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新 年 ご 挨 拶
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致します。
さて、我が国経済は、雇用情勢の改善、個人消費の持ち直し等緩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の影響により、私たち小規模事業者にとっては、売上の低迷、事業後継者難、人手不足、消費者ニーズの変化
などへの対応等の課題を抱え依然として厳しい状況にあります。
昨年は、一昨年の台風２１号に続き、7 月の豪雨等災害により甚大な被害が発生し、本会としましても、関係諸機関のご支援のも
と、早急な事業復興支援に取組んで参り、今後の災害のないまちづくりを望む所でもあります。
本会の重点事業であり５か年計画で取り組んでいます経営発達支援事業も 2 年目を迎え、特に販路開拓支援事業においては、全国

会

規模の商談会に出展し新規取引先開拓に一定の成果を上げることができました。本年におきましても、引続き販路開拓支援や創業支

日下

長
英明

援、事業承継等の課題解決を図り会員事業所の経営力向上を支援していく所存でございます。
本年度も「行きます！聞きます！提案します！」をモットーに、関係諸機関との連携を図り、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ますとともに、2020 年の NHK 大河ドラマ「麒麟がくる」の決定に伴う波及効果にも期待し、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。
結びに、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 日下

英明

新年明けましておめでとうございます。

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つつがなく新しい年をお迎えの

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

こととお慶び申し上げます。

喜び申し上げます。

日頃より女性部に対しまして、深いご理解とご協力を

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

いただき心よりお礼申し上げます。

にありがとうございました。

私たち女性部は昨年に引き続き、皆様のご協力のもと、

昨年を振り返りますと 8 月にこども映画まつりを開催し多

紙芝居事業や地域でのイベント、ボランティア活動など

くのお子様に喜んでいただきました。7 月は経理と節税セミナ

に取組んでまいりました。
また、女性部がどんなことをしているかを知っていた

女性部部長

ーを商工会と共催、11 月は視察研修を行いスキルアップを図

河田嘉代子

りました。

だければと、日帰り研修やセミナーを開催したり、全て

青年部部長
杉本

亮太

例年取り組んでおります地域振興事業は各支部の部員だけが参加するのでな

の事業を女性部全体の事業として取り組もうと、それぞれの支部で行ってい

く、他の支部の部員も相互に参加することができました。6 月の京都府商工会青

たイベントに支部の垣根を越え参加するなど、積極的に取組みを進めてまい

年部中部ブロック交流会、11 月の商工会青年部全国大会（広島大会）に参加し他

りました。

の青年部員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

女性部活動を通して、商売に少しでも生かしていただくことはもちろんの

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。

こと、日々の商売を頑張っていただく活力にしていただけるような、楽しい

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

笑いのある取組を今後も行っていきたいと思っておりますので、引き続きご

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

支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。

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

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。

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

福知山市商工会女性部部長

河田 嘉代子

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。

年末調整指導講習会のご案内

福知山市商工会青年部部長

杉本 亮太

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。

確定申告相談会のお知らせ

お気軽にご参加ください！
〇夜久野支所・三和支所
日

時：平成３１年１月１６日（水）
９時３０分～１６時

事業主の皆様へ
個人住民税の特別徴収を

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

ご利用ください。

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

〇本所（大江）
日

時：平成３１年 1 月１７日（木）
９時３０分～１６時

持参書類：平成３０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

ください。
本

所：2 月１８日（月）
・2 月 2２日（金）・2 月 2８日（木）

夜久野支所：2 月１９日（火）・２月２５日（月）
・３月 １日（金）
三 和 支 所：2 月 2０日（水）
・２月２６日（火）・3 月 ４日（月）
＊９時３０分～１２時、１３時～１６時（受付１５時３０分締切）

２０１９新春経済講演会のご案内
うち
『どうなる！今後の日本の政治経済』
～報道の最前線から見た 2019 の展望～

「お金のブロックパズル」を作ると、何をすべきかがわかります。
「お金のブロックパズル」は、会計の知識の
ない人や決算書の見方が分からない人でも、会
社の収益構造やお金の流れを直感的に理解でき
るツールです。会社(事業所)の現状を理解し、
今なにをするべきなのかを考えてみませんか？
多数の会員様のご参加をお待ちしております！
日

毎年ご好評をいただいております経済講演会を、学習院大学特別客員教授
岩田公雄氏をお迎えし、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！

時：平成３１年２月１５日（金）
１９時～２１時

日 時：平成３１年１月２５日（金）

場

所：市民交流プラザふくちやま

講

師：中小企業診断士

稲葉

３-２

琢也

氏

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(３階)

小規模事業者持続化補助金〈平成３０年７月豪雨対策型追加公募分〉

講 師：岩田 公雄

氏

参加費：無料（要申込）
本補助金は、
「平成３０年７月豪雨」により、事業用資産に損壊等の直

定 員：１５０名

接被害が生じた小規模事業者が、事業再建にあたって行う販路開拓の取
組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

第３３回夜久野農林商工祭

・公募締切：第１次受付締切：平成３１年１月３１日（木）
第 2 次受付締切：平成３１年４月１０日（水）
・補助事業実施期間：交付決定日（平成３０年６月２８日まで遡及可能）
から実施期限（平成３１年１２月３１日（火）（予定））まで
・補助上限額：１００万円（費用の 2/3）

１１月１８日（日）に道の駅農匠の郷やくの周辺において、夜久野農林商工祭
が開催されました。
当日は１０年に１度あるかないかの、素晴らしい天候に恵まれ、模擬店や農林
産物品評会、ディスクドックショー等で賑わいました。福知山市商工会主催のや
くの高原鍋や毎年大人気のドキドキ玉子ゲーム、ビンゴゲームも大変好評で、イ

※平成３０年度予備費予算

被災地域販路開拓支援事業「小規模事業者

ベントを盛り上げました。

持続化補助金（平成３０年８月２１日公募開始、同年９月２８日と１１
月２日交付決定）
」に応募し、採択・交付決定を受けて補助事業を実施し
ている（した）者は補助対象外です。

経営者の退職金『小規模企業共済』のご案内
常時使用する従業員が２０人（商業とサービス
業（宿泊業、娯楽業を除く）では５人）以下の個

２０１８三和ふれあいフェスティバル

人事業主やその経営に携わる共同経営者、会社等
の役員、一定規模以下の企業組合、協業組合、農

11 月 11 日（日）好天の下、
「2018

事組合法人の役員の方が加入できます。

三和ふれあいフェスティバル」が開催され

個人事業を廃業したり、会社等の役員を退任し

ました。

た場合などに、事由に応じて共済金（解約手当金）

ステージ発表や展示、模擬店など大いに盛り

が支払われます。

上がりました。

掛金は全額所得控除、節税対策や退職後のゆと
りある生活のためにご加入ください。

※詳しくは福知山市商工会まで

福知山市消防団応援の店 募集中！！
―平成３０年１２月１日スタート―

商工会＆青年部ブースではドキドキ玉子
ゲームと果物販売、女性部はうどん販売といずれもご好評をいただきました。

退職・異動・新規採用のお知らせ
〇異動
小谷 香保里（平成 31 年 1 月 4 日付） ○退職

福知山消防団応援の店とは、地域貢献を目的とした事業所の皆様の協力を
得ながら、消防団員を確保し、地域防災力の向上を図るもので、消防団員が
消防団員カードなどを提示することにより、飲食店や物販店等から料金の割
引やポイントの優遇などの各種特典を提供していただくものです。

夜久野支所から本所勤務

桐村 秀明
（平成 30 年 12 月 31 日付）

稲垣 江利子（平成 31 年 1 月 4 日付） ○新規採用
本所から夜久野支所勤務

村岡 尚子（平成 30 年 12 月 1 日付）

退職のご挨拶（桐村 秀明）
昭和 57 年 2 月 1 日に夜久野町商工会の経営指導員として

■応援の店への登録
当事業に御賛同いただける事業所は、「福知山市消防団応援の店登録申請
書」を福知山市消防本部に提出し、消防団応援の店に登録していただきます。
登録された事業所には、福知山市消防長から「福知山市消防団応援の店登
録済証」と「福知山市消防団応援の店表示証」を交付します。
■登録内容の変更

採用され、合併後も、三和支所、大江本所とそれぞれの会員さ
んと接することができ、その間、多くの事を学ばせていただき、
また、いろいろとご指導いただき、37 年もの長期にわたり勤
めさせていただくことができましたこと心より厚くお礼申し上
げます。会員事業所様のますますのご隆盛をご祈念申し上げ、退職のご挨拶とい
たします。本当にお世話になりありがとございました。

登録内容を変更する場合は、福知山市消防本部へ「福知山市消防団応援の
店登録変更申請書」を提出してください。
■登録の廃止
応援の店の登録を廃止する場合は、
「福知山市消防団応援の店登録廃止届」
を福知山市消防本部へ提出してください。

新規採用のごあいさつ
12 月 1 日から福知山市商工会大江本所で仕事をすることに
なりました村岡 尚子（なおこ）です。分らない事が多数あり
ますが、一日も早く会員の皆様のお役に立てるように努力して
参ります。どうぞよろしくお願いいたします。

