個人事業主の方をはじめ、個人の皆様の平成２８年分所得税
の確定申告期限は３月１５日（水）。
お疲れ様でした。
消費税の申告期限は３月３１日（金）です。
まだ、申告書を提出されていない方はお急ぎください。申告
相談をご希望の方は、お早めに商工会までお願いします。

振替日
所得税 ４/２０
消費税 ４/２５

経営力向上計画の認定を申請してみませんか？
人材育成、コスト管理等マネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力
を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援
をうけることができます。
○申請書類は実質 2 枚
①企業の概要
②現状認識
③経営力向上の目標及び経営の向上の程度を示す指標
④経営力向上の内容など簡単な計画等を策定
○計画策定は商工会がサポート
○経営計画に基づき取得した一定の機械及び装置の固定資産税が半分に
○金融支援あり
政策金融機関の低利融資、民間金融機関の信用保証、債務保証等

経営改 善計
画について取
り組んでみよ
うと思われる
方はお気軽に
商工会までお
問い合せくだ
さい。
（852-0348）

＜経営計画書作成とは・・・＞
☆自分の会社（店）を見つめ直す。
☆過去データから売上予測し、そこから販売計画をたてる。
☆売上から経費の計画をたてる。特に既存売上。コストがかからないからここを徹底的に！
☆だめなところを探す。「なぜ」から改善
☆いらない資産の売却
☆後継者問題 事業承継は準備が必要（長期）
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京都府では、府内の各産業分野（伝統産業を除く）で、最
高の技能を発揮して産業発展のために貢献されている方を
対象とした「京都府の現代の名工」（優秀技能者表彰）と、明
日の京都府産業の発展を支えていただく優れた青年技能者
を対象とした「明日（あした）の名工」（青年優秀技能者奨励
賞表彰）の表彰を行っておられます。
平成 28 年度の「京都府の現代の名工」として 21 名、及び
「明日の名工」として 15 名の受賞が決定し、当商工会の会員
事業所である「大下瓦店」の大下孝広さんが明日の名工とし
て受賞されました。おめでとうございます。

平成２８年度講演会講習会事業で「共同プレスリリースセミナー」を開
催しました。
（昨年度は単独プレスリリース、今年度は共同プレスリリー
スでした）3 回にわたり大谷芳弘先生にご指導いただき、参加者有志に
よって共同プレスリリース作成しました「京北の桜百選とグルメとアー
ト体験をめぐる旅」と題しテレビ局、雑誌社、新聞社にプレス発表する
ことができました。そして、京都新聞市民版・デジタル版、Ｙａｈｈｏ
ニュースに掲載いただきました。

参加事業所様（敬称略）
（ グルメ ）
・道の駅ウッディー京北
・料理旅館すし米
・亀屋廣清
・登喜和
・山国さきがけセンター
・えむえむ
・京蕪庵（和風ﾚｽﾄﾗﾝけいほく）
・京北すえひろ
（ アート体験 ） ・ギャラリーYU ・葵工芸 ・京の実 ・らふ工房
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今回は、ホテル 7 階の
宴会場ということもあ
り、会場にきていただ
けるのか心配していま
したが、駅前での勧誘
も功を奏し 2 日間とも
大盛況でした。

（会場のようす）

ホテルグランヴィア京都入口
に看板設置

（２階ロビーにてイベントをＰＲ）

（京都駅中央口前の駅前広場にてイベントのご案内）
KEIHOKU Style 展は、京北で自然と暮らす次世代のライフスタイルをテーマに、過去４回京都マルイさ
んにて、写真や作品の展示販売、ものづくり体験を実施。
今回は、より多くの方へ京北を知ってもらい、来て頂くために京都駅前広場とホテルグランヴィア京都さ
んで開催。
商工会は今年度から「KEIHOKU Style 協議会」のメンバーとして関わらせていただいています。
今回はインバウンドを意識しターゲットを外国人を中心とした企画としました。
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自社の強みと知恵を活かし、企業の成長、発展を図る事業をオール京都で支援！

「京都知恵産業支援共同事業」助成金
きょうと元気な地域づくり応援ファンド事業・「知恵産業の森」京都創生事業
この事業は、京都府、京都市、（公財）京都産業２１、京都産業育成コンソーシアムが、自社の強みと
知恵を活かし、企業の成長、発展を図る事業の推進を支援するため、「京都知恵産業支援共同事業」
として助成事業を実施するもの。
＜事業の概要＞
「京都知恵産業支援共同事業」は、以下の２つの助成補助事業を共同実施しているものです。
☆京都府・(公財)京都産業２１ 「きょうと元気な地域づくり応援ファンド」事業
☆京都市
「知恵産業の森」京都創生事業

1．対象事業者
京都府内（「知恵産業の森京都創生事業」は京都市内のみ）に主たる事業所を有し、経営革新、新規
創業、京都地域力ビジネスを行おうとする中小企業者等

2．対象事業
京都が持つ伝統、文化、自然、景観などの地域資源の活用や地域の課題解決に資する事業で、中小
企業の強み（知恵）を活かした経営革新等のための新しい事業

3．補助率等
限度額：300 万円以内 補助率：2／3 以内

4. 交付申請
募集期間 平成 29 年 4 月 3 日(月)～平成 29 年 4 月 14 日(金) 午後 5 時【厳守】

農林漁業に関する新しいビジネス創造へのチャレンジを支援します！

「きょうと農商工連携応援ファンド支援事業」助成金
（参考 採択決定平成 29 年 7 月頃）
この事業は、京都府、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地元金融機関、農業団体から出資を
受けた基金「きょうと農商工応援ファンド」の運用益をもとにして、府内の農林漁業者と中小企業者が密
接に連携し、それぞれの強みを活かして創業や経営の改善・向上を図る取組に対して助成金を交付し、
新たな京都ブランドの創造や地域経済の活性化を図ろうとするもの。
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1．対象事業者
京都府内の農林漁業者と中小企業者の連携体

2．対象事業
京都府内の農林漁業者と中小企業者が密接に連携し、それぞれの強みを活かして創業や経営の改
善・向上を図る事業
①地域の農林漁業資源を活用した新商品・サービスの開発、提供により新たな京都ブランドの創
造・発展に資する事業
②新たな農林漁業ビジネスの創造により地域経済の活性化に資する事業
③その他上記に準ずる事業であって審査委員会で認められたもの

3．補助率等
限度額：300 万円以内 補助率：2／3 以内

4. 交付申請
募集期間 平成 29 年 3 月 1 日(水)～平成 29 年 4 月 25 日(火) 午後 5 時【厳守】

資金繰り支援
小規模事業者経営改善資金融資事業
（マル経融資）
商工会の経営指導を受け、経営改善に取り組む小規模
事業者は、無担保・無保証人・低利で融資を受けるこ
とができます。
☆貸付利率 1.16％（平成 29 年 3 月現在）
☆貸付期間 運転資金 7 年以内、設備資金 10 年以内

ＮＴＴ西日本様からお知らせがありました。
京北地域の回線が光デジタルになり、光回線工事を考えておられる事業所様
がほとんどではないかと思います。
ＮＴＴ西日本の名前をかたり、強引な商法で電話機の購入を迫るなどの迷惑
行為があるようですので、被害にあわないためにも、別添のちらしをお読みい
ただき対策をとるようにしてください。
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こちらのポイントは平成 29 年 3 月末日で、終了い
たします。ポイントをお持ちのお客様は、加盟店
にてお使いいただきますようよろしくお願いしま
す。

平成 28 年度よりスタートした
「新」ほくほくカードをよろし
くお願いします！
＜加盟店ご紹介＞ （敬称略）
北桑ﾐｭ-ｽﾎﾟ-ﾂ&ﾐｼﾝ ・ 中音商店 ・ 羽田酒造(有) ・ 村山晃商店 ・ (株)オフィス京北 ・
道の駅ウッディー京北 ・ Syu’s Bar ・ (有)山国さきがけｾﾝﾀｰ ・ いわを商店 ・ クボ理容 ・
こひがし美容室、理容室 ・ 塩治軒 ・ (有)いそべ電気 ・ (有)永岡電機 ・
(有)和風ﾚｽﾗﾝけいほく
編集後記
私事ではありますが、我が子がダブル卒業でした。中学校の卒業式で校長先生の
祝辞があり、卒業生に送る言葉として松尾芭蕉が「奥の細道」の旅の中で見出した蕉
風俳諧の理念の一つである「不易流行」を挙げられました。
「不易」は、いつまでも変わらないこと、そして「流行」は、はやりという意味ではなく、時
とともに新しいことを取り入れ変化することを意味すると説明された後、この京北の文
化や伝統を継承し、新しいステージへ進んでくださいというようなお話をされました。こ
れは子どもだけでなく私たち大人も同じです。ともおっしゃっていました。
商工会も平成 28 年度が終わろうとしています。やはり惰性ではいけません。平成
29 年度に向け、私たちも守ること・変えないことと今の時代に必要な新しいことを考え
なければいけないですね。来年度もどうぞよろしくお願いいたします。

URL

Ｓ．Ｈ

商工会だよりに関するお問い合わせは
京北商工会まで TEL 075－852－0348
FAX 075－852－1173
http://keihoku.sakura.ne.jp/
ﾒｰﾙ keishoko@skyblue.ocn.ne.jp
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