地域を育て地域を伸ばす
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各会からのお知らせ
大村商工会議所女性会

2022年度に暫定開業の
実現を目指す今後の方針を決議

新会長に富永ニヨ子氏
副会長に為永淳子氏、東和代氏、竹里三津子氏を選任
大村商工会議所女性会では、6月2日（金）、総会を開催し、
富永ニヨ子氏（㈱アートグリーン緑樹苑）を新会長に選任。
また、副会長として為永淳子氏（㈱タメナガ造園）、東和代
氏（㈲カーショップヒガシ）、竹里三津子氏（ミツコリズムダ
ンス・スクール）を選任しました。

大村青色申告会
新会長に平野旅人氏、副会長に細名久氏を選任

会長 平野旅人 氏

副会長 細名久 氏

大村青色申告会では、６月
６日（火）、総会を開催し、
本年３月に逝去された陰平貴
嗣・前会長の後任として、平
野旅人氏（平野旅人総合事務
所・代表）を新会長に選任。
また、副会長として細名久氏
（q saka bar・代表）を選任しま
した。

部会活動報告：第1回運営委員会を開催

理財部会

商業・食品部会
当所商業・食品部会（野島進吾部会長）では5月15日、第1回運営委員会
を開催し、野島部会長はじめ運営委員11名が出席。①本年度の事業計画及
び収支予算について②事業計画各項目遂行について協議。
②については、自衛隊３部隊幹部との懇談会の開催、本年４月に開設さ
れた大村市産業支援センターの紹介を含めての講演会の開催、10月以降に
神奈川県の小田原市にあるamazonの配送センター等の視察の実施を決議
しました。

当所観光部会（山口成美部会長）では5月24日第1回運営員会を開催し、
西畑担当副会頭、山口部会長はじめ運営委員13名が出席。①平成28年度の
事業実績報告②平成29年度事業計画について③新幹線特別委員会選任につ
いて協議。
③について、酒井辰郎氏（合同タクシー㈱代表取締役）を推薦し一同了承。
報告事項として、運営委員欠員の件や、九商連主催 観光委員会活動につ
いて報告。また、各運営委員からも多くの報告・意見が出され、盛況に会
が進み、本年度の部会活動の第一歩となりました。

製造・卸部会
当所製造・卸部会（宮田正一部会長）では5月18日、第1回運営委員会を
開催。時担当副会頭、宮田部会長はじめ運営委員10名が出席。
本年度の部会活動の予定については下表の通り。

内

容

第1候補…amazon鳥栖物流センター（日帰り）
第2候補…amazon小田原ＦＣ（1泊2日）
１

企業見学会の開催

＊商業・食品部会合同の視察を想定しており、その場合は商業・
食品部会の行動計画に合わせる。

第3候補…第1、第2候補が無理な場合、古川委員
に相談し提案された視察先を検討する。

２ 講習会、研修会の開催 大村の歴史についての講演を、稲富裕和氏に依頼
３

地産地消による地域
ブランドづくり勉強会 西海陶器㈱児玉会長に講演依頼
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当所理財部会（小佐々佳生部会長）では6月12日、第1回運営委員会を開催
し、小佐々部会長はじめ運営委員10名が出席。本年度の事業計画及び遂行に
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）を第一候補とし、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、新幹線特別委員会選任については、協議の結果、小佐々佳生部会長が
就任することとなりました。

部会活動報告：研修視察を実施

観光部会

事 業 名

開会のあいさつをする中村法道知事（ザ・ホテル長崎BWプレミアコレクション）

県内の自治体や経済団体などでつくる長崎新幹線・鉄道利用促進
協議会（会長：中村法道知事）など３協議会の合同総会が５月29日
（月）、長崎市内で開催され、当所からは中村会頭はじめ、役員議
員、女性会、青年部より17名が参加しました。
総会では、九州新幹線長崎ルートに導入予定のフリーゲージトレ
イン（軌間可変電車、FGT）の開発が遅れていることから、同新幹
線と在来線特急を乗り継ぐリレー方式で2022年度に暫定開業予定の
同ルートに関して、着実な整備を進めること、武雄温泉駅での対面
乗り換え固定化しないこと、佐世保乗り入れのための整備・実証運
行を実施することなどの実現を目指す今後の方針を決議しました。
また、県の担当者より、県内で必要な事業用地約66ヘクタールのう
ち、本年４月末時点で約62.4ヘクタールの契約が済んでいることが
報告されました。

建設部会

石坂産業と冨岡製糸場を視察

建設部会（富永政巳部会長）では６月１
日から２日にかけて、埼玉県入間郡三芳町
に所在する石坂産業（株）と世界遺産と
なった富岡製糸場を視察し、富永部会長始
め部会員１８名が参加しました。
一行はまず石坂産業（株）を訪問。同社は
建設系廃棄物の中間処理に特化した企業
で、創業から５０年を迎え、廃棄物を「ゴ
ミにしない技術」の研究開発に絶えず取り
組んでおり、減量化・再資源化率９５％を
富岡製糸所を見学する参加部会員
達成しています。全天候型独立総合プラン
トを持ち、持ち込まれる廃コンクリートや建設残土、がれき類、廃木材などそ
れぞれのプラントで機械や手作業により徹底的に分別。盛土材やインターロッ
キングロック、再生チップに加工し、販売しています。
従業員も経営者の理念、目標をよく理解されており、工場内の現場担当者か
ら丁寧な説明を受け、参加者一同、従業員教育のレベルの高さに、感銘を受け
ました。
また同社は１００年先を見据えた事業の在り方と地域と自然環境との共生を
目指し、地元「三富」地域の農産物を広めるイベントや環境セミナーも開催さ
れています。
２日目は群馬県富岡市の富岡製糸場を見学。明治３年、政府は殖産興業政策
に基づき、西欧の先進技術を導入し、器械製糸工場の建設を計画。当時生糸は
貿易で需要が高く、外貨獲得の重要な輸出品で、生糸を大量生産できる器械製
糸技術を国内に広めるための官営の模範工場と建設されました。主要な建造群
は木骨煉瓦造の工法で建てられており、当時のままの状態で残っています。参
加者一同、当時の建造技術の高さに感心させれらました。
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参加、まだ間に合います！ チェック又はお問い合わせください。

詳細は平成29年度5月号折込チラシを

平成2９年度 大村商工会議所労務管理講習会

「トラブルを回避する就業規則
・雇用契約書作成のポイント」
当所では、社会保険労務士の佐藤信吾
先生をお招きし、就業規則・労働条件

を開催いたします！
平成

日時 ２９年

１４:００～１６:００

通知書作成のポイント（法令等の留意
点も含む）をテーマに、規則を見直す

大村商工会議所 大会議室

際のポイントや、非正規雇用の問題、
具体的な記載事項など、様々な事例を
もとにご講話頂きます。事業主、人事

講師

ご担当の皆様におかれましては、ぜひ

佐藤

募集
期間

大村商工会議所

信吾 先生

（佐藤社会保険労務士事務所所長）

受講料は無料です

当セミナーをご活用ください。
○お問合せ

６月２８日（水）

総務部 TEL：0957-53-4222

新規高卒者採用には早期求人申込を！
ハローワークでは、6月1日より平成29年度の新規高卒者向けの求
人票の受付を開始しました。各高校では、7月1日より求人票が公開さ
れます。
高校生の就職活動の流れは下記の通り。1日でも早い求人票の提
出と県内高校生の採用をお願いいたします。

高校生の就職活動の流れ

ハローワークでの求人表受付

6月1日から

学校での求人票公開

7月1日から
※この時期の早期提出が重要！

生徒本人・保護者・先生との三者面談就職を希望する企業を決定
学校推薦決定、企業への応募開始

9月5日から

企業での選考開始～内定

9月16日から

1日でも早く、求人票を提出することが、県内高校生を確保する最良の方法です。
〇Ｈ29.3卒
7月末

●
●

県内の求人票提出状況
（3月を100％とした場合）

82.3％

8月末

88.6％

9月末93.5％

長崎労働局職業安定課 TEL 095-801-0040
長崎県雇用労働政策課 TEL 095-895-2711
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委員会活動報告
第１回委員会を開催 【労働福祉委員会】
当所労働福祉委員会（委員長：松村学氏・中央電気防災㈱代表
取締役社長）では６月９日、第１回委員会を開催し、堀内副会頭
（㈱中央綜合警備保障代表取締役社長）、松村委員長はじめ委員６
名が出席。①本年度事業計画の推進について②長時間労働・助成
金活用セミナー開催について協議。①については、セミナー、会
員対抗ボウリング大会の開催、②については、予算案・計画案の
決議承認。加えて、ボウリング大会の予算案・計画案の決議承認。
最後に報告事項として、日本商工会議所第１回労働専門委員会を
堀内副会頭より報告し終了。

大村商工会議所 と

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。

懇談会を実施【地域経済活性化委員会】
①5月26日、第2回委員会活動として、大村市役所企画政策
部、同産業振興部との懇談会を実施。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）委員10名他常議
員・監事の6名が参加。
今懇談会では、大村市企画政策部、産業政策部からの本年度の
重点施策と事業内容について説明の後、意見交換会を実施。参加
委員から多くの質疑や市への要望、意見を出し合った。大村市の
担当者と当所役員議員との良い交流会となりました。
②6 月 14 日、第 3 回委員会活動として、大村青年会議所、大
村商工会議所青年部との懇談会を開催。市内若手経営者や経営幹
部の方との懇談会として企画。
時担当副会頭、石坂委員長はじめ当委員会より 10 名が参加。
大村青年会議所、大村商工会議所青年部から前年度の活動報告を
中心に、地元での多くのイベント活動を始め各団体の説明が行わ
れた。
その後、フリートークにて大村市の今後への要望・若手経営者
各自がチャレンジしたいことなど、業種を超え活発に意見を交え
る会となりました。

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

済】運転 7 年以内（据置1年可）
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６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
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。

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

との共催

平成29年

日

時

６月22日
（木）
13時～16時

場

所

申込先

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

７月27日（木） ８月24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。

場所

大村商工会議所

対象

当所会員事業所

日時

相談
時間

（従業員含む）

担当
弁護士

八木

義明

（長崎県弁護士会所属）

７月７日
（金）
８月４日
（金）・９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６月20日

三役の動き

新入会員
○5月入会

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

（同）
光商事

福嶋

大村市坂口町386-5
10日

訪問介護

○6月入会

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

エシャロット
〒856-0806

帯刀

13日

西洋料理・ビストロ

16日

㈱SANWA未来
代表取締役

森尾

11日
12日

俊典

大村市富の原2-91-1

☎
（0957）
46-3883

〒856-0805

１日 三役会
３日 第31回野岳新茶まつり:会頭、専務

９日 日本商工会議所第1回労働専門委員会:堀内副会頭

智子

☎
（0957）
54-1566

代表

17日

卓也

大村市竹松本町840-9-2F

☎
（0957）
47-6843

土木建築工事

18日

商工会議所ＬＯＢＯ
（早期景気観測）
－2017 年５月調査結果（概要版・付帯調査）
－

業況ＤＩは、3カ月連続改善。
先行きは懸念材料払拭できず、ほぼ横ばい

19日

ポイント
ポイント

20日
22日

▶5月の全産業合計の業況DIは、▲16.2と、前月から＋1.1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。インバウンドを含めゴールデンウィークの好調な観光需要からサービ
ス業の業況感が改善した。また、電子部品、自動車関連の堅調な生産・輸出
や、建設・設備投資の底堅い推移から、関連商品を扱う卸売業の業況改善を
指摘する声が聞かれた。他方、消費者の節約志向や人手不足の影響拡大、原
材料・燃料の値上りが依然、中小企業のマインドに影響を及ぼしており、業
況改善に向けた動きは力強さを欠いている。

▶先行きについては、先行き見通しDIが▲15.9（今月比＋0.3ポイント）

23日

24日

とほぼ横ばいを見込む。インバウンドを含む消費や輸出の拡大に期待す
る声が聞かれる。他方、消費の一段の悪化、人手不足の影響拡大、原材
料・燃料価格の上昇、地政学的リスクなど、先行きの懸念材料を指摘す
る声は多く、中小企業の業況感は足踏みが続く見通し。

25日

LOBO全産業合計の各D I の推移（2015年５月以降）

26日

従業員D I

29日

資金繰りD I

売上D I

30日

採算D I
業況D I

仕入単価D I
（下落ー上昇）

15.5

15.9

16.1

５月

平成29年度基地立地商工会議所連絡懇談会、懇親会:会頭～10日

代表社員

〒856-0028
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16.5

16.9

31日
17.1

17.5

内山克則氏・長崎県建設技術研究センター来所：専務
大村バスターミナルビル建物検査査察結果の改善指摘箇所確認：専務
平成29年度おおむら夏越まつり協賛会理事会、総会：正副会頭
大村市新幹線まちづくり推進協議会幹事会：専務
ＥＴＡ会計監査：専務
昼めし会：専務
十八銀行創立140周年 感謝の集い：会頭
大村バスターミナルビル地区再開発構想についての面談：三役
（一社）長崎県建築士会大村支部通常総会懇親会：会頭
長崎県自動車整備振興会大村支部定期総会：会頭、専務
SUMCO視察：三役
アクサ生命保険（株）お客様感謝の会：会頭、堀内副会頭、専務
FMおおむら番組審議会：専務
大村市新幹線まちづくり推進協議会総会：会頭、専務
大村工業高校・第35回全国高等学校男子ソフトボール
選抜大会優勝祝賀会：堀内副会頭
大村市議会新正副議長就任挨拶来所：三役
製造・卸部会運営委員会：時副会頭
長崎県空港活性化推進協議会幹事会：専務
第3回県央地域若者定着促進連携会議：会頭
平成29年度長崎新幹線・鉄道利用促進協議会幹事会：専務
国道34号大村・諌早間整備促進期成会総会：会頭
国道34号等大村市内幹線道路整備促進期成会・国交省
九州地区整備局への要望活動：会頭
大村航空基地開隊60周年記念行事 前夜の集い：会頭
大村航空基地開隊60周年記念式典祝賀会：三役
国道34号等大村市内幹線道路整備促進期成会・長崎県等への要望活動：会頭
大村バスターミナルビル消防設備の是正指摘に関する問い合わせ：専務
当所決算申告、税理士との打合せ：専務
大村東彼食品衛生協会通常総会懇親会：会頭
大村市市民憲章推進協議会役員会：会頭
市民ギャラリー監査：専務
長崎大学教育学部「2017育シリーズ」開催に係る協賛要請：専務
（公社）諌早大村法人会定時総会：専務
観光部会第1回運営委員会、懇親会：西畑副会頭
第2回大相撲大村場所実行委員会：堀内副会頭
日本商工会議所理事・産業政策第一部長新井恒一氏来所：専務
大村市戦没者追悼式：会頭
地域経済活性化委員会／大村市企画政策部、産業振興部
との懇談会、懇親会：時副会頭、専務
長崎新幹線・鉄道利用促進協議会・長崎県空港活性化推進
/
協議会・長崎上海航路利用促進協議会、合同総会：三役
大村市民憲章推進協議会総会：会頭
当所会計監査：専務
新規高卒者におけるハローワークへの早期求人申込要請
嶋田孝弘・県央振興局長、岩﨑信二・ハローワーク大村所長来所：会頭、専務
市企画調整課と旧浜屋百貨店ビル入居に係る打合せ：専務
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第100回月例懇談会・特別記念講演会

長崎県工業技術センター
からのお知らせ

このたび、長崎県工業技術センターでは、第100回月例懇談会を開催します。「月例懇談会」は、県内企業をはじめ
とする関係の皆様に自由にご参加いただき、懇談・意見交換・討議を行うものです。
なお、今回は第100回を記念し、企業経営者による事例紹介を特別記念講演会として開催します。
○日

時：

平成 29 年

７月４日（火）

○場

所：

15：00 ～ 17：00

○講

演：

伸和コントロールズ株式会社
代表取締役社長 幸島 宏邦 様

長崎県工業技術センター
2 階 大会議室

『一期一会の経営』

伸和コントロールズ株式会社は、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で経営を続けてき
ました。ときには既成の経営手法や経営概念に矛盾することもありますが、大事なポイントは、お客様が必要なその時
に、必要なものを、高品質でご提供することでした。
この一期一会の考え方は、従業員の教育、採用活動においても、一貫しています。当日は、当社のおもてなし経営に
ついて、お話します。
※ 参考 伸和コントロールズ株式会社HP
http://shinwa-cont.com/

講演後、交流会
を開催します

○日

７ ４日（火）

時： 平成 29 年
月
18：00～20：00

☆この件に関するお問い合わせ、お申し込み：長崎県工業技術センター

○会

場： 富士松（大村市杭出津2丁目682-9）

検索

研究企画課

第100回月例懇談会

髙見、藤本

TEL：0957-52-1133

★ホームページからもお申し込みが可能です：https://www.pref.nagasaki.jp/area/kenochiiki/291256.html

平成29年度大村商工会議所・労働福祉委員会主催

労務管理講習会開催のご案内

「長時間労働に対する労務管理のあり方･助成金活用セミナー」
当所労働福祉委員会では、現在社会問題になっております、長時間労働について、社会保険労務士の佐藤信吾先生をお
招きしご講話いただきます。合わせて、ハローワーク大村より、雇入れの際の助成金等、皆様にお役に立つ助成金の紹
介・活用方法をご講話いただきます。
快適な職場環境を作り、会社の活力につながりますよう、事業主、労務管理ご担当の皆様におかれましては、ぜひご参
加をお願いいたします。
※詳細はホームページまたは、後日送付いたします案内チラシをご覧下さい。

日

時：平成29年

７月24日（月）13：30～16：00

申込期日：平成29年７月19日（水）
場

所：大村商工会議所

○問い合わせ

大村商工会議所総務部

まで
6/20●～27●
火
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大会議室

火

講

師：

佐藤 信吾

先生

（佐藤社会保険労務士事務所/所長）

ハローワーク大村

受講料： 無料

TEL 0957-53-4222

FAX 0957-52-2511

