部会運営委員会：堀内副会頭
第3回地域経済活性化委員会青年会議所・大村商工会議所青年部
との懇談会：時副会頭、専務

20日

大村市観光コンベンション協会通常総会：会頭
アクサ生命長井茂・九州支社長来所 専務
大村東彼防衛協会理事会、総会、懇親会：三役

21日

ＦＭおおむら番組審議会：専務
大村市危険物安全協会創立50周年記念式典：会頭

19日

22日
23日

おおむらケーブルテレビ
（株）
株主総会：専務
光と緑の園理事会：専務
大村市暴追協議会役員会総会懇親会：会頭

24日

東京大村会総会、懇親会：会頭
石坂和彦氏ご母堂様告別式：三役

25日

第32回おおむら菖蒲まつり少年剣道大会：会頭
日本青年会議所・第43回長崎ブロック大会IN大村記念式典：正副会頭

28日

仕入単価D I

６月

大村市南高人会総会懇親会：会頭、専務
16日 大村税務相談所運営理事会・税務連絡協議会：会頭、専務
17日 「ガレ展覧会」
：堀内副会頭
「お別れの会」
：会頭
18日 故・上田惠三氏・長崎商工会議所前会頭

26日

資金繰りD I

採算D I

15.6

ご出費ご多端の折、誠に恐縮ですが、お口座への
ご準備方、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

１日

大村市東本町92

☎
（0957）
55-4565

となっております。

三役の動き

消防設備業

小幡

No.703

（株）
アルカディア大村定時株主総会：会頭
大村市社会福祉協議会評議員会：専務
大村市連合防犯協会総会：堀内副会頭
通常議員総会、懇親会：三役

/

県央振興局建築課との協議・報告：専務
大村東彼防衛協会青年部理事会：堀内副会頭、時副会頭

29日 （一社）長崎県精神保健福祉協会第1回精神保健福祉大会のあり方検討部会：専務
30日 竹松商工業会総会懇親会：会頭、堀内副会頭
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2017年11月
合格目標

No.703

ビジネス社会で高評価・キャリアアップに！
！

日商簿記３級対策講座

全21回

取引の記帳から決算までをわかりやすく解説し、最終的に日商簿記3級程度の実力がつくことを目標に
しています。11月19日（日）実施の簿記検定に向けての講座を行います。
日

平成29年9月5日（火）～11月14日（火）の火・木曜日

時

定

延べ2１日間 各日18：３0～20：３0

会

場

大村商工会議所 会議室

講

師

松本 功 先生 （元 諫早商業高校 教諭）

員

受 講 料

（テキスト料込）

申込締切

20名
大村商工会議所会員 13,000円

一般の方 18,000円

８月25日（金）

ただし定員になり次第締め切らせていただきます。

※詳細は当所HP、または６月下旬に送付いたしました案内チラシをご覧ください。

大村商工会議所総務部

○お問い合わせ

れる
地域に愛さ
します
商品を応援
新
の
発
大村

第8回

(0957)53-4222

出品作品を募集します！！
審 査 会 / 平成29年10月８日
（日）

２年に
平成
一度開催！ 29年

10月８日に開催決定！！

おおむらの新たな特産品を
開発する一大イベント！

大村市コミュニティセンター
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

募集期間 / 平成29年９月１日
（金）
まで
（出品料１品/2,000円）
募集商品 / 主として大村で製造もしくは加工されたもので、
の範囲
平成27年１月以降に商品化された農林水産加工品、
菓子類、民芸品等。
＊試作品も含みますが審査ではパッケージ等も対象とします。
＊加工の一部を市外事業者に委託する出品者は、原材料に大村産のも
のを必ず使用してください。

申込方法 / 【申込書（当所HPからダウンロード可）に必要事項を
記入のうえ、お申込みください。】
審査会で、商品のデザイン・加工技術・品質・味覚

前回のグランプリ
（審査会）のようす。

まで
7/21●～28●
金
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金

市民審査員も募集中！！ ・価格などを評価、採点して頂きます。
先着50名

（市民審査員の申込締切は９月中旬です）

