平成28年9月号 第331号

宮津商工会議所会報

去る8月14日〜16日の3日間に亘り開催いたしました宮津燈
籠流し花火大会につきましては、不安定な天候の中での開催
となり、一部事業計画の変更を余儀なくされましたが、多く
の事業所・市民の方々はじめ関係団体の方々から、多大なる
ご支援・ご協力をいただき、本年も大過なく無事終了するこ
とができました。
準備から後片付け、また、翌日の清掃活動におきましても、
ボランティアの方々をはじめ多くの皆さまにご協力賜りまし
たこと、この会報の紙面をお借りし、心から厚く御礼を申し
上げます。本当にありがとうございました。
なお、当実行委員会では、花火大会の運営マニュアルに基
づき、緊急時の避難誘導体制の確保や花火大会当日の露店への巡回など宮津警察署、宮津与謝消防組合、宮津海上保安
署と連携しながら花火大会運営を行いました。
本年度見つかった課題については見直しを行い、来年以降もお客様はもとより、従事者の安全も図りながら実施して
いきたいと考えておりますので、今後ともご指導、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
宮津燈籠流し花火大会実行委員会 事務局
本年ご協賛いただきました企業協賛金、市民花火の金額は以下のとおりです。

企業協賛金 502件 4,344,000円

市民花火協賛金 948件 1,327,600円

「経営力向上計画」の認定始まる！
！
平成28年7月1日に、中小企業等経営強化法が施行されました。中小企業・小規模事業
者や中堅企業は、経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取り組みを
記載した「経営力向上計画」を各事業分野の主務大臣に申請していただき、認定される
ことにより固定資産税の軽減措置や各種金融支援が受けられます。
【支援措置】
①対象設備の導入による固定資産税の軽減措置
※３年間、１／２に軽減
②その他の金融支援
※詳しくは中小企業庁ホームページ「経営強化法による支援」特設サイトをご覧
ください。
【http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html】
また、「経営力向上計画」申請においては、経営革新等支援機関である宮津商工会議
所で申請をサポートしております。
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「宮津遺産」の認定がスタートします！！
宮津農水商工観連携会議では、市民1人1人が誇る宮津の宝物を掘り起こし、「宮津遺
産」に認定していくための取り組みを進めております。第１回は、「食」を認定するた
め、市民推薦を募集し、次のとおり多数の応募をいただきました。
今後は、「宮津遺産」として市民推薦のあった産品等について、製造事業者から申請
のあったものを厳正に審査し、「宮津遺産」への認定を目指します。なお、第１回認定
日は、10月１日を予定しております。
◆「食」についての主な市民推薦の結果
○公募期間：平成28年７月20日
（水）
〜平成28年８月12日（金）まで
○推薦者数114名・推薦総数232票
○上位10項目（順不同・敬称略）
オイルサーディン（竹中罐詰）、とり貝、煉製品［ちくわ、かまぼこ、はんぺん、
てんぷら］、カレー焼き（あかふく）、酢（飯尾醸造）、智恵の餅、へしこ、カレー
焼きそば、干物、酒（ハクレイ酒造）
○その他
徳利いか、あさり、辛皮せんべい、由良みかん、栗田あなご、アカモク、あじ、トマト、山の芋など

優良従業員表彰及び会員表彰式
開催についてお知らせ
例年秋に開催いたしております当所会員事業所からご推薦いただきました優良従
業員の皆さま及び創立・創業から25周年ごとの節目を迎えられました会員事業所の
皆さまの表彰式を今年度も実施いたします。
今年度の表彰式の詳細につきましては、決定次第会員宛にお知らせいたしますの
で、会員事業所の皆さまからのたくさんの推薦・申請をお待ち申し上げております。

今年は役員・議員の改選年です！

＊当所役員・議員選挙についてお知らせ＊＊＊＊＊＊＊＊
本年の10月末日をもって当所役員・議員の任期が満了となるのを受け、改選が行なわれますが、その流れを簡単にご
紹介させていただきます。
まず、常議員会が開催され、1号議員の選挙区毎の定数および2号議員の部会別割当数を決定後、部会代表の2号議員
を選任、続いて1号議員を投票で選び、1号・2号議員協議会で3号議員を選出、その後の新議員総会で会頭以下三役・監
事・常議員が選ばれます。
摘
要
会
議
日
程
選挙日程のあらましは次のとおりです。
2号議員選任
8月中旬〜9月中旬 各部会の開催
皆さまのご理解・ご協力をお願い申し
1号議員選挙告示
９月13日
上げます。
1号議員立候補、推薦候補受付
9月中旬〜下旬
9月中旬

選挙人名簿の縦覧

9月下旬

選挙人名簿の確定

10月初旬

選挙

1号議員投票および開票
1号議員当選人の告知

10月中旬
10月中旬

議員協議会

3号議員の選任

11月7日

新議員総会

三役・監事・常議員の選任
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宮津商工会議所青年部主催
『第２回海の京都グルメ合戦〜宮津浜町の乱〜』
開催のご案内
前代未聞、海の京都ご当地グルメ対決！昨年は宮津商工会議所青年部のへしこチ
ャーハンがチャンピオンに！これを打ち破り、ご当地グルメの頂点に立つのは誰な
のか？
決めるのはご来場の皆さまの投票です！
◆日時 平成28年10月30日（日）9：00〜15：00
◆場所 道の駅 海の京都宮津

＜昨年のイベントの模様＞

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！！
お問い合わせ：0772-22-5131（事務局：矢野）

細川忠興公・ガラシャ夫人
生誕450年記念事業
実行委員会より

細川忠興公とガラシャ夫人の真実
〜二人は、丹後の宮津で新婚ラブラブ〜
京都橘大学 名誉教授

田端 泰子 氏 講演会
当実行委員会では、NHK大河ドラマ誘致活動の一環として、また宮津市を細川家ゆかりの地としてのブランドイメー
ジをより高めていくため、様々な事業に取り組んでおり、今回次のとおり講演会を開催いたします。
一般的に細川夫妻のエピソードといえば、夫婦の関係についてマイナスイメージの内容が語られることも少なくあり
ませんが、本講演会では、細川夫妻の深い愛や絆を感じていただけるエピソードを交え、新たな視点から夫妻そして細
川家の人間関係を紐解きます。是非ご参加ください。
◆日
◆場
◆参
◆内

時◆
所◆
費◆
容◆

平成28年10月9日
（日）午後１時30分〜午後4時
みやづ歴史の館 文化ホール
加
無料
第一部 講演会
講 師：京都橘大学 名誉教授 田端 泰子 氏
テーマ：「細川忠興・ガラシャ夫妻の愛と絆」
第二部 パネルディスカッション
たぁくん
ガラシャちゃん
テーマ：「細川忠興公・ガラシャ夫妻が種を播き、
宮津市「愛されキャラ」
宮津に残したもの」
◆お問い合わせ◆ お問い合わせ、お申込みについては、下記までご連絡ください。
細川忠興公・ガラシャ夫人生誕450年記念事業実行委員会(宮津商工会議所内) TEL22-5131
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平成28年9月分から厚生年金保険料率が変わります！
平成16年の法律改正により、厚生年金保険の保険料率は、平成29年９月まで毎年、改定されることに
なっています。今回、改定された厚生年金保険の保険料率は『平成28年９月分（10月納付分）から平成
29年８月分（同年9月末納付期限分）まで』の保険料を計算する際の基礎となります。
なお、平成28年10月分（11月納付分）から、厚生年金保険の標準報酬月額の下限が88千円になります
ので、ご注意ください。
現
・一般の被保険者の方（厚生年金基金加入員は除く）
・農林漁業団体の事業所の被保険者の方
坑内員・船員の被保険者の方（厚生年金基金加入員は除く）

行

平成28年９月〜

17.828％

18.182％

17.936％

18.184％

＊この保険料率の改定については、従業員の皆さまにもお知らせください。
◆日本年金機構ホームページ

http://www.nenkin.go.jp/

宮 津 商 工 会 議 所 ニューストピックス
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9/4

Event

海の日事業『巡視艇体験航海』を開催
宮津海事関係企業等連絡会（事務局：宮津商工会議所）
では、海の日の記念事業として宮津海上保安署の協力のも
と、巡視艇体験航海を開催。
定員となる50名が参加し、約1時間の宮津湾の航海を楽
しんだ。参加者か
らは、「普段見るこ
とのできない宮津
の景色がよかっ
た。」、「思ったより
速かった。」などの
感想が相次いだ。

Event

『三青年部合同例会』を開催
宮津商工会議所青年部では、府中実業会青年部、由良実
業会青年部との合同事業を開催。
事業では、現在、小・中学校で必須科目となっているダ
ンスを体験。チームに分かれて行う中で、団体を超えた一
体感が生まれると
ともに、懇親会で
は、普段話すこと
のできない方々と
さまざまな話がで
きた貴重な機会と
なった。

7日
（金）・8日
（土）・9日
（日）
城下町宮津七万石 和火2016

16日（日）
2016丹後きものまつりin天橋立

30日
（日）
日本三景天橋立ふゆ花火

竹やペットボトル燈籠等の灯りで寺町
界隈を3日間ライトアップする住民参加
型の催し。寺町のお寺を舞台に、ライブ
イベントや模擬店などが開催予定。

「着物の良さ」と「日本三景・天橋立」
を全国へ発信するため開催されている秋
の恒例イベント。天橋立を会場に、きも
のショーや豪華景品が当たる大抽選会な
どが開催予定。

冬の訪れを告げる花火大会で、晩秋の
澄んだ夜空を約2,000発の打上げ花火が
彩る。

場
所：宮津市街地（寺町界隈）
開催時間：18：00〜21：00
※８日のみ22：00まで
アクセス：丹鉄「宮津駅」より徒歩10分
問合せ先：宮津市企画部観光交流課
観光まちづくり係
TEL 0772-45-1625

場
所：天橋立周辺
開催時間：10：00〜15：30
参加方法：要申込【着物での参加必須】
・
参加無料 10月３日締切
問合せ先：丹後織物工業組合
TEL 0772-68-5300

場
所：天橋立阿蘇海周辺
打上開始：19：30〜
問合せ先：天橋立観光協会
TEL 0772-22-8030
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