
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

商工会だより 
福知山市 

令和２年度後期分会費口座振替のご案内 

第６９号発行 令和２年１１月 1０日発行 

発行所：福知山市商工会 本 所  56－5151 

            三和支所   58－3667 

            夜久野支所   37－0001 

平素は商工会の運営につきまして格別のご支援を賜り、厚くお礼申し上

げます。 

後期会費の口座振替は下記の通りとなっておりますので、前日までに口

座へのご入金をよろしくお願い致します。 

なお、前期分会費が振替不能等の理由により未納の会員様につきまして

は、前期後期分をあわせてご請求させていただきます。また、現金納付の

会員様には納付書を郵送させていただきますので、お振込または納付書に

て本所各支所にて納入いただきますようお願い致します。 

【口座振替日】 令和２年１１月２５日（水） 

 

 
令和２年分から年末調整が変わります！ 

●主な変更点 

①給与所得控除と公的年金等控除の見直し 

 ・所得控除額が 10 万円引下げられ、基礎控除が１０万円増えます。 

②配偶者、扶養親族等の所得要件の調整 

 ・配偶者控除、扶養控除が３８万円から４８万円に引上げられます。 

③基礎控除の見直し 

 ・３８万円が４８万円に引上げられます。（所得制限あり） 

④所得金額調整控除の導入 

 ・給与収入金額８５０万円を超える人が対象です。 

⑤ひとり親控除の創設と寡婦控除の見直し 

 ・婚姻暦に関係なく全てのひとり親が対象になります。 

⑥年末調整手続の電子化 

 ・生命保険料控除、知人保険料控除等がの電子データ提出が可能です。 

※詳細につきましては、商工会までお問合せ下さい。 

 

令和 3 年度 

福知山市指名競争入札参加資格審査申請について 

 令和 3 年度に福知山市（上下水道部、市民病院を含む）が発注する建設

工事等の指名競争入札等参加資格審査申請受付が下記の通りの日程で行わ

れます。 

市との少額のお取引の場合にもこの審査を受けていただく必要がありま

すので、希望される場合は必ず申請書類を提出して審査を受けていただき

ますようお願い致します。（随意契約による場合にも準用します） 

 

◆受付期間：令和２年１１月２日（月）～１１月３０日（月） 

  ・持参による提出受付は、土・日・祝日を除く午前９時～午後５時 

                    (正午から午後１時を除く) 

  ・郵送による提出は、令和２年１１月３０日の消印まで有効 

◆問合せ先：福知山市財務部契約監理課 

    〒620-8501福知山市内記 13-1 電話 24-7043（直通） 

 

福知山市商工会では下記要領で新春経営講演会を開催します。京都市内で

１日百食限定の「佰食屋」を経営され、新型コロナウイルス感染症拡大の中、

既存店閉店をも乗越えるなど TV 雑誌等でも紹介される人気の講師です。 

詳しくは、同封のチラシをご覧ください。多くの皆様の 

ご参加をお待ちしております。 

◆講 師：株式会社 minitts 代表取締役社長 

中村 朱美（なかむらあけみ） 氏 

◆テーマ：『逆境に負けない 強い中小企業のあり方』 

◆日 時：令和３年１月２０日（水） 

      午後７時～午後８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） 

◆定 員：１００名 

●聴講無料・要申込 

●新型コロナウイルス感染症対策防止対策を行い開催します。 

福知山市事業者チャレンジおうえん事業 

公募開始！ 

新春経営講演会のご案内 

新型コロナウィルス感染症拡大の影響を受け、中小企業者等がコロナ禍に

打ち勝つための取組みとして業種、業態転換等の新たな取組（事業）を行う

場合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。 

【申請受付期間】  

◆令和 2年 11 月 9 日（月）～令和 2 年 11月 30 日（月） 

【事業実施期間】  

◆令和 2年 11 月 9 日（月）～令和 3 年 3 月 19 日（金）まで 

【申請要件】 

◆福知山市内に事業所を有する中小企業者、または創業者・創業予定者 

であり、以下の要件に全て該当すること。 

① 新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた取組（事業）であり、売上

向上及び継続した事業運営が見込める取組（事業）であること。 

② 令和２年 11月 9 日以降の取組（事業）であること。 

③ 次のいずれかの事業支援機関にて事業計画を確認されていること。 

福知山市商工会、福知山商工会議所、福知山市産業支援センター、京都信用保証協会 

④ 市税に滞納がないこと。 

【補助対象経費】 

① 機械装置：直接必要な機械装置等の購入経費（汎用性のあるものを除く） 

② 広報費：パンフレットやポスター・チラシ等の広報費 

③ 開発費：新商品及び包装パッケージ試作に伴う原材料、デザイン料等 

④ 借料：直接必要な機器・設備等のリース及びレンタル料 

⑤ 委託費：事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託するための経費 

⑥ 外注費：事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注するための経費 

※詳細は同封のチラシをご覧ください。 

「色を活かした販路開拓セミナー」のご案内 

本セミナーでは、色の持つ意味を学び、より効果的な宣伝物を作成し

て販路の開拓に繋げるためのセミナーを開催します。 

◆講 師：DesignSomemi 石田美智代 氏 

◆テーマ：色を活かした販路開拓 

◆場 所：市民交流プラザふくちやま 視聴覚室 

◆定 員：15 名 

●聴講無料・要申込 ●新型コロナウイルス感染症対策防止対策を行います。 

新型コロナウイルス感染症対策補助金・助成金 

申請及び提出漏れはありませんか？ 

◆市及び国の店舗等家賃支援に係る助成金 

 ・申請締切：市／令和 2 年 11 月 30日（月） 

国／令和 3年 1 月 15日（金） 

◆小規模事業者持続化補助金 

 ・コロナ対応版：令和 2 年 12 月 10日（木）締切 

（詳細は同封のチラシをご覧ください。） 



【商工会 LINE 登録事業者募集中！】 

 

この度、みなさんに有益な情報お届けするた

めに、商工会 LINE 公式アカウントを開設しまし

た。下記 QR コードを読み取ってご登録下さい。 

なお、このアカウントは情報発信専用なので、

個別のお問い合わせには対応していません。 

商工会までご連絡お願いいたします。 

 Facebook ぺージでも情報発信を行っていま

すので、“フォロー”よろしくお願いします！ 

 Facebook ぺージは 

【福知山市商工会】で検索！ 

 

                 

QR コード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

事組合法人の役員の方が加入できます。 

個人事業を廃業したり、会社等の役員を退任し 

た場合などに、事由に応じて共済金（解約手当金） 

が支払われます。 

 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 

 

「麒麟がくる」大河ドラマ企画展 

『福知山光秀ミュージアム』開館延長決定！ 

現在放映中の 2020 年 NHK大河ドラマ「麒麟がくる」の放映延長に伴

い『福知山光秀ミュージアム』の開館期間が延長されます。明智光秀が築

いた城下町として発展してきた福知山を広く知っていただく絶好の機会で

す。入場券は、商工会でも取り扱っていますので、多くの皆様方のご来館

をお待ちしています。 

 
■開館期間：2021 年２月７日（日）まで 

■開館時間：午前 9 時～午後 5 時 

■場  所：福知山城公園・佐藤太清美術館内 

■入場料：ミュージアム／大人 500 円・子ども 250 円 

       （前売り／大人 400 円・子ども 200 円） 

      ミュージアム＋福知山城／大人 700 円・子ども 300 円 

      

 

 

 

 

福知山市へ予算要望書を提出 

 １０月２６日、福知山市長、福知山市議会議長、福知山市産業建設委

員長あてに、令和３年度の予算要望書を提出しました。 

 売上向上、事業承継、雇用促進等小規模事業者の皆様の経営改善や経

営力向上を目指した各種事業への事業補助をお願いするものです。 

 各種事業に対する皆様からのご要望も商工会までお寄せください。 

商工会を活用し売上向上に繋げましょう！ 

商工会からの情報発信 及び 商工会を活用した情報発信のご案内 

業況調査第 2 四半期（７月～9 月）の報告 

－新型コロナウイルスの影響続く 6 割の企業が減収！資金繰りに影響及ぼす－ 

 新型コロナウイルスの影響を受けた企業は調査企業（83 社）の 51 社 61％にのぼり、前回調査より 17 社 20.5％プラスと改善している。製造業で

は９社 39％、建設業では 13 社 54％、卸小売業では 6 社 60％、飲食サービスその他では 23 社 89％の事業所が売上減少等の影響を受けています。

売上減少を前年同期の比較で見ると、30％以下の減少が 34 社 49％、31％～60％以下の減少が 17 社 24％、61％～90％以下の減少が 3 社 4％と

大変厳しい状況にあります。今後想定する被害額で見ると、1000 万円以下が 29 社 85％、1000 万円～3000 万円以下が 11 社 15％と今後の資金

繰りに大きな影響を及ぼすものと考えられます。 

 このような状況のなか、事業継続と感染防止拡大への取り組みについて、雇用面では、「パートアルバイトの休業」が 8 社 10％がトップとなり、「雇

用助成金の活用」が 7社 8.6％、「新規採用の縮小見送り」が 3社 4％、「中途採用の縮小見送り」が 2社の 3％となっています。 

また、感染防止拡大への取組みとしては、「換気・検温・消毒の徹底」が 28 社 30％をトップに、「オフィス棟レイアウトの見直し」が 11 社 11.6％、

「営業時間・日数の制限」が 7 社 7％となり、「対応なし」も 22 社 23％となっています。 

 今期直面している経営上の問題点として、今回の調査においては、前回調査に続き、「事業資金の借入難」等の融資関連が上位にきています。特にサー

ビス業で前回調査比で 3.6％アップと厳しい現状が浮き彫りになり、他の業種においても、「事業資金の借入難」と「金利負担の増加」が 1位または２位

となるなど新型コロナウイルス対応に係る資金繰りが深刻な問題として顕著に表面化しています。全体的に、今後の経営についての先行き不安な状況が

表れていると言えます。

 

 

【商工会だよりで自社をＰＲしませんか】 

 

年６回奇数月発行の商工会だよりに事業所

ＰＲのチラシの折込を受付けています。現在、

397 名の事業所の方にご加入いただいていま

す。商品のＰＲや取引先拡大等販路拡大にご利

用ください。 

チラシ折込料等は下記のとおりです。 

 

◆発行月：５月・７月・９月・11 月・1 月・

3 月 計 6 回 

◆折込料：会員数×5 円／枚 

◆発行部数：397 部（令和 2 年 10 月末現在） 

【7月～9月前年同期比の売上比較】 【想定する９月末までの被害額】 

 

福知山市商工会 経営支援員募集！ 

福知山市商工会では現在、経営支援員 1名が欠

員となっています。採用につきましては、商工会

の統括団体である京都府商工会連合会が行いま

す。 

採用試験及び募集期間等は下記のとおりです。

商工業者の相談支援業務に従事したい方、U ター

ン・I ターンをお考えの方は是非ご応募ください。 

 

◆受験申込期間 

令和 2 年 11 月 26 日(木)～   

令和 3 年 1月 13 日(水) 

◆採用予定日 

令和 3 年 4月 1 日(木) 

 

※詳細は、京都府商工会連合会のホームページで

ご確認ください。 

https://www.kyoto-fsci.or.jp/?page_id=34 

 

https://www.kyoto-fsci.or.jp/?page_id=34

