
１００人の仲間ができた！１００人の仲間ができた！

青年部通信青年部通信
お問い合わせは青年部事務局
 TEL.62-0342まで

私達と共に、女性部の活動に
参加しませんか？
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　新年あけましておめでとう御座います。
日頃から青年部活動に対する深いご理解とご支援、ご協力を
賜り厚く御礼申し上げます。皆様におかれましてはご健勝に新
年をお迎えの事と心からお慶び申し上げます。
　青年部活動の昨年を振り返りますと9月には第2回となるカ
ップリング企画『こいっちゃTANGO』をセントラーレ・ホテル京
丹後で開催し、男性２６名女性２６名計５２名もの参加を頂き、
４組のカップリングが成立致しました。少子化、人口減少の著
しい地域に有って甚だ、小さな成果では有りますが地域の活
性化に微力ながら寄与出来たものと思っております。
　また同月に丹後町平にて開催致しました『レレレ大作戦』地
域貢献事業には多くの同市小学生に参加を頂き、海岸清掃と
自分たちで清掃を行った砂浜で地元の皆様にも協力を頂き地
引網漁を体験させて頂く事が出来ました。
　どちらの企画も京丹後市にお住まいの皆様は勿論の事、他
地域の皆様に京丹後市を知るきっかけとして京丹後の魅力を
発見して頂ける事業の企画は有意義であり継続的に取り組ん
でいかねばならない事業ではないかと思っております。
　年末には継続事業であります「サンタの宅配便」では１６２
件の応募を頂き部員総出でサンタクロースに扮して子どもたち
へプレゼントを配達させて頂きました。
学校の統廃合に象徴されます様に京丹後市の児童数が減少
するなかで前年同様多くの申し込みを頂く事ができ、地域の

　新年あけましておめでとうございます。
昨年4月より新役員体制がスタートしました。
　6月の「宇治平等院とあべのハルカス日
帰り視察」を初めとして、多くの行事を無事
終えることができました。これも部員の皆様を
はじめ、新副部長並びに新支部長のお力添
えがあってのことと深く感謝申し上げます。
　京女連総会の主張発表大会では京丹後
を代表して、また大津の近畿大会では京都
府の代表として、和田副部長に発表者として
出場して頂きました。平成25年度の久美浜
でのウオークラリー、平成26年度のクイズラ
リーの話を中心に、京丹後のアピールに大
活躍でした。
　10月の商工祭では「第14回夢よさこい
～だんす ダンス DANCE～」のステージを
運営しました。今回は天候にも恵まれ、京丹
後市内のよさこい踊り以外の踊りのチームに

も多数ご出演頂き、
盛り上げて頂きまし
た。ゲストには大阪
のチーム「よさこい連『わ』」さんをお招きし、
パワフルなステージを展開して頂きました。私
達女性部自身も近年休んでおりました「ちり
めん丹後夢美人」チームを18名で再結成
し、オリジナルのよさこい踊りを披露いたしまし
た。初めてのメンバーも何度も踊っているメ
ンバーも猛練習し、本番では緊張しながらも
楽しみながら踊ることができました。次回も出
演して、見ているだけでも楽しく元気の出るス
テージを目指します。どうぞ皆様の一層のご
協力をお願い致します。
 今年は申年。おさるさんのように、軽い身の
こなしで活動していけたらと思います。
 最後になりましたが、皆様の益々のご健勝と
ご多幸をお祈り申し上げます。

今後の事業予定今後の事業予定

年頭あいさつ年頭あいさつ

京都府最大部員数京都府最大部員数

http://kyotango-implse.jp

皆様のご協力に感謝申し上げますと共に、寒さの中、各自の家
庭を後回しに、京丹後市中を駆けて頂いた部員諸君にも惜しま
ぬ称賛を贈ります。
　他団体の皆様との交流事業や各種イベントへの開催協力
も積極的に行い、『碇高原祭』『TANGOやさか納涼祭』『フェ
スタ飛天』『小西川リバーサイドフェスティバル』『地方創生よし
もと京丹後劇場』等と、青年部として多くの活躍の場を頂き、充
実した1年でありました。
　商工会青年部はそれぞれが商売を営む起業者や事業所
の後継者であり我々がしっかりとした経営ができる事業者とし
て成長することが「まちづくり」に資する事につながります。部員
それぞれが切磋琢磨しながら自己研鑚を重ねていきたいと思
っております。本年におきましても青年部一同、地域振興の先
駆者として志を持って精力的に活動できるよう務めて参ります。
末筆ではありますが、新年にあたり皆様のご多幸を祈念申し上
げ私の年頭のご挨拶とさせて頂きます。

女性部長　
 大 橋 明 子

青年部長　中 野 勝 友

女性部員募集中女性部員募集中

平成28年度役員一同

商工会女性部事務局
 TEL：62-0342 FAX：62-3553

青年部員募集中！
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！

お問合せは　　　　 経営支援課まで〈TEL62－0342〉

商工会では、物産展、商談会等の販路開拓に係る情報提供をしております

小規模企業共済制度の改正について

情報提供ご希望の場合はお申し出ください。随時FAXかメールにてご案内いたします。

平成27年8月28日に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」が公布
されたことに伴い、小規模企業共済法の一部が改正され以下の制度の見直しが行われます。

　施行日や詳細な改正内容は、今後、政令や経済産業省令によって定められます。これらが決まり次第、お知らせしてまいります。
　また、すべての共済契約者を対象に、「制度改正のお知らせ」（圧着はがき）を昨年10月下旬から発送しています。お客様からのご質問へは
コールセンターで対応いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共済相談室（コールセンター）：050－5541－7171

　マイナンバー制度の施行に伴い、平成27年12月14日以降に共済金等の請求を行う際には、マイナンバー確認のため共済金等請求の添付書類
に、「番号確認」及び「身元確認」の書類が封入、封緘された専用封筒が必要となりますので、添付確認の取扱いをお願い申し上げます。

マイナンバー取扱方法について

今後のお知らせについて

共済金関係 手続き関係

７・機構解約の取扱いの緩和

６・掛金納付月数の通算事由を追加

５・掛金月額の減少（減額）の要件廃止

４・申込金の廃止１・共済事由の見直し
（注）改正後に生じた事由から見直しの対象となります。

２・分割共済金の支給回数の増加
（注）改正後に請求される共済金から適用されます。

３・共済金を受給できる遺族の範囲の拡大
（注）改正後に契約者が亡くなった場合から適用されます。

たくさんの市民の皆様にご利用いただき、取扱店舗のご協力のもとプレミアム商品券
事業を無事終了させていただくことができました。心よりお礼申し上げます。

京丹後市商工会プレミアム商品券事業のお礼

企業のみなさまへ
京都府産食材を使った新商品・サービスの開発・
販促活動を活動支援チームがお手伝いします！

具体的な
相談事例

● 京都府産の原料（農林水産物）の入手先を探したい。
● 商品開発や施設整備に活用できる補助事業を知りたい。
● 新商品に関する専門家のアドバイスや支援を受けたい。

活動支援チーム 相談窓口
【連絡先】京都府農林水産部 流通・ブランド戦略課
　　　　　　農業流通・販売戦略担当 活動支援チーム（瀬戸谷・辻・古川）
　　　　　住所　京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府庁２号館４階
　　　　　電話　０７５－４１４－４９６４

京都６次産業プロジェクト戦略事業をご活用いただけます！

水揚げされた京都府産
水産物をその日の内に
京都市内へ

とれたて鮮魚直送便

特産大豆を原料にした
味噌を使った新たな
加工品づくり

味噌焼き鯖寿司

京都６次産業プロジェクト戦略事業　実施事例

京都６次産業プロジェクト戦略事業
事業概要

プロジェクト推進計画に記載された事業の先進性・独創性、事業実施の確
実性、事業の収益性等を総合的に判断の上、補助対象者を決定します。
対象事業の審査・採択は、随時行います。（但し、予算額に達し次第終了します。）

上記の相談窓口にお問い合わせ下さい。申請書やプロジェクト推進計画書
など必要書類をお送り致しますので、ご記入の上提出してください。

補助対象者

補 助 対 象

補助対象経費

補 助 要 件

補 助 率 等

食品製造業、流通業、外食産業等の
事業者と農業生産法人や農林漁業者
等で構成する連携体

事業者と農林漁業者で構成するプロ
ジェクト

商品試作のための原材料費、加工品
開発用機器のリース、分析・検査委
託、商品ＰＲ等に要する経費

京都６次産業プロジェクト推進計画
の策定
　企業と産地が一体となった取組の
　実施
　府内産農林水産物の新たな需要拡
　大の取組　等

１／３
（補助上限額：2,500千円／３年）

補助対象者

補 助 対 象

補助対象経費

補 助 要 件

補 助 率 等

食品製造業、流通業、外食産業等の
事業者

事業者と農林漁業者で構成するプロ
ジェクト

加工製造施設等の整備
　原材料等一次処理施設、食品加工
　機械、品質測定装置等

京都６次産業プロジェクト推進計画
に位置づけられていること
新たに設置する施設等であること

３／１０
（補助上限額：10,000千円）

①プロジェクト活動支援費（ソフト事業） ②条件整備支援事業費（ハード事業）

申請手続

審　査
採　択

平成27年度 京丹後市商工会 新春トップ経済講演会　平成27年度 京丹後市商工会 新春トップ経済講演会　
2016年2016年

日本経済の展望と企業戦略日本経済の展望と企業戦略

京丹後市大宮町口大野228-1
アグリセンター大宮 多目的ホール

午後1時30分～3時（受付／午後12時30分～）
 平成28年 1月14日（木）平成28年 1月月月14日（木）日（木）日（木）

～アベノミクスの行方と地域経済への影響～～アベノミクスの行方と地域経済への影響～

　1971年、神奈川県生まれ。1995年慶應義塾大学経済学部卒業後、浜銀総合研
究所の研究員となる。社団法人日本経済研究センター、東南アジア研究所（シ
ンガポール）への出向を経験し、2002年に第一生命経済研究所に移籍。経済調
査部主任エコノミストとして、アジアやBRICs諸国（ブラジル、ロシア、インド、中
国）についての論文を数多く発表する。2005年に退社し、BRICs経済研究所代
表へ就任。2007年度～同志社大学大学院非常勤講師も務める。現在は、国内、
国外の経済に関する著書や雑誌への執筆や、講演活動を積極的に行っている。
『統計数字を疑う なぜ実感とズレるのか？』（光文社）や、『貧困ビジネス』（幻
冬舎）などの著書でもみられる、斬新な経済への切り口と、かつ、説得力ある論
理は、講演でも顕在。
【資格など】
証券アナリスト検定協会会員、カラーコーディネーター、宅地建物取引主任者、
英検準1級

明石家さんまの
「ホンマでっか！？TV」でおなじみ

エコノミスト／ BRICs経済研究所代表

門倉貴史氏
Takashi  Kadokura（かどくら たかし）

講 師

TEL 0772-62-0342 FAX 0772-62-3553主催 京丹後市商工会

竹

A：大宮庁舎前　B：大宮中学校前　C：大宮社会体育館前

※講演終了時間は予定です。変更になる場合が
　ありますので予めご了承ください。 

12：30
　
受付・入場開始

13：30 　開会挨拶
13：40 　講演開始
15：00 　講演終了

平成28年

1月14日（木）

プログラム

駐車場案内

京丹後市役所
大宮庁舎

川
野

市立大宮
中学校

中学校
グラウンド

大宮
郵便局

大宮社会体育館

AA

BB

CC

↑峰山町方面

312

定員
200名

先着順で事前申し込みが必要です

参加無料

■
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

講演会会場
アグリセンター大宮

※会場駐車場は誘導員の指示に従い、上図の臨時
　駐車場をご利用ください。
※駐車スペースに限りがありますので、できるだけ
　乗り合わせてお越しください。 
 

日本経済の今後について
　私がお話します。

※お申込みは、1月5日（火）の新聞折込のチラシ
　にてFAXでお申込みいただくか、本所・支所窓
　口に備え付けの参加申込書にてお申込みくだ
　さい。

1月18日（月)
ラッピング講習会


