開催日時

内

容

開催場所

１２月１０日（土） ～１４日（水）

きづなカード６周年記念 歳末大売出し

木津地域

１２月２３日（金） 18：00～20：00

青年部サンタ事業

木津川市内

新春講演会 「関西経済元気の素」 講師 國定 浩一
主催 相楽地区商工会連絡協議会
相楽区域商工会広域連携協議会（相楽地域ビジネスサポートセンター）

笠置町産業振興会館

１月２７日（金） 15：00～17：00

相楽地域ビジネスサポートセンター主催
１２月１５日（木） 19：00～21：00
１月１４日（土） ①10：00～11：00
②11：00～12：00

③13：00～14：30
④14：40～16：30
２月２３日（木）19：30～21：30

無料セミナーのご案内

マイナンバー・情報セキュリティセミナー 定員先着30名
講師：税理士 永田 健氏・京都府警察本部警務課

木津川市商工会 本所

創業塾 ①金融セミナー 定員先着30名
講師：日本政策金融公庫 京都支店 植田 尚輝氏
②労務セミナー
講師：社会保険労務士 三田村 勇人氏
③創業セミナー 第1部
講師：中小企業診断士 賀長 哲也氏
④創業セミナー 第2部
講師：中小企業診断士 賀長 哲也氏

精華町商工会

民法大改正 契約書作成の注意点・債権回収方法
講師：弁護士 橘 英樹氏

木津川市商工会 本所

相楽地域BSC

事業計画セミナーの開催報告

今回の相楽地域ビジネスサポートセンターの事業計画セミナーは、㈱プログレス・アイ 代表取締役 本多博昭氏を講
師にお招きして10/31、11/4、11/9の３日間開催しました。
本多先生は、京都府商工会連合会で小規模事業者支援事業の地方事務局として、私たちを日頃から支えて頂いてい
る先生です。セミナーも、先生の実務経験から、この相楽地域のそれぞれの会員さんの事業内容に沿った分かり易いア
ドバイスを頂けました。その中でのポイントをお知らせします。
まず、事業計画とは下図のように、現状と3年後に目指す(なりたい)姿のギャップを埋めるために、顧客のニーズや市場
の動向、自社の強みや弱みの掘り起しをしていき、それを『見える化』する作業です。その中で大切な事は、顧客視点で
見ること。例えば、『顧客にとって意味があるか』を検討することで、そのために具体的な行動と方策を検討することが重
要になってきます。
そして、何より作成している自分がワクワクするような事業計画になっているかがポイントになります。
【井ノ倉】

【小規模事業者持続化補助金】についてのアドバイス
① 経営分析
自社の製品・サービスや強みを踏まえているか
② 経営方針・目標・今後のプラン
目標と今後のプランは強みと対象となる商圏の特性を踏まえているか
③ 補助事業計画
計画は実現性の高いものか、計画は今後の方針や目標を達成するため
に必要なものか、創意工夫や特徴があるか
④ 積算の透明性
事業費の計上や積算が明確で事業実施に必要なものとなっているか
※補助金申請書作成の際は公募要項の審査の観点をご覧ください。
今年からITを有効活用する取組が加点になりました。
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年末調整には「マイナンバー」の記載が必要です
年末調整の手続きの時期がやってまいりました。今年は例年の
手続きに加え、マイナンバーの記載・管理が必須になりましたので、
お早目のお手続きをお願いします。
ただし、「平成２８年分 給与所得の源泉徴収票」を従業員に交
付する場合（４枚複写の４枚目「受給者交付用」）、右上の「個人番
号」及び一番下の支払者欄の「個人番号又は法人番号」の記載は
必要ありません。

【年末調整される際の注意点】
平成２８年中に従業員を１日でも雇われた場合は、必ず「給与所
得者の扶養控除等（異動）申告書」を従業員に記入していただく必
要があります。
従業員の年末調整をされる場合は、「給与所得者の保険料控
除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の作成が
必要になります。
年調後の「源泉所得税の納付期限」及び「各種提出書類の提出期限」は、下記のとおりです。
源泉所得税の納付期限後に納付されますと、延滞税等が掛かる可能性があります。
【源泉所得税の納付期限】
給与所得の源泉徴収票等の
○納期の特例の承認を受けていない場合
給与支払報告書（総括表）
法定調書合計表
平成２９年１月１０日（火）
○納期の特例の承認を受けている場合
平成２９年１月２０日（金）
※納付税額が「ゼロ」の場合でも、提出が必要になります。
【年調書類の提出期限】
○給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
○給与支払報告書（総括表）→各市町村へ提出
平成２９年１月３１日（火）
商工会では、年末調整の事務代行（従業員お一人様
【福井】
につき５００円）を行っております。
ご希望の事業所様は、お早めに本所又は各支所へ、ご連絡（ご相談）又は、書類をご持参下さい。

【補助金情報】平成28年度第２次補正 「小規模事業者持続化補助金」
【目的】本事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の地道な販路開拓
（創意工夫による売り方やデザイン改変等）の取り組みを支援するため、それに要する経費の一部
を補助するものです。
補 助 率 ： 補助対象経費の２／３
補助上限額 ： 50万円
公 募 期 間 ： 平成28年11月4日（金）～平成29年1月27日（金）

【本所・支所の経営支援員】

【補助金情報】平成28年度第２次補正「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」
【目的】本事業は、国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の強い経済を構築するため、経営力向
上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための中小企業・小規
模事業者の設備投資等の一部を支援するものです。
補 助 率 ： ２／３以内
補助上限額 ： 500万円～3,000万円
公 募 期 間 ： 平成28年11月14日（月）～平成29年1月17日（火）
【中山、山下、森山】

プレミアム商品券換金期限
プレミアム商品券換金締め日は、原則毎月１５日及び月末の
半月毎になります。

最終持込み日は、平成２９年１月１６日(月)

持込締日

支払日

11月30日（水）→ 12月12日（月）
12月15日（木）→ 12月20日（火）
12月27日（火）→ 1月10日（火）

※最終日までに必ずお持ちになってください。
【総務課】

1月16日（月）→ 1月20日（金）

「きづなカード」歳末大売出しのお知らせ
１２月１０日（土）～１４日（水）の５日間、年に一度のお得な売出し
と満点カード交換イベントを実施します。
通常、満点カード１枚５００円で使用できるところ、期間中のみ、
【満点カード２枚】で・・・みかん（１０ｋｇ）、お米（５ｋｇ）、ラーメン
（１２食）、ビール（１２本）、お酒（１．８Ｌ）のいずれかお好きな商品と
交換！
【満点カード１０枚】で・・・加盟店でのみ、お使いいただけるお買物
券（８，０００円分）と交換！
詳しくは、１２月１０日（土）の新聞折込チラシ（木津地区・山城地区のみ折込）をご覧ください。

【福井】

平成２９年度入札参加資格審査申請（指名願）受付のご案内
１．測量・建設コンサルタント等業務（定期審査）
入札参加資格有効期間：平成２９年４月１日～平成３１年３月３１日までの２ヶ年

２．物品・役務の供給等（定期審査）
きづなカードからのお知らせ
入札参加資格有効期間：平成２９年４月１日～平成３１年３月３１日までの２ヶ年

木津川市

３．建設工事（追加審査）
入札参加資格有効期間：平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日までの１ヶ年
申請期間は平成２９年２月１日（水）から同年２月２８日（火）午後５時（必着）まで
※ただし、土曜日・日曜日・祝日は除く。
☆詳しい内容は、市ホームページの「入札・契約情報」から『平成29年度入札参加資格審査』をご覧下さい。
申請様式などはそちらからダウンロードしていただくか、商工会までお越しください。用紙をお渡しさせて頂きます。
【近藤】

年末の「経営相談窓口」を設置します！
商工会では、年末の「経営相談窓口」を設置し、会員事業者数や小規模事業者数からの資金繰
り相談や既存の返済相談等の金融相談を実施いたします。
期
間 ： 平成28年12月19日（月）～平成28年12月27日（火）≪土日祝日を除く≫
開設時間 ： 8時30分～18時15分
【近藤】

女性部活動報告 「たけちゃんコロッケ」各まつりにて販売

女性部みんなで
開発しました！

商工会合併後の平成２７年、加茂・山城・木津地区のメン
バーの交流も兼ねて、みんなで力をあわせて「木津川市の
特産品」にしようと「たけちゃんコロッケ」を開発しました。試
作を重ねたあと、かもまつり、やましろまつり、木の津まつり
で販売しました。昨年は各２００個の販売でしたが、今年は
各３００個に増やして、お一人様５個までとしましたが、早々
に完売してしまいました。木津川市産の良質な筍とおからと
ひじきが入った、体にやさしいコロッケです。これからも、女
性部全員で「たけちゃんコロッケ」を育てていきたいと考えて
おります。どうぞよろしくお願いいたします。
「たけちゃんコロッケ」一個１００円

３地区～秋まつり～ かもまつり・やましろまつり・木の津まつり
１０月２９日・３０日の両日とも晴天に恵まれ、２日間通じて来場者１７，０００人
をお迎えすることができました。昨年に引き続きテーマをハロウィンに準え、ハ
ローイン加茂との副題をつけて、会場を盛り上げました。また、今年は海住山寺
の協力を得て、特別展へお客様を誘導することができ、会場の恭仁京だけでな
く、同時に海住山寺の歴史遺産にも触れていただく機会をつくることもできました。
一方、出店者も地域の皆様や会員、地区外、京都府外からの出店者のご協力
を得て、会場周辺のコスモス畑とあわせて、来場者をお迎えすることができ、自
然と歴史を満喫していただくことができたと感じています。
【中山】
今年のやましろまつりは、舞台事業（青年部企画運営）のクオリティー向上やふ
れあい市の充実・ＦＢ等の広報活動により、昨年以上の来場者をお迎えすること
ができ、市民一人ひとりとの交流の中で、無事事業を終了することができました。
特に舞台事業では、「音を体で感じるLive」をテーマとして、木津川市民による
市民のための『音フェス』を開催しました。メイン舞台としての「YAMASHIRO 大
奏楽Vol .2～奏でツナグ音魂～」は、当日の出演者と来場者とが一体となり、手
拍子や手作り楽器などを使って舞台会場全体で踊って頂き、感動的なものであり
ました。
そして、まつりの名物となっている「京都山城筍ライスバーガ－」「さば寿司」は、
販売開始当初から行列ができるなど、木津川市の特産品として認知されていると
感じました。また、初めての試みとして、今話題の「ドローン」でイベント全体の風
景を空撮した『プロモーションビデオ』が運営委員皆様の協賛のもと制作に至りま
した。今後は映像でも、やましろまつり更には山城地域の魅力を発信していきた
いと計画しております。
【坊】
今年の木の津まつりは、写真でもわかるように晴天に恵まれ、最高気温も２０℃を
超えるような陽気の中、１６３号の国道が渋滞するほどの来場者(１６０００人)にお越
し頂きました。
今年は、㈱ミツワ製作所さんのトラックをお借りし、ステージの位置を北駐車場に
変えて設置しましたので、まつり全体がひとつになって盛り上がることが出来ました。
ステージでは仮装大会を始めとして様々なイベントがあり沢山のお客様が楽しんで
おられました。
また、出店者の皆さんにも仮装での出店のご協力を頂き、2000円分(100円抽選補
助券×20枚)のお買物毎に１回のガラガラ抽選会でも、用意していた玉数が不足し、
急遽追加するような嬉しい事態となりました。
ここに、毎年遠方より出店して下さる京丹後市久美浜まるごとうまいもん市、木津
川市の各種団体の皆様、また、まつりを盛り上げるために、ご尽力頂いたすべての
皆様に心よりお礼を申し上げます。
【井ノ倉】

木津川市商工会
木津川市木津南垣外83-3
ＴＥＬ：72-3801ＦＡＸ：72-6564

山城支所
木津川市山城町上狛北的場１５
TEL：86-3157 FAX：86-4064

加茂支所
木津川市加茂町里南古田２４
TEL：76-2970 FAX：76-7211

