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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、「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670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
5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・万年地域

杉末・漁師・川向・白柏・蛭子・宮町地域

府中地域

魚屋・新浜・島崎・万町地域

柳縄手・宮本・京街道・京口・滝馬・宮村・上宮津地域

由良地域

栗田地域

波路・獅子崎・吉原・惣地域

地区名

府中地区

由良地区

栗田地区

開設予定日

09月14日（木）予定

10月12日（木）予定

11月02日（木）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。

いらっしゃいませんか？会員でない事業所の方！？ いらっしゃいませんか？会員でない事業所の方！？ いらっしゃいませんか？会員でない事業所の方！？ 

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

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して様々な支援を行っております。

■「宮津遺産」リーフレットを発行！
昨年度、当会議のコンセプト「天・地・山・海の「しあわせ」

宮津遺産」に該当する５産品を「宮津遺産」として認定しまし

た。リーフレットには、認定産品の製造事業者の歴史や事業に

対する思い、認定理由等を掲載しています。ぜひ、一度ご覧く

ださい。（宮津商工会議所ホームページにて）

■「めざせ！宮津の新定番カタログ2017」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】

宮津商工会議所が参画する丹後きものまつ

り実行委員会では、本年10月15日(日)に

「2017丹後きものまつりin天橋立」を開催し

ます。きものの着用機会の提供と観光誘客な

どに取組む本事業は、本年で第18回目の開催

となり、天橋立で開催される秋のイベントと

して定着してきました。

近年、当イベントのおもてなし事業の一環

として、事業の協賛店の募集を行っておりま

す。是非、ご参加ください。

【協力条件】

「きもの着用者」「きものまつり参加者」「きものまつりイベントガイドブック持参

者」を対象とした「きもの」にちなんだ以下のような取り組みができる事業所。

取組例）その①　きものまつり当日、きものを着用して接客する。

その②　きものまつりイベントガイドブック持参の方にプレゼントや割　

引などの特典を準備する。

その③　きもの姿で来店された方にプレゼントや割引などのサービスや

イベントを実施する。

その④　きものまつりに着用されるきものや小物などの割引などの特典

を準備する。

【参加申込・問い合わせ】

平成29年8月10日（木）までに、丹後きものまつり実行委員会事務局（丹後織物工業

組合内）または、宮津商工会議所にお申込ください。

丹後織物工業組合：10772-68-5211 宮津商工会議所：10772-22-5131

2017丹後きものまつりin天橋立　協賛店募集について

是非、

ご加入

ください！
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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 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、各自治会の締切日ま

でにお願いします。

その他の方法の場合は、7月20日（木）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

せていただいております。

☆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20日（木）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。

＊5名未満で観覧希望の方は、下記URLからお申込みいただくか

右記のQRコードからお申し込みください。

http://eplus.jp/miyazu-hanabi/

＊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（金）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 宮津市企画部観光定住課観光振興係、宮津商工会議所、宮津駅観光

案内所、天橋立駅観光案内所、みやづ歴史の館、宮津市民体育館、

道の駅海の京都宮津観光交流センター

＊受 付 期 間 7月5日（水）から8月16日（水）午後5時まで（市役所は15日（火）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（水）から8月15日（火）までに、宮津市企画部観光定住課観光振興係（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 宮津市企画部観光定住課観光振興係

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29年8月4日（金）午後1時～午後4時
※企業PRタイム午後1時～1時50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。
＊就職相談コーナー、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）

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）

通常議員総会を開催し、平成28年度事業報告、収支決算をご

承認いただきました。

また、大上専務理事の退任に伴い、後任の専務理事に宮津市

産業振興室長・健康福祉室長を歴任された山口孝幸氏を選任、

同日就任いただきました。

山口専務理事のご活躍を期待いたしますとともに、15年8か

月の長きにわたり、地域経済の活性化等にご尽力いただきまし

た大上前専務理事には、今後、参与としてご指導いただきます。

ニューストピックス

通常議員総会を開催6/28

職員退職に伴い事務局職員の異動がありましたので、紹介させていただきます。

《事務局長兼総務課長》長島孝明　　《事業推進課》吉岡早映子

今後共、よろしくお願いします。

新入職員のご紹介

去る、6月29日、㈱どんぶり勘定事務所 神田知宜氏をお

招きして財務会計セミナーを開催しました。

本年1月に続いて、第2弾となる今回は、「会社にお金を

残す3つの勘どころ」として会社の資金繰り（やりくり）を

テーマに、30名の参加のもと講演いただきました。

実務から生まれたやりくりの手法に、参加者からは、「わ

かりやすい。」「是非実践したい。」など好評でした。

財務・会計強化セミナーを開催6/29

宮 津 商 工 会 議 所

女性会活動報告＊＊＊＊＊＊＊＊＊
去る6月14日（水）に京都府北部4市商工会議所女

性会交流会が、福知山市で開催され宮津商工会議
所女性会から14名の会員が参加いたしました。
今回の交流会は、福知山商工会議所女性会主管

で開催され、当日は福知山・舞鶴・綾部・宮津の
商工会議所女性会会員83名が参加し、福知山市文化振興係　和田主査より「福知山
城について」と題した講演をお聴きしました。
その後各地のPR、懇談会で交流を深めた後、午後からは福知山城・福知山市佐藤

太清記念美術館の見学をいたしました。逆臣と言われている明智光秀公ですが、長引
く戦乱や水害により荒廃した河原に城下町を整備し、由良川の治水対策に尽力するな
ど、良君として今でも市民から慕われているなど今まで知り得なかったお話をガイド
の方からお聴きしました。宮津市とも縁の深い明智光秀公の新たな一面に参加者一同、
感慨もひとしおでした。皆さまも是非一度、福知山城へ足をお運びください。

また、宮津商工会議所女性会ではこのような交
流事業はじめ、資質の向上、地域振興など様々な
事業を実施しておりますので、一緒に活動いただ
ける新しい会員を募集しております。
是非一度お問い合わせください。

《入会についての問い合わせ》
宮津商工会議所　総務課　122－5131

全国の年金事務所で年金の予約相談を実施しています。
ご予約いただくと…

①お客さまのご都合にあわせて、スムーズに相談できます！

②相談内容にあったスタッフが事前に準備のうえ、丁寧に対応します！

＊予約相談の実施時間帯は、8:30～16:00（月～金曜日）です。

予約の申し込みは「ねんきんダイヤル」へ！ 0570-05-1165
◇予約相談希望日の1か月前から前日まで受付しています。

◆ご連絡の際は、基礎年金番号の分かる年金手帳や年金証書をご準備ください。

◇お近くの年金事務所でも受付しています。


