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商工会だより
「将来、どうのように売り上げを立てていけばいいのか不安」「後継者はいるが、
この先心配」などの思いを抱いている方！まずは事業計画の作成をしてみませ
んか？
■開催日時・場所
小規模事業者の皆様が
７月２０日(木) １９時～２１時
商売を長く
市民交流プラザふくちやま
続けていくために！
■講師
中小企業診断士 伊東 伸 氏
■セミナーの内容■
1.

事業計画策定の必要性

2.

自社の経営資源の分析

3.

自社を取り巻く環境の分析

4.

経営戦略の方向

5.

具体的なシナリオ

6.

数値計画の作成

SNS 活用セミナーのご案内

■日時
８月４日(金) １９時～２１時
■場所
市民交流プラザふくちやま ３－３
※スマホやタブレットをお持ちの方はご持参ください。

ホームページ作成・更新セミナーのご案内
Jimdo は無料なのに高性能！
専門知識がなくても、インターネットにつながるパソコンがあれば、誰でも簡単に
ホームページを作成・更新することが可能です。
本セミナーでは Jimdo の仕組みや使い方を知り、売上に繋がるホームページの
更新方法を中心に学ぶためのセミナーです。
事前に Jimdo のホームページを使える
状態でお越しいただく必要があるた
め、新規で立ち上げられる方は事前に
ご相談ください。

三和支所

58－3667

5Ｓを徹底すれば会社が変わる！
「５Ｓ」とは「整理・整頓・清掃・清潔・しつけ」それぞれの頭文字の「Ｓ」をとっ
たもの。実は様々な局面で効果を引き出せる活動なのです。
自社の現場改善に意欲的な事業所の皆様！！一緒に学んでみませんか？
◆日 時◆ 平成２９年８月２２日（火）
１３：３０～１５：３０
◆場 所◆ 市民交流プラザふくちやま
◆講 師◆ 廣瀬 稔氏
◆受講料◆ 無料 (限定２０名)

昨年好評につき
第３弾開催決定！

昨年度の参加事業所様の感想
以前から工場内の整理整頓をしないといけないと考えていたものの、
実際に取り組むことが出来ていませんでしたが、良いきっかけとなり
取り組みました。
整頓後、最初は備品や部品の置き場所が変わったことにとまどいもあ
りましたが、慣れてくると効率がアップし、お客様からもきれいにな
ったとお褒めの言葉もいただくようになりました。

さらにステップアップされ
たい企業の皆様に！

福知山市商工会・現場カイゼン道場
「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」などの悩みを抱えておられる事業所を対象に、５Ｓをベー
スに、さらにもう一歩踏み込んだ生産管理・品質管理などをテーマとした個別
メニューを用意しております。
上記の業務カイゼンセミナーを受講後、希望される事業所へのヒアリングを経
て、現場カイゼン道場への参加事業所を選定し、ヒアリングをもとに最適な支
援メニューをご提案いたします。
◆事前ヒアリング：平成２９年９月１３日（水） ・１４日（木）１３：３０～
◆個別指導
：１回目／１０月１１日（水） または １２日（木）
【1 回 2 時間程度】 ２回目／１１月８日（水） または
９日（木）
３回目／１２月６日（水） または
７日（木）
◆成果発表会
：平成３０年１月１９日（金）１３：３０～１５：３０
◆参加費
：1 事業所 ５，０００円

「経営発達支援事業」の全体構想

経営発達支援計画とは？
小規模事業者の経営の改
善発達を支援する商工会
の 5 ヵ年計画です。

56－5151

夜久野支所 37－0001

新規顧客の獲得手段を探している方、簡単に効率よく販売促進する方法を
お探しの方、「LINE」や「facebook」を活用してみませんか？
無料～少額の投資で始められる SNS は、小規模な企業にこそぴったりな営
業ツールといえます。
本セミナーでは、SNS の基礎やビジネスでの活用事例から学べます。

■日時 ７月２８日(金) １９時～２１時
■場所 市民交流プラザふくちやま
※パソコンをご持参ください。

所

会社力アップ・業務改善セミナー（無料）のご案内

事業計画策定セミナーのご案内

サポートも安心！
セミナー終了後も、福知山市商工
会経営支援員が個別に支援しま
す。また、専門家派遣などを活用
し個別に課題解決に対応します。

発行所：福知山市商工会 本

－小規模事業者の事業発展に向けて個社の支援と地域経済活性化に取組みます－

地域経済活性化への取組み

小規模事業者個社への支援
１．地域の経済動向調査
各事業所の業況調査を実施、金融機関等の調査結果も
含めて集計、分析し、売上向上を目指した事業計画の策
定、経営改善支援や農商工連携を推進する基礎資料とし
て活用し提供します。

２．需要動向調査
業種別（飲食・自動車整備・建築等）の調査を、直接、
消費者からのアンケート方式で実施し、事業計画の策
定、今後の事業展開の資料として活用し提供します。

３．経営状況の分析
小規模事業者の決算書やヒアリングから、収益性や
安全性、技術、ノウハウ等の強みを分析し、事業計画
策定に活かします。
（事業計画策定セミナー）

４．事業計画策定
地域経済動向及び
需要動向調査結果、
経営状況分析結果を
活かし、売上及び利
益向上に繋がる事業
計画を策定します。
（事業計画策定セミ
ナー・経営塾）

５．事業計画策定後の
支援
事業計画の進捗状
況を確認し、改善を行
いながら事業発展を
支援します。

６．新たな需要開拓
「４」で策定した事業
計画が売上向上に繋
がるよう、専門家と連
携した各種セミナー
や個別相談を行いま
す。（販路開拓セミナ
ー、IT セミナー・商
談会出展支援）

７．地域経済の活性化
農業関係事業者、観光協
会、行政機関等と連携し、
農商工連携や観光資源活
用による地域経済の活性
化に取組みます。

支援力向上と事業評価検証
８．支援力向上と事業評価
経営支援員の 支援力の
向上を図ります。
また、「１～７」の事業
成果について評価・検証を
行います。

中小企業知恵の経営ステップアップ事業

福知山市起業家支援事業補助金

京都府と福知山市商工会では、厳しい経営環境にある、中小企業の方々や商
■補助対象者■

店街団体を支援する「中小企業知恵の経営ステップアップ事業」を実施しておりま

①～④すべてに該当する方

す。

①福知山市内での起業・創業者や第二創業者又は起業・創業や第二創業を
実施後１年未満の者

中小企業応援隊の支援策として、本事業主旨に沿ってみなさんが平成２９年度
実施される取り組み（事業）に必要な経費の一部を補助し、応援しようとするもので

②福知山市商工会、日本政策金融公庫、京都信用保証協会、福知山商工

す。

会議所又は市内金融機関の推薦を受けている者

締切間近です！お急ぎください

③市税の滞納がない者

・受 付 期 間

④その他市長が不適切と認める営業を行っていない者
補助対象者

平成２９年５月８日（月）～平成２９年７月１４日（金）

補助対象事業

1 起業・創業者

・事業実施期間

地域の需要や雇用を支える事業や海外市場
の獲得を念頭とした事業を、福知山市内におい
て興すもの

2 第二創業者

平成２９年５月８日（月）～平成３０年１月３１日（水）
・申請書の提出先
中小企業等：中小企業応援隊員を経由して福知山市商工会へ提出

既に事業を営んでいる中小企業者又は特定
非営利活動法人であって、後継者が先代から

・申請要件
福知山市の中小企業応援隊員の支援を受けている中小企業等

事業を引継いだ場合において、当該後継者が
営んでいる事業の業態転換又は新事業若しく
は新分野に進出する者
3 起業・創業、第二創業
を実施後１年未満の者

補助率
項目

対象

補助対象者１若しくは 2 の補助対象事業を完
了してから１年未満の間において当該事業を継

補助上限

業

３分の２

２００，０００円

中小企業（小規模企業除く）

２分の 1

３００，０００円

創 業 予 定 者 、 中 小 企 業 等

３分の２

２００，０００円

業

経営改善型
等

続させるべく行うもの
補助対象経費

補助率

起業支援型

■ソフト事業（最大２０万円助成）

小

中
小
企

規

模

企

■ハード事業（最大５０万円助成）
【補助対象経費の具体例】
◆経営改善計画遂行に向けた取組、商品の販売促進の取組に係る経費など
・展示会出展費用、ブース造作料

福知山市起業おうえん助成金制度

・のぼり旗等の作成経費

創業・起業者が対象の融資制度を利用すると、６回までの金利相当分が助

・新聞、広報誌等の掲載に係る経費

成されます。
平成３０年３月３１日まで受付

◆省エネルギー対策等のコストダウン対策に関する経費

融資制度名

融資実施機関

・プレミアム商品券の印刷経費
・集客増加を目指す事務所等の修繕経費・備品等の購入経費

■助成対象融資制度
京都府

・新聞折込、チラシ作成、ホームページ作成に係る経費

・作業効率を大幅に向上させる機器の導入や省エネ効果のある機器等への更新

開業・経営承継資金のうち開業に係る融資
※上記、京都府制度は保証協会の保証が必要です。

日本政策金融公庫

創業（希望）者のために実行された融資

市内各金融機関

創業（希望）者のために実行された融資

◆固定客を生み出すような商店街の実施するイベント経費など
・売出し等チラシ、イベントなどの粗品に係る経費
◆その他、事業趣旨に合致した取組で、中小企業応援隊が必要と判断したもの

※ 詳細は商工会までお問合せください。
■助成の要件

夏祭りのご案内

助成対象融資制度を利用された方で、次の①～③全てを満たす方。
①福知山市内に住所を有する個人又は法人であること
②福知山市内に主たる店舗、工場又は事業所を営む予定のある者又は新た

各地で夏祭りが開催されます。ぜひ皆様でご来場ください。

に店舗を営んで 1 年未満の者であること
③市税を滞納していないこと

みわ夏まつり
◆日時 平成２９年８月１３日(日)

福知山市小規模事業者経営支援利子補給制度

鬼力の由良川夏まつり
◆日時 平成２９年８月６日(日)

１７時４０分～２１時
◆場所 三和荘 周辺広場

１６時半～２０時４５分
◆場所 丹鉄 大江駅前一帯

福知山市から融資を受ける市内の小規模事業者を応援！
（平成３０年３月３１日までに貸付が行われた融資が対象）

平成 29 年度

新規事業
■対象者■
●福知山市内に住所を有し、中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条
に規定する小規模事業者又は個人事業主

福知山ドッコイセまつり
◆日時 平成２９年８月１４日(月)～１６日(水)、２４日(木)・２５日(金）
２０時～２２時
◆場所 広小路通り ※２５日のみ福知山駅北口公園

●福知山市内に主たる店舗、工場又は事業所を営んでいる事業者
●市税等を完納していること
■利子補給期間・利子補給額■
利息の初回支払月から６回目の支払月までの期間とし、その期間内に取扱金融
機関へ支払った利息（延滞金を除く）支払った利息分が対象

やくの高原まつり
◆日時 平成２９年８月２６日(土) １６時～２１時
２７日(日) １０時～２１時
◆場所 夜久野高原芝生広場特設会場・道の駅 農匠の郷やくの

