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第９０号 南丹市商工会だより 

  

 

  

 

 

 

第 104回全国高等学校野球選手権大会決勝が 8月 22日に行われ、仙台育英が初優勝を飾り優勝

インタビューで須江航監督の発したメッセージが話題となっていましたのでご紹介させていただ

きます。「青春ってすごく密なので、行事なども全部ダメと言われて、活動していてもどこかでス

トップがかかって、どこかで止まってしまうような・・」 

南丹市商工会では昨年度から協議を続け、まず本年 5 月には“京都南丹園部城祭り”7 月には

大堰川フェスティバルと同時開催の“八木夜市”、8月には京都南丹市花火大会に代わり規模を縮

小して“大堰川フェスティバル”を皆様のご支援をいただく中で、コロナ禍ではありましたが、

対策を講じ実施できましたことは大変ありがたく厚くお礼申し上げます。飛沫感染を防ぐために

密を避けることは当然の行動としながらも、人と人のつながりや地域のつながりまでもストップ

してしまいました。しかし実施することで地域に笑顔が戻り、人が動くことで地域経済も少しず

つ回していきたいと思いますので、皆様の変わらぬご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

また、去る 7 月には 4 つの都市公園を中心にしたまち

づくりを実施されている東京都豊島区と、地域に根差し

た事業実施でまちづくりをされている神楽坂商店街の視

察研修を行いました。5 月開催の第 15 回通常総代会で議

決事項撤回の件を承認いただき、地元商店街と商工会観

光委員会、にぎわい拠点検討委員会、南丹市中心市街地

活性化推進委員会と連携する形で、京都銀行西側市有地

の有効活用について議論を深め、具体的に前に進めていけるようにしたいと思っております。本

件についても皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。 

京都府経済動向は、府内の景気は緩やかな持ち直しの動きがみられるとのことですが、先行き

については、新型コロナウイルスの影響及び海外景気の動向等を注視する必要があると発表され

ています。コロナ感染は第 7 波を迎え高止まりの状況に変わりなく、原材料の高騰と相まって地

域経済は疲弊をしております。事業所にとって今後も有益な情報をさぽーとでお伝えしていきま

すのでご活用いただき、商工会に何なりとお問い合わせいただきますようよろしくお願いいたし

ます。 

発行者 

南丹市八木町八木東久保 28－１ 

南丹市商工会 

Tel 0771－42－5380 Fax 0771－42－5734 

商工会は行きます。 聞きます。 提案します。 
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小規模事業者持続化補助金は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく地道な販路開

拓等の取り組みや、その取り組みと併せて行う業務効率化（生産性向上）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・補助上限 

類 型 
通常枠 

（現行） 

特別枠（新設） 

賃金引上げ枠 卒業枠 後継者支援枠 創業枠 インボイス枠 

補助率 2/3 

2/3 

（赤字事業者に

ついては 3/4） 

 

2/3 

補助上限 50万円 200万円 100万円 

 ＊特別枠（新設）には、追加申請要件があります。 

 ＊通常枠、特別枠のいずれか１つの枠のみ申請可能です。 

 

   具体的な補助金活用事例 

① サービス拡大のための機械装置の導入 

② 高齢者を念頭に置いた座敷用いす・テーブルの導入 

③ チラシの配布、タウン情報誌への広告、道案内を兼ねた PR看板の設置 

④ ロゴマーク作成、包装紙・化粧箱パッケージ等のデザイン 

⑤ 遊休設備を処分してスペースを確保しショールームを拡大  など 

 

※内容によって、対象とならない場合があります。 

※ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の 1/4 を上限とします。また、ウェブサイト

関連費のみによる申請はできません。 

※設備処分費は、補助金交付申請額の 1/2を上限とします。 

 

   申請受付等スケジュール 

第 10回 申請受付締切日 2022年 12月上旬 

第 11回 申請受付締切日 2023年 2月下旬 

 

   申請手続き 

 電子申請（補助金申請システム Jグランツ）または郵送によりご提出下さい。 

      

  ＊詳細につきましては、商工会 本所・各支所までお問い合わせください。 
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 令和 4年 10月 1日から令和 5 年 3 月 31 日までの雇用保険料率が変更になります。 

 年度途中からの変更となりますので、ご注意ください。 

 
① 労働者負担 ② 事業主負担 

① ＋ ② 

雇用保険料率 

一般の事業 ５／１０００ ８.５／１０００ １３.５／１０００ 

農林水産・※ 

清酒製造の事業 
６／１０００ ９.５／１０００ １５.５／１０００ 

建設の事業 ６／１０００ １０.５／１０００ １６.５／１０００ 

  ※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する 

事業については一般の事業の率が適用されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 京都府最低賃金（地域別最低賃金）を令和４年 10月 1日から３１円引き上げて 

9６８円に改正になります。 

 

京都府 

最低賃金 

(時間額） 

現  行 改正金額 適用対象 

９３７円  ９６８円 
京都府下の事業所で働

くすべての労働者及び

その使用者 

京都府内の使用者は、この金額より低い金額で労働者（アルバイト・パートタイマー等を

含む）を使用することはできません。 

 

＊詳細は京都労働局 労働基準部 賃金室 （電話 075-241-3215）または 

園部労働基準監督署（電話０７７１－６２－０５６７）にお尋ねください。 
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インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除の金額を正しく計算するために導入され

る制度です。 

 

     は、インボイス（適格請求書）を交付するためには、事前にインボイス発 

行事業者の登録を受ける必要があります。登録を受けると、課税事業者として消費税

の申告が必要となります。 

 

 は、仕入税額控除の適用のために、原則として売り手から交付を受けたイ

ンボイス（適格請求書）を保存する必要があります。 

 

:::導入までのスケジュール::: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   登録申請の流れ 

① 登録申請書を作成（HPからダウンロードできます） 

② ｅ－ｔａｘか郵送で税務署へ提出 

③ 税務署で審査 

④ 登録通知書の交付（国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトに登録番号が   

掲載されます） 

  

  

   ◆日時 令和 4年 10月 25日（火） 

① 京都丹波高原国定公園ビジターセンター  13:30～15:30 

② 南丹市園部文化会館（アスエルそのべ）  19:00～21:00 

   

インボイス制度の内容、また課税事業者・免税事業者それぞれどのような影響が  

  あるのか、わかりやすくご説明いたします。 

    ＊詳細につきましては、後日ご案内いたします。 

 

登録は 

令和３年１０月１日 

から始まっています 

令和 3年１０月１日 

令和５年 10月 1日から登録を受けるためには、原則として、 

令和 5年 3月 31日までに登録申請書を提出する必要があります。 

令和 5年３月３１日 令和 5年１０月１日 

インボイス制度の導入 

買い手 

売り手 

インボイス制度説明会を開催します 
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経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上 

等に資するため、令和 3年度の税制改正において「電子計算機を使用して作成する国 

税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律（電子帳簿保存法）」の改正等が行 

われ、帳簿書類を電子的に保存する際の手続き等について抜本的な見直しがなされ 

ました。（令和 4年 1月 1日施行） 

                            （国税庁 HPより抜粋） 

 

 

 

申告所得税・法人税に関して帳簿書類の保存義務がある、全ての方を対象として 

令和 4年 1月以降に請求書・領収書・契約書・見積書などに関する電子データを送 

付・受領した場合には、その電子データを一定の要件を満たした形で保存すること 

が必要です。なお、令和 5年 12月 31日までの 2年間は、保存すべき電子データ 

をプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば 

差支えありません（事前申請等は不要）。 令和 6年 1月からは、保存要件に従った 

電子データの保存が必要ですので、そのために必要な準備をお願いします。 

 

★電子取引とは★ 

 ①電子メールにより請求書や領収書等のデータ（PDFファイル等）を受領。 

 ②インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収等のデータ 

  （PDFファイル等）または、ホームページ上に表示される請求書や領収書等の 

  スクリーンショットを利用。 

  ショッピングサイトからの商品仕入や資材購入も、電子取引に該当します。 

 ③クレジットカードの利用明細データ、交通系 ICカードによる支払いデータ、 

スマホアプリによる決済データ（PayPay、LINEPayなど）等を活用したクラウド 

サービスを利用。     など 

電子取引データの保存法をご確認ください 
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また、宿泊業者などは、楽天トラベルやじゃらん等の旅行サイトから送客した実

績ベースで自動入金をされる取引の WEB上での明細書も、電子取引に該当します。 

 

★保存すべき電子データは？★ 

  紙でやりとりしていた場合に保存が必要な情報が含まれる電子データ 

     例）請求書、領収書、契約書、見積書など 

  ●受け取った場合だけでなく、送った場合についても保存が必要です 

  ●例えば、電子メールの本文・添付ファイルで請求書に相当する情報をやりとり

した場合や、WEB 上で行った備品等の購入に関する領収書に相当する情報がサ

イト上でのみ表示される場合には、それぞれの電子データを保存する必要があ

ります（PDFやスクリーンショットによる保存も可） 

 

★どのように保存する必要があるの？★  

  ★真実性の要件 次のいずれかの方法で 

    ①発行者側でタイムスタンプが付された後、受領する 

    ②受領後、2か月＋７営業日以内にタイムスタンプを付す 

    ③訂正できない、又は訂正削除履歴が残るシステムで保存 

    ④正当な理由がない訂正、削除の防止に関する事務処理規定を備付・運用 

  ★可視性の要件 

    ・電子計算機処理システムの概要書を備え付けること 

    ・保存場所に、電子計算機やプリンタなどの操作マニュアルを備え付け、画

面や書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できるように

しておくこと 

    ・検索機能 取引年月日・取引金額・取引先により、検索できること 

     

以上の内容が、義務化されました。（令和 5年 12月 31日まで宥恕規程あり） 

    

現状では、④の事務処理規定を備え付けることで対応できますが、将来に向け

てタイムスタンプや履歴が残るシステムへの変更など、早めの対応が必要とな

ります。 

 

電子帳簿保存法の取扱通達やＱ＆Ａについては、国税庁ＨＰに掲載されています。 

  https://www.nta.go.jp 
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南丹市では、年々増加する外国人住民の方が安心・安全に暮らせるよう以下の取り組

みを進めています。職場の中で関わりのある外国人がいらっしゃいましたら、この取

り組みについてお伝えいただきますよう、また、併せて事業所の皆さまにも知ってい

ただきご理解ご協力をいただきますようお願いいたします。 

 

❶外国人のための日本語支援 

  外国人が支援者（市民ボランティア）と１対１で学ぶ日本語教室を、南丹市国際 

交流会館・南丹市美山文化ホールで実施しています。 

   ＊詳細は、南丹市国際交流協会  ☎０７７１－６３－１８４０ 

 

❷災害時要配慮者支援台帳の登録案内・申請書の多言語化 

  自力での避難に不安のある外国人が、必要な情報を事前に登録することで、地域 

で素早く避難支援が行えるようにするため、「南丹市災害時要配慮者登録制度」 

の登録案内と申請書を多言語化しました。 

   ＊詳細は、南丹市役所福祉相談課 ☎０７７１－６８－００２３ 

        南丹市国際交流協会  ☎０７７１－６３－１８４０ 

 

❸防災ガイドブックの送付 

  地震や台風への対応や情報入手先、準備物リストなどをまとめた「防災ガイドブ 

  ック」を市内在住の外国人のうち、中長期在留者宛に毎年９月に送付しています。 

   ＊詳細は、南丹市役所危機管理対策室  ☎０７７１－６８－００２１ 

 

❹外国人向け防災教室、交通・防犯教室 

  南丹市で暮らす外国人が地域で安心・安全に過ごせるよう、南丹市国際交流協会 

  では毎年、災害の知識を学んでいただく防災教室と、交通ルールや安全なくらし 

  について学ぶ交通・防犯教室を、無料で実施しています。 

＊詳細は、南丹市国際交流協会  ☎０７７１－６３－１８４０ 

 

❺外国人に対する生活支援 

  南丹市で暮らす外国人が、より良い生活を送れるよう、南丹市国際交流協会 

 （☎０７７１－６３－１８４０）では「外国人市民に対する生活支援ガイド」を  

 作成し、必要に応じた支援を行っています。 

 

❻「やさしい日本語」研修会 

  外国人にもわかりやすい「やさしい日本語」に関する研修会の開催を秋に予定し   

  ています。 

 

 

  南丹市の外国人支援の取り組み 
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夜市／京都南丹大堰川フェスティバル 
７月 30日、3年ぶりとなる「夜市」を開催しました。商店街の役員の方々など

による露店が並び、たくさんのお客様にお越しいただきました。また小さな納

涼花火の打ち上げも行いました。 

8 月 14 日、大堰川河川敷一帯で、「京都南丹大堰川フェスティバル」を開催し

ました。ミニオペラ「今甦る内藤ジョアン」などのステージショーや縁日風の

屋台の出店、灯ろう流しとともに、4 年ぶりとなった花火の打ち上げも行いま

した。 

   協賛いただきました事業所の皆さま、並びに役員の方々のご協力をいただき、 

   無事開催することができ、誠にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。年次長期休暇を取得しやすい環境づくり

に取り組みましょう。 

 詳しくは、京都労働局雇用環境・均等室（℡ 075-241-3212）にお問合せ下さい。 
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青年部活動報告 

京都府商工会青年部主張発表大会 2022/7/29(金)＠ザ・サウザンドキョウト 

京都府商工会青年部主張発表大会が開催され、京都府内のブロック予選を勝ち進ん

だ精鋭の中で、我らが南丹市商工会青年部・出畑俊一氏が最優秀賞を受賞されました! 

これにより９月１日（木）に神戸にて開催される近畿大会に出場されることが決定

しました。新型コロナウイルスの影響で２名の発表者が欠席されるなどコロナの影響

を色濃く受けましたが、無事に終わり懇親会でも会話に花を咲かすことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（左）発表中のデバタ電気・出畑俊一氏       （右）懇親会場にて表彰式が行われた 

近畿ブロック商工会青年部交流研修会・主張発表大会 2022/9/1(木)＠神戸 

 ついに、近畿大会！先日9/1（木）に神戸メリケンパークオリエンタルホテルにて近畿ブ

ロック商工会青年部主張発表大会が開催され、２府５県の最優秀賞受賞者たちのアツい

闘いが繰り広げられました。冒頭あいさつにて「発表者同士は敵ではなく苦い思いをし

ながら練習を重ねてきた仲間だ、敵は自分自身で三年ぶりとなるリアル開催の近畿大

会にて己を突破してほしい」とあり、コロナ禍でありながら会場設営いただいた兵庫県

連の皆様に感謝申し上げたいと思います。 

主張発表大会は惜しくも代表に選ばれない結果となりましたが、出畑さん本当にお疲

れさまでした。 

 また、会場には全国商工会連合会 顧問 越智 俊之 氏もご臨席賜り、お言葉をいた

だきました。 

                                      

 

 

 

 

 

 

  

ご来賓の全国商工会連合会顧問 越智俊之氏 
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今年度も伝統の 4時間耐久三輪車レースを開催します。 

現在約２０チームの応募をいただき、当日に向けて準備をしています。 

飲食ブースや、“忍者屋敷迷路”や“こども動物園”もやってきます!! 

 

・４時間耐久三輪車レース        ・巨大ふわふわ忍者屋敷迷路 

・キッチンカーうまいもん市       ・こども動物園 

・地元高校によるブース出      ・こども体験ブース アクアリウムをつくろう！ 

・そのべ軽トラ市mini           ・働く車大集合！ 

 

今年のサンサン祭は一味違います！三輪車レースだけでは終わらせません！ 

同封しているチラシをご覧いただき、ぜひご来場くださいね！！ 

 

  ◆開催日時  令和４年９月２３日(金・祝) 10：00～16：30 

   ◆開催場所  園部公園ヘリポート周辺（南丹市園部町横田） 

  

 

壮青年部活動報告 

壮青年部第１回役員会 2022/7/15＠八光館 

壮青年部の役員会を開催し、次回研修交流会を９月２日（金）に開催することが決定。 

壮青年部としての活動を模索する中で、基本方針である「若手経営者としての資質を向

上させる」ことを重視し、講師を選定することとなりました。 

その後、八光館にて懇親会を開催し、本格的な夏に向けてスタミナがつくお料理をいた

だきました。 

 

【速報】 夏の大勉強会―壮青年部・青年部・女性部 3部合同勉強会― 

夏の大勉強会（上記の壮青年部研修会）が９月２日(金) 

アスエルそのべ中研修室にて開催されました。 

今回の研修は、壮青年部だけではなく、青年部・女性部 

との合同勉強会となり、京都府よろず支援拠点コーディ 

ネーターとしてご活躍される白井先生をお招きし、ご講 

義を賜りました。現地受講していただいた方同士で部を 

横断した形で、意見交流会・名刺交換会が実施され、有意義な時間となりました。 

2022 
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     女性部活動報告  
 

      

  

女性部機関紙「くろーばー」が、初号発行（平成27年７月）から、今回で２０回目の発行と

なります。表面に「女性部紹介」と裏面に未来づくり委員会から「女性部講師による講座

案内」になっています。「南丹市民の方により近い存在でありたい」という思いから、ご協

力いただき各戸にお届けすることができました。 

 

             

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月２日（金）壮青年部からのお声かけにより Zoomによる中小企業診断士の白井氏に
よるテーマ「withコロナからの地域経済の今後の展望」の勉強会に会場とオンラインで
視聴参加をしました。 

その後合同意見交換が行われ、有意義な時間を過ごすことができました。       

 

 

 
  

「くろーばー」 Vol.20 発行 

壮青年部・青年部との合同勉強会 
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          創業や経営革新の支援をサポートします。 

          新規創業や再チャレンジ・第二創業・農商工連携・経営革新・

知恵の経営等に前向きな企業の「挑戦」を支援します。 

 

          質の高い経営・効率の良い経営に向けて、低コスト対策・技術

向上・従業員教育等に前向きな企業の「進化」に対して支援し

ます。また、ホームページなどの作成支援もします。 

 

          わずらわしい労働保険事務の手続き、記帳機械化代行・記帳指

導、PL 保険、小規模企業共済、倒産防止共済のほか、事業主

や企業に役立つ各種共済制度の提案や、決算・確定申告・税務

手続きに対し「安心」を支援します。 

 

          後継者の育成や事業承継の支援のほか、講習会・講演会の開催

を通じて必要な知識の習得や個別指導を通じて企業の「躍進」

を支援します。 

 

最新の経営に関する施策の各種情報を分かりやすい内容で発

信します。また、企業商品の販路開拓を目指し、各種展示会や

物産展の情報を発信すると共に観光資源についても「もっと」

支援します。 

 

          事業に必要な資金（融資）の相談をはじめ、経営診断、経営危

機に対しての経営安定相談など「ずっと」支援します。 

 

★どんなことでもお気軽にご相談ください！  

         ☆ 本所(八木支所)  八木町八木東久保 28-1        ☎０７７１－４２－５３８０ 

☆ 園部支所      園部町上本町南 2-22          ☎０７７１－６２－０７６６ 

☆ 日吉支所      日吉町殿田尾崎 8-1           ☎０７７１－７２－０２２４ 

☆ 美山支所      美山町島島台 51              ☎０７７１－７５－００２１ 

 

挑戦を 
サポート 

進化を 
サポート 

安心を 
サポート 

躍進を 
サポート 

もっと       
サポート 

ずっと       
サポート 

南丹市内の中小企業を 南丹市商工会は 

ながく つよく さぽ～と します！！ 
 

《日吉・美山各支所の開所日 月・水・金 10:00～16:00》 

南丹市商工会ホームページ http://nantan.kyoto-fsci.or.jp/    

e-mail   nantan-sci@kyoto-fsci.or.jp 

 

 

http://nantan.kyoto-fsci.or.jp/
mailto:nantan-sci@kyoto-fsci.or.jp

