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第 12 回 丹波市商工会 

通常総代会について 
 

総代のみなさまにおかれましては、万障

お繰り合わせの上、ご出席賜わりますよう

お願い申しあげます。 
 

【日時】5 月 24 日(金) 14：00～ 

【場所】丹波市商工会本所(氷上)  

【問合せ】総務課 後藤 

 

お知らせ 

 

 
   

 

丹波市では、人権が尊重される職場づく

りや企業活動を推進するため、企業・事業

所が自主的に開催される人権学習会に講師

を派遣します。 
 

【対象となる学習会】 

丹波市内の企業・事業所で、参加人数が

概ね 10 人以上の学習会 

【支援内容】 

 講師を派遣し、その講師料(交通費含む)

を負担します。 
 

 ※詳しくは、下記までお問合せください。 
 

【問合せ】  

丹波市人権啓発センター ℡ 82-0242 

 
 

 

 
 

令和元年度 

雇用維持安定支援事業について 
 

丹波市商工会では、各事業所の従業員さ

んの職務能力を高めていただくための「教

育訓練」の受講や「社内研修会」の開催、

「定期健康診断」を受診された場合、経費

の一部を助成します。 

また、今年度より新たに、両立支援助成

金(国)の交付を受けられる事業所を対象に

「仕事と家庭の両立支援」も行います。   

今年度の雇用維持安定支援事業助成金制

度の実施に当たり、一部様式等の変更をし

ております。様式等は商工会 HP からダウ

ンロードしてご利用下さい。 

なお、健康診断助成金につきましては、

令和2年 3月20日までの受付となりま

す。今年度、健康診断を計画される場合、

早目の受診計画をいただきます様お願いし

ます。  

詳細は商工会までお問い合わせ下さい。 
 

【問合せ】第一経営支援課 廣瀬 

 
 

 

お知らせ 

人権学習会を開催しませんか お知らせ 

 

キャッシュレス決済  

導入研修会について 

 

10 月の増税に伴い、キャッシュレス決

済にポイント還元する施策が展開され、今

後キャッシュレス決済に対する需要が高ま

ることが予想されます。そこで丹波市商工

会では、キャッシュレス決済とその導入に

関して理解を深めていただけるよう、研修

会を実施いたします。 
 

【内容】 

１．キャッシュレス決済概論 (45 分程度) 

２．キャッシュレス決済各論 (75 分程度) 

【講師】永田システムデザイン事務所  

永田 知靖氏 (システムプランナー) 

【場所】丹波市商工会館本所(氷上町) 

【日時】６月５日 １４：00～１６：00 

【定員】80 人 

【問合せ・申込】総務課 後藤 

お知らせ 



   

募集 たんば起業塾 2019 
 

 

 

～起業してから３年以内の方へ～ 
 

たんば起業塾では全５回の講座を実施

し、事業計画や金融・税務関係、マーケ

ティング等の基本的なことを学びます。 
事業をされる中で感じている経営課題

の解決や、事業の更なる発展に向け、経

営の知識を再度深める機会として活用す

ることができます。事業計画を見直した

い、経営に関する基礎知識を身に付けた

いという方も、ぜひご参加ください。 

 また、お知り合いの方など、周りで起

業を考えている方がおられましたら、ぜ

ひ、お声掛けをお願いいたします。 
 

【開催日】6 月 15 日、22 日、29 日、

7 月 6 日、13 日(いずれも土曜日) 

【時間】 13：00～17：00 
※第 1 回のみ終了後交流会 

       ※最終回は 9：00～17：00  
【場所】 丹波市商工会 本所(2 階) 

【定員】 20 名(先着順) 

【参加費】3,000 円 
※ﾃｷｽﾄ・交流会費含む全 5 回分 

 

【問合せ・申込】  

Biz ステーションたんば 

第二経営支援課 丸山・田中  
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丹波市の新しい都市構造のあり方 

まちづくりビジョン市民説明会 
  

市民が将来にわたって夢と希望をもっ

て、本市で暮らし続けていくための未来の

丹波市の姿を描く「まちづくりビジョン」

を策定するにあたり、広く市民皆様の意見

を求めることを目的とし、まちづくりビジ

ョン(素案)について説明会を開催いたしま

す。 

 

【日時】5 月 12 日(日) 

14：00～16：00(予定) 

【会場】丹波市立春日文化ホール 

【内容】 

第一部 講演 

「持続可能なまちづくりをめざして」 

講演講師  
関西学院大学総合政策学部 

角野 幸博教授 (丹波未来都市創造審議会)  

 

第二部 説明・意見交換 

「まちづくりビジョン(素案)について」 
 

【問合せ】 

丹波市未来都市創造部 都市創造課 

℡ 88-5360 
 

 

丹波市よりお知らせ 



 

 

   

  

 

新入社員セミナーについて 

今年も丹波市商工会にて、新入社員 

および入社３年未満の若手社員を対象 

としたセミナーを開催いたします。今 

年はマナー研修、電話対応等、実技形 

式で実施いたします。 

【日時】5 月 31 日(金) 

 13：30～16：30 
 

【場所】丹波市商工会 本所(氷上) 

 

【参加費】無料 

 

【講師】Edu. ANNEX 代表池田 稔子 

 

【内容】信頼される社会人になるために、 

①社会人としての 

心構え･考え方を理解する 

  ②ビジネスマナーのスキルを習得し、 

社内外から信頼を得る 

 

【問合せ・申込】第一経営支援課(中尾) 
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お知らせ   

現在の会員数 1986 事業所 
商工会に加入されていないお取引先企業

やお近くの企業がありましたら、お声掛け

をお願いします。 

ご案内 

 

 
 

応援します！ 丹波の新商品開発 
 

～丹波市地域資源活用促進等 

事業費補助金事業～ 
 

市内の地域資源(農林産品などの特産

物)を活用した新商品を開発しようとす

る中小企業者や農林漁業者を募集して

います。 

 

【補助対象経費】 

新商品開発に係る原材料費、広告宣伝費

など 

【補助金等】 

対象経費の 2／3(上限 30 万円) 

【応募締切】６月７日(金) 
 

【問合せ】 

丹波市産業経済部新産業創造課 

℡ 74-1464 

※詳しくは、市 HP をご覧ください。 
 

 

丹波市よりお知らせ 
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たんばチャレンジカフェ  

移転のお知らせ 
 

平成 26 年度より、新規起業者の相談

窓口として設置しておりました「たんば

チャレンジカフェ」を今年度より丹波市

商工会本所に移転いたしました。 

更に、新規起業者へのサポートを充実

していきたいと考えておりますので、お

気軽にご相談下さい。 

 

 

 
 

「グルメマップ」発行のお知らせです 
 

今回 67 店舗の飲食店さんにご参加を頂

き、3 種類のマップを発行いたしました。 

「店頭やロビーに置いてもよいで！」と

いう事業所様がおられましたら、是非事務

局までご一報ください。 

お届けさせて頂きます。 
 

【問合せ】第一経営支援課 四方(しかた) 

 

 
ご案内 

 

 


