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新年のごあいさつ

宮津商工会議所
会頭　今　井　一　雄

明けましておめでとうございます。

皆さま方におかれましては、ご家族お揃いで2012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。

昨年の日本は、未曽有の東日本大震災の勃発、地震・津

波による原子力発電所の事故に始まり、経済面では、欧州

債務危機による金融市場の動揺や米国・欧州の景気の減

速、国内では長期化する歴史的な円高、製造業の海外移転、

そしてＴＰＰを始めとする経済連携や年金・医療・介護等

社会保障の安定財源確保等々多くの課題に直面しており、

明治維新に匹敵する平成維新の幕開けに向けた不透明な時

代といえます。

一方当地にあっては、依然として人口の減少、少子高齢

化が進行する中でおのずと経済規模が縮小、事業所数は減

少しており多くの地方都市でみられる傾向と認めざるを得

ません。

この様な中、昨年は、会議所の機関である部会を７部会

に再編、また委員会は、規程の改正により４委員会へ変更

させていただいた初の活動期間でありましたが各部会、各

委員会とも議論を重ねていただき活動に一定の手応えがあ

ったのではないでしょうか。

今年は、昨年の活動を踏まえ、さらに充実した活動とな

るよう部会長・委員長等と協議していきたいと考えており

ます。

また、厳しい経営環境にある会員企業への支援について

は、新規には行政の支援を得て中小企業応援隊等々の事業

を、また既にある制度等を活用し、ニーズに応じて専門知

識を持つコーディネーター、エキスパートを派遣する等い

ささかなりとも期待に応えられたものと思っております。

今年は、経営支援員の能力の伸長を図りきめの細かい支

援を目指します。

食による取り組み「宮津カレー焼きそば」によるまち興

しでは、昨年のスタンプラリーにたくさんの地元、そして

遠くからのお客さまに参加していただき宮津のカレー焼き

そばを味わっていただきました。また新聞、テレビでも取

り上げていただき宮津のグルメとして認知されたのではな

いでしょうか。

今年はさらに全国展開に向けて取り組んでいきます。

３Ｋの一つ「健康福祉企業」の取り組みについては、昨

年は従業員の健康づくりに向けてインストラクター養成講

座を開催しました。まだ緒に就いたばかりですが、今年は、

行政と共に取り組みを深化させたいと考えております。そ

の一つが運動した結果をデータ化し自ら確認することでは

ないかと考えております。

次が天橋立の「世界遺産登録」に向けた取り組みであり

ます。今年は、世界遺産条約採択40周年の節目であり、

国際会議がこの日本、京都市で開催されると聞き及んでお

り天橋立を世界へ発信する重要な年であります。また天橋

立の白い砂浜に緑の松が林立する白砂青松の景観を守って

いかなければなりません。京都府の指導を受けながら天橋

立の文化的価値を高め、「京都の天橋立」として、国内外

に向け発信するとともに、天橋立と地域の歴史・文化の魅

力を高める運動に努力していきたいと思っております。

最後は、平成17年に策定した当所の「宮津産業ビジョ

ン」の見直しであります。現在、特別委員会を立ち上げて

議論しております。同委員会では、宮津市は近隣市町と同

様、若者の流出や高齢化で人口が減少し経済規模が縮小傾

向にあり、今後の課題は、交流人口を増やすことと考えて

おります。宮津には天橋立を始め多くの観光資源と豊富な

丹後の食材があり、宮津の活性化には、これらを活かし、

「宮津の食」を中心とした取り組みではないかと結論付け、

その展開の具体策を議論しております。一方で長期的には、

まちなかに人と人のふれあいの場を増やす、また宮津の地

に相応しい産業興しに適した業種は何かを議論しておりま

す。これからビジョンの具体化に向けた議論も深めていき

ます。

「みやづビジョン２０１１」、京都府の「明日の京都」

とベクトルを合わせながら、皆さま方と力を結集して、地

域に賑わいを取り戻したいと考えております。今こそ、チ

ャンス、この時機を逃さないよう英知と勇気を結集しなけ

ればならないと考えます。

そのほか、まだまだやらなければならない課題、テーマ

は沢山あり挑戦していかねばなりません。会議所の役職員

一同「現場に立脚した活動」を基本に、多くの会員の声を

真摯に受け止め、会員企業、宮津市の発展を期して着実な

行動で応えて行く所存です。どうか関係各位の格別のご指

導、ご協力をお願いいたします

以上、新年にあたり所感の一端を申し述べ、本年が会員

さまにとって実りの多い一年でありますよう祈念し、新年

にあたってのご挨拶とさせていただきます。
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去る11月29日、平成23年度当所優良従業員表彰・会員表彰式がご来

賓はじめ多数の方々の参列のもと開催されました。

今井会頭が式辞の中で、受彰された従業員の皆様が職場で模範となり、

たゆまぬ努力によって事業所の繁栄に貢献された功績に対し敬意が表さ

れ、今後も職場のリーダーとして後進の指導、育成に一層力添えいただ

くことに期待したいと激励、また会員表彰受彰事業所の皆様につきまし

ても、創業以来永年に亘り事業を継承され、当宮津市の経済発展に多大

なご尽力を賜りましたことに心から敬意を表され、今後も事業発展のた

め一層ご活躍いただきたいと激励されました。

続いて、会員事業所から推薦され、表彰審査委員会にて決定した17事業所43名の従業員の方々が勤続年数毎

に、また、特別表彰といたしまして2名の方と、当所常議員会で決定されました5名の会員事業所の方々が創業

年数毎に名前を読み上げられ、会頭から表彰状が授与されました。

この後、ご来賓の井上宮津市長、京都府丹後広域振興局森本副局長より夫々祝辞をいただき、受彰者に対し

祝福とねぎらいの言葉が述べられました。

最後に従業員表彰受彰者を代表し、宮城　敦様（株式会社　大村工務店）が、本日の受彰は多くの方々に支

えていただいたおかげであると感謝されると共に、今後も良き従業員として事業所の発展はもとより、地域社

会に貢献していきたいと述べられました。

また続いて、会員表彰受彰事業所を代表し、有限会社　井崎石材様が、古くから当地で商売させていただき、

今日を迎えることができたのは地域の皆様のおかげであると感謝さ

れ、今後共ご支援を賜りたいと述べられました。

本年度、会員表彰を受彰されました事業所の皆様は次の方です。

有限会社　井崎石材　様（創業100周年）

入柿工業　株式会社　様（創業50周年）

株式会社　オカモト工務店　様（創業50周年）

河島煙草店　様（創業50周年）

橋立開発　株式会社　様（創立50周年）

（以上創業年数毎・50音順）

おめでとうございました。来年度以降該当されます皆様の申請をお待ちしております。

当所会員事業所の優良従業員表彰及び会員表彰式が開催されました

17事業所45名の優良従業員の皆様、5会員事業所の皆様おめでとうございました

【日　時】 平成24年2月4日（土）午後2時～4時

【場　所】 京都北都信用金庫本店　5階大会議室

【講　師】 国立社会保障・人口問題研究所

所長　西　村　周　三　　氏
【参加料】 無料

【申込み】 電話、FAX、E-mailでお申込み下さい。

〔電話22－5131、FAX25－1690、E-mail：miyazu@kyo.or.jp〕

＊当日は、宮津市役所駐車場、京都北都信用金庫駐車場、宮津商工会議所駐車場をご利用下さい。

《主催》宮津商工会議所、（社）宮津納税協会宮津市支部法人部会

《共催》京都北都信用金庫、近畿税理士会宮津支部、日本フルハップ

講師プロフィール

京都大学大学院、横浜国立大学助教授、京都

大学助教授・教授・副学長を経て現在に至る。

専門は社会保障論、医療経済学。日本における

同分野の草分け的存在の1人で、医療経済学会

の初代会長を務められた。

高齢化社会と向き合う経済学高齢化社会と向き合う経済学�高齢化社会と向き合う経済学高齢化社会と向き合う経済学�高齢化社会と向き合う経済学�
－ 幸福度指数と幸福の意義に学ぶ幸福度指数と幸福の意義に学ぶ －�－ 幸福度指数と幸福の意義に学ぶ －�

2012年　新春経済講演会�
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◎工業部会・商業部会　共催視察研修会
【開催日】 11月24日（木）

【場　所】 ハードロック工業㈱（東大阪市）

アサヒビール㈱吹田工場（吹田市）

【参加者】 工業部会　7名、商業部会　10名

ハードロック工業㈱では若林社長様より、絶対緩まない

「ハードロックナット」の開発、販路開拓などについて説

明頂き、製品への自信、誇り、時代にあった製品開発など

の姿勢をお伺いしました。

引き続き、アサヒビール㈱吹田工場では製造工程、企業

理念、社会貢献などの取り組みについて説明頂きました。

今回、部会再編後、初めての事業ではありましたが、部

会員は日本の最先端技術を支える中小企業を視察され、ま

た同業他社や異業種他社との交流が行われるなど、大変有

意義な視察研修会となりました。

発効年月日時間額（円）

＊はん用・生産用・業務用機械器具製造業
（ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、その他のはん用機械・同部分品、繊
維機械、生活関連産業用機械、基礎素材産業用機械、金属加工機械、半導体・フラ
ットパネルディスプレイ製造装置、その他の生産用機械・同部分品、事務用機械器
具、サービス用・娯楽用機械器具、建設機械・鉱山機械製造業）

＊金属製品製造業（金属素形材製品、ボルト・ナット・リベット・木ねじ等製造業）

＊電気機械器具製造業
（電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業）

＊輸送用機械器具製造業（輸送用機械器具、建設機械・鉱山機械製造業）

＊各種商品小売業（衣・食・住にわたる商品を一括して、１事業所で小売する事業所）

＊自動車（新車）小売業

業　　　　　　　種　　　　　　　名

22年12月18日

23年12月18日

20年12月21日

23年12月18日

23年12月18日

765

829

822

825

834

776

23年12月18日754

＊印刷業

※支払賃金を最低賃金と比較する場合、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜手当、賞与等は除外します。

詳しくは京都労働局労働基準部賃金室（1075-241-3215）又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

時間額については、京都府最低賃金が
適用されます。ただし、日給制の労働
者については、自動車小売業最低賃金
の日額5,926円の適用もあります。

＊自動車小売業（中古車、自動車部分品・附属品小売業）

最低賃金制度は、労働者の労働条件を確保するとともに事業の公正な競争の確保及び地域経済の発展に
寄与するためのものです。今回産業別最低賃金の額が改正されましたのでお知らせします。

京都府産業別最低賃金の改定について

部会だより

師走に入った12月11日（日）、『クリーンはしだて1人1坪大作戦　第５回迎春天橋

立一斉清掃』が、多数の皆様の参加により開催されました。

今年度で５回目の取り組みとなりましたが、前々日より厳しくなった寒さの中、少年

野球クラブの児童、地元高校生をはじ

め会員事業所など地域住民約1,000

名のご参加をいただき、天橋立も新春

を迎える準備が整いました。

ご参加いただきました皆様にこの場

をお借りし御礼申し上げます。ありが

とうございました。

クリーンはしだて1人1坪大作戦　迎春天橋立一斉清掃について御礼
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宮津商工会議所では、高齢化社会の中で、従業員が元気に働ける環境作りの一環として、健康づくりに取り

組んでおります。昨年５月には、健康づくりの基本を学ぶ講演会を開催し、大変ご好評いただいたことから、

前回の講演会に引き続き、宮津市内３会場において、“健康づくりと運動”をテーマに、健康づくり講演会を開

催することとなりました。

『楽しく、仲良く、健康で』という松本市熟年体育大学の合言葉のとおり、あなたも是非、健康づくり、体

力づくりに取り組んでみませんか。

◆講演内容◆

生涯健康で過ごせるように日頃の生活習慣を見直し、運動の大切さを学ぶと共に、実技を交え、楽しく、気

軽に続けられる体力・健康づくりの基本についても学びます。

◆お問合せ・お申込み◆

宮津商工会議所（TEL.22-5131 FAX.25-1690）

◆参加料◆　無料

宮津会場

府中会場

栗田会場

日　に　ち

平成24年1月21日(土)

平成24年1月28日(土)

平成24年2月11日(土)

時間

午後2時
～

午後4時

場　　　所

宮津市保健センター

府 中 地 区 公 民 館

栗 田 地 区 公 民 館

講　　　　　　師

根本　賢一　氏（松本大学　准 教 授）

田邉　愛子　氏（松本大学　専任講師）

根本　賢一　氏（松本大学　准 教 授）

地 区 別 健 康 づ く り 講 演 会 の 開 催 に つ い て

《日　　時》平成24年2月1日（水） 13：30～15：50
《場　　所》アグリセンター大宮（京丹後市）《現地へご集合下さい》
《内　　容》1）開会挨拶《13：30～13：35》

2）講　　演《13：35～14：50》
【テーマ】 『あーよかったな　あなたがいて

～心の銀行にいっぱい貯金を～（仮題）』
【講　師】 教育サポーター　　仲島正教　氏

3）啓発映画《15：05～15：45》
『あの空の向こうに』

4）閉会挨拶《15：45～15：50》
＊参加ご希望の方はお名前・事業所名を1月17日までに

商工会議所（電話22－5131）へお知らせ下さい。

商工業関係団体役職員等人権啓発研修会のご案内

宮津で開催された健康づくり講演会の模様


