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平成３０年度「経営発達支援事業実施評価表」の公表について 

令和元年度福知山市商工会通常総代会が開催されました 平成 3１年度青年部通常総会が開催されました 

平成３１年度福知山市商工会青年部通常総会が４月２０日（土）開催され、

すべての議案が原案どおり可決承認されました。 

また、福知山市商工会松下副会長、京都府商工会青年部連合会中野会長より

祝辞を頂戴し盛会のうちに終了しました。 

平成 31年度～令和２年度の新役員は次の通りです。 

部長   飯尾 誠 

副部長  山﨑浩平、杉本亮太 

常任委員 新治良太、衣川真樹、西垣弘人、上田輝人 

監事   林田昌芳、足立昌也 

 
平成 3１年度女性部通常総会が開催されました 

区分 項目 評価 

Ⅰ．経営発達支援事業の 

内容 

１．地域の経済動向調査に関すること A 

２．経営状況の分析に関すること B 

３．事業計画策定支援に関すること A 

４．事業計画策定支援に関すること A 

５．需要動向調査に関すること B 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること A 

Ⅱ．地域経済の活性化に資

する取組 
１．地域経済活性化事業 A 

Ⅲ．経営発達支援事業の円

滑な実施に向けた支援

力向上のための取組 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換

に関すること 
B 

２．経営支援員等の資質向上等に関すること B 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること B 

評価基準 A：目標を達成することできた（100％以上）  

B：目標を概ね達成することができた（80～90％） 

C：目標を半分程度しか達成することができなかった（30～79％） 

D：目標をほとんど達成することができなかった（30％未満） 

詳細は福知山市商工会のホームページにてアップしておりますので、ご確認ください。               

アドレス： fukuchiyama.kyoto-fsci.or.jp/ 

 

 
令和元年度労働保険年度更新について 

事業主のみなさんへ 

令和元年度労働保険料（労災保険・雇用保険）の申告納付期間は、本年は、 

６月１日～７月１0 日（土日祝は除く）までにお願いします。 

なお、令和元年度の雇用保険率は前年度から変更なく、以下のとおりとなります。 

 労働者負担 事業主負担 雇用保険率 

一般の事業 3/1000 6/1000 9/1000 

農林水産の事業 4/1000 7/1000 11/1000 

建設の事業 4/1000 8/1000 12/1000 

※労働保険事務委託事業所様には別途お知らせいたします。 

お問合せは商工会まで   

 

      

 

 

区分 
販売方法 

去る、５月１6 日（木）午前 10 時より三和荘において、令和元年度福知山市

商工会通常総代会が開催され、総代様 69 名（委任状含む）の出席を戴き、すべ

ての議案について原案通り可決承認されました。                                   

また、京都府中丹広域振興局長様、福知山市長様、福知山市議会議長様、京都

府商工会連合会会長様より祝辞を、また、京都府商工労働観光部長様、京都銀行

頭取様、京都北都信用金庫理事長様よりそれぞれ祝電をいただき盛会のうちに終

了しました。 

総代会議案審議終了後、１３名の永年勤続優良従業員表彰を行い、表彰状と記

念品を贈呈させていただきました。 

【10 年以上勤続の福知山市商工会 会長表彰 ３名】 

公正産業㈱ 青木渉様、山内修様 ／ 大江観光㈱ 山口悦子様 

【15 年以上勤続の福知山市 市長表彰 ９名】 

㈱クリエイティア 清田誠様、外賀一徳様、樋口 

洋子様、春木まゆみ様、田中健太郎様 

㈱高尾組  高尾和明様、米田真一様 

大江観光㈱ 西村守様、倉橋暢宏様 

【20 年以上勤続の京都府商工会連合会 会長表彰 １名】 

㈱ファスト 藤田操子様 

２０１９工業統計調査の実施のお知らせ 

２０１９年工業統計調査（２０１８年実施）を本年６月１日現在で実施されます。 

調査の対象となる事業所の皆様へは、５月ごろに調査票が配布されます。 

調査員調査、郵送調査のいずれも統計調査員が訪問し、従業者数や業務の内容、構

内事業所の有無等を伺う準備調査を行いますのでご協力いただきますよう宜しくお願

いいたします。 

令和元年度 京都府商工会連合会 販路開拓事業年間スケジュール 

＜商談会＞ 

首都圏展示商談会 

（地方銀行フードセレクション）予定 

東京ビッグサイト 

（予定） 
９月１９日・２０日 

関西圏展示商談会 

（第７回ファベックス 2019） 
インテックス大阪 １０月１６日～１８日 

京都府内マッチング商談会 

（セレクト商談会） 
京都経済センター 

１０月下旬 

１日間開催 

第２回京都インターナショナルギフト・

ショー 
みやこめっせ ３月１１日・１２日 

＜物産展＞ 

ミニ物産展 

（もうひとつの京都） 
松坂屋高槻店 ７月１０日～１６日 

京の味めぐり・技くらべ展 大丸京都店 ９月１１日～１７日 

ニッポン全国物産展 池袋サンシャインシティ １１月１６日・１７日 

大商工祭 （京都産を） パルスプラザ １１月２３日・２４日 

 

去る平成３１年４月１９日（金）、市民交流プラザふくちやまにおいて「平成

３１年度福知山市商工会女性部通常総会」開催されました。議案は全て可決承認

され、福知山市商工会河田副会長から祝辞を頂戴し、盛会のうちに終了しました。 

総会終了後は、平成 31年度京都府商工会女性部連合会主張発表大会に中部ブ

ロック代表として出場された月見康代さんの主張発表をお聞きし、また、夜久野

支部において制作された新作の紙芝居公演を行いました。 

平成 31年度～令和２年度の新役員は次の通りです。 

部長   夜久早百合 

副部長  河田嘉代子・真下真奈美 

常任委員 月見康代・的場友子 

監事   桐村弘子・藤田恵実子 

 

 

会長挨拶 来賓挨拶 

優良従業員表彰授与式 

商工会ホームページ・会員事業所紹介ページ掲載のご案内 

福知山市商工会のホームページに会員事業所様の商品・サービス等を 

ＰＲできる紹介ページを作成致しました！ 掲載希望の事業所様は、 

本・支所までご連絡下さい。掲載用フォーマットをデータまたは用紙 

でお渡しさせていただきます。（掲載料は無料です） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度中小企業知恵の経営ステップアップ事業 

福知山市商工会 企業業況調査結果 

（平成 3１年４月調査／調査対象事業所数 8０件） 

■景況感 

  
今回 

調査数 

現状 先行 3 ヶ月 先行１年 

今回 前回 今回 前回 今回 前回 

全体 80 33.6 40.3 38.1 41.2 33.１ 37.3 

地
域
別 

三和 19 27.6 46.2 32.9 50.0 30.3 47.9 

夜久野 24 32.3 35.4 39.6 35.4 38.5 32.3 

大江 37 40.5 44.6 39.9 45.3 31.1 37.2 

業
種
別 

製造業 24 39.6 45.5 41.7 50.0 38.5 45.5 

建設業 22 47.7 52.2 48.9 54.3 42.0 44.6 

卸小売業 12 22.9 22.5 20.8 20.0 16.7 20.0 

サービス業 22 23.9 30.7 33.0 28.4 27.3 22.7 

景況感ＤＩは 38.6 と前回調査よりも 2.7 ポイントのマイナスとなった。地域別では、三

和が-18.6 ポイントとマイナス幅が大きく、対照的に、夜久野と大江がそれぞれ-3.1 ポイン

ト、-4.1 ポイントのマイナスになっている。三和については、前回調査時の 14.2 ポイント

増の反動も考えられる。業種別では卸小売業が低いながらも横ばいを維持しているが、製造

業が-5.9 ポイント、建設業が-4.5 ポイント、サービス業が-6.8 ポイントとなっている。 

 先行調査においても、先行３ヶ月が 38.1、先行 1 年が 33.1 であり、前回との対比では

それぞれ-3.1 ポイント、-4.2 ポイントとなり、先行きについては不安材料が見える結果と

なった。地域別では夜久野地域、業種別ではサービス業の回復が目立ち、どちらも先行調査

においても期待感が表れている。詳細は同封書類をご覧ください。 

 
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。 

 次回は令和元年 4 月～6.月の状況について、令和元年 7 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営改善などに繋がる取組み（事業）を支援します！ 申請受付は５/２０（月）から 

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」を実施しています。 

これは、中小企業応援隊の支援策として、本事業の主旨に沿って皆さんが実

施される取組（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す。 

■対象となる方                                                                            

福知山市内に事業所等を有し、福知山市商工会の中小企業応援隊員の支援を

受けている中小企業等 

■補助対象経費の例                                                                     

 中小企業応援隊（商工会経営支援員）の伴走支援により、経営安定と成長に

向けた中小企業等が実施する業務改善等やイノベーションに繋がる工夫を凝ら

した取組及び売上向上を目指す取組。 

◆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 

・展示会出店費用、ブース造作料 

・のぼり旗等の作成経費 

・新聞折込、チラシ作成、広報誌等掲載、ホームページ作成に係る経費 

・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 

◆省エネルギー対策等のコストダウン対策に関する経費 

・作業効率を向上させる機器導入や省エネ効果のある機器等への更新 

◆創業・第二創業に係る経費  

  

 

■事業実施期間                                                                         

令和元年５月２０日（月）から令和元年１２月３１日（火）までの間に 

実施する中小企業等の経営改善に繋がる工夫を凝らした取組（事業）が 

対象です。 

※補助金交付決定前に事業着手（契約行為、発注等）をする場合は、事前着手

届の提出が必要となります。 

■補助金の内容                                                                              

項目 対象 補助率 補助上限 

経営改善型 
小規模企業 ３分の２ 200,000 円 

中小企業 ２分の１ 300,000 円 

起業支援型 
創業予定者及び 

創業 5年以内の中小企業等 
３分の２ 200,000 円 

※なお、補助金は、予算の範囲内で交付されますので、採択されても希望された

金額の全額が交付されるとは限りません。 

■募集期間                                                                                

 令和元年５月２０日（月）～令和元年６月２８日（金）              

売上アップ、経費削減等を考えておられる方は、まず商工会にご連絡ください！ 

令和元年度会費の振替日について 

 
令和元年度の会費につきまして、下記の通りの日程で口座振替をさせていた

だきますので指定の振替口座の残高確認をお願いいたします。 

また、現金納付の会員様には、郵送にて会費納入のお願いと納付書を送付さ

せていただいておりますので、本所・各支所にて納入をお願いいたします。 

 口 座 振 替 日 

前 期 分 会 費 令和元年 ５月２７日（月） 

後 期 分 会 費 令和元年１１月２５日（月） 

 

 

 

 

商工会カレンダー事業廃止のお知らせ 

 
 カレンダー事業につきましては、会員事業所の皆様のご協力により 

長年続けて参りましたが、事業見直しに伴い、平成 31 年版発行をも 

ちまして廃止することとなりました。 

 長年にわたりご協賛いただきましたことに厚く御礼申し上げます。 

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。 

 

■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 

 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。 

福知山市消防団応援の店 募集中！！ 

 

「わが社の経営をデザインするワークショップ」を開催しました 

４月２２日 中小企業診断士の岡田明穂氏を 

講師に迎え「わが社の経営をデザインするワー 

クショップ」を開催しました。受講者は 18 名。 

SNSを通じて遠くは滋賀県からの参加もありま 

した。 

参加者それぞれが、現在のビジネスモデルキャンバスを作り、内閣府が提唱す

る「経営デザインシート」に落とし込みました。また、ビジネスモデルキャンバ

スを小規模事業者持続化補助金の計画書策定に活用する方法も学びました。4 時

間と長丁場でしたが、活気あふれるワークショップとなりました。 

補助金のご案内 

【小規模事業者持続化補助金】 間もなく公募開始予定！！ 

小規模事業者の皆さんが経営計画に基づいて取り組む販路開拓などの取組を

支援するため、それに要する経費の一部を補助金として交付する事業です。 

【福知山市販路開拓支援事業補助金】 

対象経費の２分の１を補助金として交付します。（物販を伴う場合は４分の１

とします） １事業者につき、通算５回までの交付となります。 

事業期間は平成３１年４月１日～翌年３月３１日まで 

【福知山市設備強化利子補給金】 

設備強化（導入）のために金融機関からお借入れされた融資について半年分

の利息が実質０円に！  ６回目までの利息の内最高１０万円を補給します！ 

※詳しくは商工会までお問合せください。 


