
長崎市内で商工業を営んでいる方で、事業
を開始してから６ヵ月以上経過されてい
る方であれば、業種、規模、本・支店を
問わずご入会いただけます。
※ただし、長崎市内でも以下の地区の方のご 
　入会については別途ご相談ください。

○会費は４月から翌年３月までの年額で、入
　会金は不要です。
○会費のお支払い方法は、原則、口座振替
　となります。
○会費は税務上経費または損金として処理
　できます。

所定の「会員加入申込書」に必要事項を
ご記入、ご捺印の上、本所へご提出また
はご郵送ください。
本所役員会（常議員会）で会員入会承認後、
加入通知を郵送致します。

◎茂木地区　  ◎東長崎地区  ◎三重地区　  
◎香焼地区　  ◎伊王島地区  ◎高島地区　 
◎野母崎地区  ◎外海地区　  ◎三和地区　  
◎琴海地区

入会資格 会費

法 人・団体  12,000円～

個人　　　　 6,000円～
※２口からお願いしています。

CORE COMMUNICATE IN NAGASAKI

TEL ：095-822-0111  FAX：095-822-0112
　　 ：info@nagasaki-cci.or.jp

〒850-8541 長崎市桜町4番1号 長崎商工会館2F

長崎商工会議所

入会手続き

2015.02:1500

CORE COMMUNICATE IN NAGASAKI

賑橋

長崎駅

長崎市役所

JR長崎駅

長崎県庁

大波止フェリーターミナル
五島町 大波止

長崎商工会議所

・ JR長崎駅より  徒歩10分
・ 市役所前バス停  すぐ
・ 桜 町 電 停より　徒歩2分

桜町

公会堂前

 長崎商工会議所について 

会員へご入会ください！！

　長崎商工会議所は、任意加入の「会員」と法に定められた「特定商工業者」で組織されています。 
 「会員」は、業種ごとの「部会」に所属し、意見集約を行なっています。  
　また、「会員」の中から選出された「議員」は、都市問題、経済、中小企業などにかかわる重要事項につい
て調査研究するための「委員会」に所属し活動しています。 
 「部会」「委員会」から提案された事案は、「常議員会」や「議員総会」において審議・決定され、長崎商工会
議所の意見として国・県・市はじめ関係先へ建議・要望されるほか、各種事業として具体化されます。 

● 総務委員会
● 経済・中小企業委員会
● 都市問題委員会
● 環境問題委員会
● 観光・コンベンション振興委員会
● 文化教育委員会
● 新幹線建設推進特別委員会
● 世界遺産登録促進特別委員会
● 長崎都市経営戦略推進特別委員会

会　頭

中小企業相談所

中小企業振興部業務部総務部

副会頭（4名）

常議員（28名）

顧　問

監事（3名）

相談役・名誉議員  

専務理事

〈組織図〉

議　員（85名）

委員会（9 委員会）

●総務企画課
●財務会員課

●業　務　課
●経営支援課
●商工振興課
●特別支援事業課

特定商工業者  

● 理財部会
● 造船・機械・工業部会
● 運輸・港湾部会
● 建設部会
● 食料・水産部会
● 商業部会
● 観光部会
● 情報文化部会
● サービス部会

会　員
部会（9部会）

事務局長

青年部
女性会

長崎商工会議所

活用のご案内
～ 会員に入会するとこんなメリットがあります！ ～

販路拡大
自社PR
売上UPに
つなげたい

経営支援
経営課題を
解決したい

会員交流
ビジネスチャンス
を広げたい

福利厚生
福利厚生を充実
させたい

人材育成
社員教育に
力を入れたい情報提供

ビジネスに必要
な情報がほしい



会員交流 ～人脈拡大をサポートします！ ～

▼ ビジネスチャンスの拡大に繋がる人脈づくりがしたい!!

業種ごとに構成された９つの部会で
情報交換・人脈づくりができます！

　名刺交換・情報交換会等の交流会や業界で関心の
高いテーマを取り上げた講演会や視察会等の勉強会
を開催し、会員企業との情報交換や人脈づくりの機
会を提供します。

　毎年、年初めに全会員を対象とした「新年祝賀交
歓会」を開催しています。新年のごあいさつ、交流
拡大の機会を提供します。

　経営者としての資質向上はもとより、社会福祉や
地域社会に貢献することを目的に活動しています。
　さまざまな研修会、県内外での大会への参加を通
して会員相互の幅広いネットワークを築くことがで
きます！

　次代の地域経済を担う若手経営者・後継者約200
名の会員が、相互研さんや資質の向上に努め、また
会員相互の交流を通じてネットワークを広げること
を目的に活動しています。
　幅広い活動を通じて、自社のビジネスの発展はも
とより地域経済の活性化に大きく貢献しています。

「サービス部会名刺交換会」 「新年祝賀交歓会（平成26年）」

会員
限定

会員
割引

会員
割引

会員
限定

全会員を対象とした
異業種交流ができます！（新年祝賀交歓会）

若手経済人の
ネットワークが築けます！（青年部）

会員
限定

会員
限定

女性経営者の幅広い
ネットワークが築けます！（女性会）

販路拡大・自社ＰＲ
　　　　　　　　　　 　～売上アップをサポートします！～     

▼ 自社商品のＰＲに力を入れ、売上アップに繋げたい！！

大手流通業界等のバイヤーに
　　　　　　　 直接商談（商談会）

　大手流通業界等のバイヤーと直接商談ができる機
会を提供します！
　販路拡大はもちろん、バイヤーから売れるためのア
ドバイスを頂けたり、最新の市場ニーズの把握が可能
です。

　毎月発行の「会議所NEWS」（発行部数6,300）で
最新の自社ＰＲができます。
　費用や手間をかけずに、効率的なPRが可能です！

掲載無料！
「会議所NEWS」で自社をＰＲ！

貴社の広告チラシを「会議所NEWS」（発行部数6,300）に同封！
大幅なコスト削減・効率的なＰＲができます！（チラシ同封サービス）

ＰＲコストを大幅に削減。
たとえば、単独DMの場合、市内特別郵便で
@67×6,300社=422,100円
チラシ同封サービスを会員企業が利用した場合

（A4サイズ）は360,400円もお得

長崎市内の企業を中心に配布
ターゲットを絞った効率的なPRが可能

高い開封率

発送作業もおまかせ

おすすめのポイント

その１

その２

その３

その４

チラシのサイズ

B5・A4 
B4・A3

パンフレット

〈利用料〉
一　般

102,800円
123,400円
154,200円

会　員

61,700円
72,000円
92,600円

01 02

長崎　チラシ同封サービス
 詳細はWebで 



会員交流 ～人脈拡大をサポートします！ ～

▼ ビジネスチャンスの拡大に繋がる人脈づくりがしたい!!

業種ごとに構成された９つの部会で
情報交換・人脈づくりができます！

　名刺交換・情報交換会等の交流会や業界で関心の
高いテーマを取り上げた講演会や視察会等の勉強会
を開催し、会員企業との情報交換や人脈づくりの機
会を提供します。

　毎年、年初めに全会員を対象とした「新年祝賀交
歓会」を開催しています。新年のごあいさつ、交流
拡大の機会を提供します。

　経営者としての資質向上はもとより、社会福祉や
地域社会に貢献することを目的に活動しています。
　さまざまな研修会、県内外での大会への参加を通
して会員相互の幅広いネットワークを築くことがで
きます！

　次代の地域経済を担う若手経営者・後継者約200
名の会員が、相互研さんや資質の向上に努め、また
会員相互の交流を通じてネットワークを広げること
を目的に活動しています。
　幅広い活動を通じて、自社のビジネスの発展はも
とより地域経済の活性化に大きく貢献しています。

「サービス部会名刺交換会」 「新年祝賀交歓会（平成26年）」

会員
限定

会員
割引

会員
割引

会員
限定

全会員を対象とした
異業種交流ができます！（新年祝賀交歓会）

若手経済人の
ネットワークが築けます！（青年部）

会員
限定

会員
限定

女性経営者の幅広い
ネットワークが築けます！（女性会）

販路拡大・自社ＰＲ
　　　　　　　　　　 　～売上アップをサポートします！～     

▼ 自社商品のＰＲに力を入れ、売上アップに繋げたい！！

大手流通業界等のバイヤーに
　　　　　　　 直接商談（商談会）

　大手流通業界等のバイヤーと直接商談ができる機
会を提供します！
　販路拡大はもちろん、バイヤーから売れるためのア
ドバイスを頂けたり、最新の市場ニーズの把握が可能
です。

　毎月発行の「会議所NEWS」（発行部数6,300）で
最新の自社ＰＲができます。
　費用や手間をかけずに、効率的なPRが可能です！

掲載無料！
「会議所NEWS」で自社をＰＲ！

貴社の広告チラシを「会議所NEWS」（発行部数6,300）に同封！
大幅なコスト削減・効率的なＰＲができます！（チラシ同封サービス）

ＰＲコストを大幅に削減。
たとえば、単独DMの場合、市内特別郵便で
@67×6,300社=422,100円
チラシ同封サービスを会員企業が利用した場合

（A4サイズ）は360,400円もお得

長崎市内の企業を中心に配布
ターゲットを絞った効率的なPRが可能

高い開封率

発送作業もおまかせ

おすすめのポイント

その１

その２

その３

その４

チラシのサイズ

B5・A4 
B4・A3

パンフレット

〈利用料〉
一　般

102,800円
123,400円
154,200円

会　員

61,700円
72,000円
92,600円

01 02

長崎　チラシ同封サービス
 詳細はWebで 



　会員企業の新製品や新技術、サービス、イベント等をマスコミを通じてPRするためのお手伝いをしています。

　全国25万社が登録。会員であれば無料で登録ができ、販路開拓のチャンスが広がります。
簡易ホームページの開設や自社ホームページのアクセス数アップにも効果的です。

　会員事業所の製品・技術情報、商品情報、売り出
し情報等を募集致します。（情報掲載無料）
　投稿いただきました情報は、eメール配信サー
ビスの登録者に配信されます。 
　ビジネスチャンス拡大のツールとしてご活用く
ださい。

新聞・テレビ・ラジオでの会社ＰＲが簡単に！（プレス広報サービス）

①
申込・相談

③
アドバイス
記者発表会場の提供

②
記者発表
　等の調整

⑤報道

④
広報資料
提供

会
員
企
業

長崎商工会議所
プレス広報

サービス

取材・記者発表

マスコミ
経済記者クラブ

（商工会館3階）

http://www.b-mail.ne.jp/index.aspx

【情報メール投稿について】
■タ イ ト ル：35文字以内
■内 容 概 要：350文字以内
■情報提供元：事業所名・部署名・担当者名・電話・
　　　　　　　メールアドレス
上記の内容を下記アドレスまで投稿ください。
投稿先▶▶digi-mail@nagasakicci-mail.jp

〈お申し込みの流れ〉

会員
限定

会員
限定

会員
限定

安心の商工会議所運営・商取引支援サイト（ザ・ビジネスモール）

会員事業所のPR情報を無料でメール発信！（メールマガジン・「でじメール」）

経営支援

　創業に関する全般的な相談や、創業に関しての心構え、創業
計画の考え方などをテーマに「創業セミナー」を開催している
ほか、創業計画書作成のお手伝い、金融機関と連携して資金
調達の支援を行なっています。 

▼ これまでの経験を生かし、新しくお店をもちたい！！創業の準備をしたい！！

▼ 国・県・市などの補助金や支援策を活用したい！！ ▼ 専門家のアドバイスを受けたい！

～中小企業・小規模事業者の皆様の経営を成長段階に合わせて、
　　　　　　　　　　　　　　　   伴走型でサポートします！～

　商工会議所の窓口では、こうした支援策の情
報提供や活用にあたっての申請書・計画書の作
成の支援を行なっています。 

　長崎県の補助事業である「エキスパートバン
ク」や中小企業庁「ミラサポ」等を活用した専
門家派遣を行ない、専門的な経営上の悩みに対
してより丁寧にサポートしています。 

販路拡大・自社ＰＲ～売上アップをサポートします！～     

プレス広報サービス
 詳細はWebで 

ザ・ビジネスモール
 詳細はWebで 

商談相手
を探す

ビジネス
パートナーを
探す

自社製品
をPR

ザ・ビジネスモールが選ばれる３つの機能

その１ その２ その３

03 04

創業に関する相談やセミナー開催、創業計画書の作成、資金調達を支援しています。

　小規模事業者（従業員２０人以下、小売・サービス業
５人以下）であれば担保、保証人不要、低金利のマル
ケイ融資が活用できます。また、条件に該当しない場
合には、その他の融資制度を紹介しています。 

▼事業資金を調達し、経営の安定を図りたい！！

担保・保証人不要で低利の制度資金（マルケイ融資）

支援策活用にあたっての申請書・計画書の
作成を支援しています。 原則無料で専門家派遣を行なっています。

※マルケイ融資
融資限度額　2,0 0 0 万円
返 済 期 間　運転7年以内・設備10年以内
担保・保証人　不要（本人保証・保証料不要）
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　経営、事業、ノウハウ等を次代に円滑に引き継ぐために持続的な事業
承継計画書の作成についてセミナー等を通じて支援しているほか、第３
者承継（Ｍ＆Ａ）の相談窓口を設置し、必要に応じて専門機関を紹介して
います。 

▼ 後継者を育成し、事業をスムーズに引き継ぎたい！！

　労働保険は、労働者を１人でも雇用している事業主に加入が義務づけられています。
　本所は国からの認可を受けた労働保険事務組合で、小規模事業者（従業員が建設・製造業２０人以
下、小売・サービス業５人以下）の事務負担の軽減を図るため会員事業所を対象に労働保険の事務を
代行しています。

▼ 労働保険の事務手続きを軽減したい！！

▼ 企業経営のあらゆるリスクを軽減したい！！

＜制度の特色＞ 
①スケールメリットを活かした低額な保険料 
②保険料は全額損金処理可能 
③PL事故における民法上の賠償責任等、法律上発生する賠償責任を幅広く補償   

＜事故例＞ 
・飲食店で食事をしたお客様が帰宅後、食中毒を発症し入院した。
・看板取り付けの強度不足による落下により周囲の物を毀損した。

＜事故例＞ 
・外部からの不正アクセスにより、メーリングリストに登録してあった個人情報が漏えい。
・従業員が業務用データを自宅に持ち帰り、個人所有のパソコンにデータを保存。パソコンがウィルス
　感染していたため、その影響で個人情報が流出した。

＜制度の特色＞ 
①原則年1回の労働保険料の納付を保険料の多少にかかわらず3期で分納できます。 
②事業主も労働保険に特別加入することができます。 
※事務委託手数料：10,000円（税別）／年

会員
限定

製造・販売した製品やサービスによる人身事故や物損事故の 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  損害賠償責任を補償！（PL保険制度） 

会員
限定情報漏えいリスクを幅広くカバー（情報漏えい賠償責任保険制度）  

会員
限定労働保険の事務を代行します（労働保険事務組合）  

　ジョブ・カードを活用した職業訓練を通じ、有能な人材を育成・確保したい企
業と、正社員の経験が少ない求職者とのマッチングを促進する国の制度です。
　キャリアップ助成金には、人材育成コース・正規雇用等転換コースなどがあ
り、有期実習型訓練を実施することで事業主に支給されます。

▼ 有能な人材を育成・確保したい！！

ジョブ・カード制度、キャリアアップ助成金を活用し支援します。

事業承継計画書の作成や事業引継ぎを支援しています。

取引先企業の倒産による連鎖倒産を防止！（経営セーフティ共済） 

 

＜制度の特色＞ 
①スケールメリットを活かした低額な保険料 
②情報管理体制・認証取得状況により最大60％割引 
③情報漏えいリスクを幅広くカバー（個人情報・法人情報） 
 （不正アクセス、ウィルス等、過失、内部犯罪、委託先などによる情報漏えい） 

＜制度の特色＞ 
①掛金は税法上経費または損金算入できます（月額5,000円～200,000円） 
②積み立て掛金総額の10倍の範囲内（最高8,000万円）で回収困難な売
　掛金債権等の額以内の貸付を受けられます 
③貸付は無担保・無保証人 
④一時貸付制度あり 
※一般消費者を取引先とする事業者（金融業者および不動産賃貸業者など）
　は通常、貸付の対象となりません        

 
 
 

経営支援～中小企業・小規模事業者の皆様の経営を成長段階に合わせて、伴走型でサポートします！～
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長崎県地域ジョブ・カードセンター
 詳細はWebで 
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人材育成
　　 ～社員教育をサポートし、企業の経営力向上に繋げます。～

会員
優先

会員
割引

▼ 社員の能力向上に力を入れたい! !

階層や職種に応じた各種講座で
　　　  人材育成！（人“財”育成講座）

　“聞く”だけでなく、グループワークを中心とした”考えて
行動する”内容で実践力も身につきます！
＜開催実績＞
　・新入社員研修
　・経理基礎研修
　・接客・語学研修（韓国語）
　・「報・連・相」強化研修
　・企業法務研修
　・モチベーションアップ研修等

　商工会議所の検定試験は、全国統一の基準により実施してい
る「公的試験」です。
　企業規模や業種、業態などに関わりなく、ビジネス実務に直結
する知識やスキルを重視し、企業が必要とする人材の育成を目的
に実施していることから、企業の高い評価と信頼を得ています。

社員のスキルアップを図り、「即戦力」に！（商工会議所検定試験）

経営に役立つ知識や経営課題解決のヒントが得られます！（講演会）

＜開催実績＞
◆平成26年度　カルビー㈱松本会長に聞く！「逆境の中の経営改革」
　　　　　　　　～縮小する成熟市場で「儲かる会社」へと変貌するには～
　　　　　　　　カルビー㈱代表取締役会長兼CEO　松本　晃 氏

◆平成25年度　「激動の日本経済、これからどうなる？」
　　　　　　　　 獨協大学教授・経済アナリスト　森永　卓郎 氏

　

　企業経営・資質向上、人材育成に役立つ講習
会・研修会を開催しています。
<開催実績>
　・販売スタッフ講習会
　・創業支援セミナー
　・知的資産経営報告書作成セミナー
　・商業実務夜間講座
　・ラッピング講習会
　・ＰＯＰ講習会「新入社員研修」

「新春講演会（平成26年度）」

会員
優先

講習会・研修会に参加して
　　　　　専門知識を習得！

情報提供 ～ビジネスに必要な最新情報を提供します。～   

ながさき会議所NEWS　　（毎月1日発行） 長崎商工会議所ホームページ

長崎商工会議所
 詳細はWebで 

でじ・メール
 詳細はWebで 

「facebook」「 Twitter」 メールマガジン「でじメール」
　　　　　　　　　　　　　　（月2回発信）

「各種調査資料」

　講演会・セミナー・イベントなどの開催や中小企
業に対する補助金・助成金情報、会員事業所イチ押
し情報を毎月2回お届けします。

＜配信登録＞
下記よりメールアドレスを登録

　セミナーや助成金などの最新情報、会員事業所の耳
より情報をSNSでリアルタイムに発信！

　会議所の取り組みや経営に係る各種最新情報をお
届け（発行部数約 6,300部）

▼ 中小企業施策や地域情報などの経営に役立つ情報を知りたい! !

長崎商工会議所
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長崎経済概観
観光・水産・製造業な
ど、長崎の主な産業の
動向を示す指 標を図
表・グラフで紹介して
います。

景況・経営動向調査
本 所 会員事 業 所を対
象に四半期ごとに調査
を実施。長崎地域の景
況・経営動向の指標と
して活用できます。

歩行者通行量調査
長崎市内の商店 街区
域 等23ヶ所を対象に
調査を実施。長崎の商
業 環 境の 変 化を見る
ことができます。
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会員
割引

会員
限定

会員
限定

会員
限定

会員
限定

福利厚生 
　　 ～ 事業主・従業員の福利厚生の充実をサポートします！～   

生活習慣病健康診断

▼ 事業主・役員や従業員の健康管理をしたい！！

▼ 他にも会員優待料金で利用できるサービスが知りたい！！

＜制度の特色＞
①掛金は全額所得控除の対象となり節税できます
②掛金月額は1,000円～70,000円の範囲内（500円
　単位）で自由に選べます 
③事業資金の貸付制度あり 

小規模企業の事業主、役員、共同経営者の
　　　　 退職金積立制度（小規模企業共済） 

＜制度の特色＞ 
①掛金は月額1,000円から30,000円まで設定
　できます 
②事業主が負担する掛金の全額が損金または
　必要経費に算入できます    

従業員の退職金積立制度（特定退職金共済） 

  

 
 

 

会　員
（生命共済加入事業所） 一　般会　員

6,500円5,500円5,500円 8,640円

　会員・生命共済加入事業所は割安な料金で受診で
きます！

　「西諌早病院 癌研ＰＥＴ／ＣＴ画像診断センター」と
提携したがん検診が会員割引料金で受診できます！

＜受診料＞ ※H26.11月実施分（税込） ＜受診料＞

通  常

会  員

97,750円 

87,750円 

123,450円 

113,450円 

131,700円 

121,700円 

153,300円 

143,300円 

201,600円 

191,600円 

コース ベーシック
（追跡型） ベーシック スタンダード スペシャル プレミアム

 

 

ユナイテッドシネマ長崎

TOHOシネマズ長崎

稲佐山温泉 ホテルアマンディ

1,800円

1,800円

850円

1,300円

1,300円

700円

1,000円

1,000円

550円

映画館／温泉 一　般会　員会員（生命共済加入事業所）

映画や芝居、コンサート、美術展、ビアホール、
　　　　　　　　　　　　　　温泉入湯などのチケットを割引販売しています。 

「優良従業員表彰式
　　  （平成26年度）」

頑張る従業員を表彰しましょう！（優良従業員表彰）

▼ 従業員のモチベーションアップに繋がる制度を利用したい！！

　会員事業所に勤続する優良従業員の方々を表彰します。
　貴事業所の人材育成、福利厚生制度の充実等の一助に是非ご活用ください。

＜永年勤続部門＞ 勤続10年以上かつ勤務成績が良好な方
＜特別功労部門＞ 事業所の経営または技術等に特別な創意工夫をするな
　　　　　　　　 ど企業発展に功績を上げられた方

 

割安な掛金で充実した保障！ 
                （生命共済制度）

企業向けの賠償補償と役員・従業員向けの
定額補償のダブル補償！！（業務災害補償制度）  

＜制度の特色＞
①業務上・業務外を問わず24時間保障
②死亡・障害・入院の幅広い保障
③商工会議所のスケールメリットによる割
　安な掛金 
④配当金で実質負担軽減 

＜制度の特色＞ 　
①保険料は一般加入より大幅割引（約20％～50％割引） 
②最高1年間補償の基本コース、最長60歳まで補償のロングコース、最長
　70歳まで補償の新ロングコースが選択可能 
③業務上・業務外を問わず365日24時間ワイドな補償 
④保険料は全額損金算入可能 ※従業員を一括加入させる場合のみ 

＜制度の特色＞ 
①民事上の賠償金や訴訟費用を補償 
②保険料は一般加入より大幅割引（最大57％割引） 
③政府労災保険の給付を待たずに保険金のお支払い
　が可能   ※政府労災保険への加入が必要です 
④掛金は売上高と業種で算出。掛金は全額損金参入
　可能 

ケガや病気で働けなくなった時に所得の一部を補償！（休業補償制度） 

▼ ケガや病気時の経済負担をカバーしてくれる制度に入りたい！！

絵

▼ 事業主・役員や従業員の退職金を節税しながら積み立てたい！！

会員
割引 がん検診 会員

割引
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長崎市内で商工業を営んでいる方で、事業
を開始してから６ヵ月以上経過されてい
る方であれば、業種、規模、本・支店を
問わずご入会いただけます。
※ただし、長崎市内でも以下の地区の方のご 
　入会については別途ご相談ください。

○会費は４月から翌年３月までの年額で、入
　会金は不要です。
○会費のお支払い方法は、原則、口座振替
　となります。
○会費は税務上経費または損金として処理
　できます。

所定の「会員加入申込書」に必要事項を
ご記入、ご捺印の上、本所へご提出また
はご郵送ください。
本所役員会（常議員会）で会員入会承認後、
加入通知を郵送致します。

◎茂木地区　  ◎東長崎地区  ◎三重地区　  
◎香焼地区　  ◎伊王島地区  ◎高島地区　 
◎野母崎地区  ◎外海地区　  ◎三和地区　  
◎琴海地区

入会資格 会費

法 人・団体  12,000円～

個人　　　　 6,000円～
※２口からお願いしています。

CORE COMMUNICATE IN NAGASAKI

TEL ：095-822-0111  FAX：095-822-0112
　　 ：info@nagasaki-cci.or.jp

〒850-8541 長崎市桜町4番1号 長崎商工会館2F

長崎商工会議所

入会手続き

2015.02:1500

CORE COMMUNICATE IN NAGASAKI

賑橋

長崎駅

長崎市役所

JR長崎駅

長崎県庁

大波止フェリーターミナル
五島町 大波止

長崎商工会議所

・ JR長崎駅より  徒歩10分
・ 市役所前バス停  すぐ
・ 桜 町 電 停より　徒歩2分

桜町

公会堂前

 長崎商工会議所について 

会員へご入会ください！！

　長崎商工会議所は、任意加入の「会員」と法に定められた「特定商工業者」で組織されています。 
 「会員」は、業種ごとの「部会」に所属し、意見集約を行なっています。  
　また、「会員」の中から選出された「議員」は、都市問題、経済、中小企業などにかかわる重要事項につい
て調査研究するための「委員会」に所属し活動しています。 
 「部会」「委員会」から提案された事案は、「常議員会」や「議員総会」において審議・決定され、長崎商工会
議所の意見として国・県・市はじめ関係先へ建議・要望されるほか、各種事業として具体化されます。 

● 総務委員会
● 経済・中小企業委員会
● 都市問題委員会
● 環境問題委員会
● 観光・コンベンション振興委員会
● 文化教育委員会
● 新幹線建設推進特別委員会
● 世界遺産登録促進特別委員会
● 長崎都市経営戦略推進特別委員会

会　頭

中小企業相談所

中小企業振興部業務部総務部

副会頭（4名）

常議員（28名）

顧　問

監事（3名）

相談役・名誉議員  

専務理事

〈組織図〉

議　員（85名）

委員会（9 委員会）

●総務企画課
●財務会員課

●業　務　課
●経営支援課
●商工振興課
●特別支援事業課

特定商工業者  

● 理財部会
● 造船・機械・工業部会
● 運輸・港湾部会
● 建設部会
● 食料・水産部会
● 商業部会
● 観光部会
● 情報文化部会
● サービス部会

会　員
部会（9部会）

事務局長

青年部
女性会

長崎商工会議所

活用のご案内
～ 会員に入会するとこんなメリットがあります！ ～

販路拡大
自社PR
売上UPに
つなげたい

経営支援
経営課題を
解決したい

会員交流
ビジネスチャンス
を広げたい

福利厚生
福利厚生を充実
させたい

人材育成
社員教育に
力を入れたい情報提供

ビジネスに必要
な情報がほしい


