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雇用保険の適用拡大 

～65 歳以上の方も雇用保険の適用対象になります！～ 

１）料率の改定（京都府） 

  健康保険料率 １０．０３％ → １０．０３％ （据え置き） 

介護保険料率  １．７３％ →  １．７９％ （0.06％引上げ） 

２）改訂料率の適用 

   令和２年 4 月納付分）からの適用となります。   

 ※４０歳から６４歳までの被保険者様が、健康保険料に合わせてご負担。    

◆３つの基本的な考え方 

（1）望まない受動喫煙をなくす 

（2）受動喫煙による健康影響が大きい子ども、 

患者等に特に配慮 

（3）施設の類型・場所ごとに対策を実施 

◆飲食店、事務所・事業所：2020 年 4 月から「原則屋内禁煙」 

（1）飲食店の経過措置 

① 資本金は 5000 万円以下ですか？ 

② 客席面積 100 ㎡以下ですか？ 

 

   

 

全国保険協会（協会健保） 

令和２年度健康保険料率及び介護保険料率の改定！ 
健康増進法の一部を改正 

2020 年 4 月から「原則屋内禁煙」になります！ 

新型コロナウイルス感染対策と事業者支援策！ 

 

ウイルス性の風邪の一種です。発熱やのどの痛み、咳が長引くこと（1 週

間前後）が多く、強いだるさ（倦怠感）を訴える方が多いことが特徴です。 

感染から発症までの潜伏期間は 1 日から 12.5 日（多くは 5 日から 6 日）

と言われています。 

新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染によりうつるといわれ、重症化

すると肺炎となり死亡例も確認されているので注意しましょう。特にご高齢

の方や基礎疾患のある方は、重症化しやすい可能性が考えられます。 

■飛沫感染 

感染者の飛沫（くしゃみ、咳、つばなど）と一緒にウイルスが放出され、他

の方がそのウイルスを口や鼻などから吸い込んで感染します。 

■接触感染 

感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物に触れるとウイ

ルスがつきます。他の方がそれを触るとウイルスが手に付着し、その手で口

や鼻を触ると粘膜から感染します。 

新型コロナウイルス感染症とはと

は 

 

 

まずは手洗いが大切です。外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前など

にこまめに石けんやアルコール消毒液などで手を洗いましょう。 

咳などの症状のある方は、咳やくしゃみを手で押さえると、その手で触っ

たものにウイルスが付着し、ドアノブなどを介して他の方に病気をうつす可

能性がありますので、咳エチケットを行ってください。 

持病のある方、ご高齢の方は、できるだけ人混みの多い場所を避けるなど、

より一層注意してください。 

日常生活で気をつけること 

 

◆京都府の金融支援策 

新型コロナウイルス対応緊急資金及び災害対策緊急資金（セーフティ

ネット 4 号）が創設されています。詳しくは同封のチラシをご覧くださ

い。 

◆厚生労働省の支援策 

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援としてとして新たな

助成金制度が創設されました。 

●対象事業主 

次の①又は②の子の世話を行うことが必要になった労働者に対して、

労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給（賃金全額支給）の休暇を

取得させた事業主 

 ①新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休校した小学校等

に通う子 

 ②風症状などの新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校

等に通う子 

●支給額 休暇中に支払った賃金相当額 ×10/10 

 ※日額上限 8,330 円 

●適用日 令和 2 年 2 月 27 日～3 月 31 日の間に取得した休暇 

 

また、厚生労働省のホームページに「新型ウイルスに関する企業向け 

Q＆A」が公開されていますので、ご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryo

u/dengue_fever_qa_00007.html#Q3-2 

 

京都府・厚生労働省の支援策 

平成 29 年から 65 歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっています

が、経過措置として、平成 29 年 1 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日までの

間は、一定の高年齢労働者に関する雇用保険料は免除されていました。 

 

令和 2 年４月１日からは、この措置が終了するため、それまで雇用保険料

が免除されていた高年齢労働者についても、他の雇用保険の被保険者である

労働者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。 

                                                       

令和 2 年度からは、これまで雇用保険料が免除されて高年齢労働者につい

て、企業が負担する雇用保険料が発生することを確認しておきましょう。                                     

また、雇用保険料の負担が必要となる高年齢労働者にはあらかじめ、その

旨を伝えておいたほうがよいでしょう。 

 

事業名 保険料率 事業主負担分 労働者負担 備 考 

一般事業 9／1000 6／1000 3／1000 建設業 12/1000 

 

①と②ともに「いいえ」→屋内禁煙・喫煙専用室設置 

①と②ともに「はい」→屋内禁煙・喫煙専用室設置・喫煙可能〔20 

歳未満立入禁止（経過措置）〕   

※受動喫煙防止対策に対する助成金があります！ 

＜上限 100 万円 助成率 1／2（飲食店は 2／3 になる場合あり）＞ 

食品衛生法の 15 年ぶりの大改正！ 

調理食品、外食、中食への需要増加等食や食品を取巻く環境の変化と、

2020 年東京オリンピック等国際標準と整合的な食品衛生管理などの観

点から見直されます。その一つが 

「原則全ての事業者に“HACCP に沿った衛生管理”を制度化」 

 HACCP(ハサップ)とは、原料の受入から製造、製品の出荷までの一連

の行程において、食中毒などの気概要因を管理する方法です。 

 今後は HACCP に沿った衛生管理の実施が求められます。 

 詳細は商工会までお問合せください。 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q3-2
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q3-2


１月２９日（水）京都経済センターにおいて中小企 

業応援隊表彰式が開催されました。優良支援員とし 

て、当会の小谷経営支援員が表彰されました。 

京都府内の中小企業支援機関の 30 支援事例の中 

の 5 事例に選出され、日頃の支援業務が高く評価さ 

れました。今後の奮闘にも期待したいところです。 

 

◆景況感 

景況感ＤＩは 38.9 と前回調査よりも 1.48 ポイントのマイナスとなりまし

た。地域別では、三和が 6.9 ポイント回復幅が大きく、夜久野は 3.8 ポイント

のマイナス、大江も 4.8 ポイントマイナスになっています。業種別では、卸小売

業で 4.2 ポイント、小売業で 5.9 ポイントの回復となっているが、製造業及び

建設業ではマイナスとなっています。 

先行調査では、三和地域の回復傾向が目立ちますが、全体的には、先行 3 ヶ

月が 1.4 ポイント、先行 1 年が 1.52 ポイントのマイナスとなっています。業

種別では、先行 3 ヶ月と先行 1 年の卸小売業、先行 1 年の製造業においては回

復傾向にありますが、その他の業種については大変厳しい状況が伺えます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年新春経営講演会のご報告 

１月１５日（水）、講師にアパホテル㈱取締役社長の元谷芙美子氏を

お迎えし、市民交流プラザふくちやまにおいて、2020 年新春経営講

演会を開催しました。 

広報後、多くの皆様にお申込みいただき、 

早々に１５０名の定員に達した中で、「私が 

社長です！」をテーマにご講演をいただきま 

した。 

高校卒業以来、今日まで、全国最大の 542 

ホテル 90,333 室を展開されるまで、苦労を 

重ねられた取り組みに、来場者の皆様が大いに 

刺激を受け、明日からの経営の参考にされたところです。 

 

 

 

（令和 2 年１月調査／調査対象事業所数７８事業所） 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆経営上の問題点      

製 造 業：①設備の老朽化   ②人件費の増加  ③従業員確保難 
建 設 業：①従業員の確保難  ②需要の停滞  ③競争の激化 
卸 小 売 業：①競争の激化   ②需要の停滞  ③従業員の確保難 
サービス業：①設備の老朽化  ②需要の停滞  ③仕入価格の上昇 

 

 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２年１月～３月の状況について、令和２年４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。 

  
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 78 38.9 40.3 39.2 40.6 35.4 36.9 

地
域
別 

三和 18 34.7 27.8 43.1 33.3 43.1 34.7 

夜久野 25 35.6 39.4 31.7 40.4 30.8 37.5 

大江 35 42.4 47.2 42.4 44.4 34.7 37.5 

業
種
別 

製造業 25 38.0 45.5 43.0 45.5 44.0 38.6 

建設業 21 50.0 56.8 50.0 53.4 36.9 46.6 

卸小売業 13 29.2 25.0. 33.3 30.0 27.1 23.3 

サービス業 19 34.5 28.6 28.6 29.8 29.8 34.5 

 

■景況感 

 

海の京都・森の京都 

中丹特産品加工食品商談会 

サービス業部会 視察研修（報告） 

 

2 月 22 日（土）三和荘において、三和 

支部会員親睦交流会を開催しました。楽し 

家うれ志さんとみたらし亭だんごさんの二 

人の落語に大いに笑っていただき、食事を 

しながら懇親を深めていただきました。久 

しぶりに会われる方、初めてお話しされる 

方、みなさん和やかな雰囲気で情報交換で 

きたようです。これをきっかけにビジネスにも繋がれば幸いです。 

 

三和支部 会員親睦会（報告） 

 
中小企業応援隊 支援事例発表 

 

１月 28 日（火）大飯原子力発電所視察

研修を開催しました。原子力発電の仕組み

から、福島第一発電所の事故の概要、その

後の安全対策をご説明や、原子炉格納容器

や災害対策など機内を実際に見学させてい

ただき、原子力発電についての理解を深め

ることができました。 

２月５日（水）にサンプラザ万助において、

「中丹いち推し商品」や地域の特産加工品の

販路開拓のため、加工食品製造業 26 事業所

（うち会員 7 事業所）が中丹地域等のバイ

ヤー16 社との商談会に参加されました。福

知山市以外の中丹地域などへの販路拡大と

認知度 UP に繋がりました。 

 

「時流適応」。商売ではよく耳にする言葉です。この言葉は「売上を上げてくれる商売の追い風」とも言い換え 

えられます。ここで一つ質問です。皆さんは「売上アップの商売の追い風」を受けてみたいと思いますか？きっと 

多くの方は「追い風を受けたい！」と思われることと思います。しかし同時に「でも今の時代逆風ばかりで追い風 

なんて無い」という気持ちも湧いてくるのではないでしょうか。新型コロナウイルスに、働き方改革、消費税増税 

と逆風は幾つも頭に浮かびます。しかし追い風はなかなか思い浮かばないのが実情でしょう。ここでお話しさせて 

いただく SDGs は、これから 10 年は続く追い風と言えるのです。SDGs に取り組んで、SDGs の追い風の恩恵を 

受けた事業者さんの事例です。 

・福岡県北九州市 商店街の輸入食品小売店：商店街の店の店頭に「フードロス０（ゼロ）コーナー」を設置。コーナー設置後 6 ケ月間の店舗全体の売上 

高前年対比は 150％超え。1 年間トータルでは前年対比 135％となった。 

・京田辺市 障害者就労支援施設の実例：500 円のランチが人気のコミュニティーカフェの利用者が、2018 年度は 8,300 人に対して SDGs で評価の 

上がった 2019 年度は 11 ケ月で１万人を超え。  

どちらも素晴らしい成果を上げています。これが SDGs に取り組むことで得られる追い風です。皆さんも SDGs の追い風を受けて、商売繁盛に向けて

動き出してはいかがですか。 

では SDGs とは何か？それは国連が提唱している取り組みの事。「今のままでは地球がおかしくなってしまうよ。子供や孫の代には大変な事になる。そ

うならないためのアクションを起こしましょう』という取り組みの考え方と目標の事です。では SDGs に取り組むはじめの一歩は何をしたらいいのでしょ

うか。それは簡単です。商工会が企画するカードゲームの体験会に参加してみてください。楽しみながら儲けと貢献の両立を実現させましょう。 

 

 

福知山市商工会企業業況調査結果 

 

令和２年度『商売の新しい追い風＜SDGs（エスディージーズ）＞』に取り組みます！ 

 

SDGs 進行案内役 

㈱ﾉｳﾊｳﾊﾞﾝｸ 三科公孝 氏 


