
宮津商工会議所青年部

新入会員募集中 !
　あなたも青年部の
一員となり、企業経
営の勉強や会員との
親睦を通して、情報
交換や自己研鑚をは
かり、事業所の発展
とともに、一緒に宮
津を盛り上げましょう!!

☜ ◆最近の活動状況は、
　　 こちらをチェック

＊ご不便をおかけし
　ますが、よろしく
　お願いいたします。

１．丹後地方商工団体連絡協議会 知事要望
　　（9月30日（水） 於：京都府庁）
　丹後地方商工団体連絡協議会からの要望活動として、西
脇隆俊京都府知事・山下副知事・舟本副知事・古川副知事
へ、中小企業・小規模事業者支援に関して以下のとおり要
望しました。
１）新型コロナウイルス感染拡大防止に万全の体制を
２）中小・小規模事業への支援継続について
３）経営支援体制の強化・拡充について
４）京都縦貫自動車道の通行料金割引等の拡充について
５）国道178号線（日置地区～伊根町）強靭化対策の促進について
６）山陰近畿自動車道（京丹後大宮IC～豊岡市）の早期整備について
７）京都府立医科大学附属北部医療センターの整備促進について

２．京都府商工労働観光部長と府内専務理事との懇談会
　　（10月23日 於 からすま京都ホテル）
　京都府商工労働観光部長と京都府内商工会議所の専務理事による懇談会が開催され、当所からは山口専
務理事が出席し以下のとおり要望を行いました。
　１）中小・小規模事業者への支援継続について
　２）商工会議所の経営支援体制の強化について
　３）創業支援施策の拡充について
　４）「旅館等受入環境整備補助金」の拡充について
　５）「GO TOトラベル事業」終了後の継続的な観光施策の実施について

要望活動のご報告

常議員会報告

令和2年度京都府産業功労者表彰受彰　おめでとうございます！

12月28日㈪　仕事納め
12月29日㈫
　　　⬇　　　休 館 日
1月 3日㈰
1月 4日㈪　仕事始め

　宮津商工会議所では常議員会を毎月開催し、議案をご審議いただくとともに、新型コロナウイルス対
策などの情報提供、セミナーの開催や意見交換などを実施しています。

■第11回常議員会（10月22日（木）開催）
　ＮＴＴラーニングシス
テムズ様のご協力によ
り、天橋立などの観光
ＰＲ映像や、社員研修
用の映像などのＶＲ映
像体験を実施しました。

■第10回常議員会（9月24日（木）開催）
　峰山公共職業安定所
長谷川所長より、コロ
ナ禍における管内の雇
用失業情勢と助成金等
についてご講話いただ
きました。

　宮津商工会議所前副会頭 余田光基様（株式会社ヨデン　代表取締役）が
令和２年度京都府産業功労者表彰を受彰されました。

　宮津商工会議所副会頭としての数々の功績、また、宮津農水商工観連携
会議会長として、新商品開発や販路開拓など地域産業の発展に寄与された
功績により、去る11月25日に晴れて表彰を受けられました。

年末・年始休館のお知らせ

宮津商工会議所女性会
新入会員募集中 !

　宮津商工会議所女性会では、新入会員を募集して
います。自己研鑽のための講演会・研修会、また会
員同士の親睦を図るための様々な事業を実施してお
ります。
　加入ご希望の方は、商工会議所へご連絡ください。
（☎22-5131）

入会や活動のお問い合わせ
☎0772-22-5131（事務局：平岡） 令和元年９月 京都府北部４市商工会議所女性会交流会
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令和３年
宮津市新年賀詞交歓会のご案内

令和３年
宮津市新年賀詞交歓会のご案内

　新年を迎えるにあたり、宮津市・宮津商工会議所共催による
新年賀詞交歓会を以下のとおり開催いたします。
　新型コロナウイルス感染症対策により、内容の一部を変更し
ての開催となりますが、新年の始まりを会員及び市民の皆さま
と祝うとともに、新たな決意と結束を図る機会となります。会
員皆さまのご来場をお待ち申し上げております。

記
　　　【日時】令和３年１月４日（月）　午前11時より
　　　【場所】宮津市民体育館

※新型コロナウイルス感染症の状況により、
　内容変更や中止する場合があります。
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　本年も年末調整を行う時期になりました。今年からの主な改正点は以下のとおりです。
１．給与所得控除の改正
　給与所得控除額が次の表のとおり改正されました。令和２年分の年末調整の際には、「令和２年分の年末調
整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使用してください。

２．基礎控除の改正
　基礎控除額が次の表のとおり改正され、合計所得金額が２,５００万円を超える所得者については、基礎控
除の適用を受けることはできないこととされました。

３．子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設
　その年の給与の収入金額が８５０万円を超える所得者で、特別障害者に該当する人又は年齢２３歳未満の扶
養親族を有する人若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する人の総所得金額を計算
する場合には、給与の収入金額（その給与の収入金額が１ ,０００万円を超える場合には、１ ,０００万円）か
ら８５０万円を控除した金額の１０％に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされました。

４．各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
　同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計
所得金額要件がそれぞれ１０万円引き上げられ、次の表のとおり改正されました。

京都府最低賃金（時間額） 適　　用　　対　　象

京都府内の事業場で働くすべての労働者及びその使用者909円

　京都府最低賃金（地域別最低賃金）は令和元年度に引き続き、時間額909円が適用さ
れています。京都府内の使用者は、この金額より低い金額で労働者（パートタイマー・
アルバイトを含む）を使用することはできません。

最低賃金には次の賃金は算入されません
①精皆勤手当、通勤手当、家族手当
②時間外・休日及び深夜割増賃金
③臨時に支払われる賃金
④１か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など）

除
外
賃
金

京都府最低賃金のお知らせ＊＊＊ 令和２年分年末調整について ＊＊＊

162万5,000円以下
 162万5,000円超 180万円以下
 180万円超 360万円以下
 360万円超 660万円以下
 660万円超 850万円以下
 850万円超 1,000万円以下
 1,000万円超 

55万円
（A）×40％－10万円
（A）×30％＋８万円
（A）×20％＋44万円
（A）×10％＋110万円

195万円

65万円
（A）×40％
（A）×30％＋18万円
（A）×20％＋54万円

（A）×10％＋120万円

220万円

給与の収入金額（A） 給与所得控除額
改正後 改正前

2,400万円以下
 2,400万円超 2,450万円以下
 2,450万円超 2,500万円以下

48万円
32万円
16万円

38万円
（所得制限なし）

合計所得金額 基礎控除額
改正後 改正前

同一生計配偶者
扶養親族
源泉控除対象配偶者
配偶者特別控除の対象となる配偶者
勤労学生

48万円以下
48万円以下
95万円以下

48万円超133万円以下
75万円以下

38万円以下
38万円以下
85万円以下

38万円超123万円以下
65万円以下

扶養親族等の区分 合計所得金額要件
改正後 改正前

■日時：令和３年１月７日（木）　午前10時～午後４時
■場所：宮津商工会議所
　※会場の混雑を避けるため完全予約制とさせていただきますので、
　　お電話にて事前にご予約下さい。　☎0772-22-5131

令和2年分年末調整個別相談会のご案内
税理士による年末調整個別相談会を開催します。
令和２年分年末調整についてご不明な点がございましたらぜひご利用ください。

失業等給付の受給資格を得るために必要な
「被保険者期間」の算定方法が変わりました

　失業等給付の支給を受けるためには、離職をした日以前の２年間に「被保険者期間」が通算して１２か月
以上(特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の日以前の１年間に、被保険者期間が通算して６ヶ月
以上)あることが必要です。
　この「被保険者期間」の参入方法が改正される令和２年８月１日より以下のとおり変更となりました。
　

　離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を1か月と計
算。
　(しかし、週の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、雇用見込み期間が31日以上であるという雇用保
険被保険者となる要件を満たしながらも、賃金支払いの基礎となった日数が11日に満たないことにより、
被保険者期間に算入されない期間があるため、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定するよう
見直しされました。)

　離職日から１ヵ月ごとに区切っていた期間に、賃金支払いの基礎となる日数が11日以上ある月、または、
賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算。

■改正前

■改正後
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　当所と京都府立海洋高等学校による地元就職推進事業の一環として、昨年に引き続き宮津市内企業４社
の「企業見学会」を実施いたしました。
　今年度につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による感染防止対策のため、生徒が企業
に訪問する従来の見学会を改め、新たな取組みとして、事前に企業の事業内容等の動画を撮影し、会場に
て映像を基に各企業のご担当者様にご説明頂きました。

◆企業見学会（令和２年11月18日（水））
　○会　　場：　京都府立海洋高等学校 視聴覚教室
　○参 加 者：　京都府立海洋高等学校 ２年生３９名
　○説明企業：　栗田漁業生産組合（秋元様）※オブザーバー京都府立農林水産技術センター（船越様）
　　　　　　　　ＷＩＬＬＥＲ ＴＲＡＩＮＳ株式会社（谷口様）
　　　　　　　　株式会社天橋立ホテル（太田様）
　　　　　　　　金下建設株式会社（神田様、澤田様）

京都府立海洋高等学校との連携協定事業 企業見学会のご報告京都府立海洋高等学校との連携協定事業 企業見学会のご報告～令和3年度固定資産税・都市計画税の軽減制度のお知らせ～■申告が必
要です!!

　新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小事業者・個人事業主が所有する「事業用
家屋」及び「償却資産」に係る令和 3年度の固定資産税及び都市計画税が軽減されることになりました。
　軽減制度の適用を受けるには申告が必要です。

１．対象者
　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和 2 年 2 月から 10 月の任意の連続する３か月の売上高
の合計が昨年同期と比較して 30%以上減少した、中小事業者又は個人事業者

２．軽減の割合

３．申告方法
　所定の申告書に必要事項を記載し、認定経営支援機関等（商工会議所・金融機関等）の確認を受けたのち、
宮津市に申告してください。

４．申告期限及び提出先
　令和 3年 2月 1日（月）までに郵送で提出してください。

　　〒626-8501　宮津市字柳縄手 345 番地の 1
　　　　　　　　  宮津市役所　市民部税務・国保課税務係

５．その他
　申告書様式や詳細は、宮津市ホームページをご覧ください。
　http://www.city.miyazu.kyoto.jp/www/info/detail.jsp?id=4565

軽減率

昨年同期比30%以上50%未満

昨年同期比50%以上

減収割合
（令和２年２月から10月までの任意の連続する３か月の売上高合計）

２分の１

全額

令和２年分の確定申告に向けた準備のお知らせ

　令和２年分の確定申告会場におきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、
混雑状況により早めに相談受付を終了するなどご不便をお掛けします。
　つきましては、確定申告会場に出向くことなく、ご自宅からマイナンバーカードを使って（注1）
パソコンやスマートフォンからｅ-Ｔａｘで申告書を送信することができますので、ご利用の検討を
お願いします。
　なお、マイナンバーカードの取得がお済みでない方は、税務署で別途発行しますＩＤ・パスワード（注
2）でも送信ができます。
　申告書の作成及び送信は、国税庁ホームページ（確定申告書等作成コーナー）をご利用ください。

（注1）マイナンバーカードで送信される方は、別途「ＩＣカードリードライタ」又は「マイナンバーカード対応のｽﾏﾎ」
が必要です。

（注2）ＩＤ・パスワードの発行の際には、本人確認を行います。

※ＩＤ・パスワードの発行に関するお尋ね
　宮津税務署（☎0772-22-3271） 　自動音声案内に従い「２」を選択

食品部会企画「ＨＡＣＣＰ」導入セミナーを開催しました食品部会企画「ＨＡＣＣＰ」導入セミナーを開催しました食品部会企画「ＨＡＣＣＰ」導入セミナーを開催しました
（９月28日（月） 於 宮津歴史の館）

　2018年６月に可決した改正食品衛生法によって、2020年６月から食品を扱う全事業者に対して、HACCPに
よる衛生管理が義務化されたことを受けて、猶予期間の終わる2021年６月までに、食品に係わる事業者の皆さ
まに適正に対応をしていただくことを目的に「HACCP」導入セミナーを開催しました。コレクト・レーベルの
上級食品表示管理士・診断士の藤原 和樹氏を講師にお招きし、40事業所49名の方に参加頂きました。
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　当所と京都府立海洋高等学校による地元就職推進事業の一環として、昨年に引き続き宮津市内企業４社
の「企業見学会」を実施いたしました。
　今年度につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による感染防止対策のため、生徒が企業
に訪問する従来の見学会を改め、新たな取組みとして、事前に企業の事業内容等の動画を撮影し、会場に
て映像を基に各企業のご担当者様にご説明頂きました。

◆企業見学会（令和２年11月18日（水））
　○会　　場：　京都府立海洋高等学校 視聴覚教室
　○参 加 者：　京都府立海洋高等学校 ２年生３９名
　○説明企業：　栗田漁業生産組合（秋元様）※オブザーバー京都府立農林水産技術センター（船越様）
　　　　　　　　ＷＩＬＬＥＲ ＴＲＡＩＮＳ株式会社（谷口様）
　　　　　　　　株式会社天橋立ホテル（太田様）
　　　　　　　　金下建設株式会社（神田様、澤田様）

京都府立海洋高等学校との連携協定事業 企業見学会のご報告京都府立海洋高等学校との連携協定事業 企業見学会のご報告～令和3年度固定資産税・都市計画税の軽減制度のお知らせ～■申告が必
要です!!

　新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小事業者・個人事業主が所有する「事業用
家屋」及び「償却資産」に係る令和 3年度の固定資産税及び都市計画税が軽減されることになりました。
　軽減制度の適用を受けるには申告が必要です。

１．対象者
　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和 2 年 2 月から 10 月の任意の連続する３か月の売上高
の合計が昨年同期と比較して 30%以上減少した、中小事業者又は個人事業者

２．軽減の割合

３．申告方法
　所定の申告書に必要事項を記載し、認定経営支援機関等（商工会議所・金融機関等）の確認を受けたのち、
宮津市に申告してください。

４．申告期限及び提出先
　令和 3年 2月 1日（月）までに郵送で提出してください。

　　〒626-8501　宮津市字柳縄手 345 番地の 1
　　　　　　　　  宮津市役所　市民部税務・国保課税務係

５．その他
　申告書様式や詳細は、宮津市ホームページをご覧ください。
　http://www.city.miyazu.kyoto.jp/www/info/detail.jsp?id=4565

軽減率

昨年同期比30%以上50%未満

昨年同期比50%以上

減収割合
（令和２年２月から10月までの任意の連続する３か月の売上高合計）

２分の１

全額

令和２年分の確定申告に向けた準備のお知らせ

　令和２年分の確定申告会場におきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、
混雑状況により早めに相談受付を終了するなどご不便をお掛けします。
　つきましては、確定申告会場に出向くことなく、ご自宅からマイナンバーカードを使って（注1）
パソコンやスマートフォンからｅ-Ｔａｘで申告書を送信することができますので、ご利用の検討を
お願いします。
　なお、マイナンバーカードの取得がお済みでない方は、税務署で別途発行しますＩＤ・パスワード（注
2）でも送信ができます。
　申告書の作成及び送信は、国税庁ホームページ（確定申告書等作成コーナー）をご利用ください。

（注1）マイナンバーカードで送信される方は、別途「ＩＣカードリードライタ」又は「マイナンバーカード対応のｽﾏﾎ」
が必要です。

（注2）ＩＤ・パスワードの発行の際には、本人確認を行います。

※ＩＤ・パスワードの発行に関するお尋ね
　宮津税務署（☎0772-22-3271） 　自動音声案内に従い「２」を選択

食品部会企画「ＨＡＣＣＰ」導入セミナーを開催しました食品部会企画「ＨＡＣＣＰ」導入セミナーを開催しました食品部会企画「ＨＡＣＣＰ」導入セミナーを開催しました
（９月28日（月） 於 宮津歴史の館）

　2018年６月に可決した改正食品衛生法によって、2020年６月から食品を扱う全事業者に対して、HACCPに
よる衛生管理が義務化されたことを受けて、猶予期間の終わる2021年６月までに、食品に係わる事業者の皆さ
まに適正に対応をしていただくことを目的に「HACCP」導入セミナーを開催しました。コレクト・レーベルの
上級食品表示管理士・診断士の藤原 和樹氏を講師にお招きし、40事業所49名の方に参加頂きました。
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宮津商工会議所青年部

新入会員募集中 !
　あなたも青年部の
一員となり、企業経
営の勉強や会員との
親睦を通して、情報
交換や自己研鑚をは
かり、事業所の発展
とともに、一緒に宮
津を盛り上げましょう!!

☜ ◆最近の活動状況は、
　　 こちらをチェック

＊ご不便をおかけし
　ますが、よろしく
　お願いいたします。

１．丹後地方商工団体連絡協議会 知事要望
　　（9月30日（水） 於：京都府庁）
　丹後地方商工団体連絡協議会からの要望活動として、西
脇隆俊京都府知事・山下副知事・舟本副知事・古川副知事
へ、中小企業・小規模事業者支援に関して以下のとおり要
望しました。
１）新型コロナウイルス感染拡大防止に万全の体制を
２）中小・小規模事業への支援継続について
３）経営支援体制の強化・拡充について
４）京都縦貫自動車道の通行料金割引等の拡充について
５）国道178号線（日置地区～伊根町）強靭化対策の促進について
６）山陰近畿自動車道（京丹後大宮IC～豊岡市）の早期整備について
７）京都府立医科大学附属北部医療センターの整備促進について

２．京都府商工労働観光部長と府内専務理事との懇談会
　　（10月23日 於 からすま京都ホテル）
　京都府商工労働観光部長と京都府内商工会議所の専務理事による懇談会が開催され、当所からは山口専
務理事が出席し以下のとおり要望を行いました。
　１）中小・小規模事業者への支援継続について
　２）商工会議所の経営支援体制の強化について
　３）創業支援施策の拡充について
　４）「旅館等受入環境整備補助金」の拡充について
　５）「GO TOトラベル事業」終了後の継続的な観光施策の実施について

要望活動のご報告

常議員会報告

令和2年度京都府産業功労者表彰受彰　おめでとうございます！

12月28日㈪　仕事納め
12月29日㈫
　　　⬇　　　休 館 日
1月 3日㈰
1月 4日㈪　仕事始め

　宮津商工会議所では常議員会を毎月開催し、議案をご審議いただくとともに、新型コロナウイルス対
策などの情報提供、セミナーの開催や意見交換などを実施しています。

■第11回常議員会（10月22日（木）開催）
　ＮＴＴラーニングシス
テムズ様のご協力によ
り、天橋立などの観光
ＰＲ映像や、社員研修
用の映像などのＶＲ映
像体験を実施しました。

■第10回常議員会（9月24日（木）開催）
　峰山公共職業安定所
長谷川所長より、コロ
ナ禍における管内の雇
用失業情勢と助成金等
についてご講話いただ
きました。

　宮津商工会議所前副会頭 余田光基様（株式会社ヨデン　代表取締役）が
令和２年度京都府産業功労者表彰を受彰されました。

　宮津商工会議所副会頭としての数々の功績、また、宮津農水商工観連携
会議会長として、新商品開発や販路開拓など地域産業の発展に寄与された
功績により、去る11月25日に晴れて表彰を受けられました。

年末・年始休館のお知らせ

宮津商工会議所女性会
新入会員募集中 !

　宮津商工会議所女性会では、新入会員を募集して
います。自己研鑽のための講演会・研修会、また会
員同士の親睦を図るための様々な事業を実施してお
ります。
　加入ご希望の方は、商工会議所へご連絡ください。
（☎22-5131）

入会や活動のお問い合わせ
☎0772-22-5131（事務局：平岡） 令和元年９月 京都府北部４市商工会議所女性会交流会

☆・◇・☆・◇・☆・◇・☆・◇・☆・◇・☆・◇・☆・◇・☆・◇・☆・◇・☆・◇・☆・◇

発行所　宮津商工会議所情報委員会　京都府宮津市字鶴賀2054の1
URL https://miyazu-cci.or.jp　　E-mail：miyazu@kyo.or.jp

令和３年
宮津市新年賀詞交歓会のご案内

令和３年
宮津市新年賀詞交歓会のご案内

　新年を迎えるにあたり、宮津市・宮津商工会議所共催による
新年賀詞交歓会を以下のとおり開催いたします。
　新型コロナウイルス感染症対策により、内容の一部を変更し
ての開催となりますが、新年の始まりを会員及び市民の皆さま
と祝うとともに、新たな決意と結束を図る機会となります。会
員皆さまのご来場をお待ち申し上げております。

記
　　　【日時】令和３年１月４日（月）　午前11時より
　　　【場所】宮津市民体育館

※新型コロナウイルス感染症の状況により、
　内容変更や中止する場合があります。
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