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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。
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。

◇あなたの意見を世論に反映
一人一人の意見は小さくとも、あなたの意見は商工会議所の意見となり、

さらには日本商工会議所の意見とすることもでき、行政庁等を動かすことも

可能です。

◇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、販売促進、接遇などの講演・講習会を開催しています。

◇農水商工観連携の取り組み
地域の農林漁業者、商工業者及び

観光業者等の連携を深め、「6次産業

化」及び「地産地商（消）」を推進し、

当地の産業振興に取り組んでいます。

◇商業活性化・まちづくり事業の推進
中心市街地が更に発展し、活力ある商業地になるよう、行政・関係団体等

と連携を取りながら各地区のまちづくり事業を推進しています。

◇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京都府他関係市町、また住民と一緒になって

推進しています。

宮津商工会議所は、昭和30年に設立され、現在約700名の事業所の方にご加
入いただいております。
会員の加入については、現在、商工業者だけでなく医療・介護・教育・神社仏

閣の団体の方々にもご入会いただいております。
当所では、常時新入会員を募集しておりますので、この機会にぜひご入会くだ

さい。なお、商工会議所の具体的な会員サービスや入会手続きなどお気軽にお問
い合わせください。
また、お知り合いの事業所でまだ商工会議所にご加入いただいてない事業所が

ございましたら、事務局までご連絡いただければ幸いです。
【ご入会・ご紹介の連絡は】

宮津商工会議所　10772－22－5131 まで

中小企業応援隊（経営支援員）は、皆さんの経営に関する悩み事や新たにチャレ

ンジしたい事、創業・第二創業など、どんな相談でも受付ております。当所窓口、

また企業を巡回して相談に応じております。お気軽にご連絡ください。

新規開業や新規市場開拓、販売手法の革新についての相談や

専門家の派遣などを行っています。

資金計画の相談や国、府、市などの低利で安心な制度融資の

斡旋を行っています。

記帳を正しく理解し、帳簿の数字に基づく経営のため

の記帳から決算まで一貫した継続指導を行っています。

従業員の賃金・労働保険・退職金・

社会保険などの労務関係に関するアド

バイスを行っています。

新規市場の開拓や販売・仕入先の拡

張、下請けの斡旋の支援を行っています。

中小企業の設備投資、販路拡大、商品PRなど各種補助

金申請支援を行っています。

経営支援以外にも宮津商工会議所ってこんな活動をしています

中小企業応援隊による経営支援のご案内

●税務・経理相談

●金融相談

●労務相談

●取引相談

●各種補助金申請

●経営相談

商工会議所商工会議所ってどんなところ？�商工会議所ってどんなところ？�

相　　談　　員

当所経営支援員

当所経営支援員

当所経営支援員

場　　　所

吉津地区公民館

府中地区公民館

栗田地区公民館

日　　　　時

2月23日（火）9時30分～正 午

2月24日（水）9時30分～15時

2月25日（木）9時30分～15時

【事業者向け所得税地区別個別相談会】

相　　談　　員

税理士及び当所経営支援員

税理士及び当所経営支援員

場　　　所

宮津商工会議所

宮津商工会議所

日　　　　時

3月02日（水）9時～15時

3月23日（水）9時～15時

【事業者向け納税協会個人部会宮津分会会員対象個別相談会】（予約制）

今年の申告期間は、所得税が3月15日（火）、消費税が3月31日（木）までとなっ
ています。宮津納税協会宮津市支部と協力しながら、事業者向けの無料個別相
談を下記日程で実施いたしますのでご利用ください。
なお、昨年と一昨年に『みやづ歴史の館』を会場に実施されておりました個

別相談につきましては、今年度宮津市内では開催されませんので、ご注意くだ
さい。

所得税

消費税

※お電話でお申込みください。（10772-22-5131）

平成27年分 所得税・消費税 確定申告個別相談のご案内平成27年分 所得税・消費税 確定申告個別相談のご案内平成27年分 所得税・消費税 確定申告個別相談のご案内平成27年分 所得税・消費税 確定申告個別相談のご案内平成27年分 所得税・消費税 確定申告個別相談のご案内

ご相談に来られる際、必ずお持ちください

◇所得税相談の方◇
＊平成26年分の申告書・決算書の控え

＊帳簿類

＊添付書類（国民年金・生命保険・

損害保険等の証明書、年金・給与

の源泉徴収票など）

＊印鑑

◇消費税相談の方◇
＊平成25・26年分の消費税確定申

告書・付表・所得税決算書の控え

＊平成27年分の所得税決算書の控え

＊帳簿類（本則課税の方）

＊印鑑

横町和宏さんは、昨年11月によこまち鍼灸整骨院（ミップル内）に続き、市内

2店舗目となる「デイサービス リハとも」（宮津市宮村）を開設されました。

また、当所青年部にも所属される他、精力的に商工会議所サービスを活用され

ています。そんな横町さんに商工会議所について、ズバリ！聞いてみました。

商工会議所に入ってよかったと思うところは？

⇒　色々な出会いがあり、つながりができたこと。

商工会議所を活用してみて、初めて知ったことは？

⇒　共済や税制など事業する上で、ためになる

情報を知ることができたこと。

商工会議所にもっとしてほしいことは？

⇒　十分してもらってます（笑）

宮津商工会議所青年部新入会員募集中！！
あなたも宮津商工会議所青年部の一員となり、企業

経営の勉強や会員との親睦を通して、情報交換や自己
研鑚をはかり、事業所の発展、また自己のスキルアッ
プに役立ててみませんか？　そして一緒に宮津を盛り
上げましょうZ

1お問い合わせ：0772-22-5131（事務局：矢野）

■□■□■　　　　　　会員さんに聞いてみましたZ■□■□■ズ バ リ

よこまち鍼灸整骨院

デイサービス リハとも

横 町 和 宏 さん

平成19年の創業の際に、商工会議所に相談したのがきっかけで入会。以後、

税務相談や雇用保険・労災保険手続きなど色々な商工会議所サービスを活用さ

れています。また、平成27年からは当所青年部にも在籍されるとともに、同

年11月に「デイサービス リハとも」を開業され、事業・活動の幅を広げてお

られます。

【事業所のお問い合わせ先】

よこまち鍼灸整骨院 1：0772-22-0063 HP：http://yokomachi-seikotsu.com/

デイサービス リハとも 1：0772-22-0202 HP：http://rihatomo.com/
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地域振興のため、お買い物は地元商店で

宮津商工会議所青年部の創立60周年を祝う記念事業が2月

6日、みやづ歴史の館及び宮津会館において開かれました。

第一部の記念式典では、宮津市長 井上 正嗣 様や日本商工

会議所青年部会長 伴 靖 様をはじめ、多数の来賓にご臨席賜

り、創立60周年を祝うとともに、地域経済の発展を担うべ

き青年部として責務を果たしていくことを誓いました。

宮津商工会議所青年部の杉本会長は、地域が抱える大き

な課題について挙げ、「このような時代にこそ、私たちの行動が問われている。仲

間とともに、悩み、学び、力を合わせ、高め合う。

勇気と情熱をもって行動し、課題解決を成し遂げ

たい」という決意を述べられました。また、宮津

商工会議所の今井会頭は、サミュエル・ウルマン

の「青春の詩」を引用し、志の大切さを伝えると

ともに、地域を担っていく青年部に対し、エール

を送られました。

第二部の市民の方々にもご参加いただいた講演会、パネルディスカッションで

は、京都丹後鉄道を運行するWILLER TRAINS㈱の小 直弘常務取締役をお招きし、

「我らが創造（つく）る宮津の未来」をテーマにご

講演いただきました。講演では、「観光」の取り巻

く環境の厳しさを伝える一方で、宮津の可能性に

ついてお話しいただきました。また、パネルディ

スカッションには、小 氏と杉本会長がパネリス

トとして参加し、地域の魅力の探し方などについ

て、熱い議論が交わされました。

第三部の懇親会は、ご来賓をはじめ、これまで当所青年部を支えて来た、歴代

の会長や卒会員も参加し、世代、地域を越えた交流が行われました。

去る1月18日、天橋立ホテルにおいて、宮津商工会議所創立60周年を記念した、

記念講演会、記念式典及び祝宴が京都府丹後広域振興局長の山内 一 様をはじめ、

多数のご来賓、会員事業所様及び宮津市民の方々の参加のもと開催されました。

無事に創立60周年を迎えることができましたことは、宮津商工会議所をご理

解・ご支援いただいております会員の皆さまと地域経済を支えていただいている

宮津市民の方々のおかげであり、本紙面をお借りし、心より御礼と感謝を申し上

げます。誠にありがとうございました。

記念講演会は、東京国立博物館館長(元文科省事務次

官)の銭谷眞美氏をお迎えし、当地で予てより取り組ん

でいる「北前船」をテーマにご講演いただきました。

これからの地方のあり方は、東京や大阪に頼るのでは

なく、北前船の時代のように地方と地方が交流することが大切であるなど、宮津再生の

ためのヒントが随所に散りばめられた内容で、総勢約200名の参加者は、熱心に耳を傾

けました。

宮津商工会議所創立60周年記念事業の報告と御礼

宮津商工会議所青年部60周年記念事業のご報告

会報「おもてなし」を担当する情報委員会では、地元

を支える会員企業等の紹介を紙面で行っており、もっと

会報の内容を充実させたいとの思いから、会員企業のサ

ービスを実際体験するとともに、丹後で話題のスポット

の見学を行いました。

今回、視察したのは本年度から運行会社が変わり、

WILLER TRAINS㈱が運行することになった「京

都丹後鉄道」の観光列車「丹後くろまつ号」に乗

車してきました。

初めて乗車される参加者が多く、日本海を見な

がら食べる食事は、非常に贅沢で、あっという間

の乗車時間でした。料理は、沿線ホテルが提供し、

地元食材をふんだんに使った品が並び、アテンダ

ントの方々からも丁寧な接客をしていただきまし

た。

同乗いただいた京都丹後鉄道の須藤氏からは、

鉄道の利用状況や現在の取り組みをお聴きし、

「沿線人口30万人をどう取り込むか。単純に１人

１回乗車いただくことで、30万人増えることに

なる」と大きな課題に前向きに取り組んでいる現状をお聞かせいただきまし

た。

下車後は、全国的にも珍しいレンガをテーマとした博物館「赤れんが博物

館」を見学するとともに、世界記憶遺産の登録が決まった舞鶴引揚記念館を

視察しました。記念館では、語り部の方からシベリア抑留の悲惨さと引き揚

げ事業に対する長年にわたる地道な活動の状況をお聞きしし、非常に有意義

な視察見学会となりました。

宮津まちづくり会議では、11月に取りまとめた報告書や、道の駅「海の京

都 宮津」登録を踏まえ、浜町地区において早期に賑わいを創出していくた

め検討しているところです。そのためには、ハード面の整備も必要不可欠で

すが、商品開発などソフト面の強化も重要であることから、現在、宮津農水

商工観連携会議と共同で検討しているところです。

そのような中、道の駅「海の京都 宮津」内にある宮津まごころ市では、

道の駅登録後、来店数が増加していることから、店内の商品強化・アイテム

数の増加を目標に販売商品の出店を広く呼び掛けております。

皆さまの周りで、 宮津まごころ市で商品（農産物や加工品、工芸品など）

を販売してみたい方がおられましたら、宮津まごころ市運営組合（10772-
22-6123）までお気軽にご相談ください。

■基本条件

○組合に入会すること（入会費：10,000円、年会費：5,000円）

○販売委託（手数料有／売れ残った場合は取りに来ていただきます）

＊詳しいお問い合わせは、宮津まごころ市運営組合まで

TEL 0772-22-6123【受付時間：月水木金9時～13時、土日9時～17時】

1/4 Event
『平成28年 新春賀詞交歓会』を開催
例年、みやづ歴史の館において、宮津市・宮津商工

会議所の共催で開催され
ており、本年も会員企業
や行政関係者など総勢
190名が新年の始まりを
祝うとともに、宮津市の
再生に向け一致団結を誓
った。

1/26 Seminar
『中小企業者のためのマイナンバーセミナー』を開催
昼、夜と2回に分けて開催されたセミナーには、総勢

23名が参加。制度を所管する内閣府の見解などを交え、
安全管理体制や取扱
規程の作成など実務
で重要となるポイン
トを中心に説明さ
れ、受講者も真剣に
耳を傾けた。

2/5 Seminar
『YouTube動画セミナー』を開催
昨年に引き続いて開催されたセミナーには、総勢21

名が参加。HPやチラシとは違った商品、サービスの見
せ方や会社紹介をお客様
から選ばれる理由やキー
ワードをもとに、座学だ
けでなく動画作成等の実
技を交えた講義で受講者
に大変好評でした。

14:00～15:30第一部　記念講演会

講演に引き続き、記念式典が開催され、式辞におい

て今井会頭は、商工会議所設立趣旨書を引用し、「設立

時の原点に立ち返り、あるべき姿をしっかり指向し、

行動していかなければならない」。また、小規模企業に

対する国の支援体制が、明確になってきたことを挙げ、「会員企業に対する支援レベル

の向上を目指す」との決意を述べられました。このあと、式典では永年商工業の発展に

寄与された商工会議所役員・議員等に対し、宮津商工会議所・日本商工会議所との連名

表彰、宮津市の功労者表彰などが行われました。

16:00～17:00第二部　記 念 式 典

式典後に開催された祝宴は、昔の新浜などのお座敷

で親しまれてきた「お座敷おどり」が披露されるとと

もに、創立から60周年までのあゆみを写真でまとめた

スライドが上映され、会場を盛り上げました。会場で

は、会員同士の名刺交換を行う姿も見られ、今回の会員交流が、今後さらなる地域の発

展につながるのではと期待の膨らむ祝宴となりました。

17:30～19:30第三部　祝　　　宴

宮津商工会議所　ニューストピックス

情報委員会視察見学会のご報告
～乗ってきました京都丹後鉄道「丹後くろまつ号」～

浜町地区の魅力強化にご協力ください！！
～宮津まごころ市での商品出店のご案内～

京都丹後鉄道（WILLER TRAINS㈱）
平成27年4月、旧北近畿タンゴ鉄道から引き継ぎ、運行を開始。若手の採用も積極

的に行っており、様々なイベントと連携した企画切符などの販売、大丹鉄まつりなど
新たな取り組みもスタートさせている。課題となっていた乗車人員も、平成27年は前
年を上回るなど、改善を見せている。
なお、平成28年3月には、ダイヤ改正が行わる予定で、「丹後くろまつ号」の定期運

行も、金額や運行コース、サービス内容がリニューアルされる。京都丹後鉄道では、
沿線住民の利用促進と、城崎温泉などに来ている観光客に、鉄道を使って丹後に来て
もらうことをターゲットに挙げており、今後も様々な企画を実施していきたいとのこ
と。運行２年目を迎える京都丹後鉄道の今後の動向に目が離せない。


