宮津城の城壁復元と太鼓門の移築事業に対する御礼
かねてより進めてまいりました宮津城の城壁復
元と太鼓門の移築事業がこの度完成の運びとなり
ました。「宮津市まちづくり補助金」の三大プロジ
ェクトの一つとして、宮津市民をはじめ行政、団
体、企業の皆様方から多くのご支援とご協力を賜
り完成を迎えられましたこと、厚く御礼申し上げ
ます。
また、3月23日に事業の完成を祝した宮津城城壁
復元工事、太鼓門移築工事の完成式典を挙行しま
したところ、当日はあいにくの天候にも関わらず、
小石原京都府副知事をはじめ多数のご来賓、関係
者や市民、総勢100名にご臨席いただき、無事終了
宮津城の城壁復元事業
することができました。
記念セレモニーでは、当日、卒業式を終えられたば
かりの宮津小学校の卒業生101名にも参加いただき、
太鼓門のテープカット、通り初めを行いました。
当事業は、観光地として市街地の魅力を高めること
のみならず、市民の皆様が宮津の歴史に親しみ、地域
への愛着を呼び起こしてほしいという願いを込めてお
ります。そして先人たちの遺産を次の世代に伝え、こ
の地で生まれ育つ子どもたちにとって、郷土を大切に
思う気持ちを育む場として残していくものでありま
す。
今後は、この新たな宮津の財産を大切に守り、後世
に伝えていくために尽力してまいりますので、皆様方
には尚一層のご指導とご協力を賜りますようお願い申
太鼓門の移築事業
し上げ御礼とさせていただきます。

完成式典
テープカット

完成式典
通り初め
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平成22年度事業計画並びに収支予算が承認されました
平成22年3月29日に開催されました通常議員総会におきまして、
平成22年度事業計画並びに収支予算をご承認いただきました。
その概要につきましてお知らせいたします。

平成22年度

基本方針

一昨年の秋頃から急速に冷え込んだ経済は、各国
の共同歩調による金融政策や経済対策などにより最
悪期は脱し徐々に持ち直してきてはいるものの自律
性に乏しく、さらにデフレ基調は続くものとみられ
ております。設備の過剰感は未だ否めず、雇用不安
も解消せず個人消費は低迷しております。
昨年の当地方にあっては、引き続く個人消費の低
迷から脱出することなく、春からの新型インフルエ
ンザの感染拡大に伴った風評被害や夏の長雨等によ
り観光客の減少の影響も大きく、以前にも増して厳
しい状況にあるといえます。今後もこの状況は、続
くものと考えております。
商工会議所として、このような状況から会員事業
所さまを支援していく活動を強化させていかなけれ
ばならないと考えており、その一つが、会員事業所
を巡回・訪問する経営改善普及事業であり、その体
制のさらなる充実を図っていきます。
その一方で、宮津を元気に、また、会員事業所が
元気になる地域活性化に繋がる取り組みも必要であ
ると考えております。その取り組みは、まちなかの
再生であり、「健康福祉企業」の創造であり、そして
天橋立世界遺産登録に向けた取り組み等々ではない
かと考えており、重点項目を中心に取り組んでいき
ます。

取り組みにあたっては、役職員一同「現場に立脚
した活動」をベースに、会員さまの声を真摯に受け
止め、会員企業の繁栄、地域経済の振興を期して着
実な行動で応えていきたいと考えております。

平成22年度

主な事業・予算

【商工振興に関する事業】1,008千円
中心市街地他まちづくり事業
【観光振興に関する事業】1,500千円
観光関連行事、その他観光振興事業
【地域振興に関する事業】580千円
プレミアム商品券発行事業、広域地域振興事業
【運営に関する事業】1,700千円
役職員研修、三役会・常議員会開催、部会・委員
会開催、会員表彰他運営関連事業
【労務に関する事業】850千円
従業員表彰、各種検定試験他労務関連事業
【経営改善普及事業他】33,716千円
講演会・講習会、経営・税務・労務・金融・新規
開業相談、空き店舗対策事業、産業ビジョン推進
等
【共済事業】8,270千円
生命共済、労働保険、小規模企業共済

労働保険のお知らせ！ 事業主の皆様
平成22年度の年度更新の申告・納付期限は 6月1日〜7月12日です。
尚、労働保険料等の算出方法は変わりません。
（平成21年4月1日〜平成22年3月31日まで）
又、昨年度と同様に石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の申告納付
も併せてお願いします。
※労働保険事務組合 事務委託事業所様
当所労働保険事務組合で事務委託をお受けしている事業所のみなさまに
おかれましては、申告・納付等の手続きを当事務組合が代行いたしますので、後日、当所から郵送する書類の
み、期日までに当所へご提出いただきますようお願い致します。（期日：平成22年5月14日）
保険料を分納されている場合
事
納 付 期 限

業

所

労働保険事務組合事務委託事業所

３ 回 分 割
第１期

第２期

第３期

７月12日

11月１日

翌年１月31日
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部会再編成のお知らせ
部会は、会員の皆さまが営んでおられる主要な事
業の種類ごとに、それぞれの事業の適切な改善発達
を図るために設置されており、会員の皆さまにはい
ずれかの部会に所属いただき、商工会議所事業に参
画する場として、また、事業の活性化をはじめ会員
交流の促進を図る上で大変重要な機関として位置づ
けられております。
また、部会の決議は常議員会の承認を得て商工会
議所の意見となります。
このように商工会議所の中で大変重要な機関であ
る部会ですが、近年の急速な経済情勢・産業構造の
変革により会員事業所における業種・業態にも変化
が生じ、部会が実態にそぐわない状況
となってまいりました。
当所では、現在会員事業所の皆さま
には、業種別に分類した14部会（平成
８年改編）のいずれかの部会に所属い
ただいておりましたが、部会の業種構

今年は役員・議員の改選年です！

第293号

〜14部会から7部会へ〜
成を見直し、部会活動の活性化を図
るため、昨年11月から「部会再編検
討特別委員会」を設け、どのような
部会に編成するのが望ましいのか検
討してまいりました。
その結果、平成22年１月13日開催の正副部会長会
議、平成22年２月22日開催の常議員会におきまして
一定のご理解をいただき、これを受けて、平成22年
３月29日開催の常議員会・議員総会で部会再編にか
かる定款変更のご承認をいただき、７部会に再編成
することになりました。
今後、京都府知事に定款変更の申請を行い、認可
がおりるのをまって、会員事業所のみなさまに新部
会所属についてのお知らせをさせていただきます。
また、今年は役員・議員の改選期となっておりま
すが、各部会選出の２号議員及び正副部会長の選任
につきましても、お知らせする新部会でお世話にな
りますのでよろしくお願いいたします。

当所役員・議員選挙についてお知らせ

本年の10月末日をもって当所役員・議員の任期が満了となり、役員・議員改選が行な
われますが、その流れを簡単にご紹介いたします。
まず、常議員会を開催し、１号議員の選挙区毎の定数および２号議員の部会別割当数を
決定後、部会代表の２号議員を選任、続いて1号議員を投票で選び、１号・２号議員協議
会で３号議員を選出、その後の新議員総会で会頭以下三役・監事・常議員が選ばれます。
選挙日程のあらましは
日
程
会
議
摘
要
右記の通りです。
常議員会
8月初旬
１号議員の地区別および部会別割当数の確定
また、お知らせしてお
8月中旬〜9月中旬 各部会の開催 ２号議員選任
りますとおり今年度は部
2号議員選任翌日
１号議員選挙告示
会の再編を行っており、
9月中旬〜下旬
１号議員立候補、推薦候補受付
２号議員選任及び正副部
9月中旬
選挙人名簿の縦覧
会長選任におきましては、
9月下旬
選挙人名簿の確定
新部会にて執り行います。
10月初旬
選挙
１号議員投票および開票
その際には、改めてご案
10月中旬
１号議員当選人の告知
内申し上げますので、多
10月下旬
３号議員の選任
議員協議会
くの会員の皆様のご出席
11月1日
新議員総会
三役・監事・常議員の選任
をお願いいたします。

平成22年度雇用保険制度の改正について
現下の厳しい雇用失業情勢を踏まえ、平成22年4月1日より雇用保険制度が改正されています。
【主な改正事項】
①非正規労働者（短時間・派遣の方）の雇用保険の適用範囲の拡大（平成22年4月1日施行）
６ヶ月以上の雇用見込み・１週間所定労働時間20時間以上→31日以上の雇用見込み・１週間所定労働時間20
時間以上に変更。
事業主負担 被保険者負担
保険率
事業の種類
②雇用保険料率の変更（平成22年4月1日施行）
15.5／1000 9.5／1000 6.0／1000
一般の事業
農林水産・清酒製造業 17.5／1000 10.5／1000 7.0／1000
18.5／1000 11.5／1000 7.0／1000
建設の事業
③雇用保険に未加入とされた方の遡及適用期間の改善（今後施行予定）

詳しくは厚生労働省ホームページ

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken.html
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社員研修

役立つビジネスマナー研修会のお知らせ
【日
【場

時】平成22年４月22日
（木）
午前９時30分〜午後４時30分
所】宮津商工会議所

内

※駐車場には限りがございますのでご了承下さい。

【講

師】株式会社
ＪＢＭコンサルタント
梅谷 恵子先生

【参 加 料】無 料
【申し込み】４月19日までに
お電話にてご連絡下さい。
（電話22−5131）

容

◇第一印象の重要性
＊身だしなみのチェック
＊あいさつの効用
◇コミュニケーションの基本
◇ビジネスマンとしての基本動作
＊接遇・接客に求められるもの
＊正しい話し方と言葉遣い
＊来客・訪問（スマートな心のこもった応対）
◇電話応対マナー
＊電話の受け方・かけ方
＊好感度アップの秘訣
＊ロールプレイングでの実践

女 性 会 か ら の お 知 ら せ
去る３月６日（土）ホテルロイヤルヒル福知山におきまして、京
都府北部４市商工会議所女性会交流会が開催されました。
この事業は、京都府北部地域にあります４つの商工会議所女性会
が、各女性会間の連携を図るため初めて開催されたものです。
当日は、各女性会の取り組みが発表され、その後各テーブルにお
いて交流がなされました。各地の女性経営者等多くの方々と交流を
図ることができ、大変意義深い事業となりました。来年度以降も引
き続き開催される予定ですので、女性会会員の皆さまのご参加をお待ちいたしております。
また、女性会では会員を募集いたしております。このような交流事業はじめ、自己研鑚を図る
事業を実施いたしておりますので、入会ご希望の方は
商工会議所までご連絡下さい。
（電話22−5131）

平成22年度会費口座振替のご案内

平成22年度第1期分会費口座振替日は5月25日です

口座振替にて会費を納入いただいている事業所さまには改めて１年間の振替日および振替金額をお知ら
せいたしますが、ご承知おきくださいますようよろしくお願いいたします。

平成22年度 宮津商工会議所施行検定試験のご案内
福祉住環境コーディネーター検定試験
施行期日

＊第121回簿記検定試験より、インタ
ーネットでの申し込みができるよう
になりました。詳細につきましては、
当所ホームページをご覧ください。

申込受付期間

申込先

第24回（2・3級） 平成22年07月11日
（日） 平成22年04月27日
（火）〜平成22年05月28日
（金） 検定申込センター
（日） 平成22年09月14日
（火）〜平成22年10月15日
（金） 103-3989-0777
第25回（2・3級） 平成22年11月28日

珠算検定試験
施行期日

申込受付期間

申込先

第189回
（1〜3級） 平成22年06月27日
（日） 平成22年04月19日
（月）〜平成22年05月11日
（火）
宮津商工会議所
（日） 平成22年08月23日
（月）〜平成22年09月14日
（火）
第190回
（1〜3級） 平成22年10月24日
122-5131
（日） 平成22年12月06日
（月）〜平成23年01月11日
（火）
第191回
（1〜3級） 平成23年02月13日

簿記検定試験
施行期日

申込受付期間

申込先

第125回
（1〜4級） 平成22年06月13日
（日） 平成22年04月21日
（水）〜平成22年05月13日
（木）
宮津商工会議所
（日） 平成22年10月01日
（金）〜平成22年10月21日
（木）
第126回
（1〜4級） 平成22年11月21日
122-5131
（日） 平成23年01月11日
（火）〜平成23年01月27日
（木）
第127回
（2〜4級） 平成23年02月27日
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