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商工会だより

福知山市商工会 本

商工会のエキスパート・バンク事業は、
「就業規則を見直して従業員の働
きやすい職場にしたい！」
「息子に経営を継がせたい！」
「売上アップにつな
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商工会の専門家派遣制度を御存知ですか？
経営に係る諸問題を一人で悩んでおられませんか？

所

京都府最低賃金のお知らせ
平成 2９年 10 月１日から京都府最低賃金は、2５円の大幅アップで
時間額

８５６円になります。

がる店舗レイアウトにしたい！」
「取引先の要望に即した品質・納期の管理
を実施したい！」などの会社経営にかかわる課題に、専門家を派遣する事業

非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充

です。

～キャリアアップ助成金が活用しやすくなります～

まずは、現在のお悩みを商工会の経営支援員にご相談ください。
「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労

エキスパート・バンクには約１００名の専門家が登録されています。

働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップ

商工会には、「エキスパート略歴書」が配布されています。

などを促進するため、正社員化、人材育成、処遇改善の取組を実施した

略歴書には、専門家の方の実績「どんな企業へ何を指導したか」「得意と

事業主に対して助成する制度です。

する分野」「企業指導への思い」などが記載されています。

*その他の支給要件もあり、ハローワーク福知山（TEL23-8609）にご相談ください。

まずは、商工会の経営支援員にお話をお聞かせください。
問題は社長がお考えになっている以外の部分にあるかもしれません。
第三者に話すことで、客観的に問題をとらえることができ、意外な解決法

京都府商工会青年部主張発表
大会に出場しました

がみつかることが、よくあります。
＊詳しくは商工会までお問合せください。

中部ブロック予選を勝ち上がり 8 月 3 日（木）メルパル
ク京都で行われた京都府商工会青年部主張発表大会に

きょうと農商工連携応援ファンド支援事業助成金（二次募集）

新治製菓舗

新治良太氏が出場しました。惜しくも近畿

大会への出場はかないませんでしたが、『青年部活動に

この事業は、農林業に関する「京の食ビジネス」創造へのチャレンジを支援す

参加して』と題して堂々と発表されました。

るものです。
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

鬼力の由良川夏まつりが開催されました

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。
なお、助成金については、京都府、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地元
金融機関、農業団体等から出資を受けた基金「きょうと農商工連携応援ファンド」

去る平成 29 年８月 6 日（日）に丹鉄大江駅周
辺において鬼力の由良川夏まつりが開催されまし
た。
当日は模擬店、大江高校ジャズコンサート、フ

を運用した利益で助成するものです。
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）
助 成

率：事業に直接必要な経費の 2/3 以内

助 成

額：１申請事業当たり 300 万円以内

助 成 期 間 ：原則１年以内

ラメンコ、大江太鼓、盆踊り等盛りだくさんの催
しがあり、商工会青年部大江ブロックも参加して
盛り上げました。祭りのフィナーレは花火大会が
飾り、大江の夏の夜空を花火が彩りました。

やくの高原まつりが開催されました
去る平成２９年８月２６日（土）
、２７日（日）やく

（農林漁業者が連携体代表者の事業で特に認められた事業につい

の高原芝生広場特設会場において「前夜祭」と「第２

ては最長３年以内）

５回やくの高原まつり」が開催されました。当日は模

募 集 期 間 ：平成２９年 9 月２０日（水）まで

擬店、ダンス等の様々なステージイベントが開催され、

＊詳しくは商工会までお問合せください。

夜には「中西圭三」のスペシャルライブが開催され大
いに賑わいました。また、女性部夜久野支部では夜久
野に伝わる昔ばなしの大型紙芝居を作成し、夜久野荘

【福知山市商工会設立１０周年記念事業

青年部こども映画まつり】鑑賞無料

日時：９月２３日（土）

で発表しました。小さなお子さんから大人の方まで 50
名を超える方にご来場いただきました。

17：00～模擬店：フライドポテト、ジュース、ポップコーン、フランクフルト、かき氷
18：00～18：30 女性部による紙しばい

19：00～上映開始（ペット）

みわ夏まつりが開催されました

場所：丹鉄大江駅前 鬼瓦公園

去る８月１４日（月）に三和荘前の広場において、

巡回強化月間のお知らせとお願い
９月下旬から 12 月上旬にかけ
経営支援員２人１組で会員事業所
様を巡回させていただきます。
お忙しいかとは思いますが、ご
協力よろしくお願い致します。

第１０回を迎える「みわ夏まつり」が開催されまし
た。
オープニングには太鼓やダンスのステージなど
の催しがあり、屋台やミニＳＬのコーナーなどでは
多くの人手でにぎわいました。
天候にも恵まれ、最後は花火が
夜空を彩りました。

小規模企業共済制度のご案内

「保険って高いし、手続きも面倒…」
と思っている会員様へ

小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主（共同経営者を含む）または会
社等の役員の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事

商工貯蓄共済制度は、負担が少なく、手厚

業の再建を図る為の資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。いわば「経営者

い保障内容で、加入されたお客様からお喜び

の退職金制度」です。

いただいております。

◎小規模企業共済制度は、法律に基づく制度であり、国が全額出資している独立行

ただいま商工貯蓄共済合同キャンペーン

政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。掛金と運用収入は、すべて契約者

として、新規加入者の方に近畿府県内の特産

に還元される仕組みです。

品５，０００円相当をプレゼント中！

◎掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除でき

キャンペーン期間：平成２９年９月１日

ます。
（1 年以内の前納掛金も同様）

～１２月３１日募集

◎共済金は廃業時・退職時に受取れ、満期はありません。

対象：新規月額掛金１０，０００円加入ごとに

◎納付した掛金合計額の範囲内で、事業資金等の貸付が受けられます。

５，０００円相当の特産品

◎掛金は、月額 1,000 円～70,000 円の範囲内（500 円単位）で自由に選べます。

※詳しくは商工会までお問合せください。

平成 28 年 4 月から、法改正により
◎会社役員の方は、任意退任(65 歳以上)でも、老齢給付の支給額と同様の支給額に

プレミアム商品券発行のお知らせ

引き上げられました。
◎個人事業者が親族内で事業承継した場合、廃業と同様の支給額に引き上げられま
した。

京都府から介護保険を利用されていない 90 歳以上の方を対象にプレ
ミアム商品券が交付されます。商品券は、福知山市商工会会員の取扱店

随時、小規模企業共済新規加
入、掛け金増額を受付けてい
ます。ご興味ございましたら
商工会までお気軽にお声掛け
ください！

でご利用いただけます。
有効期間は平成 2９年 10 月 1 日～平成３０年 1 月 31 日までとなっ
ております。

育児・介護休業法が改正されます
福知山市商工会設立１０周年記念事業
会員研修旅行のご案内

育児や介護と仕事が両立しやすい就業環境の整備に向けて
平成２９年１０月１日から改正育児・介護休業法が施行されます！

先日送付させていただきました会員研修旅行について、会員様とそのご家
族・従業員様に限り値引きいたします。

◆保育所に入れない場合などに最長２歳まで延長できます。
（育児休業給付金の給付期間も２歳までとなります）

負担金を添えて商工会窓口までお申込みください。

◆「子供が生まれる」・「家族を介護する」方に育児・介護休業など

▶旅

の制度を知らせることや「育児に関する目的で利用できる休暇制度」

▶行

行 日：平成 29 年 11 月 1 日(水) 日帰り
先：二条城・京都水族館見学とランチバイキングの旅

▶参加負担金：会

員：６，５００円 ⇒ ６，０００円

※詳細については、京都府労働局ホームページを参照してください。

家族＆従業員：７，５００円 ⇒ ７，０００円

＜問合せ先＞ 京都労働局雇用環境・均等室 ℡ 075（241）3212

非
▶定

を設けることが事業主の努力義務となります。

会

員：８，５００円

員：各支部、先着３８名

※集合時間や時間等のご案内は、出発日が近づきましたらご案内申し上げます。

お子さまの教育資金を「国の教育ローン」
（日本政策金融公庫）
がサポート！
高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融

福知山市商工会企業業況調査結果
（平成 29 年 7 月調査／調査対象事業所数 88 事業所）
◆景況感

◆経営上の問題点
製 造 業：①設備老朽化 ②経費増 ③従業員不足
建 設 業：①競争激化 ②需要の停滞 ③従業員不足
卸 小 売 業 ：①競争激化 ②消費者ﾆｰｽﾞ対応 ③設備老朽化
サービス業：①仕入価格上昇 ②需要停滞 ③設備老朽化
※詳細は同封の報告書をご覧ください。

景況感ＤＩは 33.2 と
標準（50.0）よりも悪い
水準となっている。地域
別では、夜久野町の落ち
込みが目立つ。
業種別では、製造業が
48.8 とほぼ標準並みの
水準となっているのに対
し、卸小売業では 21.4
とやや悪いの水準である
25.0 をも下回っている。
先行調査では、先行 3
ヶ月が 35.5、先行 1 年
が 34.9 と、僅かながら
現状よりも回復基調が見
られるとしている。

資制度です。

【ご 融 資 額】お子さま１人あたり３５０万円以内
【金

＜創業セミナー＞を開催します！
日時：平成 29 年 11 月 8 日・15 日・22 日・29 日（水）19 時～21 時
場所：市民交流プラザふくちやま
詳細につきましては、後日
講師：中小企業診断士 伊東 伸 氏
ご案内します。
内容：経営の基本、販路開拓、財務、人材育成

固定金利

※「母子家庭」、「父子家庭」、「世帯年収 200 万円（所得 122 万円）以
内の方」または「子ども３人以上の世帯かつ世帯年収 500 万円（所
得 346 万円）以内の方」は年１．４１％
（平成２９年７月１２日現在）

【ご返済期間】１５年以内
※「交通遺児家庭」、「母子家庭」、「父子家庭」、「世帯年収 200 万円（所得 122
万円）以内の方」または「子ども３人以上の世帯かつ世帯年収 500 万

円（所得 346 万円）以内の方」 は１８年以内）

【お使いみち】入学金、授業料、教科書代、アパート・マンション
の敷金･家賃など
【ご返済方法】毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能）
【保

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 29 年 7 月～9 月の状況について、10 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。

利】年１．８１％

証】（公財）教育資金融資保証基金
（連帯保証人による保証も可能）
詳しくは、ＨＰ（「国の教育ローン」で検索）または教育ローンコ
ールセンター
（０５７０－００８６５６（ナビダイヤル）
または （０３）５３２１－８６５６）までお問い合わせください。

