
　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　皆様には、ご家族お揃いで令和４年の輝かしい新春
をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　会員の皆様におかれましては、日頃から当会議所の
事業推進に多大なご支援とご協力を賜り、年頭にあた
り厚くお礼申し上げます。
　昨年を振り返りますと、世界中が１年を通して新型
コロナウイルス感染症に翻弄され続け、日本も国民生
活・経済に多大な影響を受けました。
　こうした中、大企業においては業績回復の兆候が表
れ始めてきています。
　一方、当地方の中小・小規模事業者は総じて未だ業
績回復の道筋が見えてこない状況にあります。特に、
緊急事態措置やまん延防止等重点措置による活動制約
で財務状況が悪化している飲食、宿泊、交通、イベント、
観光事業者等の経営は厳しく、持続的な売上確保等に
よる自己資本の充実強化が不可欠であります。
　こうした厳しい環境の中にあって、各事業所・個人
におかれては、ウィズコロナ・ポストコロナ時代へ対
応すべく、懸命に様々な取組みを実施し、ニューノー
マル（新常態）時代を乗り切るための意識・業態の変
革にチャレンジしてこられました。
　さて、当会議所におきましては昨年、宮津市プレミ
アム付商品券事業（発行額2億6千万円）を実施しま
した。これにより、個人消費の拡大と中小・小規模事
業者の売上げの維持・拡大が図られ、地域経済全体の
活性化に繋がったものと考えます。
　また、地域経済の早期回復に繋げるべく、宮津市と
緊密な連携体制をとる中で、会員事業所を対象に新型
コロナウイルスワクチンの優先接種の取組みを実施
し、約400名の皆様の早期接種を実現しました。
　さらには、「新型コロナウイルス特別相談窓口」を
通年で開設し、各種補助金・給付金等の申請支援を継

続して行い、また、オンラインを活用した各種経営力
向上支援セミナーを開催し、ビジネスモデル変革への
きっかけ作りをするなどの取組みを実施してまいりま
した。
　加えて、京都府立海洋高等学校との連携協定に基づ
き、同高の生徒を対象とした地元企業による説明会及
び見学会などを実施し、若者の地元就職推進等の支援
をしてまいりました。
　新年度につきましては、新型コロナウイルス感染症
の世界的な大流行が一段落を迎えたとしても、ニュー
ノーマルによって動き出したＤＸ（デジタルトランス
フォーメーション）の流れやビジネス環境の変化が止
まることはないと思われます。
　感染防止と社会経済活動の高次元での両立が求めら
れる新たなステージの中で、中小・小規模事業者が抱
える課題は、事業継続のための資金繰りや雇用維持と
いった問題から、新しい経営環境に対応するための業
態変革に至るまで幅広く、その内容も多様化・複合化
しています。
　当会議所は、こうした社会構造の大きな変化に対応
すべく、中小・小規模事業者の自己変革に資するデジ
タル化による生産性向上、事業再構築、創業・第二創業・
承継・再生などの支援に注力してまいります。
　また、年々増加する自然災害時等における事業継続
力強化、ＳＤＧｓへの対応に向けた支援等々、当会議
所に課される役割が増加する中、個々の経営課題に向
き合い、きめ細かい支援を行うために、引き続き経営
支援員の資質向上や外部専門家等の活用による相談対
応力の向上に努めると共に、更なる組織体制の整備を
図ってまいります。
　結びに、新型コロナウイルス新変異株（オミクロン
株）の出現による第６波の感染拡大が懸念されるとこ
ろではありますが、今年こそは世界中にコロナワクチ
ンが行き渡り、加えて治療薬が実用化され、国内にお
いては、ワクチンの３回目接種と検査・医療提供体制
の抜本強化が計画的に進められることを期待します。
　そして、１日も早く感染症が収束し、誰もが安心し
て社会経済活動が行えるようになることを願うととも
に、会員の皆様のご健勝とご多幸を祈念申し上げまし
て、新年のご挨拶とさせていただきます。

新年のごあいさつ

宮津商工会議所
　会頭　今　井　一　雄
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　このコロナ禍の中、しかも変異株の増
殖中では威勢のいい言葉もむなしく感じ、
大過なく一年が過ごせた事に感謝致して
いる日々です。昨年は会合も減少し、特

に飲み会が無く下戸の私には吉報でしたが、人流制限で経済
全体が沈んでしまい、アフターコロナからWithコロナに舵
を切らざるを得ず、先が見えなくなってしまいました。私の
業界でもどんな「おもてなし」ができるのかを日々考えてい
る中、旅行の形態や消費に変化が有り、それらの対応を間違
わないようにしたいと感じています。その為には既成概念と
か、過去の経験を最高の判断材料にしない、もっと言うと『ジ
ャマおじ』にならないことを今年の目標に掲げたいと思いま
す。最後に医療従事者の方々、接客の最前線で感染防止に尽
力された方々、加えて当職員の一年の頑張りに感謝を申し上
げ年頭のご挨拶とさせて頂きます。

　2022年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶
を申し上げます。
　会員の皆様におかれましては昨年は新型コロ
ナウイルス感染症の更なる拡大による幾度もの
また長期間にわたる各種制限により、心が折れ
そうになった1年だったのではないでしょうか。

不要不急の外出自粛要請はまるで観光産業や外食産業そのものを否定
するかのような風潮でした。しかし、観光も外食も現代のストレス社
会に生きる私たちにとって潤いのある文化的な生活を送るのに「不要
なもの」でなく、むしろ「なくてはならないもの」だと思います。そして、
それらを生業として生活しているたくさんの人々がいることを忘れて
はならないと思います。
　昨年の年頭ご挨拶では「コロナ対策大変やったね、と過去形で笑っ
て話せる1年となってほしいものです。」と書きましたが、新種のオ
ミクロン株の出現によりもうしばらく不安な日々が続きそうです。で
も、ピンチはチャンスです。世の中が変わろうとしている今こそ “虎
の威を借る狐”のように虚勢を張るのではなく、“虎視眈々”とビジ
ネスチャンスを窺い、“虎の子”の財産を守るだけでなく、ここぞと
いうときには “虎穴に入らずんば虎子を得ず”の精神でリスクを恐れ
ず事業を展開していかなければならないと思います。でも決して虎の
尾は踏まぬように、、、
　本年が会員の皆さまにとって素晴らしい1年になることを祈念し、
新年のご挨拶とさせていただきます。

新年のごあいさつ あけましておめでとうございます

副会頭　山本　大八朗 副会頭　谷口　政史

　去る12月3日、今年度当所優良従業員表彰・会員表彰式がご
来賓をはじめ多数の方々の参列のもと開催されました。
　本年度も昨年と同様、新型コロナウイルス感染症感染対策の
ため、みやづ歴史の館文化ホールで開催させていただきました。
　今井会頭からは、優良従業員表彰を受彰された方々、また会
員表彰受彰事業所の方々に対し、それぞれ長年の企業、地域に
対する功績に対し、敬意、感謝の辞が伝えられました。
　続いて、優良従業員表彰受彰者・会員表彰受彰事業所の方々
のお名前を1人1人読み上げ、今井会頭から表彰状の授与が行
われました。

　表彰に対し、従業員表彰受彰者代表の小巻晴美様【宮津海陸
運輸㈱】と会員表彰受彰事業所代表の㈱松井物産様からは感謝
の言葉が述べられました。
　なお、本年度、会員表彰を受彰されました事業所の皆さまは
次の方です。受彰された皆さま誠におめでとうございました。
　来年度も開催予定ですので、対象となられる創業・創立後25
周年、50周年、75周年、100周年（その後は25周年ごと）を
迎えられます会員事業所の方は是非申請をお願いいたします。

◆◇◆ 当所優良従業員表彰・会員表彰式を開催 ◆◇◆
～今年度は14事業所39名の優良従業員の皆さま、5会員事業所の皆さまが受彰されました～

※創業年数毎、敬称略 受彰者代表の挨拶をされる小巻様、松井様

事業所名
旅館　髙島屋
㈱橋立印刷所
㈱松井物産

㈲天橋立マリーナ
美優食「心」

創業年数
創業100周年
創業100周年
創業100周年
創業50周年
創業25周年
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●ザ・ビジネスモール活用セミナー（12月13日）
　大阪商工会議所 経営情報センター ザ・ビジネスモ
ール事務局 松田聡氏を講師としてザ・ビジネスモー
ル活用セミナーをオンラインで開催しました。
　成功事例を交え、新たな取引先、仕入先の開拓や
企業PRの使い方、登録方法など、わかりやすくご説
明いただきました。

（会場8名、オンライン5名、計13名受講）

セミナー報告セミナー報告

　経済産業省では、同省関連の令和3年度補正予算案について公表しております。随分今後随
時募集等が始まりますので、事業者の皆様、是非ご活用をご検討ください。
　なお、詳細な情報については、随時当所のHP等で広報していきます。
　　※以下の情報は、令和3年12月20日時点。（重点施策を抜粋）

■ 感染症の影響により厳しい状況にある方々の事業や生活・暮らしの支援
１．事業復活支援金【2.8兆円】
　○新型コロナの影響で2021年11月～ 2022年3月のいずれかの月の売上高が50％以下に落ち込んだ事業者
等に対し、地域・業種問わず、5か月分（11～ 3月）の売上高減少額を基準に下記の額を一括給付。なお、
上限額は、売上高に応じて、3段階設ける。

２．資金繰り支援【1,403億円】
　○日本公庫による実質無利子・無担保融資及び商工中金の危機対応融資を年度末まで継続。
　　また、日本公庫による資本性劣後ローンを来年度も実施。
　○中小企業の経営改善等を支援する伴走支援型特別保証の上限を引き上げた上で、来年度も実施。
　　セーフティネット保証4号については期限延長。

■ 地方を活性化し、世界とつながる「デジタル田園都市国家構想」〈各補助金には申請要件があります〉
１．事業再構築補助金 【6,123億円】
　○新型コロナの影響で2020年4月以降の売上高が10％以上減少した中小企業等に対し、新分野展開や業態転
換等の事業再構築に係る設備投資等を補助。

　　（上限額8,000万円／補助率1/2・2/3・3/4　※事業規模や申請類型により異なる）

２．生産性革命推進事業【2,001億円】
　（1）ものづくり補助金　（最大2,000万円／補助率1/2・2/3　※事業規模や申請類型により異なる）
　　　革新的製品・サービスの開発又は生産プロセス等の改善に必要な設備投資等を補助。
　（2）持続化補助金　（最大200万円／補助率2/3・3/4　※申請類型や取組により異なる）
　　　小規模事業者が経営計画を策定して取り組む販路開拓等を補助。
　（3）ＩＴ導入補助金　（最大350万円／補助率　ＩＴツール：2/3又は3/4　ハード：1/2）
　　　インボイス制度への対応も見据えたＩＴツールの導入補助に加え、PC等のハード購入補助等も可能。
　（4）事業承継・引継ぎ補助金　（最大600万円／補助率1/2 ～ 2/3）
　　　事業承継・引継ぎに係る取組を、年間を通じて機動的かつ柔軟に支援。

中小企業向け経済産業省関係
令和3年度補正予算案のポイントについて

売上高減少率

▲50％以上
▲30％～50％

50万円
30万円

100万円
60万円

150万円
90万円

250万円
150万円

個　人 年間売上高
1億円以下

年間売上高
1億円超－5億円

年間売上高
5億円超

法　　　　人

詳細はこちら→
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宮津商工会議所青年部

新入会員大募集 !!
　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!!

　消費税インボイス制度説明会が下記のとおり開催されます。事前予約制になっておりますので、参加を希望さ
れる方は宮津税務署法人課税部門（☎0772-22-3275）へお電話にてお申込み下さい。

【日　時】●1月19日㈬　14時～ 15時（受付13時30分～）
【場　所】　 与謝野町役場　加悦庁舎　元気館2階　視聴覚室
　　　　　　 説明会は事前予約制です。（受付1月17日㈪まで）
【日　時】●2月7日㈪　14時～ 15時（受付13時30分～）
【場　所】　 伊根町役場　伊根町コミュニティセンター　ほっと館　多目的室
　　　　　　 説明会は事前予約制です。（受付2月3日㈭まで）
【日　時】●3月28日㈪　14時～ 15時（受付13時30分～）
【場　所】　 宮津シーサイドマート　ミップル3階　第2コミュニティルーム
　　　　　　 説明会は事前予約制です。（受付3月24日㈭まで）。

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

（於：舞鶴市）

是非、 「お友達」に追加をお願いします！

【宮津税務署】消費税インボイス制度説明会のご案内

☜ 最近の活動状況は、こちらを
　 チェック！

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

【追加方法】

① 右記のQRコードを読み込み「友だち」に追加

② LINEアプリの［ホーム］上段［検索］より
　 宮津商工会議所と検索

◆新型コロナウイルス対策
　　　　　　　　支援制度
◆各種補助金・助成金
◆セミナー・講習会の案内
　　  など、経営に役立つ情報を
　　　　　 お届けしています！

～宮津商工会議所はLINEで情報発信中です！～
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