
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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確定申告相談会のお知らせ 

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、新春を清々しい気持ちでお 

迎えのこととお喜び申し上げます。 

旧年中は青年部の活動にひとかたならぬご厚情を頂 

きありがとうございました。 

新型コロナウイルスの感染拡大からほぼ３年。出口 

の見えない閉塞感を抱えていた中で、昨年はようやく光が見え始め、青年部におき

ましても３年ぶりに「大江山酒呑童子まつり」、「やくの高原まつり」、「夜久野農林

商工祭」などの地域イベントへ模擬店を出店し、来場される方々が楽しく過ごされ

ている姿を拝見できたことで、改めて地域貢献活動のすばらしさを感じることがで

きました。 

また、１２月には経営セミナーを開催し、経営課題を明確にするための経営分析

について学びました。コロナウイルスの影響や原油価格高騰による物価高、働き手

不足など、様々な問題はございますが、青年部は商工会を担う次世代のリーダーと

して、また地域産業を支える若手経営者・後継者として、部員一同が使命感・責任

感をもって自身や自社さらには地域産業の発展に貢献するべく努めてまいります

ので、今後ともご指導・ご鞭撻のほどよろ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勝とご多幸を祈念し、新年のご挨拶とさせていた

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。新型コロナウイルスは行動制限が解除されましたが、未だに変異株拡大により収束の見通せ 

ない状況にあり、第 8波も懸念されるところでございます。加えて、長期化の様相を呈しているウクライナ情勢による原材料及び燃料価 

格の高騰、30年ぶりの円安、最低賃金の大幅なアップは、我々中小・小規模事業者に大きな影響を与えました。皆様におかれましては、 

日々の経営に懸命に取組んでおられることと拝察申し上げます。 

このような中、経営環境の変化は急速で著しく、特に原材料及び燃料価格の高騰による経費増や慢性的な人手不足及びデジタル化 

への対応、そして、ポストコロナでの新たな需要創出等新規事業展開による経営基盤の強化が必要であると考えております。また、巣ごも 

り需要からの変化やリベンジ消費、節約志向から買い控え等の消費者意識・行動の変化を敏感に捉え対応していかなければなりません。 

本年も当会におきましては、国及び府、市のコロナ対策に係る施策のきめ細かい支援を行うとともに、経営課題解決に向けた事業計画策定セミナーをはじめ、１０月

から導入されるインボイス制度への対応、生産性向上へのＤＸ化に係る支援、事業承継及び創業支援を柱に個社への一層の伴走支援の強化を図り、中小・小規模事

業者の持続的発展と地域づくりに取組んで参りますとともに、引続きコロナやウクライナ情勢等予断を許さない状況にはありますが、消費と経済の両輪を回すことを念

頭に、「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、皆々様のご商売のご隆盛を願い、また、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。 

昨年はコロナ禍ではありましたが、3 年ぶりに研修事業や講習会の開催、各

地域のイベントへの参加等、事業に取組むことができ、久しぶりに地域の皆様

や、女性部員同士の交流を図ることができました。本年度も、まだコロナ禍にあ

る中、通常通りの活動を行うことができないかもしれませんが、私たち女性部

は、一人一人が研鑽に努め、資質の向上をはかることはもちろんのこと、少しで

も地域に貢献できるようにと微力ではありますが、引き続き事業を進めてまいた

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。 

2023 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 
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。 

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） 

 

 

 

会場 本所（大江） 三和支所 夜久野支所 

日時 
1月 11日（水） 

9：30～16：00 

1月 11日（水） 

13：00～16：00 

1月 13日（金） 

9：30～16：00 

 

持参書類：令和４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 

会場 本所（大江） 三和支所 夜久野支所 

日時 

2月 16日（木）※ 

2月 22日（水） 

3月  1日（水） 

9：30～16：00 

 

2月 20日（月）※ 

2月 27日（月） 

9：30～16：00 

 

3月  3日（金） 

13：00～16：00 

2月 17日（金）※ 

2月 24日（金） 

3月  2日（木） 

9：30～16：00 

3月  7日（火） 

13:00～16：00 

 

※一般の方の相談もありますので、待ち時間が長くなる場合もあります。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

２０２３年新春経営済講演会のご案内 

11/15「会員研修旅行」 

 

12/25女性部 

「お正月の生け花講習会」 

12/7 サービス業部会 

「桂 三扇 落語鑑賞会」 

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５年１月１６日（月）午後７時～午後８時３０分 

◆場 所：市民交流プラザふくちやま 3F 市民交流スペース  

●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。 

 

「改正 電子帳簿保存法／解説＆対策講習会」のご案内 

2022年１月から全ての事業者で、メールやWEBで受領した電子取

引（領収書・請求書）は、電子帳簿保存法に対応した電子保存が義務

化されています。 ２年間の猶予期間が設けられましたが、早期に対策を

講じることが必要です。 

本セミナーでは、概要と対策、今からやるべきことを徹底解説します。 

◆講 師：髙栖啓敬 氏 

        京都総合税理士法人 代表社員 

◆日 時：令和５年１月１７日（火）午後２時～午後４時 

◆場 所：市民交流プラザふくちやま 3F 市民交流スペース  

◆定 員：３０名（先着順） 

◆申込締切：１月１０日まで 

3年ぶりとなります会員研修旅行を54名のご参加の

もと、京都市内の六道まいりで有名な「六道珍皇寺」と

世界遺産の「下鴨神社」を参拝し、昼食はホテルのラン

チバイキングを満喫しました。 

六道珍皇寺では住職から鮮やかな地獄絵の説明を

聞き、下鴨神社では葵祭で使われている十二単衣の着

付けと舞を鑑賞しました。 

改めて京都の歴史に触れる 

ことのできた一日でした。 

3 年ぶり開催／三和支所・夜久野支所のイベント 

参加無料・要申込 

2/９（木）観光・農業部会主催 

『親睦ボウリング大会』 

中小事業者物価高騰等緊急支援金給付事業 

 観光・農業部会主催の親睦ボウリング大会を下記のとおり開催いたし

ます。 

景品には地元の農産物や特産品を準備しております。会員・家族従業

員の皆様のご参加をお待ちしております。 

◆日 時：令和５年２月９日（木） 

午後 6時 10分受付／午後６時３０分ｽﾀｰﾄ 

◆場 所：サンケイボウル（福知山市堀） 

◆定 員：３３名 

◆参加費：一人 1,000円 

 

※詳細は同封のチラシをご確認ください。 

 

11/13三和ふれあいフェスティバル 11/20夜久野農林商工祭 

 

12/10青年部 

「経営分析セミナー」 

令和 4年 11 月からの催事ご報告コーナー 

当日は時々風雨の強まるあいにくのお天気でし

たが、３年ぶりに三和フェスが開催されました。 

会員事業所様の模擬店での物品販売のほか、

三和支部では役員・青年部・女性部合同で「ドキ

ドキ玉子ゲーム」とお子様限定で無料「くじ引き」

を実施しました。 

時折行列もできるなど 

して来場者の皆様に喜ん 

でいただくことが出来ま 

した。 

11月 20日(日)に福知山市夜久野町の産業活

性化を図る「夜久野農林商工祭」が「道の駅農匠

の郷やくの」で開かれました。 

新型コロナウイルス禍の影響で 3年ぶりとなりま

したが、来場者は食を楽しみ、地域の産品を買い求

められました。 

福知山市商工会主催の 

人気のドキドキ玉子ゲー 

ム、ビンゴゲームも大変好 

評で、イベントを盛り上げ 

ました。 

12 月 7 日（水）中丹勤労者福祉会館において、

福知山在住の落語家・桂三扇さんをお招きして落

語鑑賞会を開催しました。 

コロナ禍での久しぶりの開催となり、皆さんに楽し

い時間を過ごしていただきいと企画し、 

当日は沢山の方にお越しいただき、会場は笑いに包

まれ盛況のうちに終了しました。 

１２月１０日（土）市民交流プラザにて、青年部が

「経営課題の明確化に向けた経営分析」をテーマ

とした経営セミナーを開催しました。 

藤尾政明先生を講師に迎え、経営課題は事業を

維持継続・拡大発展を図っていく上で取り組まなけ

ればならないテーマであると 

して、経営分析の視点やその 

分析方法を学び終始熱心に 

聴講していました。 

 

原油価格、物価高騰等の影響を受けた事業者に対して支援金が支給されます。 

◆支給金額：法人又は団体 15万円 

    個人事業主   ８ 万円 

◆申請期間：令和 5年 1月 16日～3月 31日（当日消印有効） 

ただし、予算に達し次第終了 

◆申請方法：郵送 

◆対象者  ：中小事業者等 

◆受給要件：①令和 4年 12月 1日以前に事業を開始した中小事業者、団体 

②福知山市内に主たる事業所を有すること 

      ※法人・団体は福知山市に本店・主たる事務所があること 

      ※個人事業主は福知山市に個人の住所地があること 

    ③市税の滞納がないこと   

        

                

   

 

詳細はホームペ

ージを！ 

12 月 25 日（日）、市民交流プラザふくちやま

において、福知山市商工会女性部副部長の河田

嘉代子さんを講師に「お正月の活け花講習会」を

開催しました。 

部員さんのご要望から始まったこの講習会も今

年で 4 回目となり、皆さんの腕前も上達。心新た

に新年を迎えるにふさわしいお花を生けることが

できました。 


