宮津商工会議所会報

商工会議所
って何？

地域の商工業者の世論を代表し、商工業の振興
に力を注いで、国民経済の健全な発展に寄与する
ための地域総合経済団体です。
商工会議所は、大企業も中小企業も、みんなの
力を合わせて、宮津市を住みよく、働きやすいと
ころにしようという念願のもとに活動しています。

宮津商工会議所はこんな活動をしています
＊中小企業応援隊によるサポート

中小企業応援隊とは、経営支援員による巡回訪問コンサルティングを基本
として現地現場主義に立ち、事業者の強みや弱みを皆さんと一緒に分析しな
がら、各種制度の活用による効果的な支援を行うことで中小企業の経営安定
と成長に繋げる企業サポート体制です。
経営改善・販路開拓・創業・第二創業・金融・税務・経理・労務・各種共
済制度をはじめとする経営全般について、ご相談をお受けしております。

令和4年7月号
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宮津商工会議所女性会からのご報告とご案内
去る4月21日宮津商工会議所3階会議室におきまして、令和4年度総会を
開催いたしました。当日、18名の会員が出席し、令和3年度事業報告・収支
決算と令和4年度事業計画・収支予算が承認されました。新型コロナウイル
ス感染症も終息していない中ですが、自己研鑽のための事業を実施するほ
か、本年は、延期となっていた京都府北部商工会議所女性会交流会を当女
性会が主管となり開催してまいりたい
と思っております。
当女性会では、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など一緒に活動
いただける会員を募集しておりますの
で、加入ご希望の方は商工会議所へご
連絡ください。
（☎22-5131）
令和4年4月21日

令和4年度総会

＊「新型コロナウイルス特別相談窓口」による事業継続支援の実施

＊専門家による個別相談

様々な経営問題を解決し、中小企業の皆様の経営を安定化していただくた
め、相談者のご希望日時で調整し、専門家による個別相談を実施しています。

＊記帳指導の実施

日々の記帳から確定申告まで一貫した記帳指導を行っています。記帳でお
困りの方・青色申告を始めようとお考えの方はお気軽にお問い合わせくだ
さい。

＊巡回訪問の実施

会員事業所を旧宮津町、由良、栗田、文珠、須津、府中、橋北・その他地
区に分け、全職員で巡回訪問を実施しています。どのような事でも結構です
ので、お困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。

＊各種講習会・検定試験の開催

働く人たちの資質・技能の向上のため各種検定試験の実施、また、政治・
経済の情勢、法律、労務、品質管理などの講演・WEB 講習会を開催してい
ます。

＊労働保険事務の委託

労働保険事務組合を運営しており、委託を受けた事業所の雇用保険と労災
保険の各種手続きを事業主様に代わって行っております。

＊各種要望活動・意見活動の実施

事業者の皆さまの声が施策に反映されるよう、各種参画団体等と連携を
図った陳情要望活動を実施しています。

＊商業活性化への取り組み

地域資源の活用により、観光入込数を増やすことで活力ある商業地になる
ようグルメサイト運営やご当地グルメの PR 支援なども実施しています。

＊天橋立世界遺産登録に向けた取り組み

日本三景天橋立を世界の宝として確実に未来に継承し、守っていくため、
世界遺産登録に向けた取り組みを行政、市民と一緒になっ
て推進しています。

＊京都府立海洋高等学校との連携協定

地元高校生を対象とする地元就職促進に向けたオンラ
インなどを活用した企業見学会、企業説明会等を実施し
ています。
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宮津商工会議所青年部より

＊＊＊

例会事業「靴ひもと絆を結ぶ大人の球技大会」を開催！！

去る6月11日
（土）に6月例会及び例会事業として、
「靴ひもと絆を結ぶ大
人の球技大会」を開催。本事業では、新入会員候補や舞鶴商工会議所青年
部の方々とスポーツを通じて交流し、当所青年部の活動を知っていただく
機会となりました。
試合前には、チームごとに
作戦会議を行い、また試合中
には声を掛け合い皆でフォロ
ーし合うなど、連帯感や仲間
意識の醸成につながる事業と
なり、大いに盛り上がりました。

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!!

☝

コロナ関連の給付金、補助金などを活用した事業継続への支援、各種融資
制度を活用した資金繰り支援等を実施しています。

◆最近の活動状況は
こちらをチェック

入会や活動のお問い合わせ
☎22-5131（事務局：平岡）

入会のご案内
宮津商工会議所は昭和30年に設立され、現在約660名の事業所の方にご
加入いただいております。
会員の加入については、現在、商工業者だけでなく医療・介護・教育・
神社仏閣などの団体の方々にも入会いただけます。
当所では、常時新入会員を募集しておりますので、是非ご入会ください。
また、お知り合いの事業所でまだ商工会議所にご加入いただいてない事
業所がございましたら、当所までご連絡いただければ幸いです。
【ご入会・ご紹介の連絡】は、宮津商工会議所

☎22-5131

宮津商工会議所の活動や最新情報などをホーム
ページに掲載しておりますのでご覧ください。
宮津商工会議所ホームページはこちら☞
https://miyazu-cci.or.jp/

まで
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「宮津燈籠流し」についてのお知らせ
新型コロナウイルス感染症により、今年
も「宮津燈籠流し花火大会」は中止するこ
ととなりました。しかし、伝統行事を絶や
さぬよう「宮津燈籠流し」と題し、
「燈籠流し」
「精霊船流し」
「初盆供養花火」を実施いた
します。
皆様の格別のご支援・ご協力を賜ります
ようよろしくお願い申し上げます。

◆「宮津燈籠流し」にご協賛をお願いします。

宮津の伝統行事を支える皆様のお気持ちを「宮津燈籠流し」への協賛とい
う形でご協力賜りますようお願いいたします。
■市民の皆様
＊協 賛 金 1口1,000円を目安に、お気持ちの口数のご協賛をお願い
します。
＊申込方法 ご協賛いただけます方は、回覧でお配りしています協賛袋
により、あなたの自治会の隣組長さま、または商工会議所
へご持参いただきますようお願いいたします。
＊締
切 自治会の隣組長さまへ届けていただく場合は、7月14日
(木)までにお願いします。その他の方法の場合も、7月14
日(木)を目途にお願いします。
＊そ の 他 ご協賛いただいた方(匿名・無記名を除く)につきましては、
ホームページ及び回覧板にてお名前の掲載をさせていただ
いております。
■事業所の皆様
＊新型コロナウイルス感染防止の観点から、今年は全企業様へのご訪問
は行わず、ご依頼文書を送付させていただきました。ご協賛いただけ
る企業様は、７月中を目途に、同封の協賛金袋にて宮津商工会議所へ
ご持参、またはお振込みくださいますようお願い申し上げます。
＊ご協賛いただいた企業名を宮津燈籠流し花火大会のホームページ・回
（掲載のご承諾をいただいた場合のみ）
覧板に掲載させていただきます。

◆故人を偲んだ「初盆供養花火」のご案内

初盆供養花火をご希望される方は、お申し込みください。(お申込金は、
一律8万円です。)
申込対象は、令和２年から令和４年に初盆を迎えられた方で供養花火を
希望される方です。
■初盆供養花火の内容
お申込みいただきました皆様の花火(10分以内)をまとめて打ち上げ
ます。
ご希望の方には、
「宮津燈籠流し花火大会実行委員会」のホームペー
ジ及び回覧板に氏名等を掲載させていただきます。
なお、申込者別の花火の打上や会場での氏名等のアナウンスはありま
せん。
＊申込方法 7月14日(木)までに宮津商工会議所までお申し込みくだ
さい。
＊申 込 先 宮津商工会議所(TEL 22−5131)

◆精霊船を流される方へ
7月5日(火)から8月15日(月)までに、宮津市産業経済部商工観光課（別
館１階）までお申し込みください。
＊手 数 料 １隻 10,000円
＊お 願 い 精霊船は、動力船で海上沖合いへ曳航します。
精霊船が、傾いたり転覆しないよう、必ず船台(丸竹)を十
分に組んでおいてください。
＊問合せ先 宮津市産業経済部商工観光課観光係
(TEL 45−1625)
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経営計画策定セミナー（６月１日）
アクセルコンサルティング(株) 中小企業診断士 大山マリ子氏を講師と
してお迎えし、補助金制度を活用した経営計画策定セミナーを開催しまし
た。セミナーでは経営計画
策定のポイントや経営方針
を具体化する方法、補助金
の採択のツボなど、具体例
を交えながら実践的な内容
に つ い て ご 説 明 い た だ き、
経営計画策定のノウハウに
ついて学びました。
（１７名受講）

京都ジョブ博

たんご就職フェア ２０２2

地域産業及び企業情報を提供し、地元企業への就職を促進することを目的
に『たんご就職フェア』が次のとおり開催されます。地元での就職をお考え
の方はぜひご参加ください。
【日

時】 令和 4 年 8 月 3 日 ( 水 )13：00 〜 16：00
第一部 13：00 開始（12：30 〜受付）一般求職者
第二部 14：00 開始（13：30 〜受付）学生等

【会

場】 Hotel＆Resorts KYOTO MIYAZU
京都府宮津市字田井 58

ロイヤルホール

【参加企業】 丹後地域の 43 社が参加予定！
【設置コーナー】
●就職面接コーナー
お仕事をお探しの方、来春卒業予定の大学・ 短大・専修学校生の方、
Ｕ
ターンで地元就職を希望される方など、どなたでも参加企業の人事担当者
と面接をすることができます。
●就職相談コーナー
ＵＩＪターン登録受付、
ＵＩＪターン就職に関わる相談ができます。若
年者に対する相談と情報の提供を行います。
●その他、魅力的なコーナー多数設置
京都丹後鉄道をご利用の方は
宮津駅ー会場間の送迎バスを
ご利用ください。

宮津駅発
12：40
13：40

会場発
15：00
16：00

○感染症対策へのご協力のお願い
ご来場の際はマスク着用の上、検温、手指の消毒にご協力ください。当
日に問診票の記入をお願いしております。せき・発熱などの症状や体調
に異変がある方は来場をお控えください。
感染症対策を施して開催しますが、地域の感染状況によっては就職フェ
アを中止する場合があります。最新の情報はハローワーク庁舎内の貼り
出しや、京都労働局ＨＰ、メール・お電話にてお知らせします。
〈主催〉京都労働局 / ハローワーク峰山 / ハローワーク宮津 / 京都府（丹後
広域振興局･北京都ジョブパーク）
〈協力〉宮津雇用対策連絡会議 ( 宮津市･宮津商工会議所･ハローワーク宮津 )
/ 京丹後市 / 伊根町 / 与謝野町

～ LINEでの情報発信をしています～
◆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ますので、
「友だち」に追加をお願いいたします。 追加はこちら☞

◆灯ろうを流される方へ
＊灯ろう料金
＊取扱場所
＊受付期間

紅白1セット1,000円(当日販売は1,200円)
宮津市産業経済部商工観光課、宮津商工会議所、天橋立観光協会(天橋立駅観光案内所）
、宮津天橋立観光旅館協同組
合(宮津駅観光案内所）、みやづ歴史の館、宮津市民体育館、道の駅 海の京都 宮津観光案内所
7月5日(火)から8月15日(月)午後5時まで
※8月16日(火)は、午後4時から、島崎会場と浜町会場(丹海桟橋横)で販売します。

◆今年は有料観覧席の設置・露店商の出店はありません。また、8 月 14 日 ( 日 ) 〜 16 日 ( 火 ) の盆おどり大会
及び総おどり大会は実施しません。
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地域振興のため、お買い物は地元商店で

E-mail：miyazu@kyo.or.jp

