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三和支所

タブレット・スマートフォンを活用したキャッシュレス決済システムの導入

58－3667

夜久野支所 37－0001

キャッシュレス決済セミナーの開催のご案内
事業所様の新たな客層の開拓や、業務の効率化をお考えの方を対象とした、

56－5151

ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金
事業目的
●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、
生産性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

セミナーを開催します。
第１部では、講師の神戸壮太氏から、どのような決済があるか全般的にご

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。

対象要件

紹介します。
第２部では㈱Origami、PayPay㈱様にご説明いただきます。

●認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・小規模事業者
であり、下記の要件のいずれかに取り組むものであること。

◆開催日時：平成３１年３月２７日（水）
午後７時～９時まで

１）「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された
方法で行う革新的なサービスの創出・サービス提供プロセスの改善で

◆開催場所：市民交流プラザふくちやま ４－１

あり、３～５年で、「付加価値額」年率３％及び「経常利益」年率１％の

◆講

向上を達成できる計画であること。

師：中小企業診断士

神戸壮太氏、

㈱Origami、PayPay㈱様

２）
「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した
革新的な試作品開発・生産プロセスの改善を行い、３～５年で、
「付加価値

◆参 加 費：無料（事前申し込み必要）
※キャッシュレス決済を取り扱う会社は複数あり、

額」年率３％及び「経常利益」年率１％の向上を達成できる計画である

導入される場合は十分ご検討ください。

こと。

全国保険協会（協会健保）
平成３１年度健康保険料率及び介護保険料率の改定

1）一般型
中小企業・小規模事業者が行う革新的なサービス開発・試作品開発・生産
プロセスの改善に必要な設備投資等を支援。

１）料率の改定（京都府）
１０．０２％ → １０．０３％

事業の詳細

に増えます

２）改訂料率の適用
平成３１年 3 月分（4 月納付分）からの適用となります。
※任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は、
4 月分（4 月納付分）から変更となります。

【補助上限額：１，０００万円、補助率：１／２（※）】
※生産性向上特別措置法（案）（平成３０年通常国会提出）に基づく先端
設備等導入計画の認定又は経営革新計画の承認を取得して一定の要件を
満たす者は、補助率２／３
2）小規模型
小規模な額で中小企業・小規模事業者が行う革新的なサービス開発・試作品
開発・生産プロセスの改善を支援。
（設備投資を伴わない試作開発等も支援）

平成３１年度
※

雇用保険料率

平成３１年度の雇用保険料率は、
平成３０年度から変更がありません

※

受付期間：平成 31 年 5 日８日（水）

消印有効

＊詳しくは商工会本所・各支所までお問合せください。

労働者負担・事業主負担ともに引き続き、3／1,000 です。
（農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は、4／1,000 です。）

※

【補助上限額：５００万円、補助率：小規模事業者 ２／３、その他 １／２】

「経営力向上計画」で「稼ぐ力」を後押しします！

雇用保険二事業の保険料率（事業主のみ負担）も、
引き続き 3／1,000 です。
（建設の事業は、4／1,000 です。）

中小企業・小規模事業者や中堅企業は、経営力向上のための人材育成や財
務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣

ご存知ですか？小規模企業共済制度
小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために
積み立てる「小規模企業共済制度」
。掛金が全額所得控除できるなどの税制メ
リットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経
営者のための「退職金制度」です。

に申請していただき、認定されることにより固定資産税の軽減措置や各種金
融支援が受けられ、補助金申請においても加点対象となる場合があります。
計画作成は、認定経営革新等支援機関でサポートを受けることが可能です。

福知山市商工会企業業況調査結果

㈱小林ふぁ～む様／とまとのじゅ～す
新製品コンテスト・ビバレッジ部門大賞受賞

（平成３１年１月調査／調査対象事業所数７７事業所）

■景況感

現状
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先行 3 ヶ月
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2 月 12 日～15 日に東京ビックサイトで開催されました「グルメ＆ダ
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た㈲やくの農業振興団様（半なま 京蕎麦 丹波ノ霧 焙煎粗挽きそば）に
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独特のかなこ農法で栽培したトマトを加工し製造した「とまとのじゅ
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ーす」が、ビバレッジ部門出品の数十点の中から、デザイン性・美味し
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イニングスタイルショー春 2019」商談会におきまして、本会会員事業
所の㈱小林ふぁ～む様の「とまとのじゅーす」が新製品コンテスト・ビ
バレッジ部門において大賞を受賞されました。
これは、平成 28 年秋開催の同商談会のフード部門で大賞を受賞され

とを証明されました。現在はさらなる高付加価値商品の開発に向け積極

◆景況感
景況感ＤＩは 40.3 と前回調査よりも 2.8 ポイントの回復となった。地域別では、

的に取り組んでおられます。

三和が 14.1 ポイント回復幅が大きく、夜久野も 5.4 ポイント回復した。逆に大江
は 3.3 ポイントマイナスになっている。業種別では、建設業が 12.6 ポイントの回
復となっているが、他の 3 業種はすべてマイナス、特に卸小売業はマイナス 9.4 ポ
イントと大きくなっている。
先行調査でも、三和地域の回復傾向が目立つ。全体的にも先行 3 ヶ月が 6 ポイン
ト、先行 1 年が 3.2 ポイント増と回復傾向にあるが、製造業及び建設業の影響が大
きく、卸小売業、サービス業に至っては、引き続き大変厳しい状況が伺える。
◆経営上の問題点
製 造 業：①設備の老朽化 ②仕入れ・人件費以外の経費増 ③従業員確保難
建 設 業：①従業員の確保難 ②競争の激化 ③仕入れ・人件費以外の経費増
卸 小 売 業 ：①需要の停滞
②競争の激化 ③消費者ニーズの変化への対応
サービス業：①消費者ニーズの変化への対応 ②需要の停滞 ③仕入価格の上昇

商業部会・サービス業部会主催「落語鑑賞会＆交流会」を開催しました
去る、１月２６日（土）サンプラザ万助において、福知山市在住の
女流落語家 桂三扇さんをお迎えし、商業部会・サービス業部会主催落
語鑑賞会＆交流会」を開催しました。
三扇さんの落語に大笑いした後は、交流会で親睦を深めていただき、

この調査は、福知山市商工会会員事業所を対象として、景気判断や経営動向等明らかに
し、売上向上を目指した事業計画の策定、販路開拓や商品開発、事業承継、経営改善等経
営力向上を推進する基礎資料として活用することを目的に実施しています。
次回は平成３１年１月～３月の状況について、平成３１年４月に調査する予定です。商
工会の支援員が調査にお伺いしますので、調査対象の事業所様には引き続きご協力のほど、
よろしくお願い申し上げます。

楽しい時間を過ごすことができました。

２０１９年新春経済講演会を開催しました
１月２５日（金）、講師に元読売テレビ解説委員長、ジャーナリストの岩田
公雄氏をお迎えし、市民交流プラザふくちやまにおいて、2019 年新春経済講
演会を開催しました。

女性部主催

デコ巻き寿司講習会を開催しました

１月 27（日）市民交流プラザ福知山において、女性部主催デコ巻き

約８５名の聴講者があり、市内はもとより

寿司講習会を開催しました。当日はたくさんの方にご参会いただき、お

綾部市、舞鶴市からもご来場いただき「どう

いしくて可愛らしいデコ巻き寿司を完成させることができました。今後

なる！今後の日本の政治経済～報道の最前線

も女性部では、皆さんに楽しんでいただける事業を実施していきたいと

から見た 2019 年の展望～」をテーマにご

思っておりますので、皆さんぜひ女性部にご参加ください！

講演をいただきました。
ご自身のジャーナリスト経験から現地取材
を通しての日本や世界の経済情勢についてわ
かりやすく、そして熱心に語っていただいきました。

お金の流れを一枚の図で把握する方法を勉強しました。
２月１５日（金）午後７時から市民交流プラザふくちやまにおいて「お金の
ブロックパズルを作ると、何をすべきかがわかります～ドンブリ経営からの脱

国内ＥＣあきんど実践講座を開催しました

却を目指しましょう～」をテーマに、中小企業診断士の稲葉琢也氏を講師にお
迎えし、ブロックパズルをもとに損益のシミュレーションや売上目標を算出し

昨年９月１８日～２月１９日まで

ました。また、後日１社はテレビ電話機能を使った個別相談で、事業計画につ

の半年間に渡り、月１回「国内ＥＣあ

いてアドバイスを受けられ、課題解決の手掛かりをつかんでいただきました。

きんど実践講座」を開催しました。講
師に多田優之先生、ゲスト講師に写真

支援事例発表
１月３１日（木）メルパルク京都において中小企業応援隊表
彰式が開催されました。優良支援員として、当会の稲垣江利子

家やデザイナー、新聞記者の方々をお
招きし、ＷＥＢ販売や集客方法につい
て学んでいただきました。

支援員が表彰されました。また当日の支援事例の発表者２名の

ヤフオク！やメルカリでのテスト販売で実際に商品が売れ、プレスリリー

中にも選出され、4 年間に及ぶ伴走支援をしっかりと伝え、高

スの講義では熱心に質問も頂き、参加いただいた事業所様にとって大きな

評価をいただきました。

手ごたえを感じて頂けた講座となりました。

