
下記の日程で年末調整指導講習会を開催します。相談会場での新型コ

ロナウイルス感染拡大防止のため、会場でのマスク着用、消毒につきま

して、ご協力賜りますようよろしくお願いいたします。 
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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 

確定申告相談会のお知らせ 

下記の日程で、商工会本所、各支所において確定申告相談会を開催し

ます。 

相談会場での 3 密（密閉、密集、密接）を防ぎ、新型コロナウイル

ス感染拡大防止を徹底いたします。会場でのマスク着用、消毒につきま

して、ご協力賜りますようよろしくお願いいたします。 

事前のご相談につきましては、必ず電話等にてご連絡の上、来

所くださいますよう皆様のご理解とご協力の程お願いいたしま

す。 

 

 

 

 

＊９時３０分～１２時、１３時～１６時（受付１５時３０分締切） 

 

 

あけましておめでとうございます。 

皆様におかれましては、輝かしい年を迎えられたこ 

ととお喜び申し上げます。 

旧年中は、青年部活動に一方ならぬご支援、ご指導 

を賜り誠にありがとうございました。 

例年取り組んでおります『こども映画まつり』や地 

域イベントへの模擬店出店など新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響

により 2 年連続で実施できませんでしたが、経営セミナーとして「事業計

画策定セミナー」を開催しました。計画を作ることで自社の課題や取り組み

の内容が整理でき、取り組みの優先順位を明確にすることができることを学

びましたので、今後の経営に活かしていきます。 

青年部は、次代を担う商工会のリーダー及び地域産業を支える若手経営

者・後継者として、様々な諸問題に対し、責任と使命を持って意欲的に取り

組み、自身や自社事業の更なる成長や地域経済発展と向上に向け、一層の努

力に励み諸事業の活動を行って参ります。本年も部員一同、同じ想いを持っ

て活動できるよう努めて参りますので、変わらぬご指導・ご鞭撻を宜しくお

願い申し上げます。最後になりましたが、皆様のご健康とますますのご多幸

を祈念し、新年の挨拶とさせていただきます。 

福知山市商工会青年部 部長 西垣 正人 

 

 新年あけましておめでとうございます。皆様には、お健やかに新年をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。 

新型コロナウイルスも発生以来２年が経過しようとしていますが、度重なる緊急事態宣言の発令による経済活動の自粛とワクチン 

接種により徐々に減少し、昨年 9 月末には緊急事態宣言が全面的に解除されました。皆様におかれましては、新たな日常への対応に 

懸命に取組んでおられることと拝察申し上げます。 

経営の実態調査であります中小企業・小規模企業白書において、リモートワークをはじめとしたデジタルの導入及び対応、業種業 

態の変更、テイクアウト等新たな事業展開など環境の変化に合わせた柔軟な対応ができている企業ほど回復が早いとの結果が出てお 

り、我々も、地域とのつながりを大切にし、コロナ禍での柔軟な対応と需要の創出等新たな事業展開が必要であると考えております。 

そのような中、当会におきましては、中小・小規模事業者の新型コロナウイルスへの対応及び経営改善に向けて、国及び府、市のコロナ対策の各種施

策の活用を支援するなど経営力向上に取組み一定の成果を上げてきました。また、本会の基本計画であります経営発達支援計画も 1 期目の最終年度の節

目を迎え、事業計画作成及び SDGs を意識した経営の推進、創業支援に取組んでまいりました。次年度以降の第 2 期目の計画策定については、福知山

市様との連携を図り申請をしたところでございます。  

変異株の拡大が懸念されるところではございますが、アフターコロナ対応に向け、新たな消費者ニーズに対応した新事業展開や事業承継などより一層

の伴走支援の強化を図り、「行きます！聞きます！提案します！」をモットーに、中小・小規模事業者の持続的発展と地域づくりに役職員一丸となって

取組む所存でございます。 

結びに、新型コロナウイルス感染症の終息を願い、今年１年が皆様にとって幸多き年となりますようご祈念申し上げ、年頭のご挨拶と致します。                                                 

福知山市商工会 会長 日下 英明 

 

 

  

 

新 年 ご 挨 拶 
 

新年あけましておめでとうございます。 

皆様におかれましては、健やかに新年をお迎えのこ 

ととお慶び申し上げます。 

日頃より女性部の運営につきまして、深いご理解と 

ご協力をいただいておりますこと心よりお礼申し上げ 

ます。 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、昨年も一昨年に引き続

き、活動の自粛を余儀なくされた一年となり、現在も未だ収束に至ってお

りませんが、そのような中でも私たち女性部は、部員一丸となり、少しで

も地域に貢献できるようにと微力ながら事業を進めてまいりました。 

今後も一人一人が研鑽に努め、資質向上をはかることはもとより、女性

ならではの視点を活かした事業を推進してまいりたいと思いますので、ど

うか一層のご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 

2022 年が皆様にとって幸多き年となりますよう、そして、皆様のご

商売の繁盛をお祈りし新年のご挨拶とさせていただきます。 

福知山市商工会女性部 部長 真下真奈美 

 

年末調整指導講習会のご案内 

本 所：2 月１６日（水）・2 月 2４日（木）・３月 2 日（水） 

夜久野支所：2 月 17 日（木）・２月２５日（金）・３月 ３日（木） 

三 和 支 所：2 月 1８日（金）・２月２８日（月）・３月 ４日（金）        

 

〇本所（大江） 

開催日：令和４年 1 月１３日（木）午前 9 時 30 分～午後４時 

〇夜久野支所 

 開催日：令和４年１月１４日（金）午前９時３０分～午後 4 時 

〇三和支所 

開催日：令和４年 1 月１４日（金）午後１時～４時 

 

持参書類：令和 3 年分給与所得に対する所得税源泉徴収簿法定調書合 

計票、納付書、事業主のマイナンバーカード（無い場合は

事業主のマイナンバー通知書と免許証）、従業員及びその扶

養家族のマイナンバーが分かる書類、印鑑 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

  

２０２２年新春経営済講演会のご案内 

国の金融政策（コロナ貸付）について 

 

経営者の退職金『小規模企業共済』 

新企画！福知山市 SDGs パートナー認定企業の会員事業者の取組

み 

正しく理解しよう！令和 5 年 10 月よりスタート！ 

『消費税インボイス制度対策講習会』を開催しました！ 

免税事業者とは 

「お取引できません！」 
と言われてしまう前に。 

福知山市商工会では「妻のトリセツ」「夫のトリセツ」などの著者の黒川伊保子

氏をお迎えし、下記要領で新春経営講演会を開催します。男女脳差による理解を深

め、 

対人との交渉力をアップさせるためにぜひご聴講ください。詳しくは、同封のチラ

シをご覧ください。 

◆講 師：株式会社感性リサーチ 代表取締役 黒川伊保子 氏 

◆テーマ：『感性コミュニケーション 

～男女脳差理解による交渉力アップ講座』 

◆日 時：令和４年２月１日（火）午後７時～午後８時３０分 

◆場 所：ハピネスふくちやま 市民ホール（4 階）  

●聴講無料・要申込（電話・FAX・QR ｺｰﾄﾞから） 

●新型コロナウイルス感染症防止対策を行い開催します 

 

今回の講習会では、25 名の事業者様にご参加い 

ただき、インボイス制度に対する関心の高さが伺えました。特に、制度開始

までの登録申請手続きの他、インボイス制度が免税事業者に与える影響につ

いて関心がある方が多くありました。 

インボイス制度の本格的な開始は令和 5 年 10 月からですが、登録申請

手続きについては、令和 3 年 10 月 1 日より開始されています。 

商工会では今後もインボイス制度の講習会を開催する予定ですので、是非

ご参加ください。 
令和 3 年 12 月 6 日開催 

株式会社 小林ふぁ－む 〔福知山市上小田〕 

 
2015 年に大阪から社長である加奈子さんのお母さんの故郷・福知山市上小田に移住 

（孫ターン）され、一から農業を学び、現在は主にお米とトマトの栽培をされています。 

お米は、専務・伸輔さん、野菜は、社長・加奈子さんの担当とのこと。 

小林さんは、創業当初から「責任の持てる農家」を目指してＳＤＧｓに積極的に取り組まれています。環境に配慮し、農薬や化

学肥料は使わずに栽培。エコファーマーにも認定されています。会社の主力商品であるトマトは完熟したものだけを収穫するため、

どうしても表面が割れたものが出来てしまいます。割れたトマトは、福祉施設と連携してトマトジュースに加工し、「トマトジュ

ースが苦手な人も飲めるトマトジュース」として販売されています。近隣農家と契約し苗や肥料、かなこ農法を提供し、全量買い

取る「農家フランチャイズ」も展開されています。商談会にも積極的に出展され、地産外商することで地域経済の活性化にもつな

がっています。農家の高齢化により耕作放棄地が増えている中、スマート農業に取り組み持続可能な農業を模索されています。 

加奈子さんは京都府で初めての女性指導農業士。専務の伸輔さんも指導農業士で、ご夫婦で 

指導農業士というのも京都府で初めてです。新規就農を目指す方への相談や、農家の育成をは 

じめ、中丹地域の農業女子の会「ゆらジェンヌ」のメンバーとしても活躍中で、悩みを共有し 

あったり、農業の魅力を伝える活動もされています。 

その他詳しくはこちらからご覧ください。         

 

 

SDGs de 地方創生『カードゲーム体験会』のご案内 

SDGs を目にする機会も多くなったけど、そもそも何？なぜ必要

なの？？カードゲームを通して体験してみませんか？詳しくは、同

封のチラシをご覧ください。 

◆ファシリテーター：（株）ノウハウバンク 代表 三科公孝 氏  

          南都経済研究所 副主任研究員 太田宜志 氏  

◆日時：令和４年２月７日（月）午後６時～午後９時 

◆場所：京都府立中丹勤労者福祉会館大会議室  

◆定員：３０名 

●参加無料・要申込 

◆申込締切：１月２４日まで 

■受付窓口：日本政策金融公庫 

・新型コロナウイルス対策マル経融資 
・新型コロナウイルス感染症対策特別貸付 
・生活衛生貸付 
上記の融資の受付期限が令和４年３月末まで延長されまし

た。ただし、金利や利子補給については従前のコロナ貸付と異

なる可能性があります。 

 

「新型コロナウイルス対策マル経融資」以外の融資について

は、インターネット上でのお手続きが基本となります。 

https://www.jfc.go.jp/n/service/apply.html 

 

ご不明な点は商工会窓口までお問い合わせください！ 

コロナ対策の支援金、セミナー、講

演会などの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て

います。下記 QR コードを読み取って

ご登録下さい。（アカウントは情報発

信専用です。） 

 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 

LINE/QR コード☞ 

商工会 LINE 登録事業者募集！ 

個人事業を廃業や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（退職金）

が支払われます。 

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。 

 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 

 

『ボウリング大会・落語会』のご案内 

◆サービス業部会「桂三扇落語会」 

・と き：令和４年２月９日（水）19：00 

・ところ：市民交流プラザふくちやま 

◆観光・農業部会「ボウリング大会」 

・と き：令和４年２月 10 日（木）18：10 

・ところ：サンケイボウル 

 

※詳細は同封のチラシをご確認ください。 

 

https://www.jfc.go.jp/n/service/apply.html

