
京丹後市商工会だより №125

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 !!

◇第１号議案：平成29年度事業報告並び
　　　　　　　に収支決算承認の件

◇第２号議案：平成30年度会費額並びに
　　　　　　　納入方法について

◇第３号議案：平成30年度事業計画並び
　　　　　　　に収支予算決定の件

◉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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工業（食品製造業）

経営発達支援計画

青年部

　3月18日（日）、10時から旧郷小学校にて青
年部の組織強化運動会を開催しました。
　同じ地域で商売を行い、年が近い者が商工
会青年部という縁で集まり、一緒に切磋琢磨
し、自己啓発や地域振興発展を目指す事を目
標に、みんなで楽しく競技し、交流しました。
　当日は青年部員55名が一堂に集まり、部員
の女性をキャプテンに置き、4チームにわかれ
て勝敗を競いました。
　結果は、畑中裕子氏がキャプテンの赤チー
ムが優勝しました。

▲キャプテン対決障害物競走

▲綱引き

▲商工会女性部誓いの言葉喝和の様子

▲優勝チーム▲全体写真

織物技術指導事業助成金
〈平成30年度助成基準〉

※労働者負担分に1円未満の端数が生じた場合
①賃金から源泉控除する場合は端数が50銭以下を切り捨て、50銭1厘以上を切り上げる。
②現金で支払う場合は端数が50銭未満を切り捨て、50銭以上を切り上げる。
③ただし、慣習的な取扱い等の特約がある場合はこの限りではありません。

※申請書は、商工会各支所に備え付けてあります。

事業主のみなさん！ ◉平成30年度労働保険料（労災保険・
　雇用保険）の申告納付期間は

６月１日㊎～７月10日㊋（土日祝は除く）です。
●平成29年4月から雇用保険料率は変わっていません。
　平成30年4月1日から平成31年3月31日までの保険料率は、以下のとおりです。

●年度更新並びに第１期納付　申 告 期 間：４月20日㊎～５月14日㊊
　　　　　　　　　　　　　　納 付 期 限：６月15日㊎～７月10日㊋
　　　　　　　　　　　　　　口座振替日：７月10日㊋

第２期納付　口座振替日：10月22日㊊
第３期納付　口座振替日： 1月21日㊊

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

技術の向上・経営の安定に向け有効にご活用ください。
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＊織機調整等に要した費用（機料品購入費等は対象外）を助成。
＊支払額の千円未満は切捨てにて助成額を算出します。
＊助成限度額　1時間未満…3,000 円
　　　　　　　2時間未満…4,500 円
＊助成金は指定口座に振り込みますが、京都銀行・京都北都
信用金庫・但馬信用金庫以外の口座に振込みを指定され
た場合、振込手数料 (324 円 ) を差引きします。
＊京丹後市商工会の会員でない方は、一申請ごとに 800 円を
ご負担いただきます。
＊1事業所につき助成金30,000 円以内、H30.4 ～ H31.2ま
で支払い分については必ず平成 31年 3月16日までに申請
してください。
＊平成 31年 3月以降分は次年度支払いとなります。
＊他の助成制度との重複はできません。

支払額 助成額 備　　　考

ご利用ください！
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事業主負担従業員負担雇用保険料率
6/1,0003/1,0009/1,000一般の事業
7/1,0004/1,00011/1,000農林水産・清酒製造の事業
8/1,0004/1,00012/1,000建設の事業

平成３０年５月以降、雇用保険手続の際には、
　　　　必ずマイナンバーの届出をお願いします。

運 動 会

第12回通常総会を開催しました
　4月12日（木）セントラーレ・ホテル
京丹後にて、沖田商工会長・荒田事務
局長にご出席いただき、第12回通常総
会を開催しました。
　総会は森部長の挨拶の後、議長に
峰山支部の大江部員を選出し、下記の
議案審議が行われ、提出された全議案
とも原案とおり承認可決されました。

平成30年 工業統計調査を実施します
◉平成30年工業統計調査は、従業者4人以上の全ての製造事業所を対象に、平成30年
　6月1日時点で実施します。
◉工業統計調査は、我が国における工業の実態を明らかにすることを目的とする政府の
　重要な調査で、統計法に基づく報告義務のある基幹統計調査です。
◉調査の結果は中小企業施策や地域振興など、国及び地域行政施策のための基礎資料
　として利活用されます。
◉調査票に御記入いただいた内容は、統計作成の目的以外（税の
　資料など）に使用することは絶対にありません。
◉調査の趣旨・必要性を御理解いただき、御回答をよろしくお願
　いいたします。

お問い合わせは、京都府政策企画部企画統計課産業統計担当まで（☎075-414-4509）

経済産業省・都道府県・市区町村

★京丹後の果物とシルクパウダーが入ったゼリー《3個入》
 （ぶどう、桃、シルクヨーグルト）☆価格 800円（税込）

◇京丹後市商工会女性部オリジナル商品『きぬの果』

今後の事業予定 平成30年5月16日㊌

日帰り研修（信楽陶芸体験、大津館イングリッシュガーデン他）

※アミティ丹後、久美浜駅、戸田風月堂様（峰山）で
　購入いただけます。

◎部員総数174名中、138名出席（本人出席94名、委任状出席44名）


