
京丹後市商工会だより №128

本イベントに係るお問合せは、京丹後市商工会振興課（☎62-0342）まで

▲優秀賞を獲得された 畑中裕子氏（右側） ▲発表者の応援に集結した30名を越える応援団

私達と共に、女性部の活動に
参加しませんか？
商工会女性部事務局

TEL：62-0342 FAX：62-3553

女性部員募集中
女性部

お問い合わせは青年部事務局
TEL.0772-62-0342 まで

青年部には様々な業種の若手経営者・
後継者が在籍しています。
ネットワークを築き事業発展に

つなげよう！

青年部員募集中 !!

開催予告！

◉市内事業所（約100社程度）を、ヒアリングした景気動向結果を指標化し、「D.I」値としています。

※1 契約者側の負傷分は共済金額の定義払い、相手側の負傷分は共済金額を支払限度額として経済的負担を補償します。
※2 補償可能な運転者の範囲は、ご契約者が個人、個人事務所、法人毎に変わります。詳細はパンフレットにてご確認ください。

地域経済動向調査『D.I.』報告
平成30年度 伴走型小規模事業者支援推進事業
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▲9.0
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－1.9
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4.8

5月

9.5
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9.1
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－0.4
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▲10.0 ▲7.9 2.1 ▲8.6 ▲4.8 4.5 9.3 0.0
▲7.0 ▲9.9 －2.9 ▲15.2 ▲4.8 ▲4.5 0.2 ▲4.3
▲13.1 ▲15.8 －2.7 ▲25.7 ▲23.8 ▲9.1 14.7 ▲13.0

0.0 22.2 22.2 33.3 ▲66.7 ▲44.4 22.2 ▲11.1
22.2 11.1 －11.1 ▲22.2 ▲55.6 ▲22.2 33.3 ▲22.2
0.0 0.0 0.0 ▲11.1 ▲22.2 ▲33.3 －11.1 ▲11.1
55.6 0.0 －55.6 11.1 ▲44.4 ▲44.4 0.0 ▲11.1

13.3 ▲20.0 －33.3 18.8 ▲33.3 ▲50.0 －16.7 ▲21.1
▲20.0 ▲13.3 6.7 0.0 ▲16.7 ▲33.3 －16.7 ▲31.6
6.7 ▲6.7 －13.3 ▲12.5 ▲16.7 ▲27.8 －11.1 ▲31.6
26.7 13.3 －13.3 ▲37.5 ▲41.2 ▲44.4 －3.3 ▲63.2

0.0 10.0 10.0 ▲20.0 ▲5.6 0.0 5.6 10.5
▲10.0 10.0 20.0 ▲40.0 5.6 ▲5.6 －11.1 5.3
▲20.0 0.0 20.0 ▲40.0 0.0 0.0 0.0 ▲5.3
▲20.0 ▲20.0 0.0 ▲40.0 ▲22.2 ▲11.1 11.1 ▲10.5

工業（食品製造業）

経営発達支援計画

◉8/13（月）までは通常業務　　　　 
◉8/14（火）・8/15（水）は、本所のみ業務（各支所は休業とさていただ
　きます。御用の際は本所事務所（☎62-0342）までお申し付けください）
◉8/16（木）より通常業務　

★京丹後の果物とシルクパウダーが入ったゼリー
◇京丹後市商工会女性部オリジナル商品『きぬの果』

※アミティ丹後、久美浜駅、てんきてんき丹後、丹後王国、
　戸田風月堂様（峰山）で購入いただけます。

■共済掛金

■補償内容 ※1事故の総合計300万円が限度になります。

※詳しくは、商工会までお尋ねください。

▲京丹後マルシェの様子

～青年部主張発表大会北部ブロック予選会～
畑中裕子氏が優秀賞獲得!

　青年部主張発表大会北部ブロック予選会が6月26日与謝野町の野田川わーくぱるに
て開催され、京丹後市商工会青年部を代表して、中道佑樹氏、行待達朗氏、畑中裕子
氏の3名が、与謝野町商工会青年部代表1名・伊根町商工会青年部代表1名と、京都大
会行きの切符を懸けて壇上に向かいました。
　慣れない舞台での緊張やプレッシャーを感じながら、青年部事業に携わって得た経
験や、それによって自身の事業に生かせた経験を各々の視点で発表しました。発表者
を応援しようと青年部員が集結し30名を越える応援団となりました。
　見事優秀賞を獲得した畑中裕子氏は8月7日メルパルク京都で開催される京都大会に
出場されます。

　いつも本会の事業運営にご理解とご協力を賜り、誠に有難うございます。
さて、本年のお盆期間の業務につきましては、次のとおりとさせていただき
ますので、ご理解を賜りますようご案内方々お願い申し上げます。

自動車事故費用共済
のごあんない

★自動車事故のお守りに

この共済の特徴

万が一の自動車事故で…

運転者の年齢等に
関わらず、一律の掛金

相手方のけがや
死亡にも対応！

共済金は全額
ご契約者にお支払い！

◎共済金はこんな用途にお使いください
　相手方の死亡時…香典・供花料・葬儀費用・休業による補償等
　相手方の入通院時…お見舞いの菓子果物代・生花代・交通費等

40・41・480・8
4・8
1・8
1・8

50・51・580
3・5・7
ナンバー車　種

①自家用乗用自動車
②自家用軽乗用自動車
③自家用普通貨物自動車（2t超）
④自家用普通貨物自動車（2t以下）
⑤自家用小型貨物自動車
⑥自家用軽貨物自動車

共済掛金（年額）
9,000円
4,500円
16,500円
13,500円
9,000円
4,500円

12～300万円

300万円

契約者側の場合
負傷者が主契約

　　　死亡共済金
事故の日から180日以内に
死亡されたとき（1事故につき）

後遺傷害共済金
（障害級別による）

入通院共済金
365日または300万円が限度

（一人あたり）入院日額4,500円
（一人あたり）通院日額2,250円
1日につき合計18,000円が限度

3日以上の入通院で3万円
左記の日額を限度として、合計
300万円までの実費を支給

相手側の場合
一時金として 30万円
その他実費を一時金と合計で
300万円まで支給

等級に応じて
12～300万円
　　　 までの実費を支給

1. 刑事上の責任
　 刑事裁判による刑罰

2. 行政上の責任
　 公安委員会による
　 免許の停止等

自賠責保険・任意保険

自動車事故費用共済

3. 民事上の責任
　 損害に対する賠償

あなたと同乗者の
身体や車両の損害

4. 道義上の責任
　 香典・供花料・
　 お見舞い等

あなたの喪失利益や
諸費用

加害者
の4つの
責任

ココを補償
します！

加害者になった場合の責任は4つ！

京丹後マルシェ
　7/1（日）久美浜浜公園で開催さ

れた京丹後マルシェに出店しました。猛暑のなか、さ
ざえめし、野菜、きぬの果を販売しました。

梅干し作り教室久美浜支部
　6/22（金）梅の本場和歌山から講師をお招きして、減塩の紫蘇を使わない梅干しの
作り方を実習しました。久美浜支部の部員6名以外に
網野支部の部員やおかみさんの会の有志の参加もあ
り、楽しく交流しながら実習することができました。

▲銀細工体験の様子

※よさこい練習が始まっています。みなさんふるってご参加ください。
　　　　　　　　　　　　　　（毎月第１・第３金曜日：大宮織物ホール）

日帰り研修丹後支部
　6/21（木）鳥取方面（生野銀山、砂の美術館）へ14名
の参加により視察研修を実施しました。当日は天候に
も恵まれ交流しながらとても楽しい研修となりました。

支部事業報告

お盆期間中の業務について

◉日　程／9月20日 ㈭、27日 ㈭、10月4日 ㈭、11日 ㈭
　　　　　全日程…19:30～21:30
◉会　場／京丹後市商工会 2階 講習会等研修室
◉内　容／①ＨＰ作成(ペライチ)　 ②SNS(インスタグラム、LINE@)
　　　　　③写真撮影・動画活用　④情報セキュリティ対策
　　　　　※なお、内容について変更する場合もあります。
◉講　師／中野 雅公 氏（グラスハパコンサルティング株式会社）

結果にコミット！成果に繋げるIT活用講習会結果にコミット！成果に繋げるIT活用講習会

お問合せは、京丹後市商工会経営支援課まで（☎0772-62-0342）

自社の PRおよびおすすめ商品・製品の展示や販売の場として活用ください。
〔募集内容〕飲食ブース20店舗　物販・展示ブース30店舗程度
〔応募資格〕原則として本商工会会員事業所・関係団体の方
〔応募方法〕所定の申込書（商工会にあります）に所要事項を記入の上、期間内に
　　　　　　お申し込みください。
〔募集期間〕8月1日～9月14日 午後5時まで
〔提出先〕　京丹後市商工会本所・支所（FAX 可：62-3553）

第10回 京丹後商工祭
開催日／平成30年10月27日㊏～28日㊐
開催場所／丹後王国｢食のみやこ｣

出店者募集
のご案内

京丹後市商工会 会員のみなさまへ


