地域を育て地域を伸ばす
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日本商工会議所の三村明夫会頭が来崎
おおむら夢ファームシュシュを視察

6月9日
（火）
に三村会頭と日本商工会議所幹部御一行が、(有)シュシュを視察に訪れました。

写真の左から日本商工会議所の有田秘書、青山事務局長、
当所の中村副会頭、(有)シュシュの山口社長、
日本
商工会議所の三村会頭、
当所の角谷会頭、
日本商工会議所の久貝常務理事
(2面に関連記事掲載)

JUN/2015

国への要望項目を決定

九州商工会議所連合会第93回通常総会‐島原‐

新部会長に澤ノ井敏行氏を選任
製造・卸部会総会

製造・卸部会では５月１３日、部会総会を開催
し、荒木静男氏、前部会長の後任に、澤ノ井敏行
氏（アサヒフード㈱代表取締役）を新部会長に
満場一致で選任しました。また、荒木静男氏が
就かれていた２号議員職の後任に、宮田正一氏
（㈱ミヤタ代表取締役専務）を選任し、合わせて
同氏を筆頭副部会長に選任しました。

澤ノ井 敏行氏

おむらんちゃん商品券取扱加盟店のみなさまへ

換金についてのご案内
約190名が出席した九商連通常総会会場の様子
九州商工会議所連合会（末吉紀雄会長・福岡商工会議所会頭）
では
６月10日、島原市で第93回通常会員総会を開催。九州各地の会議所
から正副会頭、専務理事ら約190名が出席し、当所からは角谷会頭・
中村副会頭・雄城専務理事が出席しました。
総会では、日本商工会議所の三村明夫会頭（新日鐵住金相談役名
誉会長）他３名の来賓祝辞の後、議事では昨年度の事業報告と決算、
本年度の事業計画と予算案を承認。
このほか、
「 長崎の教会群とキリ
スト教関連遺産」の世界遺産登録推進、
カジノを含む統合型リゾート
（IR）関連法案の早期成立と九州内での施設設置、九州新幹線長崎
ルートの早期完成、長崎自動車道や西九州自動車道の整備、九州電力
の川内、玄海両原子力発電所の早期再稼働、大村からは国道34号(諫
早市大渡野～大村市与崎)の４車線拡幅の早期着手、などを国に求め
ることを決めました。
また、役員改選では末吉会長のほか、上田惠三長崎商工会議所会頭
ら８人の副会長を再任（任期は２年）
しました。来年度の第94回九商
連総会は大分県日田市で開催されます。

日本商工会議所の三村明夫会頭が
「おおむら夢ファーム シュシュ」
を視察
九商連へ出席のため来崎された三村会頭が６月９日に
「おおむら夢
ファーム シュシュ」
を訪れ、
同所レストランにて当所三役、
(有)シュシュ
の山口社長と会食されまし
た。
山口社長がスライドで同
社の事業を説明後、施設内
を案内し、
グリーンツーリズ
ムや農産物を軸とした同社
の様々な取組み・商品を紹
介。視察された三村会頭は
「六次産業はたいへん進ん
でいる。御社は食のコング
ロマリットですね」
と笑顔で
感心されていました。
三村会頭(右)に商品を説明する山口社長(左手前)

国道34号大村－諫早間の早期事業化等を要望
国道34号等大村市内幹線道路整備促進期成会（会長：松本崇大村
市長）
では5月28日、
国土交通省を訪れ、
国道34号大村－諫早間４車
線化の早期事業化など4項目（他3項目は○一般国道34号大村拡幅
の早期完成、○都市計画道路・池田沖田線の早期整備促進、○木場ス
マートインターチェンジ
（仮称）
の早期整備促進）
を西村明宏副大臣ら
に要望しました。
当所から角谷会頭が出席。
松本市長は「計画段階調査が進む感触は得ており、来年度事業化さ
れる手応えはある。緊急の課題であり、一日も早く実現してほしい」
と
述べました。
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加盟店の換金依頼期間は、
毎月１日～10日の営業日で、
加盟店の口座への振込は２５日
(25日が休日の場合は、
その前営業日)と致します。
＊商品券の使用期間：4月28日～9月30日

10月の換金期間：10月1日～10月13日(火)の平日迄
＊使用された商品券には、商品券の裏面に、登録店舗スタン
プを押印して、使用済みであることを明確にしてください
(スタンプがないのは換金できません)
使用された商品券がまとまった（できれば５万円以上等
100枚単位で輪ゴムで止めてまとめてください）場合は、換
金を行ってください。
＊換金窓口は、①商工会議所と、②加盟店が参加申請書に記
した大村市内の振込先金融機関（取次窓口）で行えます。但
し、実行委員会から換金窓口を
「大村商工会議所」に指定さ
れた加盟店は、換金場所は「大村商工会議所」のみとさせて
いただきます。
⇒指定された加盟店は、おむらんちゃん商品券登録証明書
に、換金窓口を明記させて頂きます。
＊換金窓口へは、おむらんちゃん商品券登録証明書（様式第２
号）とおむらんちゃん商品券換金取次依頼書（様式３号の
２）に必要事項を記入し提出してください。
※ 詳細については、
おむらんちゃん商品券「事業約款」
を確認してください。

平成27年度労働保険の年度更新
労働保険料の第1期分納入の時期です

７月１０日㈮までにお願いします。

平成27年度の
年度更新は

事業場あてに年度更新用の申告書が郵送されておりますので、
申告書を作成の上、7月10日までに申告・納税を済ませて下さい。
便利な電子申請と口座振替納付を是非ご利用下さい。
口座振替をご利用されていない方は7月10日までに商工会議所
窓口までご持参ください。期日を厳守いただきますようお願いい
たします。
〈お問合せ先〉長崎県労働局 労働保険徴収室 TEL095-801-0025

平成27年6月20日

日本政策金融公庫 長崎支店による

大村商工会議所と

『こくきん一日公庫』
を当所にて開催します
日本政策金融公庫と当所が連携し、
下記の日程で
「一日公庫」
を開催
いたします。
日本政策金融公庫の職員が審査面談、
金融相談などをお
受け致します。
※お申し込みが必要です。

★開催日時…平成27年7月21日
（火）
★時
間…午前10時00分～午後4時00分
★場
所…大村商工会議所(大村バスターミナル3階)
★申込締切…平成27年7月14日
（火）
●日本政策金融公庫長崎支店まで足を運ばなくても、
当所
で融資担当者とのご面談をお受けいただけます。
●原則として当日中に審査の結果が分かるので、
手続きが
スムーズです。
（ご面談の内容により、
審査結果が後日と
なることもあります）
●運転・設備資金、
ボーナス資金などの資金繰りや、
教育
ローンのご相談、
融資制度のお問い合せも可能です。
この機会に、
お気軽にご相談、
お申し込み下さい。
お問い合わせ・お申し込み先

大村商工会議所 中小企業相談所
（岡野）

〒856-8601 大村市東三城町6-1 電話0957-53-4222

創業塾集中講座
定員：先着20名
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受講料無料

8/19㈬ 18時30分～21時
大村市コミュニティセンター（シーハット大村第１会議室）
創業に求められること身に付けるべきこと

8/26㈬ 18時30分～21時
大村市コミュニティセンター（シーハット大村第１会議室）
成功するビジネスモデルの作り方

9/2㈬ 18時30分～21時
大村市コミュニティセンター（シーハット大村第１会議室）
成功する店・会社の運営方法

9/9㈬ 18時30分～21時
大村市コミュニティセンター（シーハット大村第１会議室）
創業計画書の作成

9/16㈬ 18時30分～21時
大村市コミュニティセンター（シーハット大村第１会議室）
フォロー講習

講師

中小企業診断士

前田 慎一郎氏

※大村市創業支援ネットワークが創業までバックアップ！！
※創業塾は、
産業競争力強化法に基づく
「特定創業支援事業
（継続的な支援で、
経営、
財務、
人
材育成、
販路開拓のすべての知識が身に付く事業）
」
です。
本支援を受けた創業者は登録免
許税の軽減措置等の支援策を受けることができます。

参加申込書を当所HPからダウンロードしFAX又は、
大村市のHPからお申し込みください。

主催：大村市 大村商工会議所

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

とっても便利です！

No.678

平成２７年６月25日（木）１３時～１６時
大村商工会議所
大村商工会議所中小企業相談所
☎ 0957-53-4222

※今後の開催予定日
平成27年7月23日（木）13時～16時 平成27年8月27日（木）13時～16時

中小企業支援制度ご利用の手引書として

施策利用ガイドブックをぜひご活用ください。

中小企業庁から、今般「中
小企業施策利用ガイドブッ
ク」の平成27年度版が発行
されました。
同ガイドブック
では、
中小企業の方が中小企
業施策をご利用になる際の
手引書となるよう、
各支援制
度の概要が紹介されていま
す。当所HP又は中小企業庁
HPから、PDF版をダウンロ
ードできますので、
是非ご覧
ください。

中小企業庁HPアドレス

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/h27/

接客セミナーで新入・若手社員が研修
5月14日、
当所にて接客セミナーが開催されました(主催：日本電
信電話ユーザ協会 共催：大村商工会議所)当日は、
講師で社員教育
トレーナーの東島真奈美
氏（フリーアナウンサー）
より、敬語、電話応対など
社会人としての基本的な
マナーについて指導を受
け、
参加者は実技を交えた
体験スタイルで接客のい
ろはと社会人マナーを学
びました。

大村市中心市街地活性化協議会の解散お知らせ
大村市では、
中心市街地活性化のために策定した大村市中心市街地
活性化基本計画が、
平成21年12月に内閣総理大臣の認定を受け、
基
本計画終了の平成27年３月31日まで各種事業に取り組んで参りま
した。
中でも、
中心市街地の起爆剤として位置付けられた再開発事業
や市民交流プラザは、
居住人口や交流人口の拡大に大いに貢献してお
ります。
当協議会については、
基本計画の策定段階から事業推進に対し随時
意見を申し上げてきており、
基本計画終了と同時にその役割は十分に
果たせたのではないかと思っております。
よって、
平成２７年５月２
１日開催の当協議会総会に解散をお諮りしたところ、
全会一致で解散
を決定致しました。
これまで長年に亘り中心市街地活性化に対しご支援頂きました皆
様には心から感謝申し上げます。
Monthly Newspaper
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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！
貸付利率が1.35％→1.25％へ下がり、
ますますご利用しやすくなっています！

担保不要・保証人、
保証料不要・低金利

【融資額】2,000万円以内
【利 率】 年利1.25 ％
（固定）
平成27年6月10日現在

【返

済】運転7年以内(据置1年可)
設備10年以内(据置2年可)

【こんな時にご活用ください】
●運転資金として
仕入資金、
手形決済資金、給与・ボーナスの支払いなどに

●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
融資
申込

小規模
事業者

経営
相談

大村商工会議所
経営指導員
による調査

推薦

大村商工会議所

日本政策
金融公庫

推薦審査会
による審議

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
※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。

大村商工会議所 中小企業相談所

〒856-8601 大村市東三城町6-1
ＴＥＬ 0957-53-4222
ＦＡＸ 0957-52-2511

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
会員事業所と、
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。
対 象

大村商工会議所
当所会員事業所

（従業員含む）

日 時

相談時間

Page

担当弁護士

下記のとおりです
八木 義明
（長崎県弁護士会所属）

～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：www.yagi-lawer.com

【申込・連絡先】大村商工会議所

4

期 間

¡7月3日㈮ ¡8月7日㈮ ¡9月4日㈮

●13：00～
●13：40～
●14：20～
●15：00～
●15：40～
●16：20～

電話：0957-53-4222 担当：岡野・山崎

Monthly Newspaper

国家公務員の再就職等規制にご協力を
国民からの批判が大きい問題として、
いわゆる天下り問題がありま
す。国家公務員が退職したのち、民間企業等に再就職することは禁じ
られておりませんが、国家公務員法では、公務の公平性に対する国民
からの信頼を確保するため、次の3つのルールを設けています。

■再就職の依頼・情報提供等の規制
現役の国家公務員が企業等に対し、他の国家公務員・OBの再就
職を依頼することや、国家公務員・OBの情報提供等をすることは
禁止されています。

■利害関係企業等への求職活動の規制
現役の国家公務員が、職務として携わる契約や処分などの相手
方となっている利害関係企業等に対し、在職中に求職活動するこ
とは禁止されています。

■元の職場への働きかけの規制
再就職した国家公務員OBが、再就職先の契約や処分に関し、便
宜を図るよう元の職場に働きかけをすることは禁止されています
(ただし、原則として退職後2年間に限ります)。

★各企業へのお願い

資金貸付

場 所

内 閣 府 からのお 知らせ

企業の皆様におかれても、規制違反を未然に防ぐ観点から、国
家公務員・OBにこうした行為を求めないようご協力をお願いいた
します。
また、規制違反が疑われる行為を見聞きした場合には、下
記連絡先まで情報提供をお願いいたします。
内閣府再就職等監視委員会事務局
連絡先 電 話: 03-6268-7660̃7668
URL : http://www5.cao.go.jp/kanshi/index.html

長崎県
「職場の健康づくり
応援事業」
が始まりました
長崎県では、事業所の健康づくりを応援するた
め、職場に専門スタッフを無料で派遣し、生活習慣
に関するテーマで講話を実施します。
対

象……… 従業員50人未満の事業所
(アルバイトやパートの方を含め10名以上の参加が見込めること)

派遣回数……… 年1回
派遣時間……… 平日

10：00～17：00の間の2時間以内

派 遣 スタッフ… 栄養士、保健師、看護師、薬剤師、健康運動
指導士、歯科衛生士
申し込み方法… 実施希望日２ヶ月前までに所定の｢申込書｣
により下記に提出
申し込み受付… 平成27年6月から1１月
詳しくは、ホームページをご確認ください。

長崎県庁HP 長崎県職場の健康づくり

検索

http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kenkodukuri/jigyo/syokubanokenkodukuri/

職場の健康づくりに関するご相談は県央保健所まで！
（県央保健所 地域保健課 健康対策班 0957-26-3306）

平成27年6月20日

商工会議所LOBO（早期景気観測）
～ 2015年5月調査結果
（概要版・付帯調査）
～
業況ＤＩは、改善続く。
先行きは横ばい圏内で推移も、持ち直しに期待感
ポイント
▶５月の全産業合計の業況ＤＩは、
▲１３．
５と、前月から＋１．
８ポ
イントの改善。輸出増に伴う生産の伸びや好調なインバウンドに
よる下支え、株高・賃上げに伴う消費者のマインド好転に加え、
一部で設備投資の動きが出始めるなど、中小企業の景況感は、
受注・売上の回復を背景に持ち直しに向けた動きが進む。
ただ
し、
比較対象の前年同月は駆け込み需要の反動の影響から業況
が一段と悪化した時期であることに留意が必要。
また、業況ＤＩ
の好転は、
「悪化」
から
「不変」
への変化が主因であり、依然として
コスト増や取引価格への転嫁遅れ、人手不足などが足かせとな
る状況が続いている。
▶先行きについては、先行き見通しＤＩが▲１４．
３
（今月比▲０．
８
ポイント）
とほぼ横ばいを見込む。
コスト増加分の価格転嫁遅れ
や人手不足、人件費の上昇などが、
引き続き経営の足かせにな
るとの見方から、一部にもたつきが残る。他方で、大手企業の業
績改善が進む中、受注増や設備投資の持ち直しへの期待感が
伺えるほか、夏の賞与増を含む所得環境の好転から、個人消費
の伸びを見込む声も聞かれている。

新入会員
●5月入会
社会保険労務士行政書士 三浦恵理子事務所
住 所

〒856-0806 大村市富の原1-1254-8
三浦 恵理子 業 種

電 話 （0957）55-7515 代表者

▶２０１５年度に設備投資を
「行う
（予定含む）」企業（全産業）
は３８．
８％と、
２０１４年５月調査と比べ、ほぼ同水準。他方、
「未定」は４
１．
６％と、
８．
７％増加し、
「見送る」
は１９．
６％と、
９．
７％減少
▶設備投資内容は、
「 国内で新規設備投資」
（ 全産業）が４２．
７％、
「国内で既存設備の改修・更新」が７２．
３％、
「海外で新規投資ま
たは既存設備の改修・更新」
が、
４．
６％
▶国内の新規設備投資の目的は、
「能力増強」
が４６．
３％、
「品質向上・
新製品生産・新分野進出」
が３７．
９％、
「省力化・合理化」
が２９．
０％

［中小企業の声］

▶売上が伸びているため、既存設備の改修を行うが、仕入価格の高騰等が
負担となり、
大規模な設備投資を行うほどの余裕はない（青森 宿泊業）
▶昨年度に続き、品質向上や省エネ、合理化を図るため、設備投資を計画
中
（本庄自動車部品製造業）
▶老朽化した店舗の建替えを行い、今夏にリニューアルオープンする。
また、
売上が堅調なこともあり、秋口に新規出店を予定している
（浜松
総合
スーパー）
▶清掃業務に必要な抗菌モップのクリーニング工場を新設。
自社オリジナル
サービスとしてＰＲし、
新規顧客開拓につなげた（京都 ビルメンテナンス業）
▶取引先で高品質な日本製品へのニーズが高まっているため、設備投資や
人員増強を図りたいが、安定的な受注が続くか見通せず、踏み切れない
（今治 衣料品製造業）

社会保険労務士、行政書士業務

江洋工業㈲
住 所

〒856-0009 大村市松原本町565-3
菊池 寛行

電 話 （0957）55-4135 代表者

業

種

一般機械器具製造業

業

種

クリーニング業

業

種

酒小売業

業

種

総合衣料品小売業

クリーニング エイトドライ
住 所

〒856-0818 大村市今津町690-4
林 浩二

電 話 （0957）53-2116 代表者

●6月入会
㈲酒の流通センター
住 所

〒856-0806 大村市富の原2-312-1
田上 俊光

電 話 （0957）55-9340 代表者

㈱だいちゃん
住 所

〒856-0820 大村市協和町1716
手塚 勇三郎

電 話 （0957）48-5251 代表者

㈲エセックス
住 所

〒856-0832 大村市本町425-5小川ビル1Ｆ
業 種
永田 慎哉

電 話 （0957）54-7863 代表者

三役の動き

２０１５年度の設備投資動向

No.678

洋服小売

5月

1日

¡大村市食育推進実行委員会 専務
¡長崎空港開港40周年記念セレモニー

7日

¡おむらんちゃん実行委員会事務局会議 専務
¡大村市姉妹都市親善協会役員会、
総会、
懇親会

9日

¡大村市自衛隊父兄会懇親会

会頭、
専務
会頭、
専務

専務

10日

¡大村中央ライオンズクラブ結成35周年記念式典、
記念講演

11日

¡中心市街地活性化基本計画最終フォローアップ報告に係る市との打合せ 専務
¡平成27年度第2回長商連人事管理委員会、
第1回専務理事会 専務

13日

¡華丸会議 専務
¡まちかど市民ギャラリー運営協議会総会

14日

¡自衛隊父兄大村東彼地区協議会定例総会・懇親会
¡第5回おむらんちゃん商品券実行委員会
¡大村東彼食品衛生協会通常総会 会頭
¡第１回商業・食品部会運営委員会 中村副会頭

15日

¡大村市戦没者追悼式 会頭
¡平成27年度長崎新幹線・鉄道利用促進協議会幹事会 専務
¡平成27年度第1回長崎県空港活性化推進協議会幹事会 専務

16日

¡福重商工振興会定期総会懇親会

17日

¡
（祉）
光と緑の園運動会

18日

¡金融審査会
¡国道34号等大村市内幹線道路整備促進期成会総会 会頭
¡内閣府再就職等監視委員会事務局 市村参事官補佐・糸永主査来所 専務

19日

¡九州新幹線西九州（長崎）ルート沿線商工会議所会頭会議 会頭、専務
¡第33回全国高等学校男子ソフトボール選抜大会優勝報告会、祝賀会 中村副会頭

20日

¡常議員会

21日

¡大村バスターミナルビルオーナー会議 専務
¡大村市中心市街地活性化協議会総会 会頭、
中村副会頭、
専務

22日

¡国道34号等大村市内幹線道路整備促進期成会・要望活動
¡大村航空基地開隊58周年記念日前夜祭 中村副会頭

23日

¡長崎県自動車整備振興会通常総会懇親会

26日

¡(公社)諫早大村法人会総会

27日

¡国道34号等大村市内幹線道路整備促進期成会・東京要望活動 会頭
¡大村市観光コンベンション協会理事会 専務
¡(祉)徳栄会理事・評議員会 専務
¡当所会計監査、
監事会 専務、
三監事

28日

¡(祉)光と緑の園理事会 専務
¡大村バスターミナルビル春季防災訓練

29日

¡長崎港活性化センター通常理事会､通常総会 専務
¡平成27年度大村商工会議所女性会総会懇親会 会頭

専務

専務
専務

中村副会頭

専務

三役

会頭

会頭

専務

専務
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第7回
おおむら

じげたまグランプリ
2015年9月6日㈰に開催決定
出品作品を募集します!!
※写真の商品は前回
（2013年）
の受賞商品です

前回第６回

前回第６回

最優秀グランプリ
・大村市長賞

優秀賞・大村市議会議長賞

「完熟とまとジュレ」

「長崎角煮パイ」

(有)シュシュ

ヘルシーフーズ(有)

前回第６回

優秀賞 大村商工会議所会頭賞
「おむらんちゃんのおやつ（焼きドーナツ）」
シュクル ボワ

前回第６回

じげたまグランプリ実行委員長賞
地域に愛される
大村発の新商品を応援します！ 「大村人参アイス」
じげたまとは、
じげもん
（大村の物・者）
とたまご
（こ
れから生まれる特産品）
の2つを合わせて作った言
葉。同グランプリは2年に1度開催。ふるさと大村産
品の顔づくりのために、
新商品開発の促進と育成
を図り、
大村の活性化に貢献するとともに、
大村の
産品として広く市民に紹介し、
大村産としての誇り
と愛着を喚起する機会を創出し、
地元商品の愛用
運動へとつなげていくことを目指しています！

そば正

■審 査 会／ 平成27年９月６日
（日） 大村市コミュニティセンター

★最優秀グランプリ…１品 ★優秀賞…３品

■募集期間／ 平成27年８月26日
（水）
まで（出品料1品

/ 2,000円）
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【申込書(当所HPからもダウンロード可)に必要事項を記入のうえ、
お申込みください。
】

GP

※主として、
大村で製造もしくは加工されたもので、
平成25年１月１日以降に商品化され
た農林水産加工品、
菓子類、
民芸品等。

■市民審査員募集／ 募集人員 50人

※審査会で、
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。
（市民審査員の申込締切は８月中旬です）

●申込先、
お問い合わせ

大村商工会議所・おおむらじげたまグランプリ実行委員会

※詳細、
もしくはお申し込みにつきましては、
大村商工会議所ホームページをご覧ください。 http://www.omuracci.com
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