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京都・丹波秋の味覚と言えば上記写真のとおり松茸、栗ではないでしょうか。今年
は思いのほか雨が多かった事、最近になり朝晩が冷え込んだことで僅かでありますが
収穫があったと言われる方も多く見受けられます。各地域では久しく途絶えていた秋
祭りが何年か振りに催行され、活気のある通常が戻りつつあります。秋祭りと言えば
すき焼きと新米に秋の味覚を炊き込んだご飯で食欲が進みます。またこの地域には松
茸が動き出すと地域も活性化すると言われています。食欲を満たし少しでも以前の様
に早く通常に戻ってほしいものです。
政府・日銀は 9 月 22 日に、24 年ぶりに円安に対する介入実施と報じられました。
10 月よりインバウンドの入国制限緩和などにより観光外貨収入が復活、日本の景気回
復につながることが予測され、市場は回復が見込めると言われています。コロナ感染
も心配ですが円安の巻き戻しと今後に期待したいと思います。強く持続した思いが実
現するということが言われますので、こうなりたいと強い思いを持ち、お陰様の心で
事業継続が大事と考えます。
南丹市商工会 9 月末の会員数は 774 会員と昨年度末から 19 事業所の純増があり
ました。皆様方からの情報提供や加入勧奨により増えたものとお礼申し上げます。今
後においても組織率 60%を目指し、皆様に必要としてもらえる商工会でありたいと思
っております。政府与党は物価高などに対応する総合経済対策に、20 兆円超の国費を
投入するよう調整に入ったことが報じられました。今後施策として皆様にもお知らせ
できると思います。これらを地域の隅々まで周知させ活用していただくために商工会
は必要な団体と思っておりますので、今後も何なりとご相談いただき商工会を活用い
ただきますようよろしくお願い申し上げます。
コロナ禍も丸 3 年を迎えようとしています。感染防止への取り組みの浸透に加え、
働き方やサプライチェーン維持に、各事業所は多大な努力を重ねておられます。今年
はインフルエンザと同時流行も懸念されていますので、今一度周りを確認いただき乗
り切っていきたいと思います。ご協力をよろしくお願いいたします。
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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
特別枠（新設）

通常枠

類 型

（現行）

賃金引上げ枠

卒業枠

後継者支援枠

創業枠

インボイス枠

2/3
補助率

2/3

2/3

（赤字事業者に
ついては 3/4）

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
申請受付締切日
第 10 回

2022 年 12 月 9 日（金）

第 11 回

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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南丹市が発注する「建設工事」に係る競争入札に参加を希望される方は、入札参加
資格審査申請書の定期受付が、下記の通り行われます。（測量・建設コンサルタント
等業務、物品・役務及び少額随意契約受注資格は追加受付）
南丹市と契約を締結する際には、随意契約（入札によらない契約）の場合でも、入
札参加資格審査申請が必要です。
なお、本年度も、できる限り郵送による申請をお願いいたします。
１．申請の受付期間

令和４年１１月１日（火）～同年１１月３０日（水）まで
※郵送の場合は、令和４年１１月３０日（水）の消印有効

２．提出書類

南丹市ホームページ（http://www.city.nantan.kyoto.jp/）

３．提出方法
４．提出先

「まちづくり」＞「入札・契約情報」＞「入札参加資格」より
入手願います。
郵送（又は持参）
南丹市役所 総務部監理課

５．有効期間

６．注

意

令和５年４月１日～令和７年３月３１日まで（２年間）
※ただし、測量・建設コンサル、物品・役務及び少額随契については、
令和５年４月１日～令和６年３月３１日まで（１年間）
測量・建設コンサルタント等業務、物品・役務及び少額随意契約受注
資格の申請については、令和４・５年度の定期受付が令和３年度に終
了しており、今回は業種の追加、申請漏れ等が対象となります。よっ
て、既に申請済みの場合や変更がない場合は、今回の申請は不要です。

◆お問い合わせ先

総務部監理課

☏０７７１－６８－００８６

京都府（警察本部、教育庁、関係公社等を含む）が発注する建設工事の指名競争入札
参加資格審査申請の定期受付が、１１月１日（火）から実施されます。京都府が実施する建
設工事一般競争入札に参加しようとされる事業所は、審査申請を行って下さい。
なお、今年度より窓口受付は実施いたしませんのでご注意ください。
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＊受付期間・受付場所及び時間（南丹土木事務所関係）
受付期間及び受付場所
建設工事の請負
（土木工事並びに
建築及び設備その

南丹土木事務所
郵送

※令和４年度に入札資格のない方も電子申

申請

請が可能です。なるべく電子申請でご対応
願います。

他工事）

京都府ホームページ
電子
申請

(http://www.pref.kyoto.jp/shimei)
からアクセスしてください。
※令和 4 年度入札参加有資格者は、電子申
請を活用してください。

受付期間
11 月 01 日（火）消印分
～
11 月 22 日（火）消印分

11 月 1 日（火）午前 9 時
～
11 月 22 日（火）午後 4 時
（期間中 24 時間受付）

☆詳細については、京都府ホームページ（http://pref.kyoto.jp/）
『産業・雇用＞入札情報＞建設工事等＞入札参加資格＞競争入札参加資格』及び、
南丹土木事務所ホームページに掲載されています。
◆お問い合わせ先

南丹土木事務所

☏ ０７７１－６２－００２５

日本政策金融公庫西陣支店では、下記の日程で融資相談会を開催します。
資金が必要な方は、この機会にご相談ください。また、新規創業支援、教育ローンの
ご相談も受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。
令和 4 年 11 月２４日（木） 南丹市商工会 園部支所 １１：00～１6：０0
11 月２８日（月）
〃
日吉支所 1１：00～１６：00
☆一日公庫の特徴について☆
1. 南丹市商工会に日本公庫の融資担当者がお伺いされますので、直接融資や事業
に関するご相談をしていただけます。
2. 融資制度全体にかかるお問い合わせや創業に関するご相談も可能です。
3. 事前に決算書等の資料を提出いただければ、より迅速に融資審査の結果を通知
することができます。
ご参加をご希望の場合は、日本政策金融公庫西陣支店へのお申込みとなります。
参加申込は同封の「融資相談会」チラシをご利用ください。申込方法等不明な点に
ついては商工会まで（Tel:0771-42-5380）お電話ください。
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★経営改善貸付 （マル経融資）
本融資制度は、商工会員のみ対象の融資制度であり、無担保・無保証人（信用保
証協会の保証不要）で借り入れができます。また、借入による利子補給制度もあり
ます。
ただし、借入には審査を必要としますので、経営内容や財務状況、税金滞納等
により融資をお断りする場合があります。
＊融資対象者

・・・原則として 6 ヶ月以上商工会の経営指導を受けている方。
常時使用する従業員が 20 人以下（商業・サービス業（宿泊
業・娯楽業を除く）の場合は 5 人以下）の小規模事業者で商

工会長の推薦を受けた方。
※但し、金融業や風俗業等など公庫の非対象業種等は利用できません。
＊資金使途・融資期間 運転資金・・・７年以内
設備資金・・・１０年以内
＊融資限度額
２，０００万円以内
＊据置期間
＊金
利

運転資金 1 年以内
設備資金
1.13％（R4.11.1 現在）

2 年以内

【新型コロナウイルス感染症により影響を受けたみなさまへ】
★コロナマル経融資
＜ご利用いただける方＞
新型コロナウイルス感染症の影響により、最近 1 ヵ月間の売上高または過去 6 ヵ月（最
近 1 ヵ月を含みます。）の平均売上高が前 4 年のいずれかの年の同期と比較して 5％以
上減少している、またはこれと同様の状況にある小規模事業者
＜ご融資限度額＞
通常のご融資額 ＋ 別枠 1,000 万円
＜利率＞
【当初 3 年間】 1.13％（R4.11.1 現在） － 0.9％（別枠の 1,000 万円以内）（注）
【4 年目以降】
1.13％
＜ご返済期間（うち据置期間）＞
設備資金 10 年以内（4 年以内（別枠の 1,000 万円以内））
運転資金 10 年以内（3 年以内（別枠の 1,000 万円以内））
＜取扱期間＞ 令和 5 年 3 月 31 日まで
★詳細については、商工会本所・各支所までお問い合わせください。
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京都府最低賃金（地域別最低賃金）を令和４年 10 月 9 日から３１円引き上げて
9６８円に改正されています。
現

京都府
最低賃金

行

９３７円

改正金額

９６８円

(時間額）

適用対象
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。

お知らせ
南丹市商工会商品券が、南丹市事業に活用されることにより、通年より多くの
商品券が発行されます。速やかに現金化できるよう、期間を限定して窓口での
換金金額を増額します。
期間 ： 11 月 14 日（月）～ 令和 5 年 3 月 31 日（金）
窓口 ： 現金 50,000 円まで
振込

：

50,000 円超

毎月 10 日まで⇒15 日振込
25 日まで⇒当月末日振込
（休日の場合は、前営業日）
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◎2023 年 3 月 31 日まで
月 60 時間超の残業割増賃金率
大企業は５０％（2010 年 4 月から適用）・中小企業は２５％
1 か月の時間外労働
（1 日 8 時間、週 40 時間を超える労働時間）

60 時間以下

60 時間超

大企業

２５％

５０％

中小企業

２５％

２５％

◎2023 年 4 月 1 日から
月 60 時間超の残業割増賃金率
大企業、中小企業ともに５０％

※中小企業の割増賃金率を引き上げ

1 か月の時間外労働
（1 日 8 時間、週 40 時間を超える労働時間）

60 時間以下

60 時間超

大企業

２５％

５０％

中小企業

２５％

５０％

深夜・休日労働の取扱い
月 60 時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は５０％以上の率で計算し
た割増賃金を支払わなければなりません。
深夜労働との関係
月 60 時間を超える時間外労働を深夜（22:00～5:00）の時間帯に行わせる場合、
深夜割増賃金率２５％＋時間外割増賃金率５０％＝７５％ となります。
休日労働との関係
月 60 時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれ
ませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。
※法定休日労働の割増賃金率は、３５％です。
代替休暇
月 60 時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため引上げ分
の割増賃金支払いの代わりに有給の休暇（代替休暇）を付与することができます。
★相談窓口

園部労働基準監督署
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TEL:0771-62-0567

情報セキュリティ対策
情報セキュリティ対策と言っても、何をやればいのかわからない･･･
多くの中小企業にとっては、いきなり精巧な対策を開始するのは、大変です。
インターネットの普及に伴い様々な脅威が現れ、攻撃者の手口は年々巧妙かつ
悪質になっていますが、対策には共通する部分があります。
以下の

情報セキュリティ５か条

は、基本的対策をまとめたものですので、
必ず実行しましょう。

⓵OS やソフトは常に最新の状態にしよう
OS やソフトを古いまま放置していると、セキュリティ上の問題点が解決され
ず、それを悪用したウィルスに感染してしまう可能性があります。お使いの
OS やソフトウェアには、修正プログラムを適用する・もしくは最新版を利用
するようにしましょう。
⓶ウィルス対策ソフトを導入しよう
ＩＤ・パスワードを盗んだり、遠隔操作を行ったり、ファイルを勝手に暗号
化するウィルスが増えています。ウィルス対策ソフトを導入し、ウィルス定
義ファイル（パターンファイル）は常に最新の状態になるようにしましょう。
⓷パスワードを強化しよう
パスワードが推測や解析されたり、ウェブサービスから流出したＩＤ・パス
ワードが悪用されたりすることで、不正にログインされる被害が増えていま
す。パスワードは、“長く”“複雑に”“使い回さない”ようにして強化しま
しょう。
⓸共有設定を見直そう
データ保管などのウェブサービスやネットワーク接続した複合機の設定を
間違ったために、無関係な人に情報を覗き見られるトラブルが増えています。
無関係な人が、ウェブサービスや機器を使うことができるような設定になっ
ていないことを確認しましょう。
⓹脅威や攻撃の手口を知ろう
取引先や関係者と偽ってウィルス付きのメールが送られ、ウェブサイトに似
せた偽サイトに誘導され、ＩＤ・パスワードを盗もうとする巧妙な手口が増
えています。脅威や攻撃の手口を知って対策をとりましょう。
（出典）＊ＩＰＡ 独立行政法人情報処理推進機構セキュリティセンター
URL https://www.ipa.go.jp/security/
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加入会員のご紹介
今後とも何かとお世話になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
（敬称略・順不同）
企

業

名

代表者
ひろと

業

種

地域

吉田農園

吉田宙斗

農業

美山町

美し山の草木舎

渡部康子

製造業

美山町

京都美山ホクホク堂

永尾俊晴

サービス業

美山町

上谷奈津子

サービス業

日吉町

夢たこ

岡﨑 修

サービス業

園部町

TEAM08

奥村俊幸

サービス業

園部町

㈱八光建設

國府 剛

建設業

八木町

神戸ミートフーズ㈱

三浦清照

製造
小売業

八木町

合同会社オフィス川勝

川勝英之

サービス業

八木町

リトリートサロン・
美容室うわのそら

かみや な つ こ

壮青年部活動報告
壮青年部第 2 回役員会 10/31＠南丹市商工会 日吉支所
今年度２回目となる役員会が開催されました。壮青年部として１２月末頃ボウリング大
会を開催する予定ですので、今年は壮青年部に顔を出せてないよ、、、という皆様！ボウ
リング大会終了後には、懇親会を開催いたしますので、ご参加を心よりお待ちしており
ます。
また、役員会後、壮青年部・青年部・女性部の正副部長等で今後の事業取り組みにつ
いて話し合いました。それぞれが今年度の事業報告をおこない、商売の観点から南丹市
について協議いただけました。閉会後、日吉町の「キッチンあまわか」にて懇親会が開催
され、連絡先の交換を行うなど、和気あいあいとご歓談いただきました。
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青年部活動報告
南丹サンサン祭 2022 9/23（金・祝）＠園部公園多目的広場
南丹サンサン祭 2022 が無事に開催されました。サンサン祭実行委員会では、何度も協議を
重ね、どのようにしてより安全な祭りを提供できるのか会議を重ねてきました。前日準備の中、
天候の予測が難しい中で、祭りを実行することが決められました。
当日小雨が降る中で、名物である４時間耐久三輪車レースが始まりました。参加していただい
た２０チームそれぞれが工夫を凝らした三輪車を用意され、懸命に走る姿が印象的でした。今年
度は、地元の子供たちに地元の魅力を知ってもらうことをコンセプトにしていたため、三輪車レ
ースだけではなく「こども動物園」「働く車大集合」「アクアリウムをつくろう！」など、子供たちが
喜ぶ仕掛けを随所に用意しました。レース終盤からは雨も上がり、広大な園部公園で提供された
やきそばやベビーカステラなどをお楽しみいただきました。コロナ禍でなかなか友達と出かけら
れない中で、中高生に屋外での飲食を楽しんでいただくことができ、青年部の事業として今後も
様々に検討を重ね、継続させていく必要があると感じました。

女性部主張発表全国大会出場のお披露目会,評論会 10/3(月)＠京北商工会
宮城県仙台市にて開催される女性部主張発表大会に京北商工会女性部 黒川修子 様が出場
されることに決まりました。これをうけて開催されたお披露目会＆評論会に平成２９年主張発表
全国大会に出場された樋口佑紀氏及び今年度主張発表近畿大会に出場された出畑俊一氏をは
じめとして評論委員として青年部員が参加しました。黒川様の発表を聞き、意見を出し合う良い
機会となりました。中部ブロック一丸となり引き続き応援させていただきます。

〈全体での集合写真〉
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「くろーばー」 Vol.21 発行
女性部講師による講座のご案内など掲載された機関紙「くろーばー」を引き続き全戸
配布によりお届けします。コラボによる講座は、とても魅力的な内容となっておりますの
で、是非商工会員さんもご参加いただければ幸いです。

未来づくり委員会 9 月講座開催
９月２1 日（水）に第 1 回目のコラボによる講座が、美山の「枕川楼」長野さんの料理旅
館でスタートしました。「黒胡麻くりえいと」の渡辺さんによるデザイン講座を受講参加さ
れた方は、とても役立つ内容で個別でのアドバイスもあり、また美味しいお弁当をいた
だけたと大変好評でした。

癒し委員会「五感を癒す」交流事業
１０月１２日（水）にアロマ講座として、女性部員である「美山陽だまりアロマ亭 野の
花」の林さんによる精油の話＆ワークショップと「（株）アークレックス」の関さんによるハ
ンドマッサージで女性部員同士の触れ合いができました。園部町在住のシンガーソング
ライター「Yas（ヤス）」さんのライブと川のせせらぎが聞こえる「枕川楼」で、癒されなが
ら非日常の時間を過ごし楽しいひとときを共有することで交流が図れました。

京都おもてなし交流ツアーin 京丹波町
9 月 28 日（水）に、京都府商工会女性部連合会による交流ツアーが
開催されました。京都府下の商工会女性部員と和知人形浄瑠璃上演
とわち山野草の森での散策を行いました。
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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！！
挑戦を
サポート

創業や経営革新の支援をサポートします。

進化を
サポート

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

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。

ます。また、ホームページなどの作成支援もします。

安心を
サポート

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。

躍進を
サポート

もっと
サポート

ずっと
サポート

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

《日吉・美山各支所の開所日時 月・水・金 10:00～16:00》

南丹市商工会ホームページ
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nantan-sci@kyoto-fsci.or.jp

