
    
  

農業経営セミナー開催のお知らせ 
 

美味しい作物を作ることから、これらをどう販売

するか。そして、いかに利益を確保するか。今一

度、農業を経営の視点から学んでみませんか？ 
 

【企画・主催】丹波市商工会サービス業部会 

【日時】12 月 6 日(金)18 時 30 分～20 時 

【会場】丹波市商工会館 本所【参加費】無料 

【講師】渡辺 喜代司 氏(税理士) 

【定員】30 名 

【問合せ】 四方 
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人手不足解消のヒントをお伝えします!! 

～若手人材の採用を考えるセミナー～ 
 

【内容】「超売り手市場の中で 

若手人材を採用するために」 

～市況感を踏まえながら 

企業がとるべき対応を考える～ 

【日時】１１月２２日(金)１５時～１６時 30 分 

【講師】川島康司氏(マイナビ兵庫支社長)、他 

【対象】丹波市内事業所の人事担当者等 

【定員】30 名(先着)【参加費】無料 

【場所】丹波市商工会館本所(氷上) 

【問合せ】 後藤 

 
 

 

青年部経営委員会主催 

～障がい者雇用勉強会～ 
 

商工会青年部では「障がい者差別解消法と障

がい者雇用」をテーマに市役所ならびにハロー

ワークのご担当者様をお越しいただき、勉強会

を開催いたします。「人手不足」を解決する手段

の一つとして注目されている「障がい者雇用」に

ついて学び、雇用の選択肢を広げることを考え

てみませんか。 

 皆様のご参加をお待ちしております！ 
 

【日時】 

１１月２１日(木)19 時～20 時 45 分 
(受付は１８時３０分～) 

【講師】 

市役所障がい福祉課・ 

ハローワーク柏原障がい雇用係他 

【対象】会員事業所の人事担当者等 

【場所】丹波市商工会館本所(氷上) 

【定員】なし【参加費】無料 

【問合せ】  細見 
 

 

必見！人手不足対策 
 

 
小さなお店のための売上 UP 講座 

 

【日時】11 月 19 日(火) 19 時～21 時 

【会場】丹波市商工会館本所 

【講師】小川 雅弘 氏 
(中小企業診断士 オガワ経営事務所代表) 

【受講料】1,000 円 

【問合せ・申込】 丸山 

農業経営者の皆様にお知らせです！ 

 

 
職人の働き方改革講演会 

 

近年、『働き方改革』という言葉がかなり浸透し

てきました。しかし、実際に現場でどのように

進めていったらいいのか、働き方改革を取り入

れていく中で、少しでも参考にしていただけれ

ばと思います。 

【日時】11 月 29 日(金)19 時～20 時 30 分 

         (受付は 18 時 30 分～)   

【場所】丹波市商工会館 本所【参加費】無料 

【講師】中瀬古 優一 氏 

(株式会社中瀬古工務店 代表取締役) 

【締切】11 月 15 日(金) 

【問合せ】 廣瀬 

建設業部会より講演会のお知らせです 
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12 月より、兵庫県の特定(産業別)最低賃金

の時間額が次のとおり改正されます。 

最低賃金は、パ－トタイマ－、アルバイト

等すべての労働者に適応されます。 
 

〇 塗料製造業 970 円、〇 鉄鋼業 963 円、

〇 はん用機械器具製造業、生産用機械、器具製造

業、業務用機械器具製造業 942 円、〇 電子部品・

デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、

情報通信機械器具製造業 900 円、〇 輸送用機

械器具製造業 975 円、〇 計量器・測定器・分析

機器・試験機・測量機械器具製造業 901 円、〇 

自動車小売業 901 円、〇 繊維工業 899 円、〇 

各種商品小売業 899 円 
 (繊維工業と各種商品小売業は、 

令和元年 10 月 1 日より改正) 

【問合せ】兵庫労働局労働基準部賃金室 

℡ 078-367-9154 

12 月より、特定(産業別)最低賃金

が改正されます 
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丹波大納言小豆ぜんざいフェア開催中！ 

今年も、「丹波大納言小豆ぜんざいフェア」を

実施しております。各店がそれぞれ趣向を凝ら

した口いっぱいに広がる小豆の甘み、この時期

しか楽しむことのできないぜんざいのうまみ。 

この機会に是非、ご堪能下さい。 
 

【開催時期】 
令和元年 11 月 3 日(日)～令和 2 年 2 月 18 日(火) 

【問合せ】丹波大納言小豆ぜんざいフェア事務局 

     ℡ 06-6338-0640 

 

 

 
食のマルシェ「たんばルシェ冬」出店者募集 

丹波市産の食材を使った飲食メニューや加

工食品、農産物を販売する事業者を募集しま

す。 

惣菜、ジビエ料理、乳製品、発酵食品、黒豆・

栗・野菜・果物の加工食品、和菓子、洋菓子な

ど我が社・我が店の自慢の「食」をたんばル

シェで販売しませんか。 

【日時】令和 2 年 1 月 12 日(日)10 時～15 時 

【場所】柏原市街地（柏原八幡宮駐車場周辺） 

【出店料】3,000 円／1 ブース 

【申込締切】11 月 15 日（金） 

【申込ＵＲＬ】 

http://magocoro.tamba.sc/form 

【問合せ】丹波市 農業振興課 谷口 
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自社商品をＰＲしてみませんか？ 

令和元年度丹波すぐれもの大賞募集!! 

【募集内容】 

①きらめき部門(5 年以内に開発されたもの) 
革新的で高い技術により開発された、産業及び

ビジネスで活用される製商品 

②わくわく部門(5 年以内に開発されたもの) 
丹波地域の特色を活かした、独創的で優れた品

質の食料品 

③ときめき部門(開始して３～8 年のもの) 
地域資源を新たな工夫で活用し、観光・交流を

促進する事業・イベント 

 

※各部門の受章者には、以下の特典があります。 

①パンフレットやＨＰで地域内外に発信 

②就職説明会などで受章企業を発表 

【応募資格】丹波地域で事業活躍する企業・ 

団体・グループまたは個人 

【応募方法】応募書類 1 部を提出 
(様式は県民局ＨＰよりダウンロード可能) 

【募集期間】 
10 月 28 日(月)～12 月 13 日(金)(消印有効) 

【問合せ】 

兵庫県丹波県民局県民交流室地域振興課 
℡ 0795-73-3784 


