
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福知山市 

商工会だより 
第４6号発行  平成２9年 1月 4日発行 

発行所：福知山市商工会 本 所 56-5151 

            三 和 支 所 58-3667 

            夜久野支所 37-0001 

新年あけましておめでとうございます。 

皆様におかれましては、輝かしい新年を迎えられたこ 

ととお喜び申し上げます。 

旧年中は、青年部活動に一方ならぬご支援、ご指導を 

賜り誠にありがとうございました。 

昨年を振り返りますと９月に合併後初めてこども映画 

まつりを開催し多くのお子様に喜んでいただきました。 

１０月は視察研修、１２月は経営セミナーを開催しスキル 

アップを図りました。加えて三和・大江・夜久野で例年取 

り組んでおります地域振興事業も無事遂行することができました。 

また、１１月には京都府商工会青年部中部ブロック交流会を福知山市で開 

催し他の青年部員さんとの繋がりもできました。これらの青年部活動は、商 

工会並びに諸関係団体の皆様のお力添えを頂いたものと感謝申し上げます。 

青年部は、次代を担う商工会のリーダー及び地域産業を支える若手後継者

として、様々な諸問題に対し、責任と使命を持って意欲的に取り組み、地域

商工業の発展と向上に向け、一層の努力に励み、地域活性化に繋がる諸事業

の活動・支援を行って参ります。 

本年も部員一同、同じ想いを持って活動できるよう努めて参りますので、

変わらぬご指導、ご鞭撻を宜しくお願い申し上げます。 

最後になりましたが、皆様のご健康とますますのご多幸を祈念し、新年の

挨拶とさせていただきます。 

福知山市商工会青年部部長  波多野 智陸 

新年明けましておめでとうございます。 

皆様には、お健やかに新春をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。 

旧年中は、本会の事業運営につきましては深いご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

さて、我が国経済はゆるやかな回復基調にあると言われていますが、人口減少や高齢化等による社会構造の変化、また、経済活動の国際 

化などによる競争の激化等の構造変化による影響を受け、売上の低迷、事業後継者難、人手不足等の課題を抱え、私たち会員事業所を取り 

巻く地域経済環境は依然として厳しい状況にあります。 

こうした中で昨年 4月には、福知山公立大学の開学と合わせて京都工芸繊維大学の福知山キャンパスの開校が決定され、北近畿における 

知の拠点としての施設が整い、産官学連携の推進による地元経済界や地域の発展への貢献が期待されています。 

本会としましても、「行きます！聞きます！提案します！」をモットーに、本年もあらゆる施策を活用した伴走型の支援を徹底し、小規模 

事業者の持続的発展を図り、地域経済の活性化に資する事業活動を推進するために役職員一丸となって取り組む所存でございます。 

最後になりましたが、今年１年が皆様にとって幸多き年となりますようご祈念申し上げ、年頭のご挨拶といたします。 

                                            福知山市商工会 会長 衣川 倫夫 

 

 

  

 

新 年 ご 挨 拶 
 

会 長 

衣川 倫夫 

 新年明けましておめでとうございます。 

皆様におかれましてはつつがなく新しい年をお迎えの 

 こととお慶び申し上げます。 

日頃より女性部に対しまして、深いご理解とご協力を 

 いただき心よりお礼申し上げます。 

さて、平成２６年度よりスタートしました紙芝居事業 

は、昨年の語り部育成セミナーの開催に続き、平成２８ 

年度は三和支部での新作制作と、女性部の中核事業とし 

て、地域の皆様方にもご協力をいただきながら引き続き 

積極的な取組を続けております。 

また、毎年、おもてなし事業で他県連の女性部様をお出迎えしてまいり 

ましたが、昨年は、石川県金沢市の森本商工会女性部様のおもてなし事業 

に参加させていただき、初めて受け入れる側ではなく、受け入れていただ 

く側の立場を経験することで、新たな視点でのおもてなしというものを学 

ぶことができ、大変有意義な時間をもつことができました。 

この他、ソープカービングセミナーの開催、地域イベントへの参加、ボ 

ランティア活動等、全体事業に加え、それぞれの支部活動にも力を入れ、 

大変実りある一年を過ごすことができました。 

今年も、新たな事業展開を試みつつ、地域に根差した活動と、そして部 

員が楽しんで参加し、自らの資質向上に繋げることのできる取り組みを続 

けて参りたいと思っておりますので、引き続きご支援賜りますようお願い 

申し上げます。 

最後になりましたが、皆様のご健康と益々のご活躍を心よりお祈り申し 

上げ、新年の挨拶とさせていただきます。 

福知山市商工会女性部部長  河田 嘉代子 

  

 

女性部部長 

河田嘉代子 

青年部部長 

波多野智陸 

年末調整指導講習会のご案内 

事業主の皆様へ 

個人住民税の特別徴収を 

ご利用ください。 

 

「福知山市商工会プレミアム商品券」使用期限のご案内 

京都府から介護保険を利用されていない、満９０歳の方を対象に発行さ

れているプレミアム商品券の使用期限、換金期限が下記の通りとなってお

ります。期限を過ぎますと、使用、換金ができなくなりますのでご注意く

ださい。 

 

 使用期限 平成２９年１月３１日（火） 

換金期限 平成２９年２月 6日（月） 

今年度も下記の日程で年末調整指導講習会を開催します。お気軽にご

参加ください！ 

〇本所（大江）・三和支所 

日  時：平成２９年 1月１6日（月） 

9時 30分～16時 

〇夜久野支所 

 日  時：平成２９年１月１7日（火） 

９時３０分～１６時 

持参書類：平成２8年分給与所得に対する所得税源泉徴収簿 

法定調書合計票、納付書、事業主のマイナンバー 

    カード（無い場合は事業主のマイナンバー通知書 

と免許証）、従業員及びその扶養家族のマイナンバ 

ーが分かる書類、印鑑 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

確定申告相談会のお知らせ 

今年度も下記の日程で、商工会本所、各支所において確定申告

相談会を開催します。事前の相談も随時受け付けております。お

気軽にご相談ください。 

 

 

 

 

＊９時３０分～１２時、１３時～１６時（受付１５時３０分締切） 

 

 

 

次の一手の秘訣は、まず数字を理解することです。 

3年後に後悔しないために経営について基礎から学びましょう！ 

今がチャンスです！！ 

日 時：平成２９年１月２５日（水）・２月 １日（水） 

        ２月 ８日（水）・２月１５日（水） 全４回 

    いずれも１９：００～２１：３０ 

会 場：市民交流プラザふくちやま 会議室３－２又は４－１ 

講 師：中小企業診断士 成岡秀夫 氏 

参加費：１回２，０００円 ４回受講の方は５，０００円 

定 員：２０名（定員になり次第締め切ります。） 

対象者：経営を基礎から学びたい事業主・後継者等 

 

内容及びスケジュール※１回のみの受講も可能です。 

 日にち 会場 内   容 

第１回 １月２５日（水） ３－２ 
経営数字の基礎を知る 

～ビジネスは数字から始まる～ 

第２回 ２月 １日（水） ３－２ 
売上と利益の構造 

～売上を分解するとどうなるのか～ 

第３回 ２月 ８日（水） ４－１ 
資金調達と資金繰り 

～損益よりキャッシュの出入りが大事～ 

第４回 ２月１５日（水） ３－２ 
計画的に事業を営む 

～売上、利益、資金収支を総合的に考える～ 

◎商工会へお申込みください。 

詳しくは福知山市商工会 本所、各支所へお問い合わせください。 

基礎から学ぶ経営塾のご案内 

2017経済講演会のご案内 

 
『地方創生とアベノミクス』 

～国民所得を 80万円増やす経済効果・ 

アベノミクスに対する 5つの提案～ 

 

毎年ご好評をいただいております経済講

演会を、京都大学大学院教授 藤井聡氏をお

迎えし、下記の日程で開催いたします。席に

限りがございますので、お早目に、商工会本

所、各支所までお申込みいただきますようお

願いいたします。多数の会員様のご参加をお

待ちしております！ 

日 時：平成２9年１月 19日（木） 

１９時～２０時 30分 

場 所：市民交流プラザふくちやま 

        市民交流スペース 

講 師：藤井 聡 氏  

参加費：無料（要申込） 

定 員：１５０名 

 

本 所：2月 21日（火）・3月 1日（水） 

夜久野支所：2月 22日（水）・3月 2日（木） 

三 和 支 所：2月 23日（木）・3月 3日（金） 

        

 

“事業の承継”それは企業の代表者であれば、いずれ訪れる決断

の時。親族への承継が当たり前であった時代は過去の話、今や親

族承継の割合は、たった６割にとどまります。 

今回のセミナーでは、親族への承継であれ、第三者への引継ぎ

であれ、成功のカギは早めの対応が重要だということを、いくつ

かの事例で検証します。親族一族への承継のポイントはどこか。

第三者への引継ぎの場合のキーワードは何か。会議所内に新設さ

れた京都府事業引継ぎ支援センターの専門家が丁寧にわかりや

すく解説します。 

 

日 時：平成２９年２月１日（水） 

   １５：００～１７：００ 

会 場：市民交流プラザふくちやま 視聴覚室 ３Ｆ 

講 師：成岡秀夫（京都府事業引継ぎ支援センター統括責任者） 

櫻田憲司（京都府事業引継ぎ支援センター統括責任者補佐） 

講演内容 

・事業承継とその課題  ・承継の方法と後継者の確定 

・親族、従業員への承継事例 ・第三者への事業引継ぎ 

・親族等承継の事業承継計画 ・Ｍ＆Ａの場合の留意店 

定 員：４０名 ※事前申込要 

参加費：無料 

主 催：京都府事業引継ぎ支援センター 

〔京都商工会議所・（公財）京都産業２１〕 

共 催：福知山市商工会 福知山商工会議所 京都北都信用金庫 

 

◎商工会へお申込みください。 

詳しくは福知山市商工会 本所、各支所へお問い合わせください 

  

実践型個別支援 

現場カイゼン道場 成果発表会 

「改善活動をやっているのに成果があがらない」「努力をしているのに利益向上

につながらない」こんなお悩みを抱えておられる事業所を対象に、昨年 9月より、

マンツーマンの現場カイゼン道場を実施し、売上向上を目指した取組みを進めてき

ました。 

今回ご参加の 2社の会員事業所様（自動車販売修理業・建築業）には整理・整頓・

清掃を中心に取組んでいただき、成果を出していただいています。 

この度、現場カイゼン道場個別支援の成果発表会を下記の要領で開催いたしま

す。お金をかけずに、その日からできるカイゼンの成果を発表いただきます。 

この機会に、是非ご参加いただき、今後の経営の参考にしてください。 

開催日時：平成２９年１月２７日（金）13：30～15：30  

開催場所：市民交流プラザふくちやま 3階 

参加料 ：無料 

◎ご参加いただけます場合は、本所、各支所までご連絡ください。 

小規模事業者持続化補助金の受付締切は１月２７日です！ 

小規模事業者持続化補助金は、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。 

 商工会、商工会議所の助言等を受け経営計画を作成し、その計

画に沿って取り組む費用の２/３が補助されます。（上限５０万） 

また、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は補助上限額が１００万円に引き上がりま

す。 

 申請手続きの受付締切が平成２９年１月２７日（金）までとな

っていますので申請をお考えの方はお早めに商工会までご相談

ください。 

 

◎受付締切：平成２９年１月２７日（金） 

◎申請書提出先お問い合せ先：福知山市商工会 

 

〈第５回事業承継セミナー〉のご案内 

事業承継は早めが肝心！ 

～承継であれ引継であれ初動を速やかに～ 


