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謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
皆さまには、ご家族お揃いで2018年の輝かしい新春をお
迎えのこととお慶び申し上げます。
さて、わが国の経済は、アベノミクスの成果により総じて
緩やかな回復基調が続いていると言われておりますが、地方
や中小企業においては、まだまだ景気回復の恩恵を実感でき
ていない状況であります。
政府は、昨年12月に「生産性革命」と「人づくり革命」
を柱とする「新しい経済政策パッケージ」を閣議決定されま
したが、少しでも早く経済政策が実行され、経済の好循環を
地方や中小企業に波及させていただけるよう強く望むもので
ございます。
さて、当地域におきましては、一部の業種で緩やかな景気
回復を感じるものの、全体としては依然として厳しい経済環
境ではございますが、昨年、京都縦貫自動車道に新名神高速
道路（城陽〜八幡京田辺間）が結ばれるなど、交通利便性の
向上と相まって、観光入込客数も増加傾向にあり、特に外国
人観光客が増加しております。
一方、当地域の有効求人倍率は1.5程度を推移するものの、
人口減少の加速化に伴い、人手不足が深刻化する中で、「生
産性の向上」と「働き方改革」への取り組みが喫緊の課題で
あると考えております。
こうした中、浜町エリアを拠点とした賑わいづくり事業に
つきましては、昨年8月に「道の駅 海の京都 宮津」内に
「おさかなキッチンみやづ」をオープンすることができまし
た。
また、昨年11月には宮津市において子育て支援施設、図
書館などの機能を備えた「宮津市福祉・教育総合プラザ」が
ミップル内にオープンし、これも相まって、浜町エリアには
大変な賑わいが見られるようになりました。
今後は、この賑わいを浜町から宮津駅、中心市街地へ繋が
る仕組みづくりを進めていくことで、地域経済の活性化に繋
がるものと思っております。
また、観光客が増加傾向にある中で、お客さまに宮津なら
ではの価値ある商品や、お土産物として買いたくなる商品づ
くりを宮津市とともに取り組んでおります。特に「宮津遺産

認定事業」につきましては、新たに宮津遺産として４産品を
認定することができました。
さらに、「Made in 宮津のお土産物づくり事業」につきま
しても、現在８事業所にご参加いただいており、主に市内産
オリーブを活用したお土産物の開発に取り組んでいただいて
おります。
今後は、これらの事業により誕生したお土産物の販路開拓
に向けた取り組みを進めてまいります。
次に、当商工会議所の基本業務であります中小企業、小規
模事業者への支援についてであります。
当地域においては、人口減少の加速に伴い、あらゆる業種
で人手不足が深刻な経営課題となっております。また、経営
者の高齢化が進む中で、円滑な事業承継を促し、同時に新た
な起業、創業を拡大することが求められています。
こうした中、当商工会議所といたしましては、事業者の皆
さまからの相談に対する経営支援のみならず、積極的に経営
支援員が事業所に出向き、各種の支援施策を活用して、経営
における課題解決のお手伝いをさせていただいております。
それが商工会議所活動の原点だと考えております。
最後に天橋立の世界遺産に向けた取り組みについてであり
ます。
一昨年には「世界で最も美しい湾クラブ」に「京都宮津
湾・伊根湾」として加盟することができ、昨年４月に京都府
と丹後２市２町で国に申請されておりました「300年を紡ぐ
絹が織りなす丹後ちりめん回廊」が日本遺産に認定され、天
橋立、籠神社、成相寺、宮津おどり、智恵の餅など16項目
が構成文化財に登録されました。
さらに、宮津をはじめとする西日本を中心とした北前船寄
港地の市町村において、日本遺産の追加認定に向けた取り組
みも進めております。
天橋立の世界遺産登録に向けては、こうした動きと合わせ
て、地域の魅力を国内外に発信するとともに、まずは国内暫
定リストに追加していただけるよう、引き続き地域と一体と
なった気運醸成に努め、宮津市、京都府との緊密な連携のも
とで、天橋立の世界遺産登録を目指してまいりますので、皆
さまのさらなるご支援をよろしくお願い申し上げます。
年頭にあたり所感の一端を申し上げましたが、当地域経済
の活性化に向け、役職員一丸となって取り組んでまいります
ので、引き続き関係各位のご指導とご協力をお願い申し上げ
る次第です。
結びに、本年が会員皆さまにとりまして素晴らしい一年と
なりますようご祈念申し上げまして、新年のご挨拶とさせて
いただきます。
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明けましておめでとうございます。
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
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【㈱ヨデン】
新年あけましておめでとうございます。
「いちゃりばちゅーでー」
沖縄の人が初対面の人々に対しても心を込
めて言うあいさつ言葉です。 貴方と私は兄
弟です の意味がこもった方言です。この心が人を呼び、人を
もてなし、自分も人も幸せにするのでしょう！！
「沖縄に住みたい」と思う人々が全国より移住して、沖縄は今
や人口増加県になっています。聞けば気候風土の良さもさる事
ながら、沖縄の人は親切で接しやすいから、だそうです。
沖縄に３度来たという３人組の旅行者いわく「沖縄の人が好
きで出会いが楽しいから来るのです」との事でした。
沖縄でタクシーに乗り合わせた時、大阪で永らくタクシー運
転手をしていたその人によると「信号が青に替わりスタートが
遅れても、大通りへの合流が遅れて後続車が詰まって来ても、
決してクラクションを鳴らしてあおり立てませんなぁ〜沖縄の
人は素晴らしい」と聞きもしないのにつくづく言った。
これらはすべて「いちゃりばちゅーでー」精神が永きにわた
って心と体を作り上げた結果、人様をも感動に導くことが出来
るに至ったのでしょう。
私共も真似て第２の沖縄になりたいものです。第２の沖縄、
観光宮津になって全国各地から人々を招きたい！！…と新年に際
しつくづく思います。

武田 恭和
【㈲興楽】

新年あけましておめでとう
ございます。
平成30年が会員企業さま、
また社員さま、ご家族さまに
とって実り多い年になりますよう心よりご祈念
申し上げます。
中小企業を取りまく経済環境の変化は目まぐ
るしく、社会そのものの変化は今までにないも
のであり、予想のつかないものであると感じま
す。イノベーションを果たした強い企業のみが
生き残っていくという寡占化が進んでいくと思
われます。
早急に、自助努力の精神や人財育成の強化、
経営理念の浸透、ビジネスモデルや商品やサー
ビスのイノベーションの実践を急いでいきたい
ものです。
経営者、経営幹部は危機感を持って奮闘し、
地域と共に発展しますよう、そして業績向上を
祈念して新年のご挨拶とさせていただきます。

当所会員事業所優良従業員表彰・会員表彰式を開催
14事業所34名の優良従業員の皆さま、5会員事業所の皆さまが受彰されました
去る12月4日、平成29年度当所優良従業員表彰・会員表彰式がご来賓をは
じめ多数の方々の参列のもと開催されました。
今井会頭からは、優良従業員表彰を受彰された方々、また会員表彰受彰事
業所の方々に対し、それぞれ長年の企業、地域に対する功績に対し、敬意、
感謝の辞が伝えられました。
続いて、優良従業員表彰受彰者である14事業所34名の方々、会員表彰受彰
者である5事業所の方々のお名前を1人1人読み上げ、今井会頭から表彰状の
授与が行われました。
表彰に対し、従業員表彰受彰者代表の奥 利春様【京都府漁業協同組合】
と会員表彰受彰事業者代表の河嶋英彰様【(有)丹後工作所】からは感謝の言葉が述べられました。
なお、本年度、会員表彰を受彰されました事業者の皆さまは次の方です。受彰された皆さま誠におめでとう
ございました。来年度も開催予定ですので、対象の方々は是非申請をお願いいたします。
事業所名
㈱
清
輝
樓
サ ン キ 工 業 ㈱
㈲ 坂 野 石 油

創業年数
創業325周年
創業50周年
創業25周年

創業年数
事業所名
㈲ 丹 後 工 作 所 開設75周年
日 産 野 田 川 販 売 ㈱ 創業50周年
※表彰年数毎、敬称略

［期日］平成30年2月21日（水）午後開演予定

2018
［場所］京都北都信用金庫 本店 5階 大会議室
新春経済講演会の
［講師］富士通株式会社 常務理事 主席エヴァンジェリスト 中山 五輪男氏
ご案内
※詳細が決まり次第、お知らせします。
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＊＊＊第2回鳥取・豊岡・丹後地域経済団体交流会を開催＊＊＊
鳥取商工会議所、豊岡商工会議所、丹後地方商工団体連絡協議会で
は、鳥取から丹後地域の山陰海岸の経済的な振興発展を願い、平成28
年度に第１回目の交流会を開催しました。今回の第２回目は、12月８
日に鳥取市内を会場に、新たに鳥取県東部商工会産業支援センターに
も加わっていただき、４団体での開催となりました。
この地域は、山陰海岸ジオパークに認定されるなどの地域資源が豊
富な地域でもあり、交通インフラの整備促進や観光産業の広域連携な
ど、広域で取り組まなければならない課題を抱える地域でございます。
このような中、地域内の経済団体が交流を深め、これらの課題を解決するために意見交換などを深めること
にしております。
今回は、共同決議として、次の３項目を採択いたしました。
１．山陰近畿自動車道の早期全線供用に向けた取り組み
２．日本海沿岸地域の産業活動の発展と企業立地の促進に向けた取り組み
３．山陰海岸ジオパークをはじめとする広域観光交流圏の拡充・強化、交流人口の拡大を図るため、鳥取・
豊岡・丹後のＤＭＯの連携推進に向けた取り組み
※丹後地方商工団体連絡協議会とは、宮津商工会議所、京丹後市商工会、与謝
野町商工会、伊根町商工会の正副会頭（正副会長）で組織する団体です。現在、
当所の今井会頭が協議会会長を務めておられます。

ハローワークからのお知らせ
平成30年度の大学等卒業予定者を対象とした求人公開は4月1日です！
大学等卒業予定者の就職・採用活動に関する開始時期
卒業・終了年度に入る直前の3月1日以降
広報活動
採用選考活動
卒業・終了年度の6月1日以降
ハローワークにおける求人の取扱い
求人の受理
求人の公開
大学等卒業予定者に対する職業紹介
お問い合わせ先：峰山公共職業安定所

商工会議所会員を
募集しています！
宮津商工会議所では、新入
会員を募集しています。
皆さまのお知り合いで、商
工会議所会員でない事業所の
方がいらっしゃいましたら、
事務局までお知らせくださ
い。直接ご説明に伺います。
お問い合わせ：22-5131

宮津出張所

2月1日以降
4月1日以降
6月1日以降

電話0772-22-8609

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：22-5131（事務局：矢野）

宮津商工会議所女性会

新入会員募集！

宮津商工会議所女性会では、新入会員を募集しています。自己研鑽の
ための講演会・研修会、また会員同士の親睦を図るための様々な事業を
実施しております。加入ご希望の方は、商工会議所へご連絡ください。
お問い合わせ：22-5131
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