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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。

◆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、品質管理等の講演・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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
昨年度より将来的なビジネスチャンスにつながる長期ビジョン策定に鋭意取

り組んでまいりましたが、「宮津産業ビジョン５ヶ年計画」がまとまり、今年

度より行政等と連携を図りながら委員会及び部会で実行に向けて推進してまい

ります。

◆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。

☆巡回訪問の実施
4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。

【4月・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。

☆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。

☆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

い合わせください。

★宮津商工会議所ってこんな活動をしています★

商工会議所
って何？

特務艇「はしだて」の宮津港への寄港依頼
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２班

１班

魚屋・新浜・島崎・万町地域

本町地域

杉末・漁師・川向・白柏・蛭子地域

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

地域名

府中地域

由良地域

栗田地域

開設予定日

09月12日（木）予定

10月10日（木）予定

11月14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

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。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25年8月21日（水）午後1時30分～4時

※セミナー「面接会の回り方」午後1時～1時30分

【会　　場】 野田川わーくぱる

与謝郡与謝野町字四辻161 10772-42-7711
最寄駅：野田川駅（北近畿タンゴ鉄道宮津線）

【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のパネル等に自社の概要等を掲示、

製品等の展示により求人内容等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・Ｉ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

たたたたんんんんごごごご就就就就職職職職フフフフェェェェアアアア

平成17年度に創立50周年記念事業の一環として「宮津産業ビジョン」

を策定し、将来の宮津の産業界の進むべき方向性の１つとして交流人口の

増加の必要性を考え、様々な事業を展開してきました。

そして、平成23年度から宮津産業ビジョン推進特別委員会で将来のビ

ジネスチャンスに繋がる分野を宮津産業ビジョンⅡ（長期ビジョン戦略）

として協議を重ね、去る6月26日の常議員会において『宮津産業ビジョン

５ヶ年計画』をご承認いただきました。

今年度からは将来の宮津の新たなビジネスの芽を育て、『チャレンジが

チャンスを呼び込む』という想いで全会員の皆さまのご支援、ご指導、ご

協力のもと、本計画を推進してまいりたいと思いますので、今後とも宜し

くお願い申し上げます。

去る6月24日（月）、ＪＳパートナー株

式会社　代表取締役　福島　文二郎　氏を

お招きし、「ディズニーに学ぶ人材育成と

危機管理」セミナーを当所にて開催し46名

の方々が熱心に受講されました。主な内容

は、「おもてなし」とは「相手に対する思いやり」であり、マニュアル化され

た「サービス」とは同じではない。ま

た、ＣＳ（顧客満足）をＵＰさせるに

は、ＪＳ（働きがい）→ＥＳ（従業員

満足）→ＣＳ（顧客満足）の順でＵＰ

させる必要がある等、ディズニーでの

実例を基にお話いただきました。受講

後のアンケートでは「非常に良かった」

71.8％、「良かった」23.1％と高評価

をいただきました。

平成26年度に、宮津市が市制施行60周年を迎えることから記念行事の一環と

して、特務艇「はしだて」の寄港をお願いしておりましたが、防衛大臣、海上

幕僚長等が実施する国内外からの来客等の支援に従事するとともに、主として

首都圏の災害時に所要の要員を乗艦させ、指揮支援等に従事することとされて

いること等から要望にお応えできない旨、回答がありました。

舞鶴地方隊としては、可能な限り支援させていただきたい。具体的には、同

地方隊の艦艇の寄港等を通じて宮津市と親密な交流ができるよう調整したいと

提案がありました。

「宮津産業ビジョン5ヶ年計画」

「ディズニーに学ぶ
人材育成と危機管理」

セミナー開催
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地域振興のため、お買い物は地元商店で

関西電力管内における今夏の電力需給見通しは、安定供給に最低限

必要とされる3％以上の予備率が確保される見通しですが、この見通し

は、「定着した節電（平成22年度夏比8.7％）」を見込んだものであり、

昨夏に引き続き、節電の協力が要請されています。

また、宮津市では、「脱原発」を表明していることから、原発の稼動

がない場合を想定した取り組みとして、全市あげての節電に取り組みへの協力が呼び

掛けられており、各事業所さまにも、積極的な取り組みのご協力を賜わりますようお

願いいたします。

また、当所におきましても節電の取り組みとして、適正冷房（28℃）の推進及び

軽装勤務等の取り組みを実施しておりますので、ご来所の際にはご理解・ご協力下さ

いますようお願いいたします。

記

１．節電目安（宮津市）

△15％節電（平成22年度使用電力量を基準として）

２．関西電力が掲げる節電協力の期間・時間帯について

期間・曜日：7月1日～9月30日の平日（8/13～8/15を除く）

時　間　帯：午前9時～午後8時

３．節電対策の内容

１）空調、照明、エレベーター等の使用抑制

①事務所や会議室における適正冷房（28℃）の実施

②「すだれ」や「よしず」などを利用し、窓からの日差しを遮断

③不必要な照明の消灯

２）軽装勤務の普及定着

ビジネスシーンにおける軽装勤務の奨励
※上記はあくまでも取り組みの一例ですので、会社の実状に合わせて節電にご協力ください。

※具体的な節電方法については、関西電力㈱のホームページ（http//www.kepco.co.jp/）を

ご覧ください。

節電・省エネに向けた取り組みの協力について（お願い）

宮津燈籠流し花火大会実行委員会よりお知らせ宮津燈籠流し花火大会実行委員会よりお知らせ宮津燈籠流し花火大会実行委員会よりお知らせ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、大会が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25日までにお

願いします。その他の方法の場合も、7月25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・子どもの誕生等の祝い事、法事などの仏事、同

窓会・各種サークル記念等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口以上でお申し込みください。
※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ち上げます。また、プログ

ラムへ名前を掲載するとともに、7口以上の方は希望

により当日会場においてメッセージを放送させていた

だきます。

＊申込方法………………7月25日を目途に宮津商工会議所までお申し込みくだ

さい。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

☆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　※小学生未満無料
※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ので、

お早めにお申し込みください。

※8月7日（水）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……宮津市産業振興室、宮津商工会議所、（公社）天橋立観光協会、

宮津市ぶらりんぐセンター、みやづ歴史の館、

宮津市民体育館

＊受付期間……7月5日（金）から8月16日（金）午後5時まで

（市役所は14日（水）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（金）から8月14日（水）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　145－1625又は122－2121

平成26年度に全面開通する京都縦貫自動車道等を見据えて、27年度をターゲット

イヤーとする「海の京都」構想が発表されました。この構想に基づき天橋立を全国有

数の競争力のある観光圏に育て上げるために、ソフト・ハード面の施策を検討し進め

ているところです。

この動きに呼応して、地元から要望がありました①舞鶴大江IC出口に「丹後由良海

岸」への誘導表示板の設置、また②宮津天橋立IC出口には「天橋立文珠」への誘導表

示板の追加設置、さらに③舞鶴大江ICから宮津天橋立IC間に設置されている「天橋立

へのご案内」表示板には夜間照明をお願いしました。この夏の海水浴シーズンには願

いが叶うことを祈っております。

去る6月7日、ウェスティン都ホテル京都（京都市）

において、第25回近畿商工会議所女性会連合会総会京

都大会が開催され、当女性会からは11名の会員が参加いたしました。

当日は、山田京都府知事をはじめとする来賓の方々のご臨席のもと、近畿一円の女

性会から多くの会員が集い、平成24年度事業報告・収支決算、平成25年度事業計

画・収支予算について審議、承認の後、㈱ワコールホ

ールディングス　代表取締役社長　塚本能交氏より

「女性とともに」と題し記念講演が行われました。

その後、祝獅子が披露される等和やかな雰囲気の中

終了いたしました。

平成26年度は、大阪で開催されますので会員皆さま

のご出席をお願いいたします。

女性会活動報告

京都縦貫自動車道 舞鶴大江IC等に
表示板の設置をお願いしました！宮津燈籠流し花火大会実行委員会よりお知らせ

今井会頭を委員長に「北前船まちづくり委員会」が設立されました。宮津市

から委託を受け、事務局を商工会議所に設置し、26年度「北前船寄港地フォー

ラム in 宮津 天橋立」の開催に向けて様々な取り組みを行なってまいります。

主な事業内容等をご紹介しますと宮津地域の方に「北前船と宮津の関わり」

を周知していく為に、「北前船まちづくり船便」を制作、発行します。

また、各寄港地とのネットワーク連携の為「各寄港地情報BOX」をインター

ネット上に開設するための準備をしてまいりたいと思っております。

様々な取り組みの中で商工会議所としては、各寄港地共通アイテムによる

「北前船ブランド商品」を開発し、26年度のフォーラム開催時にお披露目、お土

産として配布まで取り組んでいきたいと考えております。

加えて、宮津独自の「北前船オリジナル商品」の開発を各事業者（個人含む）

に呼びかけ、商品の完成までバックアップしていきたいと考えます。

これからの取り組みの内容等詳細は、折を見てご紹介させていただきます。

③の夜間照明をお願いした案内表示板②の誘導表示板の追加設置場所付近

北前船まちづくり委員会の取り組みについて




