京丹後市商工会だより №129

京 丹後市職 業 訓 練 校

着付科

きもの着付教室へのおさそい
ひとりで着物を着たことのない方やタンスに眠っている着物や帯に光を
当ててみようとお考えの方、お友達と一緒に楽しく着付をマスターしませ
んか。お子さまやお孫さまにまで引き継がれる着物文化や日頃のマナーな
ども取り入れています。たくさんのお申込みをお待ちしています。

峰山 《開催日時》9月18日〜12月18日（毎週火曜日）全14回
19時30分〜21時30分
着付科 《開催場所》峰山織物センター（峰山町杉谷）
網野 《開催日時》9月12日〜11月28日（毎週水曜日）全12回
19時30分〜21時30分
着付科 《開催場所》アミティ丹後（網野町網野）
【対 象】次の５項目の内、いずれかに該当する方
①中小企業事業主に雇用されている方
②学卒未就職者等、就職のため認定職業訓練校を受講希望する者（満年齢45歳未満）
※在学中に就職活動をしたが、就職に至らなかった方またはフリーター等おおむね3年
以上継続して正規雇用されたことがない方
③45歳以上の中高年齢者で、再就職準備のため受講を希望される方
④出産・育児を終了した方で、職場復帰準備のため受講を希望される方
⑤定年退職者で、再就職準備のため受講を希望される方
◆過去に受講された方は、再び受講する事はできません。
【定 員】20人（申込み先着順）
【受講料】3,000円（初回時にお支払いください）
※受講料に関して、「京丹後市職業能力向上支援補助金」を申請することはできません。
【申込み】8月31日（金）までに、電話でお申込み下さい。
〔住所・氏名・生年月日・電話番号・勤務先・雇用保険（失業保険）の被保険者
番号11ケタ〕
※備考…①申込み締切後に受講案内を郵送いたします。
②申込みが5名に満たない場合は、講座は開講いたしません。

京丹後市職業訓練校（京丹後市商工会内

☎62-0342）

『働き方』が 変わります!

2019年4月1日から働き方関連法が順次施行

1▶時間外労働の上限規制が導入されます

（2019年4月1日〜※中小企業は2020年4月1日〜）
残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時
的な特別の事情がある場合でも年720時間以内、複数月平均80
時間以内（休日労働含む）、月100時間未満（休日労働含む）を超えることはできません。
2▶年5日間の年次有給休暇の付与が義務づけられます（2019年4月1日〜）
使用者が労働者の希望を踏まえて時季を指定、年5日の付与が義務化されます。

3▶正規労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます

（2020年4月1日〜※中小企業は2021年4月1日〜）
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者（短時間労働者・有期雇用労働
者・派 遣 労 働者）との間で、基 本 給や賞与などの 個々の 待遇ごとに、不合理な待遇 差を
設けることが禁止されます。

※詳しくはこちらをご覧ください
京都労働局ホームページ⇨トップページ 働き方改革 をクリック！
厚生労働省HP http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html
【お問い合わせ先】
○時間外労働の上限規制や年次有給休暇の付与

京都労働局労働基準部監督課（☎075-241-3214）又は労働基準監督署

○正規労働者と非正規労働者の不合理な待遇差の解消

京都労働局雇用環境・均等室（☎075-241-3212）

経営発達支援計画
平成30年度 伴走型小規模事業者支援推進事業

地域経済動向調査『D.I.』報告
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7月21日㊏、弥 栄 納 涼 祭では、青 年部は
ホットドッグ、粗びきウインナー、ビール、
ジュース、光り物などを販売しました。また、
ビンゴでは目玉商品の任天堂Switchが最後
まで残る混戦で、MCを務めていただいた、せんのり
▲出店の様子
きゅうさんの活躍で大盛況でした。
今年は例年に無い暑さで、お昼頃はお客さんもまばらでしたが、夕方になるとお客さん
もたくさん増え、花火が始まる頃には広場を埋め尽くすほどの人で盛り上がっていました。
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◉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。

第10 回 京丹 後商工祭

出店者募集
のお知らせ

開催日／平成30 年10月27日㊏〜28日㊐
（旧：丹後あじわいの郷）
会場／丹後王国『食のみやこ』

自社の PR およびお薦め製品・商品の展示販売の場として活用ください。

〔応募資格〕本商工会会員事業所・関係団体
〔スペース〕原則、テント(3.6m×5.4m)の半張（机・椅子は各2脚が基本設備）
〔募集の数〕飲食関連20店舗、物販･展示30店舗
〔出店料〕 無料
〔申込み先〕申込書の項目をご記入の上、9月14日(金)までに最寄の商工会へお申し込
み下さい。(ファックス可、Fax 62-3553)
〔その他〕①お申し込み多数の場合は、主催者側で調整のうえ選考させて頂きます。
(2日間出店される方を優先します)
②法令等で禁止されている製品の実演販売等は不可とします。
③申込みされた方には「表明・確約に関する同意書」をお渡ししますので、
併せて提出して下さい。
④飲食品を販売・提供される事業者には販売数量・販売責任者名を保健所に
届け出ていただきます。（模擬店開設届・追って指示します。）
⑤販売に際し、自動車を使用される場合は必ず『その他』欄にその旨記載の
事。（芝生広場への自動車の乗り入れは原則できません。にぎわい広場等
の別のテント位置になります。）

女性部Ɠƻƽ
女性部交流「ボウリング大会」

女性部員募集中

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

21名参加

7月14日㊏、プラザアピア峰山にてボウリング大会を開催し
ました。今年は与謝野町商工会の女性部員さんにも参加してい
ただき、相互の部員間で楽しく交流を
深めながら熱投を繰り広げました。
〈成績〉○優 勝…平松廣子さん（久美浜）
○準優勝…中西陽子さん（峰 山）
○第３位…葉賀京子さん（与謝野）

支部事業報告

峰山支部

弥栄納涼祭に出店しました

▲セミナーの様子

前月比 前年同月値

7月

▲7.9 ▲18.8

弥栄支部

研修・広報委員会主催の第１回経営セミナーを、
7月13日㊎に商工会本所にて開催しました。グラス
ハパコンサルティング株式会社代表取締役、中野
雅公氏を講師に招き、各事業所等でのSNS
の基本的な効果やSNSによる集客テクニッ
ク、ネットでの口コミをよぶためのテクニッ
ク等Facebookを中心としたSNS活用術に
ついて分かりやすく講義して頂きました。

6月

算

青年部員募集中 !!

SNS活用セミナーを開催しました

前月比 前年同月値

産業全体

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！

お問い合わせは青年部事務局
TEL.0772-62-0342 まで

7月

夏の恒例イベントに、猛暑のなかバザー出店しました。

7月21日㊏、
「2018TANGOやさか納涼祭」が、
丹後王国「食のみやこ」で開催され、弥栄支部がバ
ザー出店しました。女性部オリジナル商品「きぬの
果」ゼリーをはじめ、お好み焼・フランクフルト・フラ
イドポテト・から揚げ・生ビール等を販売しました。
8月５日㊐、フェスタ「飛天」2018in京丹後
が、京丹後市役所前で開催され、峰山支部が
バザー出店しました。「きぬの果」ゼリーをは
じめ、ねぎ焼き・冷やしきゅうり・お茶等を販
売しました。

今後 の 活動予定
9/29 わが町ウォーク 10/27 京丹後商工祭「夢よさこい」〜だんすダンス dance〜

『きぬの果』◇京丹後市商工会女性部オリジナル商品
★京丹後の果物とシルクパウダーが入ったゼリー

※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。

