地域を育て地域を伸ばす
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11月9日㈰

【開催日時】
【会

シーハットおおむら

場】

さくらホール駐車場

（雨天時は、
さくらホール内で催しを実施します）

【アクセス】ＪＲ大村駅から徒歩15分
【内

１０時～ 「雨天決行」

長崎県営バス・寿町前下車すぐ

容】●伝統芸能 寿古踊 大村龍踊
●西大村中学校吹奏楽部 民踊 三城子供太鼓 ほか
●熱く舞え！ ダンスバトル2014
●会場では大村の農産物、物産など格安で販売！

詳しくは下記までお問い合わせ下さい

おおむら秋まつり振興会事務局（大村商工会議所内）＜ＴＥＬ＞0957-53-4222

OCT/2014

インターネット通販サイト
「そらえきおおむら」
が開設しました！

大村商工会議所商業・食品部会主催講演会

「売上アップを語る」
を開催します
岡崎ビジネスサポートセンターは、岡崎市の中小事業者の「売上
アップ」を目的に、岡崎市と岡崎商工会議所が連携して13年10月に開
設。公的産業支援日本一と言われる富士市産業支援センターをモデル
にした取り組みを重ね、開設１年で既に大きな成果をあげています。

講師：秋元祥治氏

（岡崎ビジネスサポートセンター長）
☆講師プロフィール

「そらえきおおむら」
に出店する11事業所の皆さん
9月25日、中央商店街の楽学広場にて、
（一社）大村市物産振興協会
と大村市が連携して立ち上げたインターネット通信販売サイト「そらえ
きおおむら」の開設記念式典が開催されました。
同協会の御厨会長はあいさつで「我々が先頭になって、市内の特徴
ある商品を発信したい。一歩一歩でもいい、寄与できれば」と抱負を話
されました。
開設時点での出店数は11事業所で20商品のラインナップ。今後毎月
10商品づつ増やしていき、今年度中には70商品のラインナップにする
予定です。
今年度中の出店料・手数料は無料、今年中は送料も無料、ＰＣスキル
のフォローも同協会が行うなど、出店しやすい仕組みになっています。
出店希望または詳細については、
（一社）大村市物産振興協会・ＴＥＬ
５４－７６３７へお問い合わせ下さい。
←当所ホームページにも
バナーを設置しており
ます。是非アクセスして
みてください！

おおむらケーブルＴＶ

『生でお届け！ みんなの情報局』
で
毎週木曜日、
当所の情報を発信しています！

当所職員の荒木(左端)と原口(左から2番目)が笑顔でお届け中！

おおむらケーブルＴＶで、7月からスタートした『生でお届け！みんな
の情報局』
（平日・毎朝９：５５～）にて、9月から毎週木曜日、当所若
手職員がフレッシュな会議所情報をお届けしています！各種サービス
の紹介から、セミナー・イベント等の告知まで、ハラハラドキドキな生番
組に出演中です。ぜひご覧ください！
この 『生でお届け！ みんなの情報局』はまだまだ出演者を募集し
ています。お店のセールを紹介したい！イベントの告知をしたい！サー
クルの発表をしたい！などなど・・・登録と簡単な審査がありますが、
市内で活動している個人・団体で生番組時間内に出来るものであれば
どなたでも無料で出演可能です。
おおむらケーブルテレビのホームページから出演のお申し込みが出
来ますので、是非アクセスしてみてください。
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NPO 法人G-net 代表理事・
滋賀大学客員准教授
岡崎ビジネスサポートセンター
OKa-Bizセンター長
01年、中小企業支援と起業家的人材の育成
をテーマにNPO法人G-netを創業。04年より取
り組む「長期実践型インターン事業」は企業変
革を促し、地方都市唯一の成功事例として全国
的に評価をされている。一方、中小企業支援を
f-Biz・小出宗昭氏に師事し、OKa-Bizでの傑出
した支援成果から脚光を浴び、中小企業庁経済
よろず支援事業全国本部アドバイザリーボード
メンバーも務める。受賞歴に13年産業省「キャ
リ教育アワード」優秀賞、12年内閣府「ものづく
り日本大 賞」優秀賞、0 9 年経済産業 省「ソー
シャルビジネス 55選」選出ほか。

日 時：平成２６年１０月２８日
（火）
17時～18時30分
場 所：大村商工会議所大会議室
受講料：無料
主 催：大村商工会議所商業・食品部会
申込先：大村商工会議所 電話53-4222 ＦＡＸ52-2511
※申込用紙は当所ＨＰよりダウンロードしてください。
78,000人のオーディションを勝ち抜いた元女優・森川あやこ氏による
消費税アップに負けない！お客様サービス！

「お客様の心をつかむ！おもてなし接客術」
セミナーを開催しました
９月18日、講 師 に元 女 優
でOffice アイム 代表の森川
あやこ氏をお迎えし、
「お客
様の心をつかむ！おもてなし
接 客 術セミナー」を当所に
て開催しました。
セミナーの冒頭、これまで
に受けたお店やサービスで
嬉しかったこと、感動したこ
Oﬃce アイム 代表 スマイル幸師の森川あやこ氏
とを参加者同士で発表し合
い、
「ちょっとした気配りやサービスがお客様の心に残る」ということを
確認。それを実現させる方法として、お客様の心に『3K【かんげき・かん
どう・かんしゃ】を育む接し方』、店への入りやすさや頼みやすさなど『や
すさの工夫をする』、入った瞬間にそのお店や職場の雰囲気（従業員の
人間関係などから作られる）は意外とお客様に伝わっているという視
点から『人間関係をスムーズにし、良い職場の空気作りができる魔法の
リアクション法』など、意識して継続的に取り組むことで“目の前のお客
様に徹底的に喜んでもらえる”方法を、実践を交えながらレクチャーし
ていただきました。
最後に森川氏は、
「人が感動する時は、その人の気持ち・想い・心に触
れた時」と笑顔で話されセミナーは閉会、受講者の皆さんも笑顔で頷き
ながら熱心にメモを取っていました。

平成26年10月20日

No.670

日本政策金融公庫長崎支店による

『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26年11月17日
（月）

時

間

午前10時00分～午後4時00分

場

所

申込締切

大村商工会議所

(大村バスターミナル3階)
平成26年11月10日
（月）

こんなに便利です!
●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

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。

場 所
対 象

大村商工会議所

期 間

当所会員事業所

担当弁護士

（従業員含む）

日 時

下記のとおりです
八木 義明
（長崎県弁護士会所属）

¡11月7日㈮ ¡12月12日㈮ ¡1月9日㈮

相談時間

●13：00～
●13：40～
●14：20～
●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：www.yagi-lawer.com

【申込・連絡先】大村商工会議所

電話：0957-53-4222 担当：岡野・山崎

新入会員
●9月入会

損害保険ジャパン日本興亜㈱長崎支店諫早支社
〒854-0016 諫早市高城町5-10諫早商工会館5F

住

所

電

話 （0957）23-5174

支 社 長
業

種

川地 邦夫
損害保険事業

西日本新聞エリアセンター大村東
〒856-0835 大村市久原2-1049-5

住

所

電

話 （0957）52-5416

所

長

業

種

上松 英臣
新聞販売

●10月入会

桜バレエスタジオ
〒856-0807 大村市宮小路2-1008-7

住

所

電

話 （080）2791-1978

代

表

業

種

井上 順子
バレエ指導
Monthly Newspaper
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ご確認ください！

特定商工業者のみなさまには本年度も
3,000円のご負担をお願いいたします
特定商工業者の皆さまには、本年度も、法定台帳のご
提出と3,000円の負担金のご納入をよろしくお願い申し
あげます。
なお、調査資料一式は１１月中旬に郵送させて頂きます。
負担金につきましては、
１２月１日の口座振替、
または払込用

平成２５年長崎県工業統計調査結果
が発表されました
長崎県県民生活部統計課では、平成２５年１２月３１日
現在で実施した工業統計調査の本県調査結果を発表しました。
県と本市の調査結果概要は以下の通りです。
また、
より詳細な調査結果は県統計課のホームページ
（https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kenseijoho/toukeijoho/kogyo/）

をご参照ください。

紙によるご納入をお願い申しあげます。

特定商工業者
法律で義務付けられた制度。その規模が法で定められた
基準以上であれば、会員・非会員を問わず、商工会議所への
登録義務・負担金納入義務が課せられます。

制度の目的
地域経済を構成している一定規模以上の企業の実態を正
確に把握し、商工業振興のための各種施策を有効に活用
運用するために設けられた制度です。

特定商工業者とはどんな人たちのことか
商工会議所法に基づく一定基準以上の商工業者であって、
当
所においては次のうちいずれかに該当される方のことです。
●大村商工会議所地区内の営業所等で常時使用する従業員の数
が20人以上である者 (商業又はサービス業に属する事業を主
たる事業として営む場合は5人以上)(注1)
●資本金または払込済み出資総額が300万円以上である者
(注１)本制度における
「従業員」
とは
「事業所に常時雇用されている人」
を指し、
１ヵ月を超える期間を定めて雇用されているパートタイマー、
アルバイ
ト、
家族従業者等であっても含まれます。

平成27年3月高等学校卒業予定者対象

平成26年度ながさき新卒面談会が
開催されます
日 時

平成26年10月29日
（水）
13：00～16：00
〈受付〉
12：30～

会 場

ホテルグランドパレス諫早

（諫早市宇都町3-35）

（注1）参加生徒は、学校を通じてお申し込みください。
（注2）面談会に関する照会は、下記のお問い合わせ先に直接
お願いいたします。

お問い合わせ

ハローワーク諫早 TEL 0957-21-8609
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（注）1 単位未満四捨五入のため計と一致しない場合がある。
事業所数： 県全体としては1,847事業所で、前年に比べ△
88事業所（△4.5%）の減少、本市は112事業所
で、前年に比べ△7事業所（△6.7%）の減少とな
った。
従業員数： 県全体では56,023人で、前年に比べ△1,994
人（△3.4%）の減少、本市は4,453人で、前年に
比べ△309人（△6.5%）の減少となった。
製造品出荷額等： 県全体は1兆6,243億円で、前年に比べて△
1,507億円（△8.5%）の減少、本市は819億円
で、前年に比べ△74億円（△8.3%）の減少とな
った。
付加価値額： 県全体では4,188億円で、前年に比べて△731
億円（△14.9%）の減少、本市は269億円で、前
年に比べて△7億円（△2.5%）の減少となった。

長崎県県民生活部統計課
長崎県長崎市江戸町2番13号 長崎県庁2階 電話：095-895-2222

平成26年10月20日

商工会議所LOBO（早期景気観測）
～ 2014年9月調査結果
（概要版・付帯調査）
～

業況DIは、回復に遅れ。
先行きは持ち直しを見込むも、
コスト増に警戒感
ポイント
▶9月の全産業合計の業況DIは、
▲24.2と、
前月から▲3.7ポイントの悪化。
5月以降、
▲20前後で推移していたものの、
急激な円安進行に伴う仕入価
格の上昇やエネルギーコストの増大により、
収益が圧迫されている中小企
業では、
景況感に弱さがみられる。
また、
消費税率引き上げの影響は和らぎ
つつあるものの、
物価上昇が賃金の伸びを上回る中、
消費者の買い控えに
より売上回復が遅れるなど、
中小企業や家計における円安の悪影響が広
がっている。
ただし、
比較対象となる前年同月は、
住宅を中心に駆け込み需
要がみられた時 期であることに留意が必要。
▶先行きについては、先行き見通しDIが▲20.2(今月比+4.0ポイント)と、
改
善を見込む。
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。
生産・消費の回復が期待より遅れている中で、
年末にかけて緩や
かに持ち直すとの期待感が伺えるが、他方で、
足元の急激な円安進行によ
り、
仕入価格やエネルギーコストが上昇する中、
中小企業においては、
収益
圧迫が続き、
先行きに確信が持てないなど、
慎重な見方もみられる。
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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！
※10月10日より利率が1.45%→1.35％へ下がり、
ますますご利用しやすくなりました。

担保不要・保証人、
保証料不要・低金利

2,000万円以内
率】年利 1.35％
（固定）

【融資額】
【利
【返

平成26年10月10日現在

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

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、

●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。

経営上望ましい為替水準

※調査期間(9月12日~19日)の為替水準:
1ドル=107円~109円台で推移

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

三役の動き

▶自社の経営上望ましい為替水準(全産業)は、
「100円~105円未満」
が38.8%と最も多く、次
いで
「95円~100円未満」
が30.5%と続く

[中小企業の声]

▶円安による輸入資材や燃料の高騰により、利益率が悪化(札幌 小型印刷機等製造販売業)
▶資材価格や労務費の高騰が収益を圧迫。
円安進行に伴うさらなる資材価格高騰を懸念(金沢
総合建設業)
▶最近の円安により仕入コストが上昇も、販売価格への転嫁には時間がかかり、採算が悪化し
ている。為替は100円~105円未満が望ましい(東京 コーヒー豆等輸入販売業)
▶取引先の生産拠点はすでに海外に移転しているため、
円安になっても受注は増えず、
むしろ輸
入部品の価格上昇が利益の圧迫を招きかねない (静岡 電子部品製造業)

非正規社員の充足状況と確保に向けた対応
▶
「非正規社員を充足できていない」企業(全産業)は52.5%
▶非正規社員の確保に向けた対応のうち、
「正社員化」
は15.3%、
「限定正社員化」
は3.0%。
ま
た、非正規を維持したまま
「賃金(時給)の引き上げや手当の引き上げ・増額」をした企業は
40.1%にのぼる
※非正規社員の確保を望む 企業が対象〈複数回答〉

[中小企業の声]

▶大手の進出で近隣の時給が上昇。
アルバイト確保のため時給を引き上げ(武蔵野 飲食店)
▶高級筆記具に特化した専門店へのリニューアルに際し、商品知識や顧客対応能力の高いアル
バイト社員を正社員に登用した(岡崎 文具店)
▶人材定着のため、
パート社員に年2回の一時金を支給した (貝塚 介護サービス業)
▶正社員化を検討も、本人の育児状況や税制等を踏まえ、非正規維持 (今治 織物等製造業)

9月

三役

1日

¡三役会

2日

¡桃原・長崎スポーツタウンマネジメント
（株）社長来所、
BJリーグへの参入の件 会頭、
専務

3日

¡イルミネーション事業における４者協議

4日

¡タウンマネージメント会議
¡昼めし会 専務

5日

¡長崎県商工会議所連合会議員大会 中村副会頭、専務
¡栗原博・日商流通・地域振興部長を囲む懇談会 専務

7日

¡第69回国民体育大会デモンストレーション／グラウンド・ゴルフ競技 専務

9日

¡じげたまＧＰ実行委員会 中村副会頭
¡第29回おおむら菖蒲まつり少年剣道大会実行委員会

中村副会頭、専務

専務

専務

中村副会頭、専務

11日

¡理財部会運営委員会

12日

¡大村経営者研究会第54回定期総会懇親会 中村副会頭
¡第69回国民体育大会デモンストレーション／グラウンド・ゴルフ競技反省会 専務
¡ベストウィズ10・11月キャンペーン進発式 専務

14日

¡龍神社例大祭

15日

¡第65回長崎県珠算選手権大会

17日

¡ＣＣＩ＆ＡＸＡトップマネジメントカンファレンス

18日

¡日商第120回通常会員総会

23日

¡第42回大村ライオンズ優勝旗争奪少年剣道錬成大会

24日

¡諫早大村法人会セミナー

25日

¡インターネット通販
「そらえき大村」
開設記念式典 中村副会頭、
専務
¡大村市観光コンベンション協会理事会 専務

26日

¡平成26年度新隊員特技課程教育修了式
¡長商連「第3回人事管理委員会」 専務
¡三役会 三役

27日

¡竹松駐屯地創立62周年記念及び
第7高射特科群創隊40周年記念行事

29日

¡金融審査会
¡長崎がんばらんば国体、長崎がんばらんば大会募金協力感謝状贈呈式 中村副会頭

専務
専務
専務

専務
専務

専務

会頭

中村副会頭、専務
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