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商工会だより
確定申告はおすみですか？
平成２8 年分確定申告の期限は下記の通りとなっております。申告忘れのないよ

56－5151

三和支所

58－3667

夜久野支所 37－0001

中小企業経営力強化事業（設備投資等支援）補助金のご案内
◎事業の目的
国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の強い地域経済を構築するた

う、今一度ご確認をお願い致します。

め、国の経済対策（平成２８年度補正革新的ものづくり・商業・サービス開

申 告 納 期 限
個人事業者の消費税及び地方消費税

３月３１日（金）

発支援補助金）と連携し、中小企業・小規模事業者が行う経営力強化や生産
性向上に資する設備投資等を支援します。
◎補助対象者
本補助金の補助対象者は、京都府内に本事業を実施する拠点となる本社、

平成 28 年分確定申告分の振替日は

事業所、研究所、工場などを置く中小企業者に限ります。

次の通りです。預貯金残高のご確認をお願いします。

※本事業における中小企業者とは、資本金・従業員規模の一方が下記以下

所得税及び復興特別所得税
平成２9 年４月２０日（木）
消費税及び地方消費税
平成２9 年４月２５日（火）

の場合対象（個人事業主を含む）です。

きょうと元気な地域づくり
応援ファンド支援事業助成金のご案内
◎募集期間
平成２９年４月３日（月）～４月１４日（金）※午後５時厳守、郵送不可
◎対象事業者
京都府内に主たる事業所を有し、中小企業の強みを活かして経営革新、創業、
京都地域力ビジネスを行おうとする中小企業者、ＮＰＯ法人等

資本金

従業員

（資本の額又は出資の総額）

常勤

業種・組織形態
製造業、建設業、運輸業

３億円

３００人

卸売業

１億円

１００人

サービス業

５，０００万円

１００人

小売業

５，０００万円

５０人

３億円

９００人

３億円

３００人

５，０００万円

２００人

３億円

３００人

ゴム製品製造業
ソフトウェア業又は
情報処理サービス業
旅館業
その他の業種（上記以外）

◎補助対象事業及び補助率等

※京都地域力ビジネスとは地域の課題解決を目的とし、自らが地域と連携

本事業では、
「革新的サービス」
「ものづくり技術」の２つの対象類型があ

協働して、ビジネス的手法で仕事や雇用を生み出しながら、継続していく

ります。業種の如何を問わず、どちらでも応募申請が可能です。また、
「設

ことを目的とする事業活動です。

備投資のみ」「試作開発等」の事業類型があります。
なお、小規模企業者（組合関連含む）と中小企業者（小規模企業者を除く）

◎助成率等

とで補助率が異なっています。

助成率：対象事業費（税抜額）の２／３以内
助成額：３００万円以内

対象類型
革新的サービス

事業類型

ものづくり技術

対象期間：原則として交付決定日から平成３０年３月３１日まで
・補 助 上 限 額 ：３００万円（下限額：５０万円）

◎対象事業

・補

京都が持つ伝統、文化、自然、景観などの地域資源の活用や地域の課題解決
に資する新しい事業

設備投資のみ

※想定される事業内容

助

率 ：小規模企業者 ２／３以内
中小企業者

１／２以内

・設 備 投 資 ：必要
・補助対象経費：機械装置費、技術導入費、専門家

研究開発、商品開発、販路開拓、商品化の可能性調査等

経費、運搬費

※対象経費
事業の立ち上げ経費、試作の原材料費、展示会等の出展料・旅費、デザイ

・補 助 上 限 額 ：３００万円（下限額：５０万円）

ン費等

・補

助

率 ：小規模企業者 ２／３以内
中小企業者

◎申請方法
募集要領にある「交付申請書」により申請してください。事業の実施地域を

試作開発等

所管する申請窓口へ持参いただくか、福知山市商工会へご相談ください。なお、

・設 備 投 資 ：可能（必須ではない）
・補助対象経費：機械装置費、技術導入費、専門家
経費、運搬費、原材料費、外注加

郵送での受付はしていませんのでご注意ください。

工費、委託費、知的財産権等関連

※募集要領は商工会に置いてありますのでお気軽にお問合せください。

経費、クラウド利用費

また、京都産業２１ホームページや京都市ホームページからダウンロード
できます。
◎審査・採択
書面と面接による審査を行い、事業の新規性、実現可能性、地域活性化への

１／２以内

◎事業実施期間
応募申請事業は、補助対象要件を満たし、事業実施期間内（交付決定日か
ら、
「設備投資のみ」の場合は平成 29 年１２月２９日（金）、
「試作開発等」

波及効果などを総合的に判断の上、事業を採択します。採択決定は７月上旬の

の場合は平成２９年１１月３０日（木）まで）に発注、納入、検収、支払

見込みです。

等のすべての事業手続きが完了することが必要です。

◎申請窓口
京都府中丹広域振興局 商工労働観光室 TEL ０７７３－６２－２５０６
◎お問合せ先
福知山市商工会

補助対象要件については当商工会へご確認ください。
◎公募期間 受付開始 平成２９年２月
締

切 平成 29 年４月１０日（月）

◎申請書提出先・お問合せ先
福知山市商工会

８日（水）

きょうと農商工連携応援ファンド支援事業助成金のお知らせ
この事業は、府内の農林水産業者と中小企業者が密接に連携し、それぞれ
の強みを活かして創業や経営の改善・向上を図る取組に対して助成金を交付
し新たな京都ブランドの創造や地域経済の活性化を図ろうとするものです。
助成金の概要
●対象事業者
府内の農林漁業者と中小企業者の連携体
●対象事業
農林漁業者と中小企業者が連携し、それ
ぞれの強みを活かして創業や経営の改
善・向上を図る取組（新商品・新サービ
スの開発・販売等）

「現場カイゼン道場」成果発表会
昨年に引続き現場カイゼン道場を実施し、会員 2 事業様（建築業・サービス業）
が現場カイゼンに取組まれました。
3 回にわたる専門家の個別支援により、整理・整頓・清掃を中心に現場の改善
に取組み、適正在庫の把握、端材を使用しての新商品開発と集客、効率的な作業
環境と見せる店づくり等に大きな効果が
ありました。
1 月 27 日の成果発表会には、代表者
や従業員の方による現場改善の成果をプ
レゼンしていただき再確認していただく
など、参加前と比べて一歩も二歩も前進
していただけたようです。

●助成率
事業に直接必要な経費の 2/3 以内

「創業カフェ」を開催しました

●助成額
1 申請事業あたり 300 万円以内
●事業期間
原則 1 年以内（特認 2 年、一部３年）
●申請手続

2 月 6 日（月）、地域経済の発展を目指し、これから創業しようとしている方、
創業間もない方を対象に「創業カフェ」を開催しました。
講師には創業の先輩として、イタリアンレストラン＆ウエディング オズ様（大
江町）、NailSchool＆Salon＊LBL＊様（旧市内）をお招きし、創業の心構え等

公募案内により京都府広域振興局の最寄りの窓口に申請していただく
か、福知山市商工会までご相談ください。
●お問合せ先

についてお話しいただいた後、日本政策金融公庫舞鶴支店の高橋支店長、京都北
都信用金庫本店 中島係長から創業の現状等について説明がありました。
後半は、飲物とケーキを食しなが

福知山市商工会

らご参加の皆さんからの質問にお答
えするなど意見交換を行い、創業等

募集期間

平成 29 年 3 月 1 日（水）～4 月 25 日（火）

に向けてのモチベーションを高めて
いただきました。

２０１７年新春経済講演会を開催しました

当会としましても、創業者支援に
積極的に取組んでまいります。

平成 29 年１月１９日（木）
、講師に京都大学大学院教授 藤井聡氏をお
迎えし、市民交流プラザふくちやまにおいて、2017 年新春経済講演会を開

「基礎から学ぶ経営塾」を開催しました

催しました。
約 100 名の聴講者があり、市内はもとより、兵庫県丹波市、豊岡市から

１月２５日・２月１日・２月８日・２月１５日の４日間にわたり「基礎から学

もご来場いただき、日本の不況脱却をテーマに 90 分の熱弁をふるっていた

ぶ経営塾」を開催しました。講師は中小企業診断士

だきました。

り、若手経営者や後継者等１４名の方々に熱心にご受講いただきました。

藤井さんは、日本は構造改革に

経営数字の基本や売上と利益の

より、大企業と中小企業が同じ舞

構造、資金調達と資金繰り、経営

台で競争するようになり中小企業

数字に基づいた事業計画の策定と

にとっては一段と厳しい状況なっ

いった内容で、改めて経営や今後

たと指摘し、崩れた需要と供給の

の経営計画について考えていただ

バランスを立て直すためには、官

く良い機会となりました。

主導の政策として 10 兆円規模の

また、２月２５日には成岡先生

補正予算を 3 年続けることなどを

を交え、受講者交流会を開催しま

提案されました。

した。

聴講者からも「難しい話を分かりやす

成岡秀夫先生にお世話にな

同じ経営者・後継者として悩みを相談し合うなど、有意義な時間となりました。

く説明いただいた」などの感想もいただ
き、盛況のうちに終了しました。

「京キャラ博・京都ほんまもん祭」のお知らせ
３月１８日（土）に京都国立博物館
庭園において「京キャラ博・京都ほん
まもん祭」が開催されます。
京都のご当地キャラクターのほか京

1 月 23 日（月）
、メルパルク

都グルメ物産が集結し、福知山市商工

京都において中小企業応援隊全体

会の会員さんも出店されますので、お

連絡会事例発表及び事例研究会が

近くへ行かれる方は是非お立ち寄りく

開催されました。

ださい。

当会から、西山祐子支援員が事
例発表を行い見事、最優秀賞を受
賞しました。

・日時 3 月１８日（土）
9：30～16：30（雨天決行）
・場所 京都国立博物館 庭園
・入場無料

