
福知山市 

商工会だより 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５６号 平成３０年 9月 12 日発行 

福知山市商工会 本  所   56－5151 

            三和支所  58－3667 

            夜久野支所 37－0001 

第 24 回グルメ＆ダイニングショーが開催されました 

 

 

小規模事業者持続化補助金（二次受付） 

 平成３０年７月豪雨被災者限定の小規模事業者持続化補助金の公募がはじ

まりました。平成３０年６月２８日以降に発生した経費が対象になります。 

補助上限額 １００万円（費用の 2/3） 

早期の事業再建に向けた経営計画に基づいて実施する地道な販路開拓等の

取組に対して支払われます。また、被災した店舗等の解体工事や土砂撤去作

業、修理・修繕等の経費についても申請可能です。 

申込期限：平成３０年１０月５日 

（対象者） 

 平成３０年７月豪雨により、自社の事業用資産に破損等の直接被害を受け

た事業者 

 

 

 

近畿府県商工貯蓄共済合同キャンペーン 

平成３０年７月豪雨災害で被害を受けられた皆様へ 

今回の豪雨により被災されました皆様に心よりお見舞い申し上げます 

平成３０年７月豪雨により被災した中小企業者等の設備等の再建に対し、中小

企業応援隊による伴走支援により、早期の復旧・復興を図るための補助金の補

正予算が府・市の各議会にて編成されます 

◎対象となる条件 

府内に事業所を有する中小企業者等 

◎対象経費 

平成３０年７月豪雨により被災した設備等の更新等   

対象経費 
被災した設備等の更新等（大規模） 

被災した機器等の 

修繕等（小規模） 

京都府 福知山市 京都府 

補 助 率  

15％ 15％ 1/2 

※連年被災の場合は上乗せ補助あり 

（京都府：補助率２５％、上限１５０万円） 

（福知山市：補助率２０％、上限１５０万円） 

- 

補助下限 10 万円 10 万円 - 

補助上限 100 万円 100 万円 10 万円 

◎補助要件 

 り災(被災者)証明書を有すること、市税を完納していること（福知山市）等 

 

 

 

 

 新規掛金 10,000 円加入ごとに 5,000円相当のお好きな特産品をプレゼントいたします。 

期間：平成３０年１２月３１日募集まで 

※各府県連によって、取扱タイプ・口数が異なりますので、詳しくは商工会にご確認ください。 

 

 

 ９月 4 日（火）～７日（金）の 4日間、東京ビッグサイトにて第 24回グ

ルメ＆ダイニングショー（商談会）が開催されました。 

当会からは、昨年、今年と２回にわたり開催しました販路開拓塾を受講され

た 6 事業所が参加され、大手百貨店、スーパー、コンビニをはじめ、料亭、

個人の飲食店、スイーツ店、そして、韓国、台湾等海外からも多くのバイヤー

の来場があり商談に臨まれました。 

商談会での名刺交換からはじまり、その後、商談に移っていきます。 

今後の具体的な商談に期待したいと思います。 

  

 

 

体験型販路開拓 

～福知山市商工会 ブランディングプロジェクト～ 

必ず成果のでる実践的な販路開拓・商品づくりのノウハウを学べる【体験

型販路開拓】を企画しました！今回は消費者を自社や会場に呼び込み、コミ

ュニケーションや体験を通した販路拡大を目指します。 

既存商品のブラッシュアップ、新商品開発にも必ずお役に立ちます。 

あなたの事業が大きく飛躍します！奮ってご参加下さい。 

 

超実践型 販路開拓塾 第３弾！ 

◆講師◆ ㈱ノウハウバンク 三科公孝氏 

◆会場◆ 市民交流プラザふくちやま  

視聴覚室及び会議室３－２ 

◆定員◆ ２０名（先着順） 

 

 
全５回（各回 19：00～21：00） 

【1 回目／９月１１日（火）】 ※終了     

・体験型販路開拓（ツーリズム）とは？ 

【２回目／１０月１７日（水）】 

・何をフックにして人を呼び込むか？ 

【３回目／１１月８日（木）】 

・地域資源・観光資源調査と方向性の決定！ 

【４回目／１１月１５日（木）】 

・販路開拓成功に向けたブラッシュアップ！ 

【５回目／１２月５日（水）】 

・販路開拓実践シミュレーション！ 

・現地、現場、現物で体験型を体験する 

 

               

 

第３７回大江山酒呑童子祭り 

鬼ミュージカルは、宝塚にある女

性だけのミュージカルカンパニー

「OZmate(オズメイト)」による公演

です。２０１６年にニューヨークで

講演を行った「大江山鬼伝説(The 

Legend of Oni)」を披露してもらい

ます。鑑賞は無料ですので、是非ご

覧ください。 

■日時 平成３０年１０月２８日（日） 

■場所 大江山酒呑童子の里（大江町佛性寺） 

その他、今年もテント村＆鬼の里マルシェで色々な地元特産品の販売を行いま

す。大江高校や福知山公立大学、保育園のステージ発表も計画しています。 

また、商工会よりお買い上げ金額５００円につき１回のお楽しみ抽選会をいたし

ます。盛りだくさんの１日をお楽しみください。 

 

第１２回福知山産業フェア 

来場者７万人の展示・物販イベント、福知山産業フェアが開催されます。 

商業・工業・農業の各機関団体が一体となって、物産展を開催します。出展企業、

団体の取引機会を拡大するとともに、産業育成と地域活性化を図ります。 

■日時 平成３０年１０月２０日（土）～２１日（日） 

■時間 ９：３０～１６：００ 

■場所 福知山市三段池公園体育館及び周辺 

 

 

 

 

桧専門店の手づくりまな板と

ぐい呑みセット 

提供先：㈲桐村製材様 

その他、いろいろございます。 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

去る８月１８日、大江駅前 鬼瓦公園にてこど

も映画まつりを開催し「怪盗グル―のミニオン大

脱走」を上映しました。映画の前には女性部に手

づくり紙芝居を披露していただきました。 

 多くの子供たちに観てもらい、また開催してほ

しいとの声もいただきました。 

 

①時間外労働の上限規制が導入されます。 

（２０１９年４月１日～※中小企業は２０２０年４月１日～） 

 残業時間の上限は、原則として月４５時間・年３６０時間とし、臨時的な特別な

事情がある場合でも年７２０時間以内、複数月平均８０時間以内（休日労働を含

む）、月１００時間未満（休日労働を含む）を超えることはできません。 

②年５日間の年次有給休暇の付与が義務づけられます。 

（２０１９年４月１日～） 

使用者が労働者の希望を踏まえて時季を指定、年５日の付与が義務化されます。 

③正規労働者と非正規労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます。 

（２０２０年４月１日～※中小企業は２０２１年４月１日～） 

同一企業内において、正規雇労働者と非正規雇用労働者（短時間労働者・有期雇

用労働者・派遣労働者）との間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに、不合

理な待遇差を設けることが禁止されます。 

※詳しくは下記のHPをご覧ください 

厚生労働省 HP http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html 

京都労働局ホームページ⇒トップページ【働き方改革】をクリック！ 

お問合せ先 

■時間外労働の上限規制や年次有給休暇の付与 

京都労働局 労働基準部監督課（℡０７５－２４１－３２１４） 

又は 労働基準監督署 

■正規労働者と非正規労働者の不合理な待遇差の解消 

京都労働局 雇用環境・均等室（℡０７５－２４１－３２１２） 

平成 30年 8月 25 日（土）、26 日（日）にドライブイン

やくの芝生広場特設会場にて、第 26 回やくの高原まつりが

開催されました。当日はお天気にも恵まれ、各種ステージイ

ベント、模擬店、「はなわ」スペシャルライブが開催され、お

おいに盛り上がりました。 

また、女性部夜久野支部が開催した夜久野荘での紙芝居の

公演は、お子様から大人の方まで沢山の方の来場があり、大

変ご好評をいただきました。 

 

 

みわ夏まつりが開催されました 

第３３回夜久野農林商工祭 

 

 

「働き方」が変わります！！ 

～２０１９年４月１日から働き方関連法が順次施行～ 

WEB 販売・集客の基礎を学ぶ！ 

国内 EC あきんど実践講座 

この講座では、会員の皆様の商品・製品を「売れる様にする工夫をチー

ムで考えていく」ための実践講座です。 

ネットオークション（メルカリ、ヤフオク！）でのテスト販売をはじめ、 

バックヤード業務を含めたネットショップの運営方法、スマホでの写真撮 

影術、WEB集客、データ分析方法など売上を獲得するためのスキルを身

に付けていただく講座です。ECバイヤーやデザイナー、プロカメラマン

からのアドバイスも受けられますので、「ネット販売は取り組んでみたい

けど敷居が高い・・・」とお悩みだった方は是非ご参加ください！ 

 ■場 所：市民交流プラザふくちやま 視聴覚室 

■講 師：多田優之氏 

■参加費：無料 （会員外は６，０００円） 

 

 
全６回（各回 19：00～21：00） 

【1 回目／９月１８日（火）】 ※終了     

・ネットで売れるようになるためのコツ 

・個人用ネットオークションでテスト販売 

【２回目／１０月１６日（火）】 

・プロカメラマンが教える、ネットで売れるようになるためのコツ 

・メルカリ・ヤフオク！テスト販売の途中経過＆改善点アドバイス 

【３回目／１１月２０日（火）】 

・ネット販売のバックヤード業務について 

・ホームページ改善、WEB 集客の準備 

【４回目／１２月１８日（火）】 

・ホームページと SNS、ブログの連携について 

・現役デザイナーが教える、デザインの力で商品を PR する方法 

【５回目／１月１５日（火）】 

・データ分析の具体的な方法と、売れるようになるためのコツ 

・自社商品の強みを外部へアピールするコツ 

【６回目／２月１９日（火）】 

・売上を獲得し続けるためにすべきことのまとめ 

・ニュースリリースの原稿作成、添削 

 

 

               

 

（対象者及び参加条件） 

・副業・起業・創業予定者・後継者でまずは ECや IT関係の仕事から 

取組みたい方 

・事業者の IT・WEBスタッフ（配偶者・後継者・社員、パートスタッフ等） 

・起業・創業者は商工会の会員になっていただけること 

（副業・創業予定者は任意） 

・ノート PC・スマホ・クレジット（デビット）カード、銀行口座を保有 

されていること 

・可能な限り座学に出席、また Facebook グループ参加が可能な方 

               （Facebook 個人アカウントが必要） 

 

 

○新規採用 赤壁 潤子（平成３０年９月１日付） 

 ９月から福知山市商工会大江本所に採用されました赤壁潤子（あか

かべじゅんこ）です。 

不慣れな点だらけではありますが、皆様のお役に立てるよう努力し

て参ります。ご指導何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

新規採用のお知らせ 

国宝・彦根城見学とホテルランチバイキング 

＆たねやクラブハリエお買物の旅 

この度、恒例の日帰り旅行を計画いたしました。会員様相互の親睦と懇親を深め

ていただく良い機会になればと存じます。琵琶湖をめぐる風光明媚な滋賀をお楽し

み下さい。 

■旅行期日 １１月１日（木） 

■参加負担金 会員 6,500 円 家族＆従業員 7,500 円 非会員 8,500 円 

■申込方法 １０月１日（月）までに商工会窓口まで 

■定員 各支部先着 38名（合計 114名） 

■旅程 各地区（～8：30 頃） ＝ 国宝・彦根城（11：00～12：20） ＝  

びわ湖大津プリンスホテル（13：30～15：00） ＝ ラコリーナ近江

八幡（15：30～16：50） ＝ 各地区（19：00 頃～） 

       詳しくはチラシをご覧ください。 

  

 

 

 

青年部こども映画まつりが開催されました 

 

 

やくの高原まつりが開催されました 

 

■日時 平成３０年１１月１８日（日）１０：００～１５：００ 

■場所 道の駅 農匠の郷やくの 

■内容 物産（特産物）展示販売・模擬店・農林産物品評展示会 

ビンゴゲーム大会 

三和ふれあいフェスティバル 

 
■日時 平成３０年１１月１１日（日）１０：００～１５：００ 

■会場 三和荘周辺 

■内容 模擬店・軽トラ市・各団体ステージ発表・作品展示 

８月１４日（火）三和荘前広場において、「第１１回

みわ夏まつり」が開催されました。 

 太鼓やバンド演奏、ビンゴゲーム大会などの催しがあ

り、屋台やミニＳＬコーナーは多くの家族連れでにぎわ

いました。 

 そしてフィナーレは打ち上げ花火。色とりどりの花火

が夏の夜空を彩りました。 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

