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✔
雇用保険料率にご注意ください‼
１０月１日～従業員負担率及び事業主負担率も変更！
※年度途中で保険料率が変更になるのでご注意ください

✔ 京都府最低賃金968円/時給額【１０月から適用見込み】

に引き上げられる見通しです！（今後発表される正式決定を必ずご確認ください）

✔ 労働保険料第２期納入は9月30日までです
9月1日に労働保険事務組合員様宛に納入通知書を発送いたしましたので金額をお確かめの上、
期日までに納付をお願いいたします。（窓口にて納付の場合、釣り銭がでないようご協力をお願いいたします）

✔ 創業塾 申込制全５回【10/6・13・20・27・11/10】 19:00-21：00 受講料５千円木津川市商工会館
創業予定者、創業後５年未満の方、後継者の方が対象です！全５回を受講していただくと、小規模事業者持続化補助

金「創業枠」の対象※となります(※未創業、創業３年以上、後継者除く*要領参照） 詳細は同封のチラシをご覧ください。

✔ 各種補助金のご案内ミラサポplus等HPにてご確認ください

NEWSで紹介していない各種補助金情報もあります！要check‼ →→→
詳細は→https://mirasapo-plus.go.jp/

✔
小規模事業者持続化補助金 [第９回 ]
公募受付締切：第9回：2022年9月20日（火） 【締め切り日当日消印有効】
【事業支援計画書（様式4）発行の受付締切：2022年9月12日（月）】
詳細は→https://www.kyoto-fsci.or.jp/?page_id=1045

✔
原油価格・物価高騰等小規模事業緊急支援補助金
原油価格・物価高騰等の影響により厳しい経営状況にある中小企業・小規模事業者の事業
継続と経営改善を図るため、省エネ機器等導入の取組みを支援[問合＆提出：京都産業21]
補助率：補助対象経費（税抜き）の ３/４ 以内 ・ 補助上限額 ５０万円
詳細は→https://www.ki21.jp/r4/bukkakoutou/20220715/

✔
インボイス制度の概要を動画でご紹介！
インボイスとは適格請求書のことで令和５年１０月からスタートするインボイス制度に
よって対応、準備が必要となります。ご自分の事業で関係すること、困ることがある
のか、動画でご確認ください。https://www.kyoto-fsci.or.jp/?page_id=1432

商工会からの大切なお知らせ
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景況調査（商工会独自調査）結果について≪概要版≫
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** 総会（書面議決）時に同封しておりました景況調査へのご協力ありがとうございました **

昨今の世界情勢を踏まえ、南山城村の経済活動に対する影響が懸念される現在状況と今後
の見通し、また新たな施策及び支援ニーズを把握するため調査を実施しました。

【 調 査 対 象 】 南山城村商工会会員 79事業所
【回答事業者数】 ４5事業所 ≪回収率57％≫

（小売10・サービス宿泊3・サービスその他9・建設12・製造業お茶4・製造業その他5・その他2）

前年度比較による経営環境の状況について：前年度(令和３年１月～３月)と比較した今年度(令和４年１月～３月)の経営環境等の状況
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今後の経営見込みについて：前年同月比較した際の今後３ケ月(４月～６月)の経営環境等の状況
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売上高、販売数量が約５０％の減少。原材料・商品仕入単価が７６％の事業所で上昇しているが、売上単価とし
ては横ばいが５３％と値上げの見送りがみられる。原材料による商品仕入単価の高騰から６１％の事業所で経常
利益が悪化しており、値上げ交渉や資金繰りの見直しなど継続して経営は逼迫している。
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コロナ禍における施策・支援要望について
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原材料・商品仕入単価は７８％の事業所で継続して増加している。
４月～６月に入って売上高、販売数量の減少幅は減り、回復傾向は見られる。売上単価の増加と回答された事業
所の割合が１月～3月の１２％と比較して１９％に増加しており、値上げに踏み切ったことも売上高、販売数量
の回復へ繋がっていると思われる。その影響もあって経常利益も回復の兆しが見られる。

給付金（15.7％）、補助金（13.7％）が１位、2
位を占めており、長引くコロナウイルスや原材料の
高騰などの影響がうかがえる。次いでインボイス制
度に関する支援要望が11.8％と高い要望となってお
り、価格が高騰する中での税の負担や事務負担の軽
減を考えられる事業所が多いように見られる。また
資金繰り９.8％の関心があり、００（ゼロゼロ）融
資の返済や今後の資金繰りへの不安と関心がうかが
える。
その他販路開拓、税制優遇、事業承継、起業・創業、
労働関係など幅広く支援要望が上がっており、補助
金や給付金と並行して支援する必要のある課題が見
受けられる。

上半期６ケ月の前年対比で７５％以上の事業所で原材料・商品仕入単価が継続して上昇している状況。
１月～３月に落ち込んでいた売上、販売数量だったが、４月～６月は売上単価の見直しなどの企業努力で売
上、販売数量に回復傾向が見られ、資金繰りも横ばい率が増加し、経常利益も回復傾向にある。

この回復傾向を維持、向上していく為にも、今後も続く原材料・商品仕入単価の上昇と新型コロナウイル
スとの共存による経済活動下において、給付金や補助金の支援にとどまらず、支援要望にもありました
様々な事業課題に対してお応えしていきたいと思います。

総評



事務局だより
【佐藤/総括主事・経営支援員】

耳を澄ませばコオロギの羽音が聞こえてくる季節となりました。気温の寒暖差による秋バテにご注意ください。
さて、３年ぶりの開催となりました第１１回フォトコンテストですが、３３名の方から２部門で８６作品の応募をいただきま
した。地域別にみた応募者は村内４８％、村外５２％となり、村内外から南山城村の魅力を発信していただけました。
長引く原油価格と原材料の高騰による影響が続く中で、売上は回復傾向にあるが利益は落ち込んでいる事業者様のお
声を全国的に目にします。相談事、疑問がございましたら小さなことでもお気軽にご相談いただければと思います。

事業報告

南山城村フォトコンテスト
一般部門54点、インスタ部門32点の応募がありました♪

インボイス個別相談会 開催のご報告

第11回南山城村フォトコンテストについて、会員事
業所様においては広報等にご協力をいただき、誠に
ありがとうございました。
応募作品は、９月１５日～９月２９日までの期間
［平日9時～17時まで］やまなみホールホワイエにて展
示いたします。入賞者の発表は１０月初旬に商工会
ホームページにて公表予定。また入賞作品について
は、１０月５日～１０月３１日まで、道の駅にて展
示予定です。（左記掲載作品は応募作品の一部です）

８月２４日(水)インボイス個別相談会を開催いたしました。
「インボイスって何？」「とりあえず何をすればいいの？」と
いう質問から、各業種ならではの相談まで税理士の小松﨑氏に
丁寧に解説していただきました。個別相談ならではの具体的な
相談はとても好評でした。

→次回は9/15(木)です
（予約満了ですが、相談希望があれば商工会までご連絡ください）

【小川/経営支援員】
NEWSの１ページでもご案内している小規模事業者持続化補助金、原油価格・物価高騰等小規模事業緊急支援補助金、ま
た経営支援員(応援隊)が伴走支援で案内する知恵の経営ステップアップ補助金など、さまざまな補助金の募集がありま
す。補助金のタイトルだけではよくわからないこともあると思いますが、そういう時こそ商工会にご相談いただきたい
です。私たちも事業所を巡回し声掛けを心掛けておりますが、設備投資でこんなことをしたいんだけど…など、時期や
内容によってはご期待に沿えないこともありますが、まずは商工会にお声掛けいただければ幸いです。

【植村/記帳指導員】
インボイス制度が令和５年１０月開始と迫ってまいりました。すでに登録は始まっています。しかし税務署の担
当者によると、京都南部の登録者数は全国的にみても低い数値とのことです。会員様におかれましては、
商工会の相談会等を積極的にご利用いただき、お早めのご準備をお願いいたします。

食品衛生部 ATP拭き取り検査 を実施しました
８月２５日(木)相楽食品衛生協会 黒田氏(食品衛生指導員）の
ご指導のもとATP検査を行いました。ATP検査とは、手洗いの後、
特殊な光を当ててどのくらいまだ汚れが残っているのかを確認
し、手洗いの大切さを目で確かめていただくものです。手指の
ほか、包丁、冷蔵庫取っ手、まな板、バットも検査しました。
今回は「山ちゃん」山本義樹さんにご協力をいただきました。
ご協力ありがとうございました。
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9月１日～２日 青年部近畿ブロック大会 兵庫県神戸市

9月6日～7日 女性部近畿ブロック大会 奈良県奈良市

9月15日～29日 フォトコンテスト応募作品展示 やまなみホールホワイエ

9月15日（木）
【13:00～17:00】

インボイス個別相談会 （予約制） 商工会館

9月26日（月） フォトコンテスト審査会 やまなみホールホワイエ

9月28日（水） 女性部 京おもてなし交流ツアー 京丹波町和知

10/6・13・20・27・
11/10 （毎週木曜）

【19:00～21：00】

相楽地域BS 創業塾 （申込制）
木津川市商工会館
またはオンライン

１０月中旬 相楽商工会女性部管外研修 三重県VISON（予定）

10月5日～31日 フォトコンテスト入賞作品展示 道の駅
お茶の京都みなみやましろ村

９月上旬～１０月(予定) 専門家（中小企業診断士）同行巡回 村内事業所

１０月25日～２７日 女性部全国大会 仙台国際センター

9月～10月の主な予定

商工会プレミアム商品券について
商品券はおかげさまで完売しました。使用期限は令和4年12月31日までとなって
おりますので、取扱店舗様またご購入いただいた方につきましてはご注意ください。

商工会プレミアム商品券は商工会にて随時換金しておりますが、事前にご案内してま
すとおり、10万円を超える換金の際は事前にご一報くださいますようご協力よろしく
お願いいたします。≪なお換金の期限は令和5年1月31日(火)までです≫

また取扱店舗様におきましては、換金の際、行政発行の商品券が混入しないようご注
意ください。【商工会プレミアム商品券は一枚500円、一冊22枚綴り11,000円です】
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