地域を育て地域を伸ばす
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Event Information
いの こ

❶ チームラボ猪子代表講演会
時：6月1日（木）18：30～
所：シーハットおおむら
さくらホール
講 演 料：無料
日
場

❸ 花菖蒲まつり
日
場

時：6月4日（日）11：00～
所：大村公園

板敷櫓下広場

❷ チームラボ 大村の神社に浮遊する球体、呼応する城跡と森
開催期間：6/3（金）～7/2（日）※期間中休みなし
開催時間：19：00～22：00（入場21：30まで）
入 場 料：大村市民

大人500円、高校生以下無料

大村市外の方

大人800円、中高生300円、小学生以下無料

❹ 周遊バス
開催期間：6月6日（火）
～6月9日（金）
開催時間：11：00～
/13：40～（1日2便）
参 加 費：500円

❺ 花菖蒲さるく
日

時：6月10日（土）
14：00～15：00

参 加 費：300円
場

所：大村公園

内

容：アートグリーン緑樹苑
富永様による花菖蒲案内

＊お問合せ先＊

（一社）大村市観光コンベンション協会 TEL：0957-52-3605

MAY/2017

諫早商工会議所理財部会との交流会を開催
～理 財 部 会～

第1回 地域経済活性化委員会を開催
当所地域経済活性化委員会（石坂和彦委員長・㈱大黒屋

代表取締役）では4月26日、当所で平成29年度第1回の委
員会を開催し、今年度の事業計画を決定しました。

委員会には委員17名（内委任状行使者9名）が出席。石

坂委員長から委員会の運営方針と事業計画案を提案し、協
議の結果、原案を承認しました。

大村市を活性化するために「何が必要か」、「どのよう

な活動を行うか」を検討してゆくため、今年度は「各界各
層の考えや意見を聴く年」として活動することを運営方針
とし、臨機応変・積極的に話を聴き、得た知識・情報を蓄
両部会員総勢34名が参加した交流会会場の様子（諫早観光ホテル道具屋）

当所理財部会（部会長：小佐々佳生・十八銀行大村支店長）で
は、４月1９日に諫早市内のホテルで、諫早商工会議所理財部会
（部会長：井手雅康・井手雅康税理士事務所代表）との交流会を
開催。この交流会は平成２２年度より毎年恒例として、開催地を
諫早・大村交互に実施してきており、意見交換会ではそれぞれの
部会や会議所活動の概要、市の状況や問題等について話し合いま
した。特に今年のトピックスである本市の大村市創業塾や大村市
産業支援ネットワーク、諫早市の新幹線開業に伴う諫早駅再開発
やアエル中央商店街の再開発事業、さらに両市を繋ぐ重要なイン
フラ整備事業である国道34号大村－諫早間の新規事業化の要望
活動に関して質問が出るなど、活発な情報交換の場となりまし
た。意見交換会終了後に懇親会を行いました。

食品製造業高付加価値化支援事業費補助金

積し、次年度以降の活動に反映させることとしています。
なお今年度事業計画は下記のとおり。

実施月

事業内容

５月

〇大村市産業振興部、同企画政策部との意見交換

６月

〇青年会議所、商工会議所青年部との懇談

７月

〇筑後商工会議所・國武総務課長の講話
〇大村市産業支援センター・若杉センター長との懇談

８月

〇コンパクトシティー（立地適正化計画）についての研究、

９月

〇先進地視察

各地商店会との意見交換
10月

〇インキュベーダー設置に関する研究

11月

〇中小企業振興条例の運用についての研究
〇中小企業家同友会との意見交換

１月

〇街中の若者（創業者、創業希望者）との懇談
〇（仮称）ビジネス・グランプリ開催研究

・高付加価値マーケットに対応する商品を作りたい。
１．目的

第5回長崎県ビジネスプランコンテスト

県内の食品製造業の付加価値額を高めるため、高付加価値マーケッ
トに対応する４つの視点（高度加工、希少素材の活用、アワードの獲
得、衛生体制の強化）からの商品づくりを支援します。
２．事業対象者
県内の食品製造業者であって、今後５年間で付加価値額を20％増加
する事業計画を作成しており、真近決算期の売上高が概ね１億円以上
の企業
３．助成対象事業
高付加価値な商品づくりに資する以下のいずれかの事業を支援しま
す。４つの視点を重複して申請することはできません。
（１）高度加工設備導入
…高度な加工用の機械・設備の導入による新商品開発・改良等
（単純な設備更新は不可）
（２）希少素材活用…希少素材を活用した新商品開発・改良等
（３）アワード獲得…表彰・認証の取得や、取得に向けた商品改良等
（４）衛生体制強化…HACCPやハラル等の認証取得に必要な経費

４．補助金額等

・補助率
1/2以内（離島2/3以内）
・助成限度額
10,000千円
高度加工設備導入
アワード獲得 2,500千円
希少素材活用商品開発 2,500千円
衛生体制強化 4,000千円
５．募集時期

長崎県が実施する、第5回長崎

県ビジネスプランコンテストで、
大村商工会議所青年部本澤崇会長
（㈱本澤崇設計事務所）が県民信
用組合賞を受賞されました。

本事業は、独自性があり、実現

可能性の高いビジネスプランを発
掘し、優れたビジネスプランを作
成した者及びその支援機関を表彰

する県のコンテストで、『「こどもかぐ」project』と
いう、お子様が家具の企画・図面化から製作といった
モノづくりを直に体感できるサービスが高く評価され
ました。

５/8（月）～6/30（金）

募集の開始は食品産業・産地振興室ホームページでお知らせします。
（https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/
sangyoshien/furusato_sangyo/kouhuka/）
問い合わせ先

県民信用組合賞受賞！

産業労働部

食品産業・産地振興室

電話：095-895-2637
FAX：095-895-2579
E-mail：k-matsunaga@pref.nagasaki.lg.jp
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担当者
：松永

～職員人事のお知らせ～
●
●

4月1日付け

事務局長 田中 秀和（前総務部 部長）
中小企業相談所
経営支援サービス課 係長 古賀 貴志

平成 29 年５月20日
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新入・若手社員向け

ビジネスマナー基礎講座を開催
4月27日（木）、
（ 公財）日本電信電話ユーザ協会大村地
区協会主催、大村商工会議所共催による「ビジネスマナー
研修」が当所で開催され、市内１４事業所から新入・若手社
員３１名が参加しました。
講師である東島 真奈美氏（フリーアナウンサー）から、社
会人として基本となるレクチャーが行われました。職場での
のマナー、言葉づかい、電話応対のマナーや名刺交換での
実演を参加者全員が体を動かしながら取り組みました。ま
た、敬 語に関するクイ
ズなどを交え、分 かり
やすく説明していただ
きました。
参加者からは、この
講習で得たことを職場
に持ち帰り、現 場で積
極的に活かしていこう
という意欲が感じられ
ました。

実演を中心とした研修の様子

セミナー開催のご案内
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」
を開催いたします！

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・雇用契約書作成のポイント
（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、労務管理ご担当の皆様におかれま
しては、ぜひ当セミナーをご活用ください。
日時

平成
２９年

６月２８日（水）１４:００～１６:００

大村商工会議所
講師

佐藤

大会議室

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。

詳細は今月号の折り込みチラシをご覧ください。

○お問合せ

大村商工会議所 総務部 TEL：0957-53-4222
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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。

平成29年

日

時

５月25日
（木）
13時～16時

場

所

申込先

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

担当
弁護士

八木

日時

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
今後の開催予定

６月22日（木） ７月27日（木）

相談
時間

義明

対象

当所会員事業所

（従業員含む）

（長崎県弁護士会所属）

６月２日
（金）
７月７日
（金）・８月４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）

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５月17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

＊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

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

「夏休み前」
求人申込に
ご協力ください！
新規学卒者の採用ポイントは「求人の早期申込」です。
高卒求人は「6月1日（木）」よりハローワークで受付が開
始されます。そして7月中旬の保護者面談、夏休み期間中
の職場見学や校内選考を経て、「9月5日（火）」より応募
・推薦がスタートします。
ひとりでも多くの生徒に応募の機会が与えられ、希望す
る地元の企業に就職できるよう、是非「夏休み前」の求人
申込にご協力をお願いします。
お問合せ先
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ハローワーク大村

☎0957-52-8609

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

平成 29 年５月20日

平成29年度労働保険の年度更新

新入会員

～安心して働きたい～

6月1日（木）～7月10日（月）

ＲＡＩＤ

佑香里

大村市本町330-2南ビル2Ｆ
飲食業

○５月入会
プロセブン㈱プロセブン大村テクノロジーセンター 代表取締役 小玉 誠志

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

便利な電子申請と口座振替納付を是非ご利用ください。

労働保険徴収室

小柳

☎090-7167-3678

事業場あてに年度更新用の申告書が郵送されます。申告書を

作成の上、7月10日までに申告・納付をお願いします。

代表

〒856-0832

までにお願いします

長崎労働局

○４月入会

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

平成29年度の年度更新は

〈お問合せ先〉

No.701

〒856-0022

TEL095-801-0025

商工会議所ＬＯＢＯ
（早期景気観測）

大村市雄ヶ原町147-39

☎
（0957）
46-3801

防振・耐震素材の開発・製造

○６月入会

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

山﨑林産

－2017 年４月調査結果（概要版・付帯調査）
－

代表者

〒856-0808

業況ＤＩは、2カ月連続改善。先行きは懸念材料多く、横ばい圏内の動き

山﨑

大村市黒丸町514-7

☎
（0957）
55-0007

ポイント
ポイント

和一郎

林業工事

▶4月の全産業合計の業況DIは、▲17.3と、前月から＋2.8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
含め春の観光需要の堅調な動きから、小売業、卸売業、サービス業の業況感が改善し
た。また、電子部品や自動車関連で引き続き好調な生産を指摘する声が聞かれたほか、
設備投資に持ち直しの動きが見られた。一方、消費者の節約志向、人手不足の影響拡

三役の動き

大、原材料、燃料の値上りが依然、中小企業の足かせとなっており、業況改善に向けた

４月

大村護国神社例大祭：会頭

動きは力強さを欠く。

辞令交付式：三役

▶先行きについては、先行き見通しDIが▲17.5（今月比▲0.2ポイント）とほぼ横ば
いを見込む。ゴールデンウィークに伴う観光需要など消費の拡大や、海外経済の回

３日

防衛協会青年部役員会：時副会頭

料・燃料価格の上昇、地政学的リスクや不安定な金融市場が実体経済に及ぼす影響
る見通し。

LOBO全産業合計の各D I の推移（2015年４月以降）

花の大村風物展・写真の部表彰式：会頭

４日
５日

従業員D I

７日

売上D I

８日
９日

資金繰りD I

大村商工会議所青年部平成29年度新役員就任挨拶：三役
三役会

復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
など、先行きへの懸念を指摘する声は多く、中小企業の業況は横ばい圏内で推移す

大村市産業支援センター・若杉誠司センター長就任挨拶：三役

10日

古川敬三・長崎県企画振興部長着任挨拶：会頭

日本商工会議所広報部調査役・松浦絵美氏来所：専務
大村駐屯地・南野延寿新司令着任挨拶：正副会頭
岩﨑信二・ハローワーク大村所長就任挨拶：専務
商業・食品部会正副部会長会議：時副会頭

笠井達彦氏・ウラジオストク総領事特別セミナー：正副会頭
長崎県へ就任挨拶廻り：専務
大村神社春季大祭会頭

故・陰平貴嗣氏・当所前１号議員三十五日法要：会頭、堀内副会頭、時副会頭

アクサ生命保険（株）長井茂九州営業局長、進藤博明長崎支社長来所：専務
大村高等学校定時制入学式：専務
皇大神宮春季大祭会頭

採算D I

春季ＢＷＣ進発式：堀内副会頭

仕入単価D I

11日

業況D I

（下落ー上昇）

SUMCO TECHXIVﾍ挨拶：会頭､専務

海上自衛隊大村航空基地隊・加藤和伸新司令着任挨拶：会頭、時副会頭
長崎県商工会議所連合会専務理事会：専務

海上自衛隊第22航空群山内康司首席幕僚、貞信研太監理幕僚来所：専務

12日

改正個人情報保護法への対応状況

採用は行わない

13日

15.2%

採用を行う
55.9%

18.4%

≪正社員≫

2017/4調査

昨年度並み

50.6%

2016/4調査

減らす
46.1%

50.3%

44.1%

2017/4調査

31.8%

58.0%

2016/4調査

38.5%

54.1%
0%

20%

43.0%
40%

60%

80%

◆2016年度の採用実績について
募集し、採用できた

募集しなかった

9.9％

36.5%

予定した人数を
確保できなかった

採用計画の
充足状況

平成29年度大村珠算連盟総会：専務

平成29年度地域雇用協議会代表者会議：会頭

15日

玖島稲荷神社春季大祭：堀内副会頭

5.6%

16日
17日

佐藤正久参議院議員講演会：時副会頭
六部会正副部会長会議：三役

3.5%

18日

大村市との懇談会：三役

100%

長崎県産業振興財団一ノ間和政氏・小嶋遵二氏来所：専務
大村市姉妹都市親善協会役員会、同総会、懇親会：会頭
野岳湖キャンプ場開き、安全祈願：専務

2.9%

19日

親和銀行大村支店長来所：専務

諫早商工会議所理財部会との交流会：堀内副会頭

20日

西本町恵比須祭り：時副会頭

24日

大村室内合奏団村嶋芸術監督挨拶：会頭、専務

25日

確保できた

正社員（新卒）

51.7%

48.3%

正社員（中途）

55.6%

44.4%

53.5%

46.5%

非正規社員

14日

大村バスターミナルビルオーナー会議：会頭、専務

募集したが採用
できなかった

53.6%

建設部会第1回運営委員会：西畑副会頭、専務

3.4%

≪非正規社員≫

49.8%
現時点
では未定
28.9%

増やす

長崎県産業政策課・吉富達司参事来所／支援機関ネットワーク組織立ち上げ説明・要請：専務
市制施行75周年記念「大相撲大村場所」契約調印式：会頭

※採用を行う企業が回答

＜採用する人数＞

平成29年度大野原演習場自衛隊基地協力会総会・懇親会：会頭
地域経済活性化委員会正副委員長会議：時副会頭、専務

◆2017年度の採用について

※円グラフの外側が2017年４月調査、内側は前年同月調査

野田孝則・1号議員ご令室告別式：専務

平成29年度国道34号等大村市内幹線道路整備促進期成会総会：会頭
長崎県防衛協会常任理事会：会頭

/

岡山武氏・元常議員、岡山建設㈱会長通夜式：会頭
ながさき産業振興推進会議：専務

26日

地域経済活性化委員会：時副会頭

中心市街地複合ビル入居に関する打合せ：専務
第22回イオン大村店同友会総会：会頭

27日
28日
29日

㈱アルカディア大村定時取締役会：会頭
1号議員協議会：三役

福重商工振興会通常総会懇親会：会頭

大村駐屯地創立65周年記念式典、祝賀会食：三役

MonthlyNewspaper 5

Page

平成 29 年５月20 日

MAY/2017

従業員の退職金の積み立て
にご活用ください！

No.701

特定退職金共済制度加入のおすすめ

退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。
❶掛金は、従業員１人につき月額 1,000 円（1 口）から 30,000 円（30 口）まで 1,000 円刻みで設定できます。
❷過去勤務期間の通算の取扱ができます。

❸退職給付金・遺族給付金・退職年金のいずれかが従業員ご本人（またはご遺族）に直接給付されます。
❹国の制度（中小企業退職金共済制度）との重複加入も認められています。

❺事業主が負担する掛金は従業員 1 人 30,000 円まで全額損金または必要経費に計上できます。
＊記載の税務の取扱は、平成 29 年 5 月現在の税制に基づくもので、将来において保障するものではありません。
（所得税法施行令第 64 条、法人税法施行令第 135 条）

この制度に加入するかしないかは事業主の任意ですが、加入する場合は全従業員を加入させなければなりません。な

お、期間を定めて雇われている者、試用期間中の者、季節的な仕事の為に雇われている者、パートタイマー、休職中の
者、非常勤の者などは加入させなくても差し支えありません。

※詳しくはパンフレットをご確認下さい。

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
長崎県工業技術センターからのお知らせ

第100回月例懇談会・特別記念講演会

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） 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

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/

まで
5/22●～29●
月
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月

○場

所：長崎県工業技術センター 2階 大会議室

幸島 宏邦

様

◆講演後、交流会を開催します
○日
○会

時：平成29年７月４日（火）18：00～20：00

場：富士松（長崎県大村市杭出津2丁目682-9）

○参加費：お一人 4,000円程度

☆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 研究企画課
髙見・藤本 TEL：0957-52-1133

