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今回の豪雨により被災されました皆様に心よりお見舞い申し上げます
平成３０年７月豪雨により被災した中小企業者等の設備等の再建に対し、中小
企業応援隊による伴走支援により、早期の復旧・復興を図るための補助金の補
正予算が府・市の各議会にて編成されます
※福知山市の補助金は（案）となりますのでご了承ください
◎対象となる条件
府内に事業所を有する中小企業者等
◎対象経費
平成３０年７月豪雨により被災した設備等の更新等
対象経費

所

夜久野支所 37－0001

平成３０年７月豪雨災害で被害を受けられた皆様へ

被災した設備等の更新等（大規模）

８月 ７日発行

販路開拓塾

第３弾！

体験型販路開拓
～福知山市商工会 ブランディングプロジェクト～
必ず成果のでる実践的な販路開拓・商品づくりのノウハウを学べる【体験
型販路開拓】を企画しました！今回は消費者を自社や会場に呼び込み、コミ
ュニケーションや体験を通した販路拡大を目指します。
既存商品のブラッシュアップ、新商品開発にも必ずお役に立ちます。
あなたの事業が大きく飛躍します！奮ってご参加下さい。

被災した機器等の
修繕等（小規模）

京都府

福知山市

京都府

15％

15％

1/2

◆講師◆ ㈱ノウハウバンク

三科公孝氏

◆会場◆ 市民交流プラザふくちやま
視聴覚室及び会議室３－２
◆定員◆ ２０名（先着順）

※連年被災の場合は上乗せ補助あり

-

（京都府：補助率２５％、上限１５０万円）

全５回（各回 19：00～21：00）

（福知山市：補助率２０％、上限１５０万円）

【1 回目／９月１１日（火）
】

補助下限

10 万円

10 万円

-

補助上限

100 万円

100 万円

10 万円

・体験型販路開拓（ツーリズム）とは？
【２回目／１０月１７日（水）
】

◎補助要件
り災(被災者)証明書を有すること、市税を完納していること（福知山市）等
※詳しくは、商工会までお問合せ下さい

・何をフックにして人を呼び込むか？
【３回目／１１月８日（木）
】
・地域資源・観光資源調査と方向性の決定！
【４回目／１１月１５日（木）
】
・販路開拓成功に向けたブラッシュアップ！

ホームページリメイクセミナー

【５回目／１２月５日（水）
】
・販路開拓実践シミュレーション！

Ｊimdo ホームページをちょっと「見栄えよく」

・現地、現場、現物で体験型を体験する

生まれ変わらせる３つの具体的な方法を教えます！
iPhone や iPad などスマートフォン、タブレット端末のめざましい普及によ
って、どこにいてもネットで情報を取得することができる社会となり、ホーム
ページの果たす役割は重要性を増しています。
そこで、現在あるホームページを更に自社の強い武器とし、消費税増税に対
応できる経営体力をつけるべく、ホームページのリメイクセミナーを開催しま
す。
プロに頼めば数万の費用がかかるところ、このセミナーで学んで自分でメイ
クすれば費用はゼロ！これからホームページを作ろうと思っていらっしゃる方
も、jimdo を利用されていない方でも、ひと味違うホームページの作り方を学
ぶチャンスですので是非お気軽にご参加ください！

事業承継計画策定

個別相談会日程変更のお知らせ

◆日 時 ８月２２日（水） 会議室 3-3
９月１０日（月） ギャラリー
９月１９日（月） 会議室 3-3

※事業承継以外の

①午後１時～

ご相談も可能です

②午後３時１５分～
③午後５時３０分～
◆場 所 市民交流プラザふくちやま
会議室３-３又はギャラリー

■日 時：８月３０日（木）
■場 所：市民交流プラザふくちやま 視聴覚室
■講 師：多田優之氏
■参加費：無料

◆対 象 法人事業所及び個人事業主
◆相 談 無料
◆講 師 成岡秀夫 氏

写真を変えたら売上がドーンと増える SNS 受けする写真の撮り方講習会
ＳＮＳ（フェイスブック・インスタグラムなど）にＵＰするスマホ等での写真の撮り方で悩んでいませんか？
ＳＮＳやブログ、ホームページのほか、商売にとって写真は各企業や商店にとって益々切っても切れないものとなっています。そこで今回は、ＳＮＳにＵＰす
る写真の撮り方をプロのカメラマンに教えていただきます♪写真の撮り方をマスターし、集客やネット販売で売上アップを図り、消費税増税に負けない企業体質
をつくりましょう。プロジェクターを用いた座学のほか、受講者のカメラやスマホを使った体験実習も行いますので、是非お気軽にご参加ください！！

■日時：平成30年8月10日（金）
午後7時～9時

先着 20 名無料

■場所：市民交流プラザふくちやま３F「ギャラリー」
■講師：林

直氏

お金のかからない販促始めませんか。
これからフェイスブック・インスタグラ
ムを始めようと考えている方も大歓
迎！！お気軽にご相談ください。

福知山市収入証紙廃止についてのお知らせ

WEB 販売・集客の基礎を学ぶ！
福知山市商工会 EC あきんど実践講座を開催します

福知山市では平成３０年６月３０日をもって収入証紙が廃止されました。
未使用の収入証紙（著しく汚染、き損したものを除く）をお持ちの場合は、
還付請求の手続きにより証紙購入代金が還付されますのでお手続き下さい。
１
２

受付期間
平成３０年７月１日から平成３５年６月３０日まで
手続方法
・福知山市証紙代金還付請求書に未使用証紙を添付し受付窓口へ提出し
てください。様式は、市ホームページ「市民のみなさまへ」または「事
業者向け情報」内に掲載しております。
・請求者名と還付先口座の名義が異なる場合は、委任状が必要です。
・還付先の口座確認のため通帳等の写しをお持ちください。
ホームページ http://www.city.fukuchiyama.kyoto.jp/
３ 還付方法
口座振込
４ 受付窓口
福知山市会計室または各支所
問合せ：福知山市役所 会計室 電話 ０７７３－２４－７０１０

この講座では、会員の皆様の商品・製品を「売れる様にする工夫をチーム
で考えていく」ための実践講座です。
ネットオークション（メルカリ、ヤフオク！）でのテスト販売をはじめ、
バックヤード業務を含めたネットショップの運営方法、スマホでの写真撮
影術、WEB集客、データ分析方法など売上を獲得するためのスキルを身
に付けていただく講座です。ECバイヤーやデザイナー、プロカメラマン
からのアドバイスも受けられますので、「ネット販売は取り組んでみたい
けど敷居が高い・・・」とお悩みだった方は是非ご参加ください！
■日 時：９月１８日・１０月１６日・１１月２０日
１２月１８日・１月１５日・２月１９日
午後 7 時～9 時 ※いずれも火曜日、全６回
■場 所：市民交流プラザふくちやま 視聴覚室
■講 師：多田優之氏
■参加費：無料 （会員外は６，０００円）

ものづくり補助金２次公募説明会のお知らせ

先着１５名様

「平成２９年度補正ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」に係
る２次公募説明会が下記の通り開催されます。ご参加の場合は、事前申込と公
募要領、申請書の持参が必要です。詳しくは、商工会までお問合せ下さい。
■日 時：８月２２日（水）午後２時～４時
■場 所：京都リサーチパーク 東地区１号館４階

サイエンスホール

◆日 時：８月２３日（木）午後２時～４時
◆場 所：サンプラザ万助 ２階 ペルラ

（対象者及び参加条件）
・副業・起業・創業予定者・後継者でまずは EC や IT 関係の仕事から
取組みたい方
・事業者の IT・WEB スタッフ（配偶者・後継者・社員、パートスタッフ等）
・起業・創業者は商工会の会員になっていただけること
（副業・創業予定者は任意）
・ノート PC・スマホ・クレジット（デビット）カード、銀行口座を保有
されていること
・可能な限り座学に出席、また Facebook グループ参加が可能な方
（Facebook 個人アカウントが必要）

夏まつりのご案内

消費税の軽減税率制度説明会にご参加ください！
軽減税率制度とは

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

平成 31 年 10 月 1 日から消費税の引上げと同時に『飲食料品（酒類・外食
を除く。
）
』や『新聞（定期購読契約に基づくもの）
』について消費税の軽減税率
制度が実施されます。
帳簿及び請求書等の記載と保存（区分記載請求書等保存方式）

みわ夏まつり
今年も三和荘周辺でみわ夏まつりが開催されます
ビンゴゲームや花火大会など多数のイベントを企画しております
たくさんの方の来場をお待ちしております！

制度の実施により、帳簿及び請求書等についても税率ごとの区分を追加した
請求書等の発行や記帳（区分経理）を行うことが必要となり、こうした区分経
理に対応した帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。
（区分
記載請求書等保存方式）
課税事業者の方だけでなく、免税事業者の方も課税事業者の方と取引する場
合、区分記載請求書等の発行を求められる場合があります。

◆日 時 平成３０年８月１４日(火) １７時３０分～２１時
◆場 所 三和荘 周辺広場

こども映画まつり
◆日 時 平成３０年８月１８日(土)
午後５時～ 模擬店オープン

適格請求書等保存方式（インボイス制度）の導入

午後６時～ かみしばい（商工会女性部）

平成 35 年 10 月 1 日以降は、区分記載請求書等の保存に変わり、
『適格請求
書等』の保存が必要になります。
（いわゆるインボイス制度）
適格請求書を発行できるのは、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者
のみとなります。
⇒ つまり、飲食料品等の取扱いの有無に関係なく、全ての事業者において
対応が必要となります！

午後７時～ 「怪盗グルーのミニオン大脱走」上映開始
（午後８時３０分終了予定）
◆場 所 丹鉄・大江駅前 鬼瓦公園
※レジャーシートをご持参下さい
イスに座ってのご鑑賞はご遠慮下さい
模擬店あり（フライドポテト、フランクフルト、ジューズなど）

説明会の開催日時

どなたでもご参加できますので、是非お越しください。

ご都合が悪い方は別の日時や会場でも開催されていますので、お問い合わせ下さい。
【お問合せ・お申込み】 ※事前予約が必要です。
福知山市商工会本所・各支所まで

やくの高原まつり
今年度のゲストはお笑い芸人の“はなわ”さん
数々のテレビ出演を重ねる中、直近の NTV「有吉ゼミ」では息子愛が

消費税増税＆軽減税率対策セミナー

放送され話題となっています

開催日

時間

場所

８月 29 日（水）

１４：００～1７：00

夜久野支所

８月 29 日（水）

１９：００～2２：00

大江本所

９月 10 日（月）

１４：００～1７：00

三和支所

他に、和太鼓からこども達の踊りまで、さまざまなステージイベント、
うまいもの通り、道の駅「農匠の郷やくの」でのイベント等、夜久野の
夏の夜を盛り上げます
◆日 時 平成３０年 ８月２５日(土) １６時～２１時
26 日(日) １０時～２１時
◆場 所 夜久野高原芝生広場特設会場

【国税庁 HP 消費税の軽減税率制度 リンク先アドレス】
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimoubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm

道の駅農匠の郷やくの

