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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 !!

◉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30年度 伴走型小規模事業者支援推進事業
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4月

▲11.4

5月

▲9.0

前月比

2.4

前年同月値

▲12.4

4月

▲4.3

5月

9.5

前月比

13.9

前年同月値

▲4.3
▲12.4 ▲10.0 2.4 ▲16.2 ▲4.3 ▲4.8 －0.4 0.0
▲5.7 ▲7.0 －1.3 ▲15.2 8.7 ▲4.8 －13.5 8.7
▲24.8 ▲13.1 11.6 ▲30.5 ▲26.1 ▲23.8 2.3 ▲78.3

11.1 0.0 －11.1 ▲22.2 11.1 ▲66.7 －77.8 0.0
0.0 22.2 22.2 ▲22.2 ▲22.2 ▲55.6 －33.3 ▲11.1
0.0 0.0 0.0 ▲11.1 ▲11.1 ▲22.2 －11.1 ▲11.1
22.2 55.6 33.3 22.2 ▲22.2 ▲44.4 －22.2 ▲33.3

▲25.0 13.3 38.3 ▲6.3 ▲31.6 ▲33.3 －1.8 ▲42.1
▲37.5 ▲20.0 17.5 ▲18.8 ▲15.8 ▲16.7 －0.9 ▲47.4
▲6.3 6.7 12.9 ▲18.8 ▲15.8 ▲16.7 －0.9 ▲47.4
▲6.3 ▲26.7 32.9 ▲31.3 ▲42.1 ▲41.2 0.9 ▲52.6

▲30.0 0.0 30.0 ▲30.0 0.0 ▲5.6 －5.6 10.5
▲20.0 ▲10.0 10.0 ▲10.0 5.3 5.6 0.3 ▲5.3
▲30.0 ▲20.0 10.0 ▲30.0 0.0 0.0 0.0 ▲5.3
▲60.0 ▲20.0 40.0 ▲70.0 ▲26.3 ▲22.2 4.1 ▲21.1

工業（食品製造業）

経営発達支援計画

　青年部は「研修・広報」「まちづくり」「地域貢献」「次世代育成」の4つの委員会で
様々な活動を取り組んでいきます。

　今年度最初の事業は5月19日、20日の二日間、
丹後文化会館で開催されました「坂東玉三郎京
丹後公演」で交通整備等のお手伝いをさせて頂
きました。
　青年部は協力団体としては初めての経験でした
が日本各地から大勢のお客様が来られて、着物や
特産品の展示、販売ブースも賑わっていました。

　5月31日には第2回常任委員会を行いました。各
委員長が今年度の事業計画を発表しました。「研
修・広報委員会」は経営者としての資質向上のた
めの経営セミナーの企画及び広報活動を行いま
す。「まちづくり委員会」はTANGOやさか納涼
祭、フェスタ飛天、商工祭などイベント協力やブー
ス出店を行います。「地域貢献委員会」は婚活イベ
ントの企画、運営を行います。「次世代育成委員
会」は子供向けの体験事業を企画・実施します。

　昨年ホームページのリニューアルが終わり、徐々に部員紹介ページが充実してきまし
た。ここには書ききれない活動内容も随時更新していきますので、ぜひご覧ください。

全国商工会会員福祉共済
ライフスタイルと必要補償額に応じて、加入プランをご検討いただけます！

※「病気」の補償は「けが」の補償に加入されている方のみがお申込みいただけます
※いづれのプランも加入時に、健康状態に関する告知義務があります
＊1.継続加入は満85歳まで　＊2.継続加入は満80歳まで

〈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）

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
　申告納付予定をお知らせします
●第１期納付　口 座 振 替 日：７月10日（火）
　　　　　　　現金納付期限：７月10日（火）

新体制スタートしました

『けが』の補償
満6歳～80歳＊1

けがによる死亡・後遺障害、
入院、手術、通院を補償します
傷害プラン2,000円コース

傷害プラン3,000円コース

傷害プラン4,000円コース

傷害ライトプラン1,000円

シニア傷害プラン2,000円

『病気』の補償
満6歳～74歳＊2

疾病による入院、手術等を
補償します※

医療特約 1,000円

シニア医療特約 1,000円+

+

トータル『がん』補償
満6歳～74歳＊2

がん・けが・疾病による
入院、手術等を補償します

トータル「がん」プラン
3,000円

シニアトータル「がん」プラン
6,000 円

★京丹後の果物とシルクパウダーが入ったゼリー
　（ぶどう、桃、シルクヨーグルト）…《3個入》価格 800円（税込）
　（ぶどう、シルクヨーグルトまたは桃、シルクヨーグルト）
　　　　　  ……………………………《2個入》価格 550円（税込）　

◇京丹後市商工会女性部オリジナル商品

◉お問合せ／京丹後市商工会女性部事務局（☎62-0342）

『きぬの果』

商工会女性部

※アミティ丹後、久美浜駅、てんきてんき丹後、丹後王国、
　戸田風月堂様（峰山）で購入いただけます。

　商工会女性部は、商工会の内部組織として、地域社会を支える経済団体として女
性の特性を生かし、地域活性化に大きく貢献しています。
　地域振興、資質の向上、部員間の交流となる事業を実施しております。
　みなさん女性部に加入して、一緒に楽しく活動しましょう！

◆加入資格…商工会の会員、その配偶者または会員の親族であり会員の営む事業に
　従事する者。

◎ 昨年度実施事業 ◎
よさこい事業、視察研修、ボウリング大会、寄せ植え講習会、帯結び講習
会、3B体操、地域イベント参加、オリジナル商品販売、合併10周年特別
記念講演会 等

部 員 募 集 中 ！部 員 募 集 中 ！

【支部活動報告・活動予定】
◎峰山支部：8/5フェスタ飛天バザー出店
◎大宮支部：6/16市役所花壇の手入れ
◎丹後支部：6/21鳥取方面へ日帰り研修（生野銀山で銀細工体験・砂の美術館）
◎弥栄支部：7/21やさか納涼祭バザー出店
◎久美浜支部：6/22梅干し作り教室、7/1京丹後マルシェ出店、8月末京都方面へ
　日帰り研修（貴船川床他）


