福知山市
第６２号発行 令和元年 9 月２日発行

商工会だより

福知山市商工会 本

●足腰の強い経済を構築するため、生産性向上に資する革新的サービス開発・
試作品開発・生産プロセスの改善を行うための中小企業・小規模事業者等の
設備投資等の一部を支援します。

事業の詳細
1）一般型
中小企業・小規模事業者が行う革新的なサービス開発・試作品開発・生産プ
ロセスの改善に必要な設備投資等を支援。
【補助上限額：100 万円～1,000 万円、補助率：１／２以内】
※一定の要件を 満たす者は、補助率２／３
2）小規模型
小規模な額で中小企業・小規模事業者が行う革新的なサービス開発・生産性
菟プロセスの改善を支援。
（設備投資を伴わない試作開発等も支援）
【補助上限額：100 万円～５００万円、補助率：1／2 以内
（小規模事業者は ２／３）

※受付期間：令和元年 9 日２０日（金）

15 時

三和支所

58－3667

補助金

■事業実施期間
令和元年８月１９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み（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

小規模企業

３分の２

200,000 円

中小企業

２分の１

300,000 円

経営改善型
※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８月１９日（月）～令和元年９月２０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！
＊詳しくは商工会本所・各支所までお問合せください。

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
事業目的

56－5151

夜久野支所 37－0001

中小企業消費税引上対策支援事業
福知山市商工会では、本年 10 月からの消費税率引上げに伴う中小企業の皆さ
んへの影響を抑制するため「中小企業消費税率引上げ対策支援事業」を実施しま
す
これは、消費税引上げ・軽減税率導入への対応をスムーズに行うための取組み
や、消費税率引上げの反動による業績悪化を防ぐため、皆さんが実施される取組
み（事業）に必要な経費一部を補助し、応援しようとするものです。
■対象となる方
京都府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、消費税率引上げ・消
費税軽減税率導入への対応をスムーズにするための取組みや、固定費の経費削減
に繋がる機器導入や経営改善を目指す取組み。
◆消費税率引上げに伴う価格表示変更等の取組みに係る経費など
・ホームページ、看板、メニュー表、値札等の作成経費
◆消費税率引上げの反動による対策として、固定経費削減に繋がる機器導入や経
営改善の取組み
・省エネ型保冷庫・空調の導入、POS 端末の導入経費
◆その他事業趣旨に合致した取組みで、中小企業応援隊が必要と判断したもの

所

福知山市商工会

販路開拓支援事業助成金

「自社の優れた商品・製品・サービスの販路を広げたい！」と考
えている会員事業所の皆様を商工会は応援します！！
◆補助金額
必要経費の 1/2 以内・上限 5 万円
◆補助対象経費（商談会及び展示会出展に係る費用）
出展料、会場借上費、会場等の装飾費、パンフ・カタログ等の
広告宣伝費、梱包及び運搬経費、運賃・レンタカー等の旅費、宿泊費
◆申請手続き
商談会・展示会開催の 7 日前までに提出（催事の概要を添付）
◆対象回数
本年度に開催される商談会・展示会等で 1 企業年 1 回が対象
◆申請条件
・商品開発や販路開拓にかかる専門家の指導を受けた会員及び今後受け
る予定の会員
・同一事業に関して、福知山市等他団体との重複申請はできません
・出展後 2 週間以内の実績報告及び 3 カ月後の経過報告ができること

＊詳しくは商工会本所・各支所までお問合せください。

京都北部事業継続・承継巡回デスク相談
-福知山市商工会・（公財）京都産業 21-

キャッシュレス・消費者還元事業への登録

お済ですか？
そのままだと手数料全額負担！！
お客さんとのトラブルも！！
「キャッシュレス・消費者還元事業」の対象店舗になるには、決済事業者を通
じて別途、ポイント還元への加盟店登録を申請する必要があります。

◎後継者がいない
◎事業を残したいけど何をすればよいか分からない
◎引継ぎ準備が思うように進まない
・・・そんな事業承継に関するお悩みを相談してみませんか？
中小企業診断士等の専門家が相談に対応し、継続的に支援します。

登録がお済でないと、決済手数料の補助を受けることができず、消費者還元も
できないためお客さんとのトラブルにつながる可能性もあります。

既にキャッシュレス決済導入済みでも、加
盟店登録の申請無しに自動に登録されるこ
とはありません。

■相談日時：１０月 16 日（水）
①13：00～14：20

ポイント
ついてない（怒）

②14：30～15：50
■対

象：中小企業・小規模企業の経営者・役員の方等

※上記日程が都合の悪い場合は、他会場での相談にも応じます。

まずは！

ご契約の決済事業者へ
ご連絡ください。

相談は無料です。この機会に、事業承継に
向けて一歩踏み出してください！

会員親睦研修旅行のご案内！
恒例の一流ホテルランチバイキングと企業の歴史と食の旅

＜旅 程＞

この度、恒例の日帰り旅行を計画いたしました。会員様相互の親睦と懇親を深めていただ

パナソニックミュージアム 見学 → リーガロイヤルホテル ラ
ンチバイキング → 生野コリアンタウン 散策・買い物 → イン
スタントラーメン館 見学
詳しくは同封のチラシをご覧ください。

く良い機会になればと存じます。
経営の神様の発想に思いを巡らし、一流ホテルで一流の食を味わい、企業の歴史と隣国の
食をご満喫ください。
■旅 行 期 日 ：１１月 6 日（水）
■参加負担金：会員 6,500 円 家族＆従業員 7,500 円 非会員 8,500 円
■申 込 方 法 ：１０月１日（火）までに商工会窓口まで
■定

員：各支部先着 3８名（合計 114 名）

商工貯蓄共済「特産品プレゼントキャンペーンのご案内
キャンペーン内容 商工貯蓄共済（更新及び新規加入）

対象期間

2019 年 9 月～12 月末申込まで

掛金１万円ごとに 5,000 円相当特産品プレゼント！ 医療特約掛金（新規のみ）含みます。

対象商品追加 福祉共済「生命」保障（新規加入） ２口（保険金 1,000 万）ごとに 5,000 円相当特産品プレゼント！

熱かった「夏イベント」のご報告！

食と産業の「秋イベント」のご案内！

12
７月

１０月

１３日

福知山スイーツフェスティバル 2019

２０日

青年部こども映画まつり

（土）

（日）
福知山市を「スイーツのまち福知山」として発信するため、「福知山スイ
ーツフェスティバル 2019」が開催されます。
■日時 令和元年１０月１３日（日）１０：００～１５：００
■場所 福知山市厚生会館
■内容 福知山スイーツが大集合
１０月
19 日（土）
２０日（日）

第１３回福知山産業フェア

7 月 20 日、大江駅前 鬼瓦公園にて第 4 回こども映画まつりを開催
し「ボス・ベイビー」を上映しました。
映画の前には女性部に手づくり紙芝居
を披露していただきました。
多くの子供たちに観てもらい、また
開催してほしいとの声もいただきました。

８月

３日

来場者７万人の展示・物販イベント、福知山産業フェアが開催されま
す。商業・工業・農業の各機関団体が一体となって、物産展
を開催します。

鬼力の由良川夏まつり

（土）
８月 3 日（土）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、ステージイベント、盆踊り等盛

■日時
■場所
■内容
１０月

２７日
（日）

りだくさんの催しがあり、商工会青年部大江ブ

令和元年１０月１９日（土）～２０日（日）
９：３０～１６：００
福知山市三段池公園体育館及び周辺
福知山の産業の祭典（飲食ブースもあります）

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

８月

第 38 回大江山酒呑童子まつり（鬼面まつり）

みわ夏まつり

１４日
（水）

８月１４日（水）三和荘前広場において、「第

今年も大江山を舞台に盛大に開催されます。商工会ではテント村や楽しい催
事を企画し参加します。また、鬼武者行列、鬼ミコシ、鬼の里マルシェ等盛り
だくさんの内容で皆様のお越しをお待ちしています。
秋の一日をゆっくりお楽しみください。

12 回みわ夏まつり」が開催されました。
台風の影響で花火大会は中止になりましたが、
バンド演奏、ビンゴゲーム大会などの催しがあ
り、屋台は多くの家族連れでにぎわいました。

■日時
■場所
■内容

令和元年１０月２７日（日）
10：00～15：00
大江山酒呑童子の里（大江町佛性寺）
会員事業所出店、鬼武者行列 ほか

第 27 回やくの高原まつり
8 月 24 日（土）
、25 日（日）第 27 回やくの高原まつ

１１月

三和ふれあいフェスティバル

１０日
（日）

８月
24 日（土）
25 日（日）

■日時 令和元年１１月１0 日（日）10：00～15：00

りが盛大に開催されました。
夜久野学園児童や地域団体などのステージ発表のほか、商

■会場 三和荘周辺

工会青年部を始めとした模擬店、女性部の紙芝居公演、実力

■内容 模擬店・各団体ステージ発表・作品展示

派ものまねタレントの山本高広さんや、ブレイク中のりんご
ちゃんライブなど盛りだくさんの内容で、延べ 25,000 人

１１月

１７日
（日）

第 34 回夜久野農林工祭
■日時
■場所
■内容

令和元年１１月１7 日（日）10：00～15：00
道の駅 農匠の郷やくの
会員事業所出店、物産（特産物）、展示販売 ほか

が訪れました。

経営計画作成、事業承継、販売促進、ＩＴ活用、融資、税務、
労働保険等経営に関することは、何なりと商工会までお問合
せ下さい。お待ちしています！

