商工会議所
って？

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、みんな力を合わせて、都市を住みよく、
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。
＊巡回訪問の実施＊

宮津商工会議所って
こんな活動をしています

5月より11月までの期間（8月は除く）、原則として木曜日を巡回の日とし
て午前9時30分より午後4時まで全職員を2班に分けて下記地域の事業所を訪
問いたします。どんなことでも結構ですのでお気軽にご利用ください。
【5月・6月は実施しました。】
各月とも上段が1班（第1・3木曜日）、下段が2班（第2・4木曜日）で計画
しています。
魚屋・新浜・島崎・万町・金屋谷・小川・万年地域
本町地域
杉末・漁師・川向・白柏・蛭子・宮町・亀が丘・住吉・河原地域
府中地域
由良地域
柳縄手・宮本・京街道・京口・滝馬・宮村・上宮津地域
波路・問屋町・吉原・惣地域
栗田地域

7月

講習会・各種検定試験の開催 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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・講習会を開催しています。

商業活性化・まちづくり事業への支援 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
地域商工業が更に発展し、活力ある商業地になるようまちづくり事業に対
して支援しています。

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。

産業ビジョンへの取り組み ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
地域商工業の活性化に繋がるような取り組みとして、地域ブランドの確立
並びに『まちなか観光』を進めるため、人材の育成及びまちなかサイン設置
等産業ビジョンの推進に取り組んでいます。

9月
10月
11月

＊一日移動相談所の開設＊
下記の地域で午前9時30分から午後3時まで、商工会議所経営支援員によ
る一日移動相談所を開設いたします。
地域名
府中地域
由良地域
栗田地域

開設予定日
09月24日（木）予定
10月22日（木）予定
11月26日（木）予定

場所
府中地区公民館
由良の里センター
栗田区民センター

各種相談をお受けしています ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊記帳指導のご案内＊

金融・税務・経理・労務・各種共済制度・取引相談をはじめとする経営全
般について、当所窓口にて、また、企業を巡回してご相談をお受けしており
ます。

宮津商工会議所では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下さい。

新型インフルエンザ緊急融資制度が創設されました

経験豊富な新現役人材が経営革新をサポート

中小企業の方々を支援するため、京都府融資制度の拡充が下記内容で緊急的に創設
されました。

大企業や中堅企業、各種研究機関などで活躍してきた新現役人材が皆さまの会社を
直接訪問し、豊富な知識・技術・ノウハウ等を生かしながら経営革新をサポートしま
す。

1．短期資金
新型インフルエンザの発生に起因して、その事業に係る影響を受けた後、最近1
ヶ月間の売上高が前年同月に比べて3％以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を
含む3ヶ月間の売上高が前年同期に比べて3％以上減少することが見込まれること。
■融資限度額……運転資金3,000万円（経済変動・雇用対策融資の残高含め保証
協会の保証利用可能額の範囲内）
■融資期間等……運転資金1年以内（一括返済又は均等月賦返済）
■融資利率………年1.7％（固定金利）
■実施期間………平成21年12月まで（予定）
■担保・保証人…京都信用保証協会の保証が必要
■受付機関………京都府制度融資取扱金融機関
その他、2．長期資金（緊急資金）、3．長期資金（一般資金）も併せて創設されま
した。
詳細は、宮津商工会議所（TEL22−5131）、取扱い金融機関へお問合せ下さい。

新型インフルエンザ被害に伴う京都府などへの要望
当地の経済状況は、昨年度後半からの金融危機に端を発した急激な景気悪化に
加え、今回のインフルエンザでは、宿泊や運輸関係を中心としたキャンセル等に
より関連事業所への影響は甚大なものがあります。また、6月以降の予約も影響を
受けており、観光関連事業者の被害は計り知れないものがあることから、宮津市
をはじめ（社）天橋立観光協会などと要望書を京都府知事、府関係部局、府議会
議員そして国へ提出させていただきました。
京都府へ要望の主な内容は、
①観光地として安全宣言等風評の払拭
②誘客を促進するキャンペーンへの支援
③各種大会及びコンベンション等の宮津天橋立での開催
④京都府の融資制度に関する元本返済猶予及び利子補給
⑤高速道路、綾部宮津道路の料金割引などです。 以上

新現役とは、
企業などを退職された方や近く退職を予定されている方で、
①豊富な実務経験
②専門知識
③築いてきた人的ネットワーク
などを活かして、地域・中小企業の支援を通じその活性化に
貢献してみたいと思っている方々です。

ご相談や新現役のご紹介は無料です。
まずは、宮津商工会議所（TEL 0 7 7 2 - 2 2 - 5 1 3 1）、新現役チャレンジ支援京都協議
会（TEL 075-212-6462）へご連絡ください。

地域力連携拠点事業をご利用ください
地域力連携拠点事業は、中小・小規模企業支援に優れた「応援コーディネーター」
を配した中小企業支援機関等を「地域力連携拠点」として選定し、中小・小規模企業
が直面する課題にきめ細かく、ワンストップで支援を行います。
地域力連携拠点においては、中小企業診断士などの企業支援のプロフェッショナル
が応援コーディネーターとして各拠点に配置され、他の中小企業支援機関等とのつな
がりを活かし、悩みを抱え、また新しいことを始めたい中小・小規模企業等を積極的
に見つけ出し、経営上の課題の把握や課題解決に向けた戦略の立案を支援します。
支援内容
【経営力の向上】
①経営革新
②ＩＴを利用した経営管理
③見えない資産の把握・活用（知的資産経営）
④地域資源活用 ⑤農商工連携
◇お問い合わせ先◇
【創業・再チャレンジ支援事業】
宮津市字鶴賀2054-1
宮津商工会議所
①創業支援
②再チャレンジ支援
ＴＥＬ
0
7
7
2
2
2-5131
【事業承継支援事業】
ＦＡＸ
0
7
7
2
2
5-1690
①事業承継支援
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宮津燈籠流し花火大会実行委員会よりお知らせ
宮津市の伝統行事として市民はもとより、観光客からも親しまれております宮津燈籠流し花火大会の開催に向けて、今年
もいよいよ実行委員会が動き出しました。この伝統ある大会の実施につきましては、例年市民の皆さまに多大なご支援をい
ただき実施してまいりました。そのご協力に対し厚く御礼申し上げます。
今年もこの大会が盛大に開催できますよう皆さまにはご無理を申すことがあろうかと思いますが、大会のもちます意義を
ご賢察いただき格別のご支援・ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

★有料観覧席について★

★市民花火について★ 〜市民の皆さまの協賛をお願いします〜
宮津市最大の伝統行事『宮津燈籠流し花火大会』の取組みとして、昨年同様市
民の皆さまの協賛による『市民花火』の打上げを計画しており、今年も『市民花
火』で豪華なフィナーレを飾ることができればと考えています。宮津の伝統行事
を支える市民の皆さまのお気持ちを、大会行事への協賛という形でご協力賜りま
すようよろしくお願いいたします。

『精霊船』が海面を炎で埋め尽くす中、夏の夜空を大スターマイン、水中花火とい
った約3千発の花火が織りなす宮津の一大ページェント『宮津燈籠流し花火大会』
を観覧席からゆっくりご覧になりませんか？
＊日時………平成21年8月16日（日）

※午後6時までにご入場下さい。

＊対象………団体さまで5名以上から受け付けさせていただきます。

＊協賛金
市民1口

夕暮れの宮津湾に浮かぶ1万余の『追掛け燈籠』と新仏さまの供養にと流される

※20名以上は単独でお席をお取りしますが、20名未満は相席となります。
＊観覧場所…島崎公園護岸（当日は和敷きを準備いたします）

1,000円を目安に、お気持ちの口数・金額をお願いします。

＊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

＊料金………大人1名さま

1,500円

小人（小学生）1名さま

500円

※前売りのため、満席になり次第締め切りとさせていただきます。
※8月7日
（金）
以降のキャンセルは、払い戻しできませんのでご了承下さい。
＊申込先……宮津商工会議所

電話22−5131

自治会の隣組長さまへ届けていただく場合は、7月31日までにお願いしま

★灯ろうを流される方へ★

す。その他の方法の場合も、7月31日を目安にお願いします。

＊灯ろう料金…紅白1セット

★記念花火について★

800円（当日販売は1,000円）

＊取扱場所……宮津商工会議所、
（社）天橋立観光協会、宮津市産業振興室

今年も下記により結婚記念・お子様・お孫様の誕生などの祝い事、法事などの
仏事、同窓会・各種サークル記念などの記念花火の打ち上げを計画しています。

宮津市歩ら輪ぐセンター
＊受付期間……7月13日（月）から8月16日（日）まで

午前9時〜午後5時

（市役所は13日（木）までの取扱いです。）

皆さま方の記念の一つとしてぜひ、記念花火への協賛をご検討ください。

※8月16日午後1時以降は、宮津桟橋横と島崎公園付近に灯ろう

＊記念花火の協賛金額

販売所を設置しています。

1口1万円の5口以上でお申込み下さい。
※詳細についてはご相談させていただきます。

★精霊船を流される方へ★

＊花火の内容
協賛いただきました方々によります記念花火シリーズとして打上げさせて
いただきたいと考えています。また、プログラムへ名前を掲載させていただ

7月6日（月）から8月7日（金）までに、宮津市産業振興室商工観光係（別館3階）
までお申し込みください。
＊手数料…1隻

きますとともに、大会当日会場において放送をさせていただきます。

7,000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

＊申込方法
7月31日を目途に宮津燈籠流し花火大会実行委員会（宮津商工会議所

電

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…宮津市産業振興室商工観光係

話22-5131）までお申し込みください。

電話22−2121（内線473）

宮津商工会議所
『宮津市プレミアム商品券』
は完売しました。
「宮津市プレミアム商品券」は、平成21年5月19日（火）をもち
まして完売いたしました。ご購入ありがとうございました。
尚、当商品券の有効期限は平成21年8月31日（月）までとなって
おります。
又、現在、取扱加盟店は227店舗となっており、引き続き取扱
加盟店を募集しておりますので是非ご参加下さい。
（詳細は宮津商工会議所 電話22−5131まで）

京都地方法務局宮津支局における
商業・法人登記事務の取扱庁の変更についてお知らせ
現在、宮津支局で取り扱っている会社・法人登記事務は、6月8日
（月）から、京都地方法務局法人登記部門で取り扱います。
なお、会社・法人の登記事項証明書、印鑑証明書の交付事務（動
産・債権譲渡に係る概要記録事項証明書の交付事務を含む。）は、
引き続き宮津支局で取り扱います。
また、不動産登記事務については、取り扱いの変更はありません。
京都地方法務局法人登記部門への登記申請は、インターネットを
利用したオンライン又は郵送による申請ができますので、御利用く
ださい。
【お問い合わせ先】
京都地方法務局法人登記部門
電話075-231-0292
〒602-8577 京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197番地

U

たんご就職フェア
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』が次により開催されます。人材確保をお考えの事業主さま、また、地
元での就職をお考えの方はぜひご参加ください。
※昨年度までの「就職面接会」を今年度より「たんご就職フェア」に
改称しております。

ターン等を希望される
みなさんを応援します！

■丹後Ｕターンセンター
京都府では、京都府北部へＵターンやＩターンを希望される方の就職
を支援するため、京都府丹後広域振興局に相談窓口を設置しています。
Ｕターン登録をしていただくと、希望に応じた求人情報や企業情報を提供します。
さらに北部地域で開催する「Ｕターンフェア」の案内をお送りします。登録・相談
などの費用は一切無料、秘密は厳守します。
また、「Ｕターン希望者の採用」をお考えの事業者の方は、是非Ｕターンセンター
をご利用ください。
【お問い合わせ】
京都府丹後広域振興局 農林商工部商工労働観光室内 丹後Ｕターンセンター
〒627-8570 京丹後市峰山町丹波855 TEL0772-62-3365 FAX0772-62-4333
Ｅ-mail：tanshin-no-shoko@pref.kyoto.lg.jp
URL：http://www.pref.kyoto.jp/tango/no-shoko/1161317388286.html

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

【開催日時】 平成21年7月30日（木）午後1時から午後4時
【場
所】 野田川わーくぱる
与謝郡与謝野町字四辻161
TEL 0772−42−7711
【入場料・参加費用】 無 料
【内
容】 事業所側
＊参加事業所は各ブースに概要等のパネル掲示、製品等の展示に
より求人内容の説明を行っていただきます。
求職者側
＊その場で面接を受けることができます。高校生は会社説明のみ
になります。
＊設置されたＵターンコーナーで相談及び登録ができます。
＊適職相談コーナーが設置されています。
《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Ｕターン
センター
《協力》宮津雇用対策連絡会議（宮津市、ハローワーク宮津、宮津商工会議所）、京丹
後市、伊根町、与謝野町、独立行政法人 雇用・能力開発機構京都センター

URL http://www.kyo.or.jp/miyazu/ E-mail：miyazu@kyo.or.jp

地域振興のため、お買い物は地元商店街で

