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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 !!

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

……………………………

　10月28日㊏に第9回京丹後商工祭が盛大に
開催されました。
　青年部は子供向けのゲーム、ジャンボサイコロと
千本つりを行いました。あいにくの天気でしたがたく
さんの子供達に来ていただいて盛り上がりました。

　29日㊐は台風接近のため、残念ながら中
止となりました。商工祭2日目は青年部運営
のステージが中心であり、非常に残念な結果
となりましたが、来年はさらに盛り上げるべ
く青年部一同頑張ります。

第9回

第19回 商工会女性部全国大会  in 清流の国ぎふ
　10月19日㊍「～ありがとう輝く笑顔でおもてなし清流の国ぎふ！その出会いが未来へ
～」をスローガンに、全国大会が岐阜県で開催され、当部会から19名が参加し全国の女
性部員との交流を深めました。

　11月5日㊐おおみや生き活きフェスタ2017が京丹後市大宮庁舎前で開催され、大宮
支部がばら寿司、キャベツ焼き、きぬの果を販売。多くの人で賑わい大盛況でした。

第16回 夢よさこい
　10月28日㊏丹後王国「食のみやこ」で小雨の降る
中、商工祭ステージイベントを運営しました。大宮中学
校ブラスバンド部の演奏に始まり、京丹後市内から12
チームが出演し、よさこい踊りやダンスを披露していた
だきました。ゲストチームとして、地元から「丹後小町
踊り子隊」、大阪から「よさこい連わ」、福知山から「福

知山よさこい絆」をお招きし、ステージをさらに盛り上げていただきました。女性部出店
ブースでは、さざえ飯、焼きそば、きぬの果を販売し大盛況でした。

京丹後市商工会女性部合併10周年特別記念事業
　11月5日㊐プラザホテル吉翠苑において、特別記念事業「きもので落
語」を開催しました。第1部の講演・落語は、福知山市在住の桂三扇氏よ
り、女将の心得・女性パワー・着物についてなど大変楽しい落語とお話し
をいただき、大変盛り上がりました。第2部の交流会では、マリンバの谷
口理恵さん、お琴の小田根治子さんによる素晴らしい演奏を聴きながら親睦を深めました。

商談会の様子①②　生産現場見学の様子③④　体験の様子⑤⑥

　10月16日㊊～17日㊋の2日間にわたり、国内外からメディア・バイヤー14社（うち海外から4社）を招
請し、「京丹後市の食材発信アピール商談会～京丹後美食観光発信ファムツアー～」を実施しました。
　本事業は、京丹後の海、山、里の豊かな自然や地域の伝統、技術、こだわりなどを持つ人の手によって
育まれた「旬の食材」やそれを用いた加工品等を、アピールと繋がりの場を設けることで認知度を高める
ことを目的として実施したものです。
　初日は、プラザホテル吉翠苑にて、市内の食材生産事業者等14社が参加して展示ブースを構え、メディ
ア・バイヤー等と商談会を実施。その内6社から、生産時における“こだわり”や“自慢”をアピールするプレ
ゼンテーションを行いました。2日目は、2コースに分かれ、実際に生産現場を視察して回り、参加事業者
等は作り手の“思い”や“技術”を積極的にアピールしました。
　参加メディアからは、「本当に素晴らしい『食材』がたくさんあることがわかった」「良い食材があること
は知っていたが、作り手の思いを聞き、実際に肌で感じることで、もっと良さが伝わった」など称賛される
意見が多数あり、今後多くの方々に対して、様々な媒体等で京丹後市内の食材が掲載される予定です。ま
た、バイヤーからは、早速、旅行企画プランの提供も受け商談成約となった参加事業者も見られました。

　創業予定者や事業承継予定者などを対象に、経
営・販路開拓・財務・人材育成など、基本的な経営
知識から一歩踏み込んだ創業に必要な知識の習
得を目的として7回構成で開催しました。実際に相
談を受けた創業事例をもとに、机上だけの知識で
はなく、より身近なケースとして学ぶことができま
した。「経営を学びたい！」と集まった受講生のモ
チベーションは高く、20名に修了証の授与を行い
ました。今回学んだ知識とノウハウを忘れることな
く、成功への第一歩を踏み出し、夢が叶う日がくる
ことを楽しみにしています。当会では創業に係る計
画書の作成支援、資金調達支援などを受け付けて
います。お近くの本支所へご相談ください。

●財務省近畿財務局は、京都府北部
地域の地方創生・地域経済の活性化
のため、国の地域産業支援施策を広く
お知らせする事業者向けセミナーを開
催します。

○主催者挨拶（14:00～）
○近畿経済産業局による施策説明（14:10～）
○京都労働局による施策の説明（15:15～）

中小企業経営者のための
地域産業支援施策活用セミナー

京丹後の食材発信アピール商談会

日時：平成29年12月19日㈫
場所：アグリセンター大宮

京丹後市、京丹後市商工会、峰山納税協会
近畿財務局舞鶴出張所、近畿経済産業局
京都労働局

共催
お申込み方法等詳しくは、
京丹後市商工会ホームページまたは、
経営支援課（☎62-0342）まで

京丹後商工祭京丹後商工祭

大宮支部 活動報告大宮支部 活動報告

国内外メディア・バイヤーが市内生産現場を視察

参加費無料！

創業塾 2017
開催しました開催しました
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お出かけは、気軽に、楽しく！
会員ズームイン !!

　今回は、平成28年5月に弥栄町和田野において新規開業した
「介護タクシー風和里」を紹介します。経営者の上杉恵子さんは、障がいのある方や高齢者
を支援する仕事を10年あまり経験され、様々な方と接してこられました。空調温度管理が
整った屋内での生活が長くなると季節の変化に気づかない方も多いため、お買物、お散歩、

友達とのおしゃべりなど、お出かけすることで四季を感
じ、日々の生活をさらに楽しんでいただこうと思い、ご夫
婦で介護タクシー事業の創業を決意されました。
　特徴は、通常のタクシー業務に加えて「介助支援」が利
用できること。高齢者など一人で外出するのが不安な方
や、障がいのある方が利用対象となります。自宅から病院
への通院の場合、要望があればベッドからタクシーまでの
介助や、診療科の先生の前まで付き添えることが一般のタ
クシーと大きく違います。運行中はデコボコした道を避
け、安心安全なルートを選択することで利用者が不安にな
らないように注意をはらうことや、それぞれ介助箇所や介
護度が違うため、利用者のペースに合わせて行動すること
を特に意識されています。
　施設からの一時帰宅のお手伝いや、思い出の場所へのお

出かけに利用してもらい、いつも離れて暮らしている家族との大切な時間を過ごしてもらう
ことができた時が、この仕事をしていて良かったな…と
感じる瞬間。将来的には「美容院や飲食店などとコラボ
した行程サービスを計画中で、一人でも多くの方のお出
かけや記念日、地域の行事や冠婚葬祭への出席など、あ
きらめていた外出意欲の力になりたい」と強く語ってい
ただきました。

介護タクシー風和里（道路旅客運送業）
京丹後市弥栄町和田野373　TEL.0772-66-3096

ホームページはこちらから→

ふ　　わ　　り

ふ  わ  り

◉京丹後市内事業所（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。

地域経済動向調査『D.I.』報告
平成29年度 伴走型小規模事業者支援推進事業
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9月

▲4.8

10月

▲10.5

前月比

▲5.7

前年同月比

15.2

9月

17.4

10月

8.7

前月比

▲8.7

前年同月比

56.5
▲14.3 ▲13.3 1.0 10.5 0.0 0.0 0.0 21.7
0.0 ▲9.5 ▲9.5 10.5 4.3 ▲4.3 ▲8.7 17.4

▲22.9 ▲17.1 5.7 37.2 ▲39.1 ▲26.1 13.0 30.4

0.0 44.4 44.4 55.5 ▲22.2 ▲22.2 0.0 ▲11.1
▲22.2 11.1 33.3 0.0 ▲33.3 ▲44.4 ▲11.1 0.0
0.0 22.2 22.2 22.2 ▲11.1 ▲11.1 0.0 33.3
33.3 33.3 0.0 44.4 ▲33.3 ▲44.4 ▲11.1 11.2

31.3 18.8 ▲12.5 31.3 ▲31.6 ▲47.4 ▲15.8 0.0
6.3 12.5 6.3 25.0 ▲15.8 ▲21.1 ▲5.3 21.0
18.8 ▲6.3 ▲25.0 12.6 0.0 ▲10.5 ▲10.5 10.6
18.8 31.3 12.5 62.6 ▲57.9 ▲63.2 ▲5.3 15.7

▲70.0 ▲80.0 ▲10.0 ▲80.0 5.3 ▲5.3 ▲10.5 10.5
▲80.0 ▲70.0 10.0 ▲50.0 0.0 ▲10.5 ▲10.5 15.8
▲40.0 ▲70.0 ▲30.0 ▲70.0 5.3 0.0 ▲5.3 26.3
▲50.0 ▲20.0 30.0 40.0 ▲10.5 ▲10.5 0.0 52.7

工業（食品製造業）

経営発達支援計画


