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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

なの力を合わせて、宮津市を住みよく、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。

＊中小企業応援隊によるサポート＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
中小企業応援隊とは、経営支援員による巡回訪問コンサルティングを基本

として現地現場主義に立ち、事業者の強みや弱みを皆さんと一緒に分析しな
がら、各種制度の活用による効果的な支援を行うことで中小企業の経営安定
と成長に繋げる企業サポート体制です。
経営改善・販路開拓・金融・税務・経理・労務・各種共済制度をはじめと

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。

＊各種講習会・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。

＊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る中で、「6次産

業化」及び「地産地商（消）」等を推進しており、宮津産品のブランド化や
お土産物開発支援を通じて産業振興に取り組んでいます。

＊商業活性化・まちづくり事業への取り組み＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
地域資源の活用により、交流人口を増やし、地域商工業が更に発展するこ

とで、活力ある商業地になるよう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行政、市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690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入会いただけます。
当所では、常時新入会員を募集しておりますので、是非ご入会ください。
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、当所までご連絡いただければ幸いです。

【ご入会・ご紹介のご連絡は】
宮津商工会議所　10772-22-5131 まで

☆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10時より午後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相談ください。【4月・5
月・6月は実施しました。】
なお、訪問は原則、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
下記の地区で午前10時から午後4時まで、商工会議所経営支援員等の職員に

よる一日移動相談所を開設いたします。

７月

９月

10月

11月

１班

２班

１班

２班

１班

２班

１班

２班

亀が丘・住吉・河原・金屋谷・小川・万年地区

杉末・漁師・川向・白柏・蛭子・宮町地区

府中一日移動相談所

魚屋・新浜・島崎・万町地区

柳縄手・宮本・京街道・京口・滝馬・宮村・上宮津地区

由良一日移動相談所

栗田一日移動相談所

波路・獅子崎・吉原・惣地区

地区名

府中地区

由良地区

栗田地区

開設予定日

09月15日（木）予定

10月13日（木）予定

11月04日（金）予定

場　　　所

府 中 地 区 公 民 館

由 良 地 区 公 民 館

栗 田 地 区 公 民 館

☆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。

商工会議所
って何？

宮津商工会議所はこんな活動をしています

今回、本年度商工会議所にご入会いただいた宮
津市大島にあるF＆Bハウスの大西さんご夫婦にお
話を伺いました。
F＆Bハウスは、定年後に夫婦で創業され、4年

目を迎えます。現在は、農業に加えて、給食セン
ターで働いていた奥さんの経験を活かし、地元農
林水産物を使った惣菜製造も行っておられます。
宮津商工会議所を活用するきっかけとなったの

は、商工会議所主催の商談会に参加したこと。商
談会後、「アカモクコロッケ」、「へしこコロッケ」
の地元スーパーでの販売が決まりました。
現在は、商工会議所の土産物開発支援制度を活

用しつつ、惣菜のお土産物化に取り組んでおられ
ます。
取材の最後に、「事業を拡大し、息子と一緒に事

業がしたい」と話された夢を、商工会議所として
も引き続き応援していきます。

定年後からの創業。夫婦で語る夢。～ F＆Bハウス ～

宮津農水商工観連携会議では、宮津の産業育成のため、地域団体や企業等に
対する様々な支援を行っております。

◆「めざせ！宮津の新定番カタログ2016」を発行！
昨年度、宮津市内で沢山の新商品が生まれました。掲載

商品は、宮津市で生産された農林水産物や加工品を使って

作られる宮津ならではの商品です。ぜひ、カタログをご覧

いただき、一度ご利用ください。

【配布先：当所、道の駅「海の京都 宮津」他】

◆「宮津体感モニタリング部」部員募集中！！
生産現場や新商品開発などのモニタリングに参加し、生産者とともに宮津の

宝物を世界の宝物「宮津遺産」へと磨き上げる「宮津体感モニタリング部」活

動に参加いただける部員を募集しております。是非ご参加ください。

なお、今後は、年数回の頻度でモニタリングを実施していく予定です。

＜宮津体感モニタリング第1回「宮津産育成とり貝」を開催！！＞
６月19日には、19名の参加により「宮津産育成とり貝」のモニタリングを開

催。漁師さんからとり貝の具体的な育成方法を聞くとともに、特大サイズのと

り貝を試食し、生産者の思いや味の秘密を再認識しました。

【お問い合わせ・ご入部のご連絡は】

宮津農水商工観連携会議事務局（宮津商工会議所事業推進課内）

1 0772-45-1106・FAX 0772-25-1690

アカモクコロッケ

へしこコロッケ

会員
紹介
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地域振興のため、お買い物は地元商店で

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 １口1,000円を目安に、お気持ちの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日を目途にお願いします。

＊そ　の　他 協賛いただいた方（匿名・無記名を除く）につきましては、ＨＰ及

び回覧板にてお名前の掲載をさせていただきます。

☆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

掲載すると共に、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日まで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名以上は単独席となりますが、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

ますので、お早めにお申し込みください。

＊8月4日（木）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 宮津市企画部観光交流課観光まちづくり係、宮津商工会議所、天橋

立観光協会、宮津天橋立観光旅館協同組合、みやづ歴史の館、宮津

市民体育館、道の駅「海の京都 宮津」

＊受 付 期 間 7月4日（月）から8月16日（火）午後5時まで

（市役所は15日（月）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4日（月）から8月15日（月）までに、宮津市企画部観光交流課観光まちづくり

係（別館3階）までお申し込みください。

＊手　数　料 １隻　8,000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 先 宮津市企画部観光交流課観光まちづくり係

145－1625 又は122－2121

たんご就職フェア
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。地元での就職をお考えの方はぜひご参加ください。

たんご就職フェア

【開催日時】 平成28年8月12日（金）午後1時30分～午後3時30分
※事前セミナー「面接会の回り方」午後1時～1時20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

【入場料・参加費用】無　料

【内　　容】［事業所側］
＊参加事業所は、各ブースにパネル等自社概要の掲示や
製品等の展示を行い、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、キッズコーナー等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・
京都府丹後広域振興局・北京都ジョブパーク

《協力》　京丹後市・伊根町・与謝野町・
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）

平成28年熊本地震に対する義援金について
去る4月14日以降、熊本県、大分県を中心に、非常に強い地震が断続的に発

生し、両県を中心に甚大な被害をもたらしていることから、日本商工会議所は、
九州商工会議所連合会と連携し、一日も早い復旧・復興のため『「平成28年熊本
地震」災害義援金』を全国の商工会議所へ募集することとなりました。
当所といたしましては、当所役員（正副会頭・監事・常議員）企業の皆さま

にご無理をお願い申し上げ、6月21日に日本商工会議所へ義援金の送金をさせ
ていただきました。
趣旨にご理解をいただきました役員企業の皆さまに改めて御礼申し上げます。
《義援金送金額》　17万円（12企業）

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

お問い合わせ　10772-22-5131（事務局：矢野）

「お客様の好感度が上がるビジネス接客マナー編」を6月2日に、「クレーム対

策編」を6月14日に開催。

ビジネスパーソンの基本やクレームの種類とレベル別の対応方法など両日共4

時間の研修に延73名が参加し、密度の濃い研修となった。

ニューストピックス

『人材（財）育成研修会』を開催Seminar6/2・14

役員・議員改選を前に各部会を開催。商工会議所の事業等について説明、意見

交換を行う中で、各部会、会員の方々から様々な意見、要望が出された。

『部会』で意見交換を行いました！Conference6/16～24

ザ・リッツ・カールトンホテルLLC公認親

善大使、ホスピタリティ研究家の井上 富紀子

氏を講師にお招きし開催。

ザ・リッツ・カールトンホテルで実行され

ている「お客様の立場に立った」おもてなし

の実践等について講演いただき、42名の受講

者は熱心に耳を傾けた。

『おもてなし向上セミナー』を開催Seminar6/23

宮 津 商 工 会 議 所

海上自衛隊舞鶴地方総監部で
オープンカウンター方式による物品調達が始まります！！

海上自衛隊舞鶴地方総監部では、８

月よりオープンカウンター方式による

物品調達が始まります。これまで取引

のなかった企業も参加可能となります

ので、是非この機会にご参加ください。

※見積参加には、「全省庁統一資格審

査」の申請が必要となります。

オープンカウンター方式

あらかじめ見積の相手方を特定せず、調達内容をHP等に公示し、参加を希望

する者から広く見積書を募る方式です。

◆お問い合わせ先　 海上自衛隊舞鶴地方総監部契約課　10773-62-2250

（HP：http://www.mod.go.jp/msdf/bukei/m0/nyusatsu.html）


