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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。

宮津商工会議所って
こんな活動をしています
◆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
新・交流産業の創出を目的に「まちなか観光」を推進し、滞在時間の拡大を図
り、地域内消費・関連産業の拡大につなげることを目的に地域ブランド認定制度
の実施、まちなか案内人の育成、食やまち歩きマップの作成等産業ビジョンの推
進に取り組んでいます。
◆各種相談をお受けしています
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。

経営セミナーのご案内

巡回訪問の実施
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。
】
上段（第1・3木曜日）、下段（第2・4木曜日）で計画しています。
７月
９月
10月
11月

２班
１班
２班
１班
１班
２班
２班
１班

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
柳縄手・宮本・京街道・京口・滝馬・宮村・上宮津地域
由良地域
波路・問屋町・吉原・惣地域
栗田地域

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4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
９月２２日（水）予定
１０月２８日（木）予定
１１月２５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

記帳指導のご案内
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。

◇◆◇ 宮津市プレミアム商品券発行イベント ◇◆◇

『宮津ピンと♪お楽しみ抽選券』抽選会のご案内

「お金をかけずに ものも売らずに儲ける仕組み
『こんなやり方があったのか！』アッと驚く仕掛けと発想」

宮津市プレミアム商品券の発行イベントとして、宮津市プレミアム商品券の購入者
を対象とした『宮津ピンと♪お楽しみ抽選会』を開催します。プレミアム商品券をご
購入いただいた際の封筒に同封されている『宮津ピンと♪お楽しみ抽選券』を抽選し、
★日
時 平成22年７月16日（金）午後1時30分〜3時30分
当選者の方に家電製品等を進呈。また、抽選会当日には抽選に外れた方を対象にビン
★場
所 宮津商工会議所 ３階大会議室
ゴゲームも開催し、当選者には本事業の取扱店で使える『10,000円分の宮津ピンと♪
★講
師 谷田貝 孝 一氏
世界初の「レンタルガレージサービス」を開発。町の職人グループで立ち上げた
お楽しみ券』を進呈いたします。多くの皆さまの抽選会ご参加をお待ち申し上げます。
「ものづくり工房アンテナショップ」代表を務め、NHK教育テレビなどで紹介される。
抽選会／平成22年７月17日（土）午後２時
このユニークな2つの販促手法について机上の空論や自慢話ではない、泥臭い実践事
場 所／宮津市役所本館（中庭）
例を公開します！
内 容／商品券購入の際の封筒に同封されている抽選券で抽選会を実施し、当選者
には家電製品等を進呈します。又、抽選が外れた方で当日会場に来られて
★講座内容 １．新規客を集める方法
いる方を対象にビンゴゲームを実施し、当選者には取扱店で使える１万円
２．
「売る」前に「つながり」をつくる
分のお楽しみ券を進呈します。
３．お金をかけずに集客する方法
１等 ４２型プラズマテレビ
１台
４．売らずにお客に教える方法
２等 ３７型ＬＥＤ液晶テレビ
１台
★お申込み お電話にてお申込みください。
（宮津商工会議所 122-5131）
３等 ブルーレイレコーダー
１台
★参 加 料 無料
４等 電動自転車
１台
５等 サイクロン掃除機
１台
平成22年度『COOL BIZ
（クールビズ）
』キャンペーンについて
◎引き換え期日：いずれの商品も平成22年8月31日（火）
環境省などが提唱する『COOL BIZ（クールビズ）』や、関西広域機構が実施する『夏の
１万円分の宮津ピンと♪お楽しみ券×10本（当日、抽選会場でのみ引き換え）
エコオフィス運動』については、全国的に広く展開され、オフィス等での適正冷房（28℃）
◎有効期間：平成22年7月17日（土）〜平成22年9月15日（水）
や軽装勤務等への理解が高まるとともに、その取組みが徐々に浸透しております。
【お問合せ先】 宮津商工会議所（122-5131）
つきましては、各事業所さまにおかれましては、ぜひとも下記事項について積極的
な取り組みにご協力賜わりますようお願いいたします。
また、当所におきましても『COOL BIZ』キャンペーンの趣旨に賛同し、適正冷房（28℃）
の推進及び軽装勤務等の取組みを実施しておりますので、御来所の際にはご理解・ご
設備投資を応援！！
政府のデフレ対策です！！
協力下さいますようお願い申し上げます。
記
設備資金の当初2年間の利率を 0.5％（年利）引下げ
１．適正冷房（28℃）の推進
◆次の設備も対象になります。
①事務所や会議室における適正冷房の実施
店舗・工場・事務所
増改築及びリフォーム、改装、補修
②公共的な場所における過度な冷房の抑制
機械・器具
中古機械の購入、老朽化に伴う機械の更新
２．軽装勤務の普及定着
車両
営業用ハイブリッド車の購入、営業用車両の更新
ビジネスシーンにおける軽装勤務の奨励
パソコンの更新、移転に伴う入居保証金、
〔軽装の内容〕
その他
営業権（のれん）取得資金
各団体や企業等において、職場における服装として信用と品位を損なわず、

日本政策金融公庫 舞鶴支店からのお知らせ

暑苦しさや不快感を感じさせない清潔感のある服装のことを言います。
（当所では、ノー上着・ノーネクタイで勤務しております。）
３．キャンペーン実施期間
平成22年6月1日（火）〜9月30日
（木）

【お問合わせ先】
日本政策金融公庫 舞鶴支店（融資相談係）
〒624-0923 舞鶴市字魚屋66 10773-75-2211
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第2回「困りごと」個別相談会 ＊パソコン・知的財産＊

たんご就職フェア

◇開催日 平成22年7月21日（水）
◇時 間 午前10時〜午後4時（正午から午後1時は除きます）
◇場 所 宮津商工会議所
◇内 容
【パソコン個別相談】
パソコンの利用に関して、日頃使っていてわからないことや、効率的な利用方法
等に関する一般的なご質問にインストラクターがお答えします。ノートパソコンの
持ち込みも可能です。
・Windows操作全般
・Word
・Excel
・ホームページ関連
・各種フリーソフト系
・フォトショップ
・イラストレーターなど
＊上記以外についてもお問い合わせください。
【知的財産個別相談】
特許・商標登録・著作権等、また、最近注目をされている、知的資産経営につい
て専門家が対応させていただきます。
◇申込方法
事業所名、電話番号、担当者、ご希望の相談（パソコン・知的財産の別）
、
希望時間、相談内容について、商工会議所までご連絡下さい。
（122-5131 e-mail：miyazu@kyo.or.jp）
※9月・11月・1月に第3回〜第5回の個別相談会を開催する予定です。
日程及び内容等につきましては、詳細が決まり次第ご案内いたします。

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。
【開催日時】 平成22年7月29日（木）午後1時から午後4時
【会
場】 野田川わーくぱる
与謝郡与謝野町字四辻161 10772-42-7711
【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

●

雇用促進奨励金補助金のご案内

宮津キャッスルハッスル実行委員会からのお知らせ

●

宮津城城壁復元記念事業

市内の事業所が、宮津市民を新たに1年以上雇用する場合に、補助金を交付します。
宮津キャッスルハッスルのご案内
◇適用期間 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの新規雇用が対象
◇要
件（全てに該当することが必要）
宮津キャッスルハッスル実行委員会は、宮津城城壁復元を記念し、大手川河畔を中
【事業所としての要件】
心とした一帯を新たな市民の憩いの場として、また、宮津城にまつわる歴史ドラマの
・雇用保険の適用事業所の事業主であること（市長が別に定める事業を行う事業 発信を行い、今までにない賑わいを創出することで、宮津を訪れる人々にも愛される
所を除く)
まちづくりに結びつけることを目的に下記イベントを開催いたします。
・雇入れの日の6カ月前の日から補助金の交付決定までの間に、当該事業所等に
おいて雇用者を事業主の都合により解雇していないこと
■実施日時…平成22年8月29日（日）午前9時より
・市税を完納していること
■場所………宮津市役所・ふれあい広場周辺
【対象となる雇用者の要件】
■宮津城城壁復元記念事業
・平成21年4月1日〜平成23年3月31日に宮津市所在の事業所
宮津キャッスルハッスルの主な内容
等で雇用された15歳以上65歳未満の宮津市民
・復活ダンボール舟レース 勘左衛門カップ
・1年以上雇用される雇用保険の被保険者
・宮津高校書道部 書道パフォーマンス
◇補助金額 下表のとおり
・城壁通りの名称発表（地元の子供たちが考え、当日の来場者による投票にて、
※雇用開始後6カ月経過後に補助金額の50％、1年経過後に50％を交付します。
城壁通りの名称を決定します。
）
◇申込・問合せ 市産業振興室商工観光係 122-2121（別館3階 内線473）
・細川ガラシャの素顔に出会える？展示会（事業実施日の前後1週間ほどを予定。
）
雇用期間の
１人当たり
・宮津や丹後の旨いモンが集結する飲食ブースの設置（カレー焼きそば、宮津バ
雇用区分
条件
定めの有無
補助金
ーガーも出店予定。）
常用雇用
無し
40万円
「無い」場合
■参画団体…宮津商工会議所 宮津商工会議所青年部
(週30時間〜)
40万円
「有る」場合
宮津城の城壁復元に取組む会 宮津観光ピント会 丹後宮津桔梗の会
雇用の６カ月前までの間に、非自
パート雇用 「有る」
「無し」
■協力団体…宮津市
宮津市教育委員会 宮津まちづくり研究会
発的に離職した者に限る
20万円
週20〜30時間
どちらも同じ
京都府立宮津高等学校 宮津市立の幼稚園 宮津市立の小・中学校
※雇用契約に雇用期間の定めがある場合でも、１年以上の契約期間が必要です。
■問合せ先…宮津キャッスルハッスル実行委員会 122-5131（宮津商工会議所内）

＊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実施につきましては、例年市民の皆さまの多大なご支
援により実施させていただいておりますこと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いろいろご無理を申し
上げますが、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。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
☆市民花火について 〜市民の皆さまの協賛をお願いします。〜
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。
＊協賛金……市民1口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………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。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
☆記念花火について
今年も次のとおり結婚記念・子ども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。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。
＊記念花火の協賛金額
1口1万円の5口以上でお願いします。
※詳細についてはご相談させていただきます。
＊花火の内容…記念花火シリーズとして打上げます。また、プログラムへ名前を掲
載し、当日会場において放送させていただきます。
＊申込方法……7月31日を目途に商工会議所までお申し込みください。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

発行所
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☆有料観覧席について
『追掛け燈籠』『精霊船』と花火が織りなす宮津燈籠流し
花火大会を有料観覧席でゆっくりご覧になりませんか？
＊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。
※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）
＊料
金…大人1名さま 2,000円
小人（小学生）1名さま 1,000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9日（月）以降のキャンセルは、払い戻しできませんのでご了承
ください。
＊申込先……宮津商工会議所 122−5131
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
☆灯ろうを流される方へ
＊灯ろう料金…紅白1セット 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、
宮津市歩ら輪ぐセンター
＊受付期間……7月20日
（火）から8月16日
（月）まで 午前9時〜午後5時
（市役所は13日
（金）
までの取扱いです。）
※8月16日午後1時以降は、宮津桟橋横と島崎
公園付近に灯ろう販売所を設置しています。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
☆精霊船を流される方へ
7月5日
（月）
から8月6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 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 122−2121（別館3階 内線473）

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

