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平成 29 年度「経営発達支援事業実施評価表」の公表について 

平成 30 年度福知山市商工会通常総代会が開催されました 

  去る、平成３０年５月１１日（金）午前１０時より、大江町総合会館において、平

成３０年度福知山市商工会通常総代会が開催され、総代様６７名（委任状含む）の出

席をいただき、以下の議案について慎重審議していただきました。 

   

第１号議案：平成２９年度事業報告及び決算承認の件 

  第２号議案：平成３０年度事業計画（案）及び予算（案）決定の件 

  第３号議案：平成３０年度借入金最高限度額及び借入先決定の件 

 第４号議案：役員改選の件 

 提案いたしました議案について全て原案通り承認していただきました。 

 なお、今年度からお世話になる役員さん（任期３年）は下記の通りです。 

 

会 長  日下 英明 氏 （新任） 

副会長  松下 正美 氏 （留任）   河田 克巳 氏 （新任） 

理 事  樋口 真一 氏 （留任）   藤田 昌己 氏 （新任） 

安谷 清春 氏 （留任）   大槻 幸巳 氏 （新任） 

     細見 英行 氏 （新任）   村沢今朝義 氏 （新任） 

     吉田 英元 氏 （新任）   新治 一成 氏 （新任） 

     塩見 正明 氏 （新任）   荒木 敏明 氏 （新任） 

夜久 昭広 氏 （留任）   山田 卓夫 氏 （新任） 

     的場  剛 氏 （留任）   衣川  巧 氏 （新任） 

      日下誠次郎 氏 （留任）   杉本 亮太 氏 （留任） 

河田嘉代子 氏 （留任） 

監 事  出口 正道 氏 （新任）   上山 道彦 氏 （新任） 

 

また、京都府中丹広域振興局長様（代読 副局長 稲村智史様）、福知山市長様（代

読 産業政策部次長 前田剛様）、京都府商工会連合会長 沖田康彦様から祝辞を、        

京都府副知事 商工労働観光部長事務取扱 山下晃正様、京都銀行 頭取 土井伸宏

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。 

 

 

 

平成 3 0 年度青年部通常総会が開催されました 

平成 30年度福知山市商工会青年部通常総会 

が 4 月 14 日（土）に開催され、すべての議案 

が原案どおり可決承認されました。 

また、福知山市商工会高宮副会長、京都府商 

工会青年部連合会野間副会長より祝辞を頂戴し 

盛会のうちに終了しました。 

 

 平成 3 0 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 B 

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 B 

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 A 

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 

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。 

 

平成 30 年度労働保険年度更新について 

事業主のみなさんへ 

平成 30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、平成 30 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。 

お問合せ先 京都労働局総務部労働保険徴収課 

 

      

 

 

 

大丸京都店で自慢の逸品を販売してみませんか？ 

 
第 21 回京の味めぐり・技くらべ展出店者募集のご案内 

府内一大マーケットである京都市において地場産品を一堂に集めた展示会を開催する

ことにより、府内の地場産品を広く流通業者、消費者に紹介するイベントです。 

会  期 ： 平成 30年 9月 12日（水）～9月 18日（火）まで 

午前 10 時～午後 8時（最終日閉場午後 4 時） 

会  場 ： 大丸京都店 7 階催会場 

出展希望のお問合せは福知山市商工会本所、各支所まで 

※お申込み（書類提出）の締切が 6 月 15 日（金）となっておりますので、 

  ご注意ください。 

去る、4 月 20 日（金）、平成 30年度福知山市

商工会女性部通常総会が開催されました。来賓に

松下副会長をお迎えし、祝辞をいただき盛況のう

ち終了しました。なお、議案内容は下記の通り、

すべて原案通り可決承認されました。 

 第１号議案：平成２９年度事業報告及び決算承認の件 

 第２号議案：平成３０年度事業計画（案）及び予算（案）決定の件 

 

 

 

    

衣川会長挨拶             議長の河田 亨氏 

 

 

出展費用 

①小間料…①小間料につき 20,000 円（消費税込） 

②実演・茶屋設営負担金…別途 20,000 円（消費税込） 

③販売手数料…売上高に次のパーセンテージを掛けた金額 

15%
※実行委員会運営手数料3％含む

13%
※実行委員会運営手数料3％含む

18%
※実行委員会運営手数料3％含む

15%
※実行委員会運営手数料3％含む

加工食品・農林水産物

工芸品・染色品

展示即売 実演・茶屋

 

区分 
販売方法 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年度中小企業知恵の経営ステップアップ事業 

平成 30 年 4 月 1 日付 

事務局の職員構成 
桐村  秀明 （事 務局 長）  衣川  浩行 （経営支援員） 
小谷 香保里（経営支援員）  日下 美佳 （経営支援員） 
西山  子  （経営支援員）  月見 圭晴  （経営支援員） 
稲垣 江利子（経営支援員）  紀氏 浩太朗（一 般職 員） 合計８名 

福知山市商工会事務局組織図 

新規採用のお知らせ 

○新規採用   紀氏 浩太朗（平成３０年４月１日付） 

 

               

 

福知山市商工会 企業業況調査結果 

（平成 30 年４月調査／調査対象事業所数 89 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 89 36.8 37.5 36.8 35.2 33.4 34.1 

地
域
別 

三和 21 38.1 32.1 40.5 28.6 38.1 32.1 

夜久野 29 31.0 30.0 29.3 28.3 28.4 25.8 

大江 39 40.4 47.9 40.4 45.8 34.6 43.1 

業
種
別 

製造業 22 52.3 46.6 45.5 40.9 44.3 42.0 

建設業 26 35.6 39.6 36.5 34.4 34.6 31.3 

卸小売業 14 21.4 31.9 26.8 31.9 19.6 29.2 

サービス業 27 33.3 31.3 35.2 33.3 30.6 33.3 

景況感ＤＩは 36.8 と前回調査よりも僅かにマイナスになっている。地域別では、前回大

きく回復した三和町地域が今回調査においても 6 ポイント回復している。 

一方、前回回復傾向を示した大江町地域が今回においては前回比 7.5 ポイントのマイナスと

なった。業種別では、前回微増の製造業が 5.7 ポイント伸びており、サービス業が微増、建

設業が 4 ポイントマイナス、前回 10 ポイント伸びがあった卸小売業が一転 10.5 ポイント

の大幅なマイナスとなった。 

 先行調査でも、三和町地域の回復傾向が目立つ。しかしながら、全体的には先行 3 ヶ月が

36.8 と微増、先行 1 年が 33.4 と微減となっており、先行きに対しては慎重な姿勢が継続

されている様子がうかがえる。 

 
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についての定性的な判断を

調査し、事業所を取り巻く内外の環境変化を定量的に明らかにすることを目的として実施しています。 

 次回は平成 30年 4 月～6 月の状況について、平成 30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。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織図 

[桐 村] ［衣 川］ 

［稲 垣］ ［紀 氏］ 

 

[西 山] [日 下]                   [小 谷] [月 見]                                            

以上のように変更になりました。よろしくお願いいたします。 

 

大江本所 

 

三和支所 

 

夜久野支所 

 

異動のごあいさつ 

 ４月 2 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 

紀氏 浩太朗（きし こうたろう）です。  

分からない事だらけですが、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。    

☆目指せ全国展開 「売れる商品づくり！」 

昨年よりさらにパワーアップ！必ず成果の出る実践的な販路開拓・商品づくりのノウハウ

を学べる『販路開拓塾』第二弾を企画しました。既存商品のブラッシュアップ、新商品開

発、催事出展、店頭陳列、顧客管理にもお役に立ちます。 

◆講師◆ ㈱ノウハウバンク 三科公孝氏 

◆会場◆ 市民交流プラザふくちやま  

視聴覚室及び会議室３－２ 

 

 

 

 

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６/１（金）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                                                                         

平成３０年６月１日（金）から平成３１年１月３１日（木）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                                                                                

 平成３０年６月１日（金）～平成３０年７月３１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！ 

超実践型『販路開拓塾』 

 

全 4 回（各回 19：00～21：00） 定員 20 名（先着順） 

【1 回目／５月１４日】     済 

・ブース来場者を増やすためのホームページ ・パッケージとネーミングチェック 

【２回目／６月１９日】 

・会社パンフレット、販促物を準備する   ・バイヤーの知りたいこと、聞きたい事は？ 

【３回目／７月１０日】 

・展示会でのストーリーをイメージする   ・アイキャッチ＆ブースの作り方 

【４回目／８月２１日】 

・販路開拓成功に向けてのアフターフォロー ・レター法とメール術 

 

               

 
平成３０年度会費の振替日について 

 
平成 30 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 平成３０年 ５月２５日（金） 

後 期 分 会 費 平成３０年１１月２６日（月） 

 

 

 

 

ホームページをリニューアルしました 

商工会ホームページをリニューアルしました。会員事業所リンクページに掲載

を希望される事業所様はお申し出ください。 

 


