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退職金の準備を
中小機構が
お手伝いします。

経営者ご自身の「現役引退後の生活
資金」のことをお考えですか？

掛金は
全額所得
控除

年金だけでは不十分で、不安がある。
自分で積み増しするには、どんなものがあるのかな…
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★毎月3万円の掛金（年間36万円）で、例えば課税対象所得
400万円の方なら、約11万円の節税になります。
（左図は確定申告書の記載例）

お問合せ：京丹後市商工会 本所・支所

京都府最低賃金（地域別最低賃金）を
平成27年10月7日から18円引き上げて 807円に改正することになりました。
京都府最低賃金

適用対象

時間額

京都府下の事業場で働くすべての
労働者及びその使用者

現

行

平成27年度部会事業計画
●織物技術指導事業助成金
●第65回京丹後ちりめん祭
（アミティ丹後）
●部会事業研修会・交流会
●視察研修事業
●意欲ある部会事業推進助
成金へ拠出

改正金額

807円

789円

京都府内の使用者は、
この金額より低い金額で労働者（パートタイマー・アルバイトを含む）
を使用することはできません。

京都では 働くすべての方へ 確認しましょう！

電気料金値上対策に活用できる京都府事業
区
事

業

名

ウ

ェ

ブ

省エネアドバイザー派遣

マネジメントシステム導入補助

マネジメントシステム導入補助

中小企業省エネ
アドバイザー派遣事業

中小企業者等KES
認証普及促進事業

京都府BEMS導入支援事業

http://www.kyoto-eco.jp/
support/2015/kes/

http://kise.kyoto.jp/subsidy

（一社）
京都産業
エコ・エネルギー推進機構
（電話：075-323-3840）

事業主体
(問合せ先)

（一社）
京都産業
エコ・エネルギー推進機構
（電話：075-323-3840）

事務所、商店、病院、福祉施設
省エネルギーの取組を推進しよ
中小企業者等が事活動に伴う
うとする事業者に、課題の解決方 温室効果ガス排出量削減に向け 等へのビルエネルギーマネジメント
（ＢＥＭＳ）の導入経費の
策などについて助言等を行うアド て、環境保全に関する方針や目標 システム
旨 バイザーを派遣
を設定してＰＤＣＡサイクルで取り 一部を補助
組む
「ＫＥＳ・環境マネジメントシステ
ムタダード
（ステップ２）」の導入経
費の一部を補助

趣

対

工場以外

中小企業者等全般

分

象

者

対象事業

中小企業者

中小企業者、医療法人、社会福祉法人、学校法人等

エネルギー使用量、管理体制等
事業所においてＫＥＳ認証を新
をヒアリングし、
ボイラー・空調設備 たに取得する事業
（審査料、
コンサ
などエネルギー関係設備を実際に ルタント料）
確認して、助言や提案を実施
（1回
2時間程度）

事業所（工場除く）
におけるＢＥ
ＭＳ導入事業

１／３

１／２

−

上限100千円

上限2,500千円
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500千円

1,000千円

20,000千円

受付期間

H27.4.21〜H28.3.4

H27.4.30〜H28.3.11

H27.5.11〜12.28

度

額

青年部員募集中！

京都府最大部員数

青年部通信

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！

１００人の仲間ができた！

お問い合わせは青年部事務局
TEL.62-0342まで

http://kyotango-implse.jp

第２回

・・・・・・ ・・・・・・

事業主の皆さまも、
準備が必要です。

マイナンバーがはじまります

国民一人ひとりが持つマイナンバー（12桁の個人番号）の開始に向けて、従業員などのマイナンバー
管理の準備をお願いします。
◎マイナンバーは、平成27年10月から通知され、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続で必要になります。
※行政の効率化や国民の利便性向上のため、平成29年1月から行政機関などでの情報連携が順次始まる予定です。
※外国籍でも住民票のある方は対象となります。

制度が始まるまでに、準備をお願いします。
マイナンバーに対応した人事・
給与などのシステム開発や改修

マイナンバーを適正に扱うための
従業員研修や社内規程づくり

マイナンバーを含む個人情報の
安全管理措置の検討

特定個人情報※の管理は、ガイドラインを踏まえた対応が必要です。
マイナンバーの取扱いには、個人情報保護法よりも厳格な保護措置を設けています。
※マイナンバーをその内容に含む個人情報のことをいいます。

ガイドラインに関する情報はこちら▶

特定個人情報保護委員会 検索

マイナンバーは、小規模な事業者であっても取り扱う必要があります。
法律で定められた目的以外での利用、他人への提供が禁じられています。

無料派遣

補助率等
限

恋っちゃTANGO

法人には法人番号が通知されます。

平成27年10月から法人※には1法人1つの法人番号
（13桁）
が指定され、登記上の所在地に通知されます。
マイナンバーと異なり、法人番号はどなたでも自由に利用できます。
※法人番号は、
株式会社などの「設立登記法人」のほか、
「国の機関」
「地方公共団体」
「その他の法人や団体」
に指定されます。
（法人の支店・事業所等や個人事業者の方には指定されません。）

【マイナンバー・法人番号の詳細はこちら】
公式サイト

マイナンバー

お問合せ

公式Twitter

検索

コールセンター
（全国共通ナビダイヤル）

マ

イ ナン バー

☎0570-20-0178

平日９時30分〜17時30分（土日祝日・年末年始を除く）

※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、
050-3816-9405におかけください。
※ナビダイヤルは通話料がかかります。
※外国語対応
（英語）
は0570-20-0291へおかけください。
平成27年4月からは、英語、中国語、
韓国語、
スペイン語、
ポルトガル語で対応。

内閣官房社会保障改革
担当室（番号制度）
@mynumber̲pr

マイナンバーツイッター

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

平成２７年度上半期の支部活動を報告します。
各地域のイベントに参加し、イベントを盛り上げました。

９月１２日（土）にセントラーレ・ホテル京

当日は天候にも恵まれ、
また参加者から

丹後で「第２回恋っちゃＴＡＮＧＯ」を開催

も「楽しいゲームだった」
「参加して良かっ

いたしました。

た」との感想を頂き、青年部一同、本当に

「ゲームをしながら楽しく交流しよう」 開催をして良かったと喜んでいます。
「恋人の聖地で幸せの鐘を鳴らそう」と参

「恋っちゃＴＡＮＧＯ」を来年開催すると

加者を募集したところ、
京丹後市内外より

きには、
今年の反省を踏まえてより良い企

男性２６名、女性２６名合計５２名の参加

画で実施したいと思いますので、
たくさん

者がありました。今年は、楽しんで参加し

の方のご参加をお待ちしています。

て頂くことや参加者の大切な一日になる

私たち京丹後市商工会青年部は、
今後

よう運営いたしました。第一印象ゲームや

も地域へ貢献し、地域の皆様と住みよい

相手の本音を探り出すアトラクションゲー

京丹後をつくり上げて行きたいと思いま

ムなどを行い、全員の方が最後まで楽し

すので、
今後ともよろしくお願い致します。
〈まちづくり委員長

検索

女性部員募集中

BBQカップリングパーティー
を開催しました

みながら参加して頂きました。

最後に︑部会内及び京都
府・京丹後市との情報交換
と親睦を深めて頂くために
交流会を開催いたしました︒

京都府最低賃金を
18円引き上げ

▶研修会の様子

京都府最低賃金のお知らせ

▲高橋課長による講話

▲高田センター所長による講話

案内しました︒京都府織
物・機械金属振興センター
所長の高田慶一郎氏より
﹁丹後織物業の振興につい
て﹂販路・人材・設備・原
料の現状と課題についての
事業及び施策等の取組みを
ご講話頂 き ま し た ︒
また︑京丹後市商工観光
部商工振興課長の高橋尚義
氏より﹁新シルク産業創造
事業の概要﹂として︑絹の
ふるさと京丹後創生のため
原料となる養蚕の取組みに
ついてご 講 話 頂 き ま し た ︒

加入し、掛金を毎月
積み立てておけば…

現役引退後の
安心した生活設
計が図れます。

将来、
「廃業」
「役員退任」
等が生じたときに共済金を
受け取れます。
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織物業部会

﹁研修会・交流会﹂

織物業部会では︑組織強
化事業の一環として︑去る
９月４日 金
( ︑)午後５時
分からプラザホテル吉翠苑
におきまして︑﹃部会事業
研修会・交流会﹄を︑織物
業部会の総代及び理事 等
名のご参加を頂き開催いた
しました︒
この事業は︑丹後の織物
振興について京都府及び京
丹後市がどのような取組み
施策を行っているかをお話
頂き︑また︑当部会の平成
年度事業計画についてご

京丹後市商工会だより No.94

谷口

輝〉

事業報告

●大宮支部＝峯空園さくら祭り 4月4日(土)
バザー出店：ばら寿司・さざえ飯の販売
●峰山支部＝あじわいの郷リニューアルオープン 4月19日(日)
バザー出店：焼きそば・ジュースの販売
ちりめん祭
●網野支部＝京丹後ちりめん祭 4月26日(日)
バザー出店：千本つり・和菓子の販売
●丹後支部＝いかり高原まつり 5月24日(日)
バザー出店：さざえ飯の販売
●弥栄支部＝やさか納涼祭 7月18日(土)
バザー出店：お好み焼・フランクフルトの販売
●峰山支部＝フェスタ飛天 8月2日(日)
やさか納涼祭
バザー出店：ねぎ焼き・ジュースの販売

今後の活動予定
●１0月６日（火）〜８日（木）…女性部全国大会in Tokyo（23名が参加）
●１0月２４日（土）…第１４回夢よさこい〜だんす ダンス DANCE〜（京丹後商工祭初日）
●１１月２６日（木）…府下ウオークラリー（けいはんな学研都市にて開催）

