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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 !!

●所得税及び復興特別所得税…3/15㊎まで　 ●消費税及び地方消費税…4/1㊊まで

峰山税務署  個人課税部門　 ☎0772-62-0460

確定申告のお知らせ

～税務署の申告書作成会場は 3月15日㊎ までです～

↑確定申告作成
コーナーはこちら
↑確定申告作成
コーナーはこちら

◉相談受付は午後４時までです。
◉混雑状況によっては、早めに相談受付を終了させていただく場合があり
　ます。
◉確定申告期間の月曜日と申告期限間際は、混雑することが予想されます。
◉平成29年分の確定申告から医療費控除は領収書の提出が不要となり、
 「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。

【申告と納税の期限】

●所得税及び復興特別所得税………4/22㊊　 ●消費税及び地方消費税……4/24㊌
【振替納税利用の振替日】

税務署に出向く必要なし！
ご自宅等のパソコンやスマ
ホから申告できます。

　1月16日（水）、京丹後市商工会本所におい
て、女性部員の大橋明子顧問・野木由子大宮
支部長を講師として「帯結び講習会」を開催し
ました。
　着物に慣れ親しんでいただく機会として昨
年に引き続き2回目の開催です。帯揚げ、帯締
めの結び方のコツも教わりながら何回も帯を
結び直すことで、綺麗に早く結べるようになり
ました。

商工会女性部で一緒に活動しましょう！わたしたちの住むまちの魅力を高め、地域を
活性化するため、共に活動していただける部員を募集しています！地域経済を支える
女性団体として、地域振興事業、研修会・講習会など、幅広く活動しています。ぜひ
商工会女性部へご加入ください。
◆お問合せは、京丹後市商工会女性部事務局（TEL.62-0342  FAX.62-3553）まで

商工会女性部で一緒に活動しましょう！わたしたちの住むまちの魅力を高め、地域を
活性化するため、共に活動していただける部員を募集しています！地域経済を支える
女性団体として、地域振興事業、研修会・講習会など、幅広く活動しています。ぜひ
商工会女性部へご加入ください。
◆お問合せは、京丹後市商工会女性部事務局（TEL.62-0342  FAX.62-3553）まで

今後の事業予定 わが町ウォーク
～丹後町編～

平成31年3月9日㊏

帯結び講習会
事業報告

講習会の様子▶
新年会（1月15日）青 年 部

商工会女性部員募集中！

◎支払日が平成31年2月末以前の申請は3月5日㊋で受付を
終了しますので、支払いが終わり次第速やかに提出ください。

織物技術指導について…………………………………
お知らせお知らせ

３月５日㊋で受付を終了
させていただきます。

◉3月6日以降の受付分につきましては、次年度支払いとなります。
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

平成30年度 織物技術指導助成金の申請については、

　1月15日、佳松苑にて京丹後市商工会青年部新年会を開催しました。年明け初顔合わせ
の部員同士、楽しく談話し、盛り上がりました。また、中西部長による新年挨拶と次年度の
決意表明、各委員長から、前年の報告と次年度の抱負を語りました。
　今年も青年部員一丸となり頑張っていこうと思います。

染色科基礎Ⅰ（全20回）
【4月24日～】

講座名・日程 曜日・時間 実 施 場 所 受 講 料 定  員
水曜日
13:00～16:00

峰山織物センター
（峰山町杉谷）

5,000円 10名

着　付　科（全14回）
【9月17日～】

火曜日
19:30～21:30

峰山織物センター
（峰山町杉谷）

3,000円 20名

和　裁　科（２年間）
【4月15日～】

月曜・木曜・金曜
18:30～22:00

京丹後市商工会網野支所
（網野町網野）

年間 5,000円 10名

染色科基礎Ⅰ（全20回）
【4月16日～】

火曜日
13:30～16:30

アミティ丹後
（網野町網野）

5,000円 10名

着　付　科（全12回）
【4月17日～】

水曜日
19:30～21:30

アミティ丹後
（網野町網野）

3,000円 20名

ステンシル・しぼり・ローケツ染め等の技法を含め染色の基礎を学びながら、
主に丹後ちりめんを使用してのれん・タペストリー・スカーフ・Ｔシャツなど、
小物から着物まで商品作りを考えた染色を学びます。
※「峰山織物センター」講座…カリキュラムに、草木染めを含んでいます。
※「アミティ丹後」講座…カリキュラムに、藍染めを含んでいます。

◉和　裁　科
運針、肌じゅばん・ゆかた・着物を縫い和裁技術を学習します。（技能士補の資格が得られます）

●住所・氏名・生年月日・電話番号・勤務先をご連絡ください。
●現在お勤めの方のみ雇用保険番号を確認いたします。
●申し込み締め切り後に受講決定通知並びに入校案内等を郵送いたします。
●受講料は、入校式（第1回の授業）の際に、お支払ください。
●講座によっては、受講料のほかに材料費などを実費で負担していただく場合があります。
●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。（受講料は、市
　の補助を受けたうえでの額としています）
●各講座とも申し込み多数の場合は抽選とします。また申し込みが5名に満たない場合、講座は開講しません。

①中小企業事業主に雇用されている方
②学卒未就職者など、就職のため認定職業訓練校を受講希望する方（満年齢45歳未満）
　※「学校卒業後に就職希望したが、就職に至らなかった方」または「フリーターなど、過去
　　５年以内におおむね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（定年退職者を含む）で、再就職準備のため受講を希望する方
④出産・育児を終了した方で、元の職場等への復帰準備のため受講を希望する方
　◆過去に受講されたコースを、再び受講する事はできません。

◉着　付　科

◉染色科基礎Ⅰ

一人で着物を着ることが出来るように学びます。

◎申し込み／４月5日㊎までに、電話で下記へお申し込み下さい。

京丹後市職業訓練校 京丹後市商工会内
☎62-0342

お申し込み
お問合わせ

◎対象者（次の4点の内、いずれかを満たす方）

□ 講座内容

生徒
募集

平成31年度 京丹後市職業訓練校生徒募集－

技能習得を目指す!!

◉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

業　　種
売  上  額

産 業 全 体 織　物　業

機械金属業

建　設　業 商　　　業

観　光　業 サービス業

採　　算
資金繰り
業　　況
業　　種
売  上  額
採　　算
資金繰り
業　　況
業　　種
売  上  額
採　　算
資金繰り
業　　況
業　　種
売  上  額
採　　算
資金繰り
業　　況

12月

2.0

1月

▲15.0

前月比

－17.0

前年同月値

▲24.8

12月

9.1

1月

▲9.1

前月比

－18.2

前年同月値

8.7
6.0 ▲9.0 －15.0 ▲25.7 4.5 ▲9.1 －13.6 ▲4.3
1.0 ▲5.0 －6.0 ▲18.1 ▲4.5 ▲9.1 －4.5 0.0

▲10.0 ▲26.0 －16.0 ▲30.5 ▲31.8 ▲13.6 18.2 ▲34.8

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

▲14.3 ▲33.3 －19.0 ▲31.3 ▲44.4 ▲44.4 0.0 ▲63.2
▲7.1 ▲26.7 －19.5 ▲37.5 0.0 ▲22.2 －22.2 ▲57.9
7.1 ▲6.7 －13.8 ▲18.8 ▲5.6 ▲16.7 －11.1 ▲42.1
21.4 ▲13.3 －34.8 ▲12.5 ▲33.3 ▲50.0 －16.7 ▲63.2

70.0 30.0 －40.0 ▲30.0 5.6 0.0 －5.6 ▲26.3
30.0 40.0 10.0 ▲40.0 11.1 5.9 －5.2 ▲36.8
10.0 10.0 0.0 ▲20.0 0.0 5.9 5.9 ▲26.3
10.0 ▲40.0 －50.0 ▲10.0 ▲16.7 ▲17.6 －1.0 ▲42.1

工業（食品製造業）

経営発達支援計画


