平成25年度

6月1日（土）〜7月10日（水）（土日祝は除く）です

平成25年4月1日から平成26年3月31日までの雇用保険料率は、平成24年度と
変わらず次の通りです。
負担者

（失業等給付の
保険料率のみ）

②
事業主負担

失業等給付の
保険料率

雇用保険二事業の
保険料率

①＋②
雇用保険料率

一般の事業

5/1000

8.5/1000

5/1000

3.5/1000

13.5/1000

農林水産
清酒製造の事業

6/1000

9.5/1000

6/1000

3.5/1000

15.5/1000

建設の事業

6/1000

10.5/1000

6/1000

4.5/1000

16.5/1000

当商工会の労働保険事務組合へ事務委託されている事業主さまへ

労働保険事務組合の申告納付予定
●年度更新並びに第1期納付

口座振替日：１０月２１日
（月）

●第３期納付

口座振替日： １ 月２０日
（月）

既に郵送しております年度更新資料をご確認の上、速やかにお手続き下さい。
お問合せ：京丹後市商工会 労働保険事務組合 担当まで（℡.62-0342）

−

新技術提供システム（NETIS）とは

日本政策金融公庫による

定期金融相談日の設置について

日本政策金融公庫職員による定期金融相談会を毎週水曜日、
京丹後市商工会本所にて実施しています。

毎週水曜日

相談日

相談頂ける内容

民間事業者などが開発した新技術や新工法を公共工事に活用する為のシステム。国土交
通省の運営で、登録には各種審査がある。登録されれば公共工事の発注者や施行業者に
情報が提供され、
営業面等でメリットがある。3月末現在の登録件数は全国で約4千件。

−

技術名称 グラウト押上注入工法

●第２期納付

登録番号 ＫＫ １２００６９ Ａ

申 告 期 間：４月１５日
（月）
〜５月１３日
（月）
納 付 期 間：６月１７日
（月）
〜７月１０日
（水）
口座振替日：７月１０日
（水）

幅に向上させた︒本体は耐久性
に優れているほか︑基本システ
ムを応用することで大量打設の
現場にも対応する︒
昨年︑市内の機械金属加工業
でつくる丹後試作隊とともに試
作に取組み︑特許を出願し︑今
年の三月には国土交通省の﹁新
技術提供システム︵ＮＥＴＩ
Ｓ︶
﹂に登録が認められた︒
当商工会ではこういった一連
の流れや事業展開における方向
性を伴走支援し︑適切な時期に
適度の専門家派遣も行った︒今
後も京都府の助成制度等を活用
しながら全国展開を図る︒
真鍋社長は﹁安全で労力もか
からない装置︒市内だけでなく
全国の工事現場へ広めたい︒
﹂と
話している︒︵同社お問合せ先
︶
TEL0772-82-8060

事業の
種類

①
労働者負担

〜自社開発の装置普及へ〜〝市内初！ＮＥＴＩＳ ネ(ティス 登)録〟

労働保険料（労災保険・雇用保険）の申告納付期間は

京丹後から全国へ！

事業主のみなさん！

低コストコンクリート補修技術で地域を豊かに
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㈲真鍋組︵久美浜町河梨︑真
鍋茂男社長︶が開発した﹁高機
動汎用充填材料注入装置 ガリ
ャーエース﹂がコンクリート構
造物の補修︑耐震化工事の現場
で活躍が期待されている︒
数年前から︑市内建設業者ら
で流動性を高めたモルタルを補
修個所に注入する工法の実用化
を探ってきた︒今回︑開発した
のはその工法で使用する装置で
す︒
同装置は表面を加圧ピストン
で密閉することで材料への余分
な空気混入を防止︑動力源は小
型コンプレッサーを使用する︒
︵電源の確保が難しい場合は自
転車用空気入れを動力源として
使用可能︶注入材料は粒径 ５㎜
程度の骨材を含むものまで対応
し︑小規模補修の作業効率を大

京丹後市商工会だより No.65

悪徳業者にご注意ください！

普通貸付の申込み相談

申し込みについて
毎週金曜日までに商工会へ電話にて申込み。翌週の水曜日に相談対応させて頂

最近、
管内で「電気保守商会」と名乗る一見保安協会様と見分けがつかない業者が配電盤の点検と清掃という
名目で商店やスーパー、
コンビニエンスストアーなどを訪問し「いつもの電気配電盤の点検」と従業員に対し細かく
小さな字で書かれた金額の入った契約書にサインさせ、
約１時間程度の作業終了後に高額な金額を提示し要求さ
れ、
責任者が来て詐欺だと気付いても「サインがある」
「金額も書いてある」と作業分の金額（約１０万円）を要求し払うまで帰ら
ないといった悪徳業者による被害が報告されています。こういった悪徳商法は他にも多数ありますので、
どんな些細なことであっ
ても安易に契約することなく、
不安や不審に思われることがあった場合、
あるいは周囲の方からの問い合わせや相談等があった
場合などは事前に当商工会などにご相談ください。

きます。なお、受付状況により、希望される相談日に添えない場合がございます。ま

女性部員募集中

た、連絡なしでの相談はお受けできませんので、予めご了承ください。

私達と共に、
女性部の
活動に参加しませんか？

京都府最大部員数

青年部通信
１００人の仲間ができた！
http://kyotango-implse.jp

回
第３

青年部員募集中！

第7回

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！

４月８日（月）セントラーレホテル京丹後（大宮町）にて第７回通常総会を開
催しました。藤井部長の挨拶の後、議長に野木由子さん（大宮支部）を選出
し議案審議が行われました。
提出された全議案とも原案どおり承認可決されました。

お問い合わせは青年部事務局
TEL.62-0342まで

ええとこだで♪

丹後発見! スナップラリー

開催

第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案

はやろう！」と言う意見が多数を占め、実
行を皆で決意し、地域の多くの皆様のご
協力のもと、実施させていただくことが
できました。
参加者の方からは、
「丹後の海がこん
なに綺麗だとは知らなかった」「夏に家
族で海水浴にきます」「道を聞く人みん
ないい人だった」「料理がおいしかった」、
「体験系のミッションがあったのが良か
った」等、すべてが丹後に好感を持ち、関
心を持って貰えたと実感できるものとな
り、事業目的も達成できたのではないか
と感じております。
最後になりましたが、その他多くの会
員の方々、地域住民の皆様方、多大なる
ご協力とご支援を賜り、厚く御礼申し上
げます。
（まちづくり委員長

小幡 慶輔）

今年度の事業計画

「丹後って面白い」ということを、丹後
の「景色」・「人」・「体験」・「食」を対
象としたミッション達成を通して感じて
もらいたい。京丹後市の観光資源を活用
し、自分たちと同じ世代の若者に京丹後
市の魅力をPRし、その良さを知って頂き
たい。
これが、４月２０日（ 土 ）、４月２１日
（日）に開催した当部事業「ええとこだ
で♪丹後発見!スナップラリー」です。平
成２４年度のまちづくり委員会で、
「今年

通常総会を開催しました

平成24年度事業報告並びに収支決
算承認の件
平成25年度事業計画並びに収支予
算案決定の件
平成25年度会費額及び納入方法に
ついて
任期満了に伴う役員改選の件

●本部事業
1. 地域振興事業
・夢よさこい、市場復活祭ほか
2. 研修講習事業
・視察研修、全国大会、講演会、講習
会の実施
3. 健康増進事業
・ボーリング大会、ウォークラリー、
健康体操
●支部事業
・各地域イベン
トへの参加
・懇談会、研修
会の実施
▲藤井部長に中小企業庁

新部長あいさつ
４年間、役員の１
人として活 動 さ せ
て頂き、それまで女性部活動を全く理
解していなかった私ですが、内容の大
きさと素晴らしさを実感できるまでに
至りました。
この度大役を仰せ付かりましたが、
私自身まだまだ未熟ものですので、部
員の皆様のご協力を頂きながら、皆様
の御意見をより反映できるような体制
で臨んでいきたいと考えております。
「地域の方に喜んで頂きながら私達
も楽しめる」それをモットーに、これ
まで京丹後市商工会合併からの６年
間の軌跡を振りかえり、内容を温めな
がら、私なりのエッセンスが加えられ
たら幸いです。一緒に活動して頂ける
私より若い世代の方の入部も募ります。
皆様のお申込みお待ちしております。
どうぞ２年間よろしくお願い申し上
げます。
部長 大橋明子

長官よりの表彰伝達式

職
員
紹
介

経営振興課
経営支援員

浪 江 光 宏

平成２５年度定期人事異
動により、４月１日から京丹
後市商工会網野支所にお世
話になります浪 江と申しま
す。
今は、右も左もわからな
い 状 況ですが、一日も 早く
会員の皆様にお役に立てま
すよう努力してまいりますの
でよろしくお 願いいたしま
す。

京都府商工会職員の一元
化に伴う人事 異 動 により、
与謝野町商工会から京丹後
市商工会に異動してまいり
ました。
地域が変わり分からない
ことが多数ありますが、一日
でも早く、会員の皆 様のお
振興課（青年部担当） 役に立てるように努力して
経営支援員
参ります。どうかよろしくお
長 島 正 紀 願いいたします。

