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主 催/京都BCP推進会議（京都府、京都府商工会議所連合会、京都府商工会連合会、
　　  一般社団法人京都経済同友会、公益社団法人京都工業会、京都府中小企業団体中央会 等）
講 師/東京海上日動火災保険株式会社

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 !!

　東京海上日動火災保険株式会社を講師として、BCP策定を検討している企業を対象に「BCP
策定支援ワークショップ」を開催します。
　ワークショップでは、模擬的に災害対応を行うシミュレーションによりBCP策定の必要性につい
て体験するとともに、策定シートを基に演習を行うことによりBCP策定のノウハウが得られます。
　ワークショップ受講後、参加企業でご希望があれば、個別フォローを実施しますので、BCP策定
に大きな経営資源投入が難しい小規模事業者の皆様でも十分にBCP策定が可能となります。

　当初は9月4、5日で予定されておりました
が、台風の為順延となり10月2日（火）にダ
イワロイネットホテル和歌山にて開催されま
した。近畿ブロックの各府県から250人を超
える青年部員が代表者の応援に集まりまし
た。近畿各代表7人の発表者は日頃の青年部
活動を通じて得た自らの経験や成果、地域
振興や自社経営等の活動事例を10分間で発
表しました。京都からは南丹市商工会青年

部の後藤義継氏が代表として登壇し、京都大会より更に磨きのかかった発表で見事に優
秀賞を獲得されました。最優秀賞は奈良県田原本町商工会の名越豊氏が獲得され、11月
21、22日の主張発表全国大会（広島大会）で、近畿ブロック代表として発表されます。ま
た、主張発表後は全国商工会青年部連合会の事業についての研修会が行われました。

　青年部の継続事業で毎年大好評のサンタの宅配事業を、今年も12
月24日（月・祝）（予定）に行います！チラシに関しては、11月中旬頃
に各保育所・幼稚園にお届けします。また、青年部公式FB・HPでもサ
ンタの宅配告知・受付ページを作成しますので、そちらからのお申込
みも可能です。募集開始までもうしばらくお待ちください。

◉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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工業（食品製造業）

経営発達支援計画

～青年部イベント～

緊急事態に対応するためにはBCPが必要です

各企業でBCPを
策定しましょう！

マーケットシェア
低下を防ぐ

競争力の強化

取引先の信用が高
まり、取引の拡大

顧客の流出
を防ぐ事業の早期

復旧

交流研修会・主張発表大会
が実施されました

◉日時・場所／平成30年11月5日（月）13：00～17：00（受付 12：30～）
　　　　　　【峰山会場】京都府峰山総合庁舎２階会議室（京丹後市峰山町丹波855）
◉参加申込み／参加を希望される方は、参加申込書に必要事項をご記入の上、京都府防災
　　　　　　　消防企画課あてにFAX（075-414-4477）でお申し込みください。
　　　　　　 （ただし、定員に達し次第締め切らせていただきます。）
※申込締切は4日前まで。先着20名程度。
◉お問合せ先／京都府防災消防企画課　☎075-414-4475・FAX:075-414-4477
　　　　　　　〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

882円
平成30年10月1日から

に改正されました。

サンタの宅配告知

平成30年度 近畿ブロック商工会青年部

今後の事業予定
●10月27日…京丹後商工祭「第17回夢よさこい」～だんす ダンス dance～
●11月10日…みんなのつどい出店
●11月6・7日…第20回商工会女性部全国大会（兵庫）
●12月12日…寄せ植え講習会

◉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『きぬの果』

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

最近も、大阪府北部を震源とする地震や平成30年7月豪雨が発生し、改めて災害への備え
が求められています。災害時に企業が事業を継続するためには、事業継続計画（BCP）の
策定が有効です。是非、御参加下さい！

事業継続計画（BCP:Business
Continuity Plan）とは？
企業等の事業存続を脅かす緊急事態に
見舞われたときを想定し、重要業務を許
容限界以上のレベルで維持するととも
に、許容される期間内に操業度を回復す
るための事前の対策・緊急期の対応計
画・事後の復旧計画のことをいいます。

BCP策定は、日頃の経営戦略そのも
のです！自社の経営実態（仕入れ、在
庫、顧客）、弱点を再確認できます。

ー 緊急事態に京都の企業が生き抜くために ーー 緊急事態に京都の企業が生き抜くために ー
「BCP策定支援ワークショップ」参加料

無料

京都府最低賃金のお知らせ
　 
時間額

▲南丹市商工会青年部 後藤 義継氏

目標

時間軸現状の対応
可能時間

許される
中断の期限

目標

平常時

100％

災害発生
災害対応時

許される最低レベル

事
業
の
操
業
度

現状の予想復旧曲線
BCP実践後の復旧曲線

①許される中断の
期限の以前に操業
度を復旧させる

②許される最低
レベル以上で事
業を継続させる

平成30年度  京丹後市商工会織物関連業小規模
生産基盤整備事業費補助金（2次公募）のご案内
　京丹後市と京丹後市商工会では、織物業の振興と発展を図
るため織物業の生産基盤整備に係る取り組みに対して、必要
な経費の一部を補助し支援します。

対 象 企 業

補助事業の対象

対 象 経 費

対象事業期間

申請受付期間

そ　の　他

補 助 率 等

次の①及び②いずれにも該当する方
①京丹後市内に事業所を有する個人事業者または法人事業者で、事業（取
　組み）の実施場所が京丹後市内であること
②織物業・撚糸業・整経業・紋工業・精練整理加工業など

織物業及びその関連産業の事業者が小規模な基盤整備のために市内で行
う生産設備の新設、更新、改良事業

機械装置購入費、備品購入費、外注加工費、運搬費、設置費、消耗品購入
費 等
※消費税は対象外
※補助対象経費の合計が3万円未満又は30万円以上の場合は、対象とな
　りません。

【補助金額】補助対象経費の3分の1以内の額（千円未満切り捨て）
【上限10万円】
※同じ事業（取組み）で本制度以外の国や府、市等の公的な補助金、助成
　金等の交付を受けている場合、または受けることが決まっている場合は
　対象外となります。
※今年度、本補助金の交付決定を受けている方が、新たな事業もしくは同
　じ事業（取組み）を追加で取組む場合は、10万円までの差額が今回の補
　助上限となります。

11月１日～平成31年１月31日までに実施される事業が対象　

11月１日（木）～11月20日（火）　交付決定は11月30日ごろ予定

※交付決定前に完了した事業（取組み）や終了した事業（取組み）は、補助
　対象外。
※必要に応じて、補助対象事業の遂行や収支の状況について報告を求めた
　り、本会職員及び京丹後市職員による現地調査を行う場合があります。
※京丹後市商工会会員事業所以外の方は「営業実態証明書」の添付が必
　要です。
 「営業実態証明書」の発行には1,500円の発行証明手数料が必要です。
※補助金を目的外に使用した場合には、交付決定の取り消し、補助金の返
　還を求めることがあります。

≪お申込み・お問い合わせ先≫
　京丹後市商工会　本所／☎0772-62-0342　　大 宮 支 所／☎0772-68-0038
　　　　　　網 野 支 所／☎0772-72-1863　　丹 後 支 所／☎0772-75-2222
　　　　　　弥 栄 支 所／☎0772-65-3137　　久美浜支所／☎0772-82-0155
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