地域を育て地域を伸ばす
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記帳・税務の相談
帳簿をつけたいけど、
記帳の仕方がわからない

忙しくて帳簿まで
手がまわらない

このまま税務署に
提出するのが不安…

何か節税できる方策はないだろうか？
青色申告のすすめ
当所では、決算書・申告書を簡単に作成できる、イータックスに対応した会計ソフト・ブルーリター
ンＡの導入をおすすめしております。
このソフトは初心者には難しい複式簿記も簡単にできるため、これを機会に複式簿記、青色申告に移
行すると、青色申告者の大きなメリットである

「専従者給与の経費算入」
「青色申告特別控除 65 万円」等
のいろいろな税制上の特典を受けられます。
使いやすくて、分かりやすいブルーリターンＡの導入を
ぜひご検討下さい。

大村税務相談所・大村青色申告会
● 年会費 ･･･････ 商工会議所の会費とは別に年額 6,000 円
● 手数料 ･･･････ 記帳代行や年末調整指導、決算書・申告書
作成などを利用された場合、別途
● 加入手続き ･･ 随時入会受付中

既に会員の皆様へ

来年３月の確定申告に向けた決算書、申告書のご相談は１月より受付けて
おりますので早めのご提出をお願いいたします！
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各部会視察

ダイハツ九州（株）大分中津工場を視察訪問
～工業部会～

九州グリコ㈱佐賀工場、野中蒲鉾㈱へ視察
～製造・卸部会～

堀内副会頭と工業部会員 15 名、事務局 1 名が参加

当所工業部会（田中博・部会長）では、11 月 15 日、大分県
中津市にあるダイハツ九州（株）大分中津工場を訪問。当日は
17 名が参加し、自動車の組立ライン及び検査ライン（一部ボデー
ライン）を見学しました。

10 月 18 日 ( 火 ) 当所製造・卸部会は企業見学会を開催し、
佐賀市内にある九州グリコ㈱佐賀工場・野中蒲鉾㈱を訪問。九州
グリコは衛生的でシステム化された工場であり、また企業は人な
りということの再認識と、野中蒲鉾では新商品開発の視点を学ぶ
ことが出来ました。

唐津市の観光・産業地を視察訪問
～理財部会～

堀内副会頭と理財部会員 12 名、事務局 1 名が参加

当所理財部会（部会長：小佐々佳生・㈱十八銀行大村支店支店
長）では、11月16日に唐津市を訪問。同市の中心市街地は唐津藩
の城下町が前身で、豊かな自然に囲まれ、競艇場もあるなど、当市
との共通点も多く、唐津競艇場・愛しとーと唐津店・旧高取邸屋
敷・旧唐津銀行・大原松露饅頭工場と、同市内の観光・産業地を視
察しながら、地域社会や観光資源の連携による、交流人口の増大を
見据えた街づくりについて学びました。

㈱油津応援団にて視察研修事業を実施
～商業・食品部会～
大村商工会議所商業・食品部会（野
島進吾部会長）では、11 月 25 日（金）
から 26 日（土）にかけて宮崎県日南市
の油津商店街にある㈱油津応援団を視
察し、立ち上げた経緯から現在までの
運営状況、今後の目標等についての説
明を受けました。
この㈱油津応援団は、日南市がテナントミックスタウンマネージャー
を募集し、応募者多数の中から選ばれた木藤亮太氏と、現在代表取締役
の黒田泰裕氏が中心となって設立した会社で、油津商店街を活性化する
ことが目的となっており、現在空き店舗に 20 店舗近くのお店を誘致オー
プン。多目的の交流スペースや、油津カープ館、あぶらつ食堂等を設け、
多世代で楽しめる場所になっています。
２日間を通して、黒田氏、木藤氏から丁寧なご説明を頂き、特に市
民の方の協力を得ながら徐々にサポーターを増やし、皆さんで協力し
合いながら街づくりをすすめていること等、大変有益なものを得るこ
とが出来ました。
現在、油津商店街は、経済産業省が選定する全国のはばたく商店街
30 選に選ばれ、地方創生担当の山本幸三大臣が視察に来られるなど、
内外から高い評価を受けています。

販路開拓をお考えの小規模事業者の皆様へ！
！

平成28年度第2次補正予算
平成28年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金公募のお知らせ
小規模事業者持続化補助金公募のお知らせ
1．
事業概要

小規模事業者の事業の持続的発展を後押しするため、小規模事業者が、商工会・商工会議所の支援を受けて経営計画を作成し、
その計
画に沿って取り組む販路開拓等の経費の一部を補助します。

①広告宣伝
・新たな顧客層の取り込みを狙い、
チラシを作成・配布
②集客力を高めるための店舗改装
・幅広い年代層の集客を図るための店舗のユニバーサルデザイン化
③商談会・展示会への出展
・新たな販路を求め、国内外の展示会へ出展
④商品パッケージや包装紙・ラッピングの変更
・新たな市場を狙って商品パッケージのデザインを一新
⑤ITを活用した広報や業務効率化
・ホームページの開設やネット販売システムの構築、管理シス
テムの導入
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《対象となる取り組みの例》

2．
公募期間

平成28年11月4日（金）～平成29年1月27日（金）
3．
対象者及び補助率等
対象者：大村市内の小規模事業者
補助率：補助対象経費の3分の2以内
補助上限額：50万円
100万円
（賃上げ、雇用対策、海外展開、
買物弱者対策）
500万円
（複数の事業者が連携した共同事業）
4．
お問合わせ先

大村商工会議所

電話５３－４２２２

平成 28 年 12 月20日

平成28年度補正予算
「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」
の公募開始！
平成28年度補正予算
「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助

金」の公募を平成28年11月14日から平成29年1月17日まで行います。
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全省庁統一資格の申請登録のご案内
～オープンカウンター方式

大村航空基地隊では、見積り参加機会の拡充及び一層の透明

性、公平性の向上を図るため、物品購入の一部について、今年7月

からオープンカウンター方式を導入しております。

参加するには全省庁統一資格を取得する必要があり、統一資格

審査申請・調達情報検索サイト
（ＵＲＬ
：
ｈｔ
ｔｐ／／ｗｗｗ．
ｃｈｏｔ
ａ
ｔ
ｓｕｊｏ

■事 業 概 要
国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の強い経済を

構築するため、経営力向上に資する革新的サービス開発・試
作品開発・生産プロセスの改善を行うための中小企業・小規
模事業者の設備投資等の一部を支援します。
■ 公募期間

平成28年
平成29年
11月14日(月)～1月17日(火)

（当日消印有効）

■ 公募要領等

公募要領等については、以下のページをご覧ください。
※問い合わせは、月曜日～金曜日(祝祭日を除く)
10:00～12:00、13:00～17:00
■ 本件に関するお問い合わせ先

ｈｏ．
ｇｏ．
ｊｐ／ｖａ／ｃｏｍ／Ｓｈ
ｉ
ｋａｋｕＴｏｐ．
ｈｔｍｌ）
へアクセスし、関係

する書類等をご準備頂き、お申込みを頂くこととなります。現在、
必要とする物品について
「大村航空基地」
平成２８年度オープンカ

ウンター方式要求件名リストを検索頂きますと閲覧することがで
きます。

★オープンカウンター方式とは
物品購入の見積り合わせにおいて、見積りの相手方を特定
せず、案件を公開し、一定の資格を有する見積り参加希望者か
ら見積書の提出を受け、契約の相手方を決定する方式です。
★詳しくは・
・
・
対象案件、参加資格、実施方法など、詳しくは下記へお問い
合わせください。

長崎県地域事務局
長崎県中小企業団体中央会
住
所 長崎市桜町４番１号
電話番号 095-826-3201

長崎商工会館９階

サッカー交流大会開催

問合せ先

海上自衛隊大村航空基地大村経理隊 契約班
ＴＥＬ 0957-52-3131（内線685・686）

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、

大村商工会議所

対象

当所会員事業所

日時

12月3日
（土） 大村市古賀島スポーツ広場にて『第1回商工
会議所青年部サッカー交流大会おおむら大会』が開催。
当日は、長崎商工会議所青年部、諫早商工会議所青年部、佐世保
商工会議所青年部、大村商工会議所青年部合わせて100名
の会員が参加し、スポーツを通じて交流を深めることができま

些細なことでもご相談に応じます。

場所

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）

H29年１月6日
（金）
2月3日
（金）
・3月3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

した。

八木

結果
PKの部

サッカーの部

準優勝 佐世保YEG

準優勝 大村YEG

優

優

勝 諌早YEG

勝 長崎YEG

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
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お お ぞ ら 共 済

自家給付制度ご請求について
日頃より当所生命共済制度にご加入いただき、
誠にありがとうございます。
「自家給付制度」
は、
生命共済の死亡・高度障害、
一時金、
事故による入院
給付金等の保障とは別に、
当所が独自に給付する見舞金・祝金制度で、
毎年
多くの加入事業所様にお役立ていただいております。
貴事業所で該当される加入者様がいらっしゃいましたら、
是非ともご請求
をいただき、
福利厚生にお役立てくださいますようご案内申し上げます。

○自家給付制度の種類
病気入院見舞金

事故通院見舞金

結婚祝金

加入者が病気で
7日以上入院した時

加入者が不慮の事故を
直接の原因として5日間
以上通院した時

加入者が結婚した時

出産祝金

日商検定祝金

加入者の子供が
生まれた時
（加入者男女問わず）

加入者が当所実施
日商試験で2級以上
合格した時

○お支払額
（加入口数・1名あたり）
見舞金

祝 金

・病気入院
（7日～19日）
2,000円×口数
（20日～） 8,000円×口数
・事故通院

・1口

5,000円

・2～5口 一律 10,000円

6,000円×口数

※詳細につきましてはお問い合わせください。

○お問い合わせ

（0957）
53-4222
大村商工会議所総務部
52-1414
アクサ生命保険㈱大村分室 （0957）

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1.16％
(固定)

【こんな時にご活用ください】
※平成28年12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

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。
日

時

④融資の推薦

● 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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TEL0957-53-4222 FAX0957-52-2511

１月26日
（木）

平成
29年

13時～16時

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。

との共催

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

２月23日（木）

３月23日（木）

平成 28 年 12 月20日
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新 入 会 員
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

○11月入会

○12月入会

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

森設備

代表

〒856-0044

森

純彦

大村市岩松町315-1

☎（0957）54-8382

管工事業

㈲尾上運送 代表取締役 尾上 辰也
〒856-0818

大村市今津町728-1

☎（0957）49-6351

シビルサポート 代表 村林 圭太

〒856-0046

☎
（0957）
54-8182

情報化施工技術に必要となる設計データ作成、及び現場における特殊工事の
管理業務のアウトソーシングを主とした管理又は補助業務の委託受注

ヘアサロンリップス 代表 雄鹿 奈々

〒856-0023

食品輸送

大村市上諏訪町927-13

☎（0957）54-3315

商工会議所ＬＯＢＯ
（早期景気観測）
－2016 年 11 月調査結果（概要版・付帯調査）
－

▶先行きについては、先行き見通しＤＩが▲20.8（今月比＋２．１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。年末年始の消費拡大、設備投資や公共工事の増加、米国大統領選後の円安株高
の進展に期待する声が聞かれる。他方、消費低迷の長期化や人手不足の影響拡大、
米国の次期大統領の政策の影響など、景気の不透明感を懸念する声は多く、中小企
業においては先行き慎重な見方が続く。

LOBO全産業合計の各D I の推移（2014年11月以降）

15.3

15.7

三役の動き

15.11

７日

16.3

16.11

回答した企業（全産業）は 19.2％。一方、
「全く転嫁できていない」と回答した企業（全産業）は 25.2％と
前回調査から１ポイント減少

全て転嫁
できている
19.2％

全く転嫁でき
ていない
25.2％
19.4％

26.2％

54.4％
一部転嫁
できている
55.6％

おおむら秋まつり反省会：専務
SUMCO TECHXIV（株）へ新三役就任挨拶：正副会頭

９日 第50回長崎県商工会議所女性会連合会・諌早大会：中村会頭
大村市立地適正化推進協議会：堀内副会頭

11日 観光関連団体会議：会頭

13日 第4回しあわせ街道まつり（萱瀬地区文化祭）：会頭

20日 大村市産業支援センター長採用２次面接試験：会頭
16.7

コスト増加分の価格転嫁の動向（B to C）

※円グラフの外側が今回調査、
内側が 2016 年 2 月調査

新三役就任挨拶廻り大村市・長崎県他

８日 玖島稲荷神社秋季大祭 中村会頭

21日 大村市商工観光部長とバスターミナルビル３オーナーとの面談会：会頭
元監事・坂口亨氏（（有）坂口国商店会長）告別式：会頭
青年部役員、新三役へ挨拶来所：正副会頭

▶ 消費者向け商品・サービス
（ＢtoＣ）
におけるコスト増加分の価格転嫁について、
「全て転嫁できている」
と

◆価格転嫁の動向
（ＢｔｏＣ）
（全産業）

11月

19日 松原八幡神社例祭（おくんち）：会頭

仕入単価D I
（下落ー上昇）

14.11

☎
（0957）
48-5639

呉服販売、着付け教室、映像企画編集、販売、音響、着物レンタル、飲食業

18日 全国防衛協会連合会青年部会第16回青年研修大会「神奈川大会」：堀内副会頭 ～19日

業況D I

ー40

ー60

フィーランド㈱ 代表取締役 野島 進吾

〒856-0032 大村市東大村2-1112-144

16日 理財部会視察研修（唐津市）：堀内副会頭

ー20

採算D I

天かす・あげ玉製造販売

15日 工業部会先進地視察（大分県中津市）：堀内副会頭

従業員D I

売上D I

資金繰りD I

☎（0957）55-2261

６日 九州新幹線西九州ルートに関する講演会

ポイント
ポイント

▶11月の全産業合計の業況ＤＩは、▲22.9と、前月から＋2.6ポイントの改善。ただし、
「悪化」から「不変」への変化が主因であり、実体はほぼ横ばい。住宅など民間工事、公
共工事の持ち直しが続いた建設業や、コスト上昇分の価格転嫁が進んだ卸売業の業況が改
善した。また、電子部品や自動車関連の製造業で引き続き堅調な動きを指摘する声があっ
た。他方、個人消費の低迷が長引くなか、慢性的な人手不足による受注機会の損失や人件
費の上昇、農水産物の価格高騰が依然として中小企業の足かせとなっており、業況改善に
向けた動きは力強さを欠いている。

0

美容業

〒856-0806 大村市富の原2-278-2

１日 臨時議員総会:三役
３日 おおむら秋まつり 同時開催／ご当地自慢グルメフェア2016：三役

業況ＤＩは、改善続くも力強さ欠く。
先行きも不透明感から、慎重な見方

20

㈱ナカガワ長崎工場 取締役 工場長 中川 有二

大村市木場2-322-3

※
「全く転嫁できていない」
「一部転嫁できている」
と
回答した企業による複数回答
（全産業）

22日 三役会：三役
副会頭への業務説明
諌早商工会議所創立75周年記念会員大会：会頭

価格転嫁できない主な要因
消費者の節約志向・低価格志向が続いている
（強まっている）ため

56.3%

競合他社が販売価格を上げていない（据え置き、値下げ）ため

41.9%

需要が減少しているため

37.9%

予め取引価格を固定した長期契約により、足元の
価格変動を反映できないため

12.1%

既に販売価格を上げており、これ以上の転嫁が
困難なため

7.4%

年末年始営業のお知らせ
大村商工会議所は12月28日（水）
まで業務を行います。

会員の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解の
ほど、お願い申し上げます。
（水）です。
なお、新年仕事始めは1月4日
来年も大村商工会議所をよろしくお願いいたします。

24日
25日

平成28年度大村市地球温暖化対策協議会：専務
夏越まつり協賛会理事会、総会：中村会頭、時副会頭
商業・食品部会視察研修事業（宮崎県日南市他）：時副会頭～26日
第2回大村市立地適正化推進協議会：会頭

27日 自衛隊4部隊合同式典・パレード：正副会頭
28日

防愛コンペ・懇親会：中村会頭、西畑副会頭
法養祭：西畑副会頭

29日 大村街づくり（株）第11期定時株主総会：会頭
30日

金融審査会
自衛隊長崎地方協力本部創立61周年記念行事：中村会頭
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DEC/2016

平成29年
新年祝賀会開催のご案内
大村商工会議所会員が一堂に会し、新年を祝
い一層の交流を深めるため、恒例の新年祝賀会
を開催します。
多数の会員の皆様のご出席をお待ちしており
ます。
期日／平成29年1月6日
（金）午後6時より
場所／長崎インターナショナルホテル
2Ｆ
「典麗の間」
会費／4,000円

No.696

特定商工業者に該当し、
例年通りご協力を頂きました会員事業所の皆様へ
心よりお礼申し上げます。
大村商工会議所 総務課
先月末発送の「特定商工業者法定台帳」のご記入並び

にご提出にご協力頂いた会員事業所の皆様、誠にありが
とうございました。また、この法定台帳を作成し、管理

運用するための経費として、3,000円の負担金をご納入
いただきましたこと心よりお礼申し上げます。本制度の
趣旨をご理解賜り、ご協力いただきました調査データと
負担金は有効に活用させていただきます。

なお、同台帳のご提出と同負担金のご入金がお済み
でない該当事業所の皆様は、商工会議所法(法律第

ご案内をすでにお送りしております。
お早めにお申し込みください。

143号昭和28年8月1日公布)に基づき、「特定商工業
者」として法定台帳に登録することが義務付けられて

TEL（53）4222 ＦＡＸ
（52）2511

おりますので、平成29年3月31日（金）までに、同台
帳のご記入並びにご提出と、3,000円の負担金をご納
入下さいますようお願い申し上げます。

企業が求める
資格第１位！
試 験 日/

日商簿記検定試験受験案内
平成29年２月26日
（日）
３級…９時

試験会場/

２級・４級…13時半

大村商工会議所大会議室

申込期間/ 平成28年12月19日
（月）
～翌年１月27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
問い合わせ

大村商工会議所総務部

12/21●～28●まで
水
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水

〒856-0826
大村市東三城町6-1

２月試験
申込受付中！
！

受 験 料
１級
２級
３級
４級

… ￥7,710
（実施なし）
… ￥4,630
… ￥2,570
… ￥1,640

TEL（0957）
53-4222

