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平成２8 年度後期分会費口座振替のご案内
平素は商工会の運営につきまして格別のご支援を賜り、厚くお礼申し上げ
ます。

所
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各種証明書発行について
●平成 28 年社会保険料（国民年金保険料）控除証明書●
・国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。

後期会費の口座振替は下記の通りとなっておりますので、前日までに口座
へのご入金をよろしくお願い致します。

い。

なお、前期分会費が振替不能等の理由により未納の会員様につきましては、
前期後期分をあわせてご請求させていただきます。また、現金納付の会員様
には納付書を郵送させていただきますので、お振込または納付書にて本所各
支所にて納入いただきますようお願い致します。

【口座振替日】

・年末調整や確定申告で、国民年金保険料を申告するためにお使いくださ
・平成２8 年 11 月上旬に発送されます。
なお、10 月 1 日以降に、今年初めて国民年金保険料を納付された方に
ついては、平成 29 年 2 月上旬に当該控除証明書が送られてきます。
●平成２8 年小規模企業共済掛金払込証明書●

平成 28 年１１月２５日（金）

小規模企業共済に加入された時期により「掛金払込証明書」の発送のタイ
ミングが異なります。お届け先はご登録の住所となります。
小規模企業共済への加入時期

「掛金払込証明書」の発送時期

平成２8 年 9 月までに加入

平成２8 年 11 月 1０日～下旬

平成 28 年 10 月～12 月に加入

平成２9 年 2 月上旬

平成 29 年度福知山市指名競争入札参加資格審査申請について
平成 29 年度福知山市（上下水道部、市民病院を含む）が発注する建設工事
等の指名競争入札等参加資格審査申請受付が下記の通りの日程で行われます。
市との少額のお取引の場合にもこの審査を受けていただく必要がありますの

＊平成 28 年 1 月～9 月までの間掛金の払込みがなく、かつ、前納掛金で平

で、希望される場合は必ず申請書類を提出して審査を受けていただきますよう

成 28 年中に充当するものがない場合は「掛金払込証明書」は発行されませ

お願い致します。
（随意契約による場合にも準用します）

んのでご注意ください。

受付期間：平成 28 年１１月 1 日（火）～１１月３０日（水）

年末調整の準備はもうおすみですか？

・持参による提出受付は、土・日・祝日を除く午前９時～午後５時

課税所得控除共済掛金払込証明書、住宅取得資

(正午から午後１時をのぞく)

金に係る借入金の年末残高証明書など必要な書

・郵送による提出は、平成 28 年１１月３０日の消印まで有効
問合せ先：福知山市財務部契約監理課

類はおそろいでしょうか？届いた書類をなくさない
ようご注意をお願いします。

〒620-8501 福知山市内記 13-1 電話 24-7043（直通）

商工会ホームページへのリンクのお願い
建設業部会主催
ＪＷ-ＣＡＤ講習会のご案内（初級者コース・中級者コース）

福知山市商工会のホームページに会員様ホームページのリンクを張りたいと
思います。
ご希望の方は福知山市商工会までご連絡ください。

昨年度に引き続き、ＣＡＤをうまく使えるようになるために、基本的な操作練
習をしてみたい方を対象に、ＪＷ-ＣＡＤ初級者及び中級者向けの講習会を開催

雇用保険の適用拡大について

します。
「作例を作りながら学べる」
「短期間で基本操作を習得できる」を基本に、
作例をしながら学習します。本格的にＪＷ-ＣＡＤを学んで、提案力と契約率を

●65 歳以上の方への雇用保険の適用拡大

アップし、消費税増税に負けない経営力を身につけましょう！

平成２９年 1 月１日以降、現行は雇用保険の適用除外となっている 65 歳以
上の雇用者につきましても、雇用保険の適用の対象となります。

日

時：初級者コース

また、平成３２年度より、64 歳以上の方についての雇用保険料の徴収が始ま

平成 28 年 11 月 22 日（火）
・２4 日(木)

ります。

中級者コース

※詳しくは福知山市商工会又はハローワーク福知山（TEL23-8609）までお

平成 28 年 12 月

6 日（火）
・12 月 8 日（木）

問い合わせください。

ともに午後７時～午後 9 時
場

所：市民交流プラザふくちやま

講

師：plusSHIN 設計事務所

視聴覚室

2017

衣川伸二 氏

参加費：5,000 円（テキスト代含む）
但し、昨年ご参加頂き、テキストをお持ちの方は 1,500 円と
なります。
定

員：初級者・中級者コース各 15 名【定員になり次第締め切ります】

その他：①文字入力等パソコンの基本操作ができる方を対象とします
②ノートパソコンをご準備ください。
（ノートパソコンの準備ができない場合は事前にご相談ください）
お申込は商工会まで。

新春経済講演会のご案内

福知山市商工会では下記要領で新春経済講演会を開催します。
詳しくは、改めてご案内をお送りいたします。
沢山の皆様のご参加をお待ちしております。

講

師：京都大学大学院教授・内閣官房参与

藤井 聡 氏
テーマ：『地方創生とアベノミクス』
日 時：平成 29 年 1 月 19 日（木）
午後 7 時～午後 8 時半
場 所：市民交流プラザふくちやま
定 員：150 名

小規模事業者持続化補助金のご案内

※補助率：２／３以内

青年部 こども映画まつり

※補助額：最大５０万円
◎小規模事業者持続化補助金とは

（内容により最大 100 万円）

小規模事業者の皆さんが経営計画に基づいて取り組む販路開拓などの取組

去る 9 月 10 日、大江駅前

鬼瓦

を支援するため、それに要する経費の一部を補助金として交付する事業です。

公園にてこども映画まつりを開催し

◎補助対象事業者

「ミニオンズ」を上映しました。

商工会地区の小規模事業者であること。（業種不問。組合、ＮＰＯ法人等は

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

対象外）
※平成 25、26、27 年度補正予算での採択事業者も、過去実施したものと

ました。

異なる事業であれば申請は可能です。
※創業予定者は補助対象外です。
商業部会親睦事業「グランドゴルフ大会」

◎対象となる取組
①策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための事業であ
ること。
*3 年若しくは 5 年程度の経営計画を自ら作成している小規模事業者
*その他経営計画と見受けられる計画を策定している小規模事業者
②商工会の支援を受けながら取り組む事業であること。
*商工会の経営支援員等から助言・アドバイスを受けながら事業を実施し
ます。
③下に該当する事業でないこと。

去る 9 月 18 日、商業部会が親睦
事業として「グラウンドゴルフ大会」
を開催しました。
当日はあいにくの雨模様となりまし
たが皆さんで楽しくプレーし、親睦
を深める良い機会になりました。

*既に国（独立行政法人を含む）等の補助金・助成金を受けている事業
*取り組みが 1 年以内に売上に繋がらない事業
青年部 視察研修

*射幸心をそそる恐れのある事業や、
「風俗営業等に関する法律」に規定す
る風俗営業
◎補助率・補助対象となる経費

１０月１５日・１６日と愛媛県今治市方

補助率⇒補助対象経費の 2/3 以内。
（最大 50 万円の補助）

面に視察研修に行きました。たれの出荷量

※「従業員賃金を引き上げる取り組み」
「雇用を増加させる取り組み」
「買い

日本一の日本食研、造船日本一の今治の造

物弱者対策の取り組み」
「海外展開（海外展示会等）の取り組み」について

船所、タオル生産日本一の今治タオルを公

は最大 100 万円の補助

式に扱う今治タオル本店や工房館・歴史資

※複数の小規模事業者による共同実施の場合は最大 50 万円×小規模事業者

料館があるテクスポート今治、伯方の塩

数（最高 500 万円）

大三島工場等を見学し大変充実した２日

◎募集期間

間でした。

平成 28 年 11 月４日（金）～平成 29 年 1 月 27 日（金）
◎申請書提出先・問い合わせ先

鬼面まつり＆酒呑童子まつり

福知山市商工会
※詳しくは別紙「
【小規模事業者持続化補助金】のご案内」をご覧ください。

10 月 30 日（日）大江駅周辺において、
鬼面まつり＆酒呑童子まつりが開催されま

経営者の退職金『小規模企業共済』のご案内
常時使用する従業員が 20 人（商業とサ
ービス業（宿泊業、娯楽業を除く）では 5
人）以下の個人事業主やその経営に携わる
共同経営者、会社等の役員、一定規模以下
の企業組合、協業組合、農事組合法人の役
員の方が加入できます。
個人事業を廃業したり、会社等の役員を
退任した場合などに、事由に応じて共済金
（解約手当金）が支払われます。
掛金は全額所得控除、節税対策や退職後
のゆとりある生活のためにご加入ください。
※詳しくは福知山市商工会まで

した。
当日はお天気にも恵まれ、橘高校のマー
チングバンド、梅花女子大学のチアリーデ
ィングなどのステージイベント、また福知
山市商工会主催「大ビンゴゲーム大会」、
毎年大人気のたまご売り、ポン菓子等大い
に盛り上がりました！

サービス業部会親睦事業「そば打ち体験教室」

イベントのお知らせ

11 月５日（土）にサービス業部会の

◎夜久野農林商工祭

親睦事業として「そば打ち体験教室」を

日

時：平成 28 年 11 月 20 日（日） 10：00～15：00

開催しました。おいしいそばが打てたと

場

所：道の駅 農匠の郷やくの

好評で最後は全員でおいしくいただき

＊物産（特産物）展示販売・模擬店・その他営農相談など
◎三和ふれあいフェスティバル
日

時：平成 28 年 11 月 13 日（日） 10：00～15：00

場

所：三和荘周辺

＊模擬店・軽トラ市・農産物品評会・各団体ステージ発表・作品展示
毎年好評の商工会主催お楽しみ抽選会開催！

ました。

