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商工会は地域の繁栄を祈り
会員企業の経営を支援します。

与謝野町商工会ホームページ http://web.yosano.or.jp/
Eメール info@yosano.or.jp

中小企業知恵の経営ステップアップ事業

業務改善に繋がる工夫を凝らした取組やイノベーションへの
取組などを支援します。

平成20年より多くの皆さま方にご利用いただいている本制度
ですが、
運用の一層の適正化を図るため、
取扱の一部を次のとお
り改正します。ご理解とご協力を宜しくお願いいたします。

①経営改善型
経営改善に取り組む中小企業や売上向上を目指す商店街団体
を支援
②起業支援型
雇用を伴う創業５年までの方、
第二創業に係る取組を支援

◎平成27年4月1日以降の織機調整等支援事業の変更点◎
エキスパート(織機調整者)が登録制になっております。
エキスパートの登録は随時行っております。
申請にあたっては、
申請書（証明書）と内容の分かる請求書と
領収書をご持参ください。
※確認後、
領収書及び請求書は返却いたします。
申請書（証明書）が新様式になっております。申請書（証明書）
はエキスパートの方からお受け取りください。
要網、
登録エキスパート等、
商工会のホーム
ページからもダウンロードしていただけます。
※ご不明な点があれば与謝野町商工会（中
川）
までご連絡ください。

【補助金額】
補助対象経費の２／３以内 上限２０万円
（経営支援型・起業支援型とも）
【募集締切】
第１次募集で予定の予算額に達した場合、
第２次以降の募集が無くなる場合があります。
第１次募集締切 ５月１５日（金）
第２次募集締切 ７月１０日（金）
第３次募集締切 ９月１０日（木）
※審査会にて、
採択審査を行います。
※平成２６年度小さな革新支援事業採択
事業者は、
本年度は対象外です。

平成２７年度労働保険料（労災保険・雇用保険）の申告納付期間は
（お早めにお手続き下さい）
６月１日〜７月１０日(土日祝を除く)です。
今年も労働保険料の申告納付の時期がまいりました。
また、
昨年度と同様「石綿健康被害救済法」に基づく一般拠出金の申告
納付も併せて行っていただくこととなります。
『労働保険概算・確定保険料・石綿健康被害救済法一般拠出金申告書』
により、
７月１０日までに申告納付をお済ませください。
与謝野町商工会労働保険事務組合に事務委託されている方は、
後日、
案内を送付させていただききます。

お問い合わせ先 京都労働局総務部労働保険徴収課
〒604-0846 京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451
ＴＥＬ
：075-241-3213
ＦＡＸ075-241-3233

平成２６年分の所得税確定申告時に当会が支援した
経営者の業種別平均年齢です。全国平均は59歳（平成
２６年）であることを考えると当地域は相当高齢化が進
んでいることが伺えます。この地域の特徴の一つでもあ
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〜退職自衛官を活用（雇用）してみませんか〜
自衛隊は任務の特性上、
精強性を維持する必要
があるため「若年定年制」と「任期制」という任用
形態をとっており比較的若い年齢で退職します。
区分
若年定年制

階級
3 曹〜2 佐

退職時年齢
53 〜55 歳

任期制

士

大半が 20 代

☆お問い合わせ☆

５月１３日より発行の よさの振興商品券 取扱店は、
随時募集して
います。今からでも、取扱店に・
・
・とお思いの方は、与謝野町商工会
（Tel４３−１０２０）
までお問い合わせください。

退職日
誕生日
任期満了日
（主に 3 月末）

自衛隊京都地方協力本部援護課

北部担当班

北部担当班長 梅原和寿
援護陸曹 中尾基和
Tel：0773-22-4141 内線380
Fax：0773-22-9549
ホームページ：http：www.mod.go.jp/pco/kyoto

自衛隊

京都

開催期間：６月９日（火）〜６月３０日（火）
「よさのまちグルメ」
（まちグル）は、町内の食材（加工）生産者の食材を使用して飲食店が腕によりをかけた「与謝野の
味」を期間限定の特別メニューとしてお客様に提供する、
「食」で町を元気にしていくイベントです。大勢の皆さんのご来店を
お待ちしております。
まちグルメニューを食べて！与謝野の食材を買って！スタンプをＧＥＴしよう！スタンプを集めたら良いことが・
・
・

※参加店は、後日発行の新聞折込チラシをご覧下さい。

青年部通常総会を開催しました。
4月8日（水）太田におきまして、
山添与謝野町長様をはじめ、
安田商工会長様ご臨席
のもと、
出席32名、
委任状出席14名の合計46名にて平成27年度青年部通常総会を
開催しました。提出された議案はすべて承認可決されました。承認された議案は下記
の通りです。

私たちが新役員です！

第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案

平成２６年度事業報告並びに収支決算承認の件
平成２７年度会費額及び納付方法決定の件
青年部運営規定一部改正の件
平成２７年度事業計画（案）並びに収支予算
（案）
決定の件
任期満了に伴う役員改選の件

また、
５号議案のとおり役員改選が実施され、
新部長として高岡徹氏（高美機業場）が
選任されました。

事務局長

長島

4月11日（土）
リフレかやの里にて平成27年度女性部通常総会を開催し、
第1号議
案から第4号議案まで全て原案通り承認いただきました。第４号議案では、
新役員が選
任され、
２年間、
部員の皆さんと共に一致団結して頑張ろうと決意を新たにしました。
今年度も女性ならではの
特性を活かし、
きめこまやかな
感性とパワーと結束力で頑張
って活動していきますので、
ご
支援、
ご協力の程よろしくお
願いいたします。

引続き部員募集中です！
ご参加お待ちしています！
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案

平成２６年度事業報告並びに収支決算の承認の件
平成２７年度会費の賦課額並びに徴収方法決定の件
平成２７年度事業計画(案) 並びに収支予算(案)決定の件
任期満了に伴う役員選任の件

与謝野町商工会事務局体制

孝明

経営支援課
相談指導係長 岡本
企業支援係長 河島
吉岡
新井

（平成２７年４月１日現在）

振 興 課
勝司
経営支援員〔経営支援事業総括〕
振興係長 増田 俊彦
清志
経営支援員〔経営支援事業全般・応援隊事業〕
市田 哲也
平介
経営支援員〔商業部会・くすぐるカード会〕
中川 英輝
千晶
経営支援員〔金融業務全般〕
芝野 清高
中田 恭子
三野美智代
■転入者 芝野 清高（京丹後市商工会より）
河邊 裕之
尾関 正巳
■転出者 沖 康子（退職）

異動のご挨拶

経営支援員

経営支援員〔振興事業総括・建設業部会〕
経営支援員〔料飲業部会〕
経営支援員〔機業部会・青年部〕
経営支援員〔サービス業部会・労働保険〕
経営支援員〔女性部〕
一 般 職 員〔経理・商工貯蓄共済〕
一 般 職 員〔工業部会〕
嘱 託 職 員〔織物技能訓練センター〕

芝野 清高

４月からお世話になっております。京丹後市商工会より異動で参りました芝野と申します。
主な業務として、サービス業部会、ちりめん街道まるごとミュージアム、労働保険事務組合業務の担当をさせて頂くこととなりました。
地域が変わり何かとわからないことばかりで、いろいろご指導いただくこともあるかと存じますが、一日も早く会員の皆様のお役に立てるよ
う努力してまいりますので何卒よろしくお願いします。

お気軽にお立ち寄り下さい

