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宮津商工会議所会報

商工会議所ってどんなところ？
商工会議所
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。

中小企業応援隊による経営支援のご案内

地域振興拠点の具体化に向けて
会議所の「事業パートナー」が決定されました！
■事業パートナーの会社概要
会社名

ハマカゼプロジェクト株式会社

代表取締役

坂本

亮（37歳）

会社の主な
業務内容

地方創生コンサルティング業務
店舗・カルチャースクールの企画・運営
不動産活用事業

平成29年1月から、当所と一緒にパイロット事業施設開業準備等の業務を進めてい
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
ます。
ジしたい事、創業・第二創業などなど、どの様なご相談でも受付ております。当所
併せて、今後は、浜町地区（道の駅）を核として、中心市街地の各機能をつなぎ、
窓口、また企業を巡回してご相談に応じています。お気軽にご連絡ください。
「人と人」「地域と地域」をつなぎ、浜町地区から宮津駅のL字型、そしてまちなか全
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 体の活性化も目指していきます。
●経営相談
専門家の派遣などを行っています。

●金融相談

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。

●税務・経理相談

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。

●労務相談

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。

●取引相談

新規市場開拓や販売・仕入先の拡張、
下請けの斡旋の支援を行っています。

●各種補助金申請

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。

『海の京都の台所

冬の宮津満腹祭

〜日本三景カキ食べ比べ〜』を開催しました！
1月29日（日）、道の駅 海の京都宮津において、日本三
景のカキの食べ比べなどが楽しめる「冬の宮津満腹祭」を
開催しました。
初の冬季開催でしたが、天候にも恵まれ、多くの親子連
れで賑わいました。カキ食べ比べエリアでは、宮城県松島
産、海の京都産（今回は久美浜産を使用）、広島県宮島産
の牡蠣をせいろ蒸しにして提供し、特に3つのカキを一度
に楽しめる「食べ比べセット」が大人気でした。
また宮津の食エリアでは、宮津遺産認定商品を取り扱う
店舗など10店舗が集結し、宮津丹後の美味しいグルメを提
供しました。

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
◇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660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

平成28年分
平成28年分

所得税・消費税

確定申告個別相談のご案内
確定申告個別相談のご案内

今年の申告期間は、所得税が3月15日（水）、消費税が3月31日（金）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、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、昨年同様、『みやづ歴史の館』等の宮津市内を会場とした個別相談に
つきましては、開催されませんので、ご注意ください。
【所得税地区別個別相談会】
日
時
2月22日
（水）10時〜15時
2月23日
（木）10時〜正 午
2月24日
（金）10時〜15時

場
所
栗田地区公民館
吉津地区公民館
府中地区公民館

相
談
員
当所経営支援員
当所経営支援員
当所経営支援員

※お電話でお申込みください。
（10772-22-5131）

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◇

◇消費税相談の方◇

＊平成27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

＊平成26・27年分の消費税確定申
告書・付表・所得税決算書の控え
＊平成28年分の所得税決算書の控え
＊帳簿類（本則課税の方）
＊印鑑

※平成28年分の確定申告より、マイナンバーの記載が義務付けられておりますので、
ご注意ください。

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）
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京都府平成28年度「京の老舗表彰」について
〜 ㈱三洋商事 様が受彰されました 〜

■日
■場
■講

時■ 平成29年2月28日（火）午後2時〜4時
去る1月31日、京都市内において京都府の主催する「京の
所■ 京都北都信用金庫本店 5階大会議室
老舗表彰」の表彰式が開催され、当地域からは、㈱三洋商事
師■ 東京海上日動火災保険株式会社
様が受彰されました。
常務執行役員 小室 知彦 氏（宮津市由良出身）
「京の老舗表彰」は、社会情勢の変遷の中、京都府内にお
■テーマ■ 『未来予想図への挑戦』
いて同一業種で100年以上にわたり堅実に家業の理念を守
東京海上日動火災保険は「東京2020オリンピック・パラ
り、伝統の技術や商法を継承し、他の企業の模範となってき
リンピック」のゴールドパートナーや「子育て支援に積極
た企業に対し、厳選なる審査を
的に取り組んだ企業」に認定され、健康経営銘柄、なでしこ銘柄にも選定され
経て知事による最終決定のもと「京の老舗」とし
ており、2016年に「地方創生室」を設置し、保険代理店と共に東京海上グルー
て表彰されるものです。
プのソリューションを徹底的に活用しながら各地方の「地方創生」の取り組み
今回表彰された㈱三洋商事 様は、明治3年11月、
に貢献することで、地域と共に成長していくことを目指している。講演では
現在の6代目社長の親類にあたる 中勘助氏が
「世の中のためになる保険事業」をモットーに、一保険会社としての「来るべ
「文珠屋勘助」という屋号で、旅籠(宿泊業)として
き新しい時代への挑戦」について語る。
創業されました。大正5年からは、現在の主力業
■講師略歴■
務である石油販売業を本格的にスタートされ、本年度、創業148年、石油販売
昭和32年宮津市由良生まれ。高校まで地元で過ごし、信州大学経済学部を経 業開始100年を迎えられました。
て、昭和57年に東京海上火災保険株式会社入社。入社後は、自動車メーカー、
普段から「①お客様第一主義を貫く ②働きがいのある会社を創る ③常に
自動車ディーラーを担当し、現在は自動車産業を統括する社内カンパニーの総括 限りなき挑戦を行う」を企業理念とされ、企業の利益は、お客様・社会への
役員を務め、日本のみならず全世界の自動車産業の発展に資する保険事業の推進 「利他心」を貫き、信頼を得ることでもたらせるということを忘れず、チャレ
を目指し、国内外を東奔西走。経営品質協議会認定セルフアセッサー資格の所有 ンジを続けておられます。
㈱三洋商事 様をはじめ、宮津には数多くの老舗企業が残っています。商工会
者でもあり、趣味は剣道（現在6段）。座右の銘は「直心是道場」「一以貫之」。
議所としても地域を支えるこれらの企業の精神を学び、地域経済のさらなる発
■定 員■ 80名
展のため、取り組んでまいりたいと思います。
■参加料■ 無 料
■申込み■

電話、FAXにて宮津商工会議所までお申込みください。
【TEL：22-5131 FAX：25-1690】
■その他■ 市営浜町立体駐車場をご利用ください。（5時間無料）

商工会議所が運営する退職金制度をご存知ですか？

主催／宮津商工会議所、
（公社）宮津納税協会
（公社）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、近畿地区しんきん経営者協議会
近畿税理士会宮津支部

新しい正副委員長が決定しました！！
去る2月2日の当所常議員会において、商工会議所の常議員・議員で構成する
4委員会の体制が決定しました。
各委員会では、それぞれの目的やテーマに応じて、様々な取り組みや調査研
究を行っております。
なお、次の方々に正副委員長としてお世話になることになりましたので、ご
報告いたします。《任期：平成31年10月31日まで》
（順不同・敬称略）
委員会名

役職名

運営委員会

委員長

【会議所の組織・財政強化に
関する取り組みなど】
中小企業対策委員会
【従業員の就業に関する
取り組みなど】
地域・産業振興委員会
【産業の基盤整備・振興等に
関する取り組みなど】
情報委員会
【会報の発行・情報発信に
関する取り組みなど】

副委員長
委員長
副委員長
委員長
副委員長
委員長
副委員長

氏

名

事業所名

山

本

大八朗

天橋立総合事業㈱

大

村

利

和

㈱大村工務店

中

村

勝

利

堀川オート工業㈱

大

谷

新

一

大谷塗装工業㈱

安

田

洋

一

宋徳建設㈱

小

谷

武

司

小谷商事㈱

戸

田

英

男

㈲トネット

幾

世

英

磨

㈱文珠荘

中

島

大

文

アウトソーシング

小

林

正

行

㈱橋立印刷所

織

田

宗

洋

㈱松吟

茶

谷

哲

茶六本館
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ニューストピックス
1/16

Event

『平成29年 新年賀詞交歓会』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
200名が新年の始まりを
祝うとともに、各取り組
みが成果となる年となる
よう一致団結を誓った。

発行所

宮津商工会議所情報委員会

宮津商工会議所では、昭和49年4月から『特定退職金共済』の運営を行って
おります。退職金制度の確立は、従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の
発展に役立ちます。是非この機会にご加入ください。
＊特定退職金共済のメリット
・掛金は、1人月額1口1,000円で30口（30,000円）まで加入でき、損金又
は必要経費に計上できます。しかも従業員の給与になりません。（掛金は、
全額事業者負担です。）
・「建設業経営事項審査」の加点評価項目の対象です。
＊加入・増口時期
毎年2月と8月の年2回となります。
【平成29年2月の募集締め切りは3月6日（月）です】
＊お問い合わせ
宮津商工会議所 TEL0772−22−5131

Conference

『宮津市議会との意見交換会』を開催
当所の正副会頭・事務局と宮津市議会の正副議長・
各会派の幹事長等で開催。
冒頭、今井会頭より「会員の現状と事業承継の必要
性」について挨拶。その後、商工会議所からは、宮津
市へ提出した平成29年度予算等要望書の概要につい
て、市議会からは、議会報告会の開催内容等説明があ
った他、パイロット事業実施における議会の協力や観
光、雇用問題について率直な議論が行われた。

京都府宮津市字鶴賀2054の1
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Seminar

『決算書と会社数字の読み方』セミナーを開催
「会社の数字を読みこなす力」をつけることを目的
に開催されたセミナーには総勢38名が参加。決算書と
試算表の違いや決算書の
見方をイメージで理解す
る読み方は、わかりやす
くすぐに実践できると受
講者に大変、好評だった。

URL http://www.kyo.or.jp/miyazu/ E-mail：miyazu@kyo.or.jp

地域振興のため、お買い物は地元商店で

