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「持続化給付金」の申請サポートについて
　現在、給付金の申請は、「ご本人による電子申請のみ」となるため、商工会独自でオンラインで
の入力を支援する「持続化給付金」の申請サポートを行っていますが、携帯電話等通信手段のな
い事業者も申請していただけるよう「キャラバン隊」による申請サポート会場も下記により設ける
こととしましたので、お知らせいたします。

なお、メールアドレスをお持ちの方を対象に商工会本所（☎ 62-0342）・網野支所（☎ 72-
1863）・久美浜支所（☎82-0155）でも、申請サポートを行っています。まずは電話でご予約ください。

第14回　通常総代会書面議決の結果について
　令和２年度（第１４回）通常総代会につきましては、新型コロナウイルスの感
染拡大を考慮し、書面による開催の同意を得たうえ、書面議決書にて議決権を
行使していただきました。その結果、令和２年５月２７日付で、提出された全議
案ともに原案どおり承認可決されましたので、下記のとおり報告申し上げます。

◆ 令和２年度　基本方針
　新型コロナウイルスは、世界各地に急速に感染が拡大し世界経済に影響を及ぼ
し続けており、景気の急激な落ち込みを支えるべく各国はこれまでに前例のない
規模の経済対策を相次いで打ち出しています。
　我が国においても、日本経済は戦後最大の危機と位置づけ、大阪や兵庫など７
都府県を対象として史上初めて緊急事態宣言が発令され、その後対象地域を全
都道府県に拡大されました。
　当地域の企業活動にも大きな影響がでており、観光客の激減や飲食業へ深刻
な影響が生じており、機械金属加工業や織物業など様々な業種で売上や受注の急
減など、かつてないほど経営環境は厳しさを増している状況にあります。
　この難局を乗り切るため、密閉、密集、密接の３密を避け、手洗いと換気、外出を
控えるなど、収束に向けた取り組みを具体的に実行していくことが重要です。そし
て、国や関係機関が一体となって感染拡大防止を図るとともに、資金繰り支援をは
じめとした経営環境の整備に万全の対応が強く求められています。
　また、今後感染の拡大が収束に向かう時期には、経済活動の回復に向けた強力
な支援と対策を講じてまいります。
　国の小規模企業振興基本法並びに小規模事業者支援法に基づき平成２８年度
に経済産業大臣に認定された本会の経営発達支援計画は令和元年度で当該認定
期間を終えましたが、今年度からの新たな経営発達支援計画も認定され、行政と
ともに積極的に施策推進してまいります。
　本年は、昭和３５年に「商工会の組織等に関する法律」が施行されて６０周年を
迎えます。法施行６０周年を契機に、地域の小規模事業者の支援と地域経済の振
興に尚一層取り組んでまいります。
　本会では会員のニーズに適応し、各部会の活動をはじめとしてそれぞれの業界
の振興に向けた事業を積極的に取り組んでまいります。
　関係各位のご理解ご協力を切にお願いするところであります。

◆ 重点事項
　⑴ 激変する経営環境に対応した伴走支援の強化
　⑵ 中小・小規模事業者の事業継続支援及び地域経済活性化対策の実行
　⑶ 小規模企業対策事業（国・府・市の施策）の積極的な推進
　⑷ 組織基盤強化対策の積極的な推進
　⑸ 経営発達支援計画に係る地域経済動向調査（12回）及び事業計画策定 （450件）
　⑹ 丹後地域ビジネスサポートセンター事業の推進
　⑺ 各種共済制度増強活動の推進
　⑻ 部会活動の活性化推進
　⑼ 地域活性化のための意見集約と提案活動の強化
　⑽ 事業実施体制の総点検と職員の資質向上

◆ 新役員紹介
　　理　事 ／ 谷口　輝（青年部長）※敬称略

【議　案】
　第１号議案　　定款一部改正の件
　第２号議案　　令和元年度事業報告並びに収支決算承認の件
　第３号議案　　令和２年度事業計画並びに収支予算決定の件
　第４号議案　　令和２年度借入限度額並びに借入先承認の件
　第５号議案　　総代会権限の一部を理事会及び会長委任とする件
　第６号議案　　役員補充選任の件

【結　果】
　第１号議案から第６号議案の全てについて、賛成多数で可決されました。

□  令和元年度 収支決算
　  （平成31年4月1日～令和2年3月31日）

□  令和2年度 収支予算
　  （令和2年4月1日～令和3年3月31日）

（収入の部）　 　　　　　　　　　　　　 単位：円
科　目 金　額

補助金等収入 241,841,177
会費、手数料等収入 50,836,819
繰越収支差額 14,292,295

合　計 306,970,291

（収入の部）　 　　　　　　　　　　　　 単位：円
科　目 金　額

補助金等収入 233,424,110
会費、手数料等収入 68,416,196
受託料収入 130,000
繰越収支差額 12,499,694

合　計 314,470,000

（支出の部）　 　　　　　　　　　　　　 単位：円
科　目 金　額

経営改善普及事業指導職員設置費 134,171,725
経営改善普及事業指導事業費 81,364,014
地域総合振興事業費 51,769,480
管理費 23,920,298
資産取得支出 3,245,080
次期繰越収支差額 12,499,694

合　計 306,970,291

（支出の部）　 　　　　　　　　　　　　 単位：円
科　目 金　額

経営改善普及事業指導職員設置費 136,106,213
経営改善普及事業指導事業費 79,234,483
地域総合振興事業費 51,180,000
受託事業費 130,000
管理費 44,800,155
資産取得支出 2,000,000
予備費 1,019,149
収支差額 0

合　計 314,470,000
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新型コロナウイルス感染症対策への
ご協力をお願いします。

知事からのメッセージ

　新型コロナウイルス感染症は、府民の皆様の命や健康、そして生活そ
のものに大きな影響を及ぼしています。
　医療従事者の皆様は、新型コロナウイルスとの闘いの最前線で、日夜
活動いただいております。子どもたちは、普段通りの学校生活を送るこ
とができず、不安を抱えながらの暮らしを余儀なくされています。
　このような中、京都府では、医療・療養の現場で働く方々や、新型コロ
ナウイルス感染症の影響を受けている子どもたちとその家庭などを支
援するために、「新型コロナウイルス感染症対策応援寄附金」の募集を
始めました。
　いただいた寄附金は、新たに創設します「京都府新型コロナウイルス
感染症対策応援基金」に積み立て、新型コロナウイルス感染症対策に
有効に活用させていただきます。
　皆様からの温かいご支援を心からお願い申し上げます。

京都府知事　西脇　隆俊

企業の皆様へ

【寄附金の募集に関するホームページはこちら】
http://www.pref.kyoto.jp/somucho/news/coronakifukin.html

会 場 アミティ丹後（網野町網野 367）　２Ｆ　多目的ホール

開 催 日 付 7/13 ㈪～ 7/20 ㈪

開 催 時 間 9：00 ～ 17：00（最終受付 16：00）
※最終日のみ 15：00（最終受付 14：00）まで

受 付 方 法 電話予約（完全予約制）

予 約 先 7/10 ㈮ 16：00 まで　京丹後市商工会　   ☎ 0772-62-0342
7/13 ～ 7/20　　　　  キャラバン隊直通　 ☎ 080-4466-9675

申 請 者
メールアドレス 【不要】 携帯電話・ＰＣ等は不要です。

補助員が電子申請の入力サポートを行います

そ の 他 申請に必要な事項や書類等が分からない場合は、
予約電話を頂く際にその旨を必ずお知らせください。

来 場 時 の
ご 注 意

・マスク着用のうえ、ご来場ください。
・原則として申請者お一人様でご来場ください。
・ボールペン等の筆記用具をお持ちください。
・会場での手続きには、１時間程度を要します。


