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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

2018

新春経済講演会

■日

時■

平成30年２月21日（水）午後２時30分〜４時

■場

所■

京都北都信用金庫

■講

師■

富士通株式会社 常務理事

本店 ５階大会議室

首席エバンジェリスト

中山 五輪男 氏

■テ ー マ■『人工知能の進化で変わる
ビジネスの世界とライフスタイル』
現在、人工知能（AI）は、様々な分野で活用され、今後、

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
レンジしたい事、創業・第二創業などなど、当所窓口、また企業を巡回して会
員の皆さんのご相談に応じています。どんな事でもお気軽にご相談ください。
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
●経営相談
専門家の派遣などを行っています。

私たちの生活においてより身近な存在になり、生活を大きく変える可能性を持ってい

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。

資系ITベンダーさらにはソフトバンク社を経て、現在は富士通の常務理事および首席

●金融相談

●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。

ます。本講演会では人工知能によって未来の生活がどのように変化し、ビジネスの現
場で活用されていくのかをご講演いただきます。
■講師略歴■
1964年5月 長野県伊那市生まれ。法政大学工学部電気電子工学科卒業。複数の外
エバンジェリストとして幅広く活動中。スマートデバイス、クラウド、ロボット、人
工知能、IoTの5分野を得意分野とし年間約300回の全国各地での講演活動を通じてビ
ジネスユーザーへの訴求活動を実践している。様々な書籍の執筆活動や複数のTV番
組出演での訴求など、エバンジェリストとしての活動をしつつ、国内30以上の大学

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。

での特別講師も務められている。
■参 加 料■

無

●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。

■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。

中小企業の経営と生活安定のために、各種共済制度を設けて
います。

■そ の 他■

●各種共済

●労務相談

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

■定

員■

１００名
料

【TEL：22-5131

FAX：25-1690】

市営浜町立体駐車場をご利用ください。
（５時間無料）

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

平成29年分
平成29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（木）、消費税が4月2日（月）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。
【所得税地区別個別相談会】
日
時
2月26日
（月）10時〜正 午
2月27日
（火）10時〜15時
3月 6 日
（火）10時〜15時

場
所
吉津地区公民館
府中地区公民館
栗田地区公民館

相
談
員
当所経営支援員
当所経営支援員
当所経営支援員

【納税協会個人部会宮津分会会員対象個別相談会】（予約制）
※お電話でお申込みください。
（10772-22-5131）

日
時
場
所
相
談
員
（水）9時〜15時 宮津商工会議所 税理士及び当所経営支援員
所得税 3月 7 日
（木）9時〜15時 宮津商工会議所 税理士及び当所経営支援員
消費税 3月22日

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28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27・28年分の消費税確定申
告書・付表・所得税決算書の控え
＊平成29年分の所得税決算書の控え
＊帳簿類（本則課税の方）
＊印鑑

＊マイナンバーカードのコピーもしくは通知カードのコピーと身分証明書の
コピーをお持ちください。
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宮津遺産に4産品を認定しました！！

冬の宮津満腹祭

宮津農水商工観連携会議では、この度、「宮津遺産」に申請のあった産品について、
宮津遺産認定審査会で審査した結果を受け、１月１日付けで宮津遺産として次の４産
品を認定しました。

〜日本三景カキ食べ比べ〜の開催

○丹盛有限会社

いわし鮨

昭和61年の「宮津市村おこし事業」の商品開発を
きっかけに誕生した商品です。新鮮な真イワシを3枚
におろし、うす塩をして軽く酢でしめることで味が
際だち、青魚特有の臭みもなくさっぱりお召し上が
りいただけます。ほおばると、シャリッと心地よい
さらしネギの食感とともに、さわやかな生姜の風味
が広がり、噛みしめるごとにイワシの旨味が湧き出てくる絶妙な味わいです。

○有限会社料亭ふみや

焼き

浜町地区・道の駅の冬の賑わいを創出するため、昨年に引き続き、「冬の宮津
満腹祭」を開催します。目玉は、全国的に有名な日本三景の松島、宮島の特産で
あるカキと地元天橋立で採れる天然のカキの３種類の食べ比べ。他にも、昨年道
の駅内にオープンした「おさかなキッチンみやづ」でカキを使ったランチの販売
やセリ体験などを予定しておりますので、ぜひご来場ください。
○日 時 平成30年2月25日（日）10：00〜14：00
○場 所 道の駅 海の京都 宮津
○内 容 ・日本三景のカキの食べ比べ
・グルメ満喫コーナー
・海の京都体験コーナー
など
※参加特典もご用意しています！
○お願い ・立体駐車場の混雑が予想されますので、なるべく公共交通機関で
お越しください。
・屋外イベントですので暖かい服装でお越しください。

すし

新鮮な をこんがりと焼き上げ、充分に脂ののっ
た焼き とすし飯との間にしょうがを挟んだボリュ
ームたっぷりの焼き すしです。身は程よく脂がの
って、しっとり肉厚。すし飯としょうがの風味とと
もに香ばしさが口いっぱいに広がる老若男女に食べ
やすい味です。

○後藤商店

干しこのわた

日本の三大珍味（うに・からすみ・このわた）の
ひとつで昔から食通をうならせてきた「このわた」
ですが、保存や持ち歩きが難しく大変高価なことも
あり、なかなか口にすることはできませんでした。
減塩のこのわたを原材料に、後藤商店に伝わる確
かな技術で作った「干しこのわた」は、いつでも手
軽に本物のこのわたが味わえる画期的な商品です。

○後藤商店

＊＊＊「原価計算初級試験」の創設について＊＊＊
〜簿記検定に、原価計算の基礎知識を
習得できる試験を新設します〜
日本商工会議所では、この度、簿記検定に「原価計算初級試験」を創設し、2018
年4月から実施されることとなりました。本試験は、原価計算の基本原理および日常
業務における実践的な知識の習得を目的とした初学者を対象とするもので、製造業の
みならず飲食店・小売業・サービス業など幅広い業種をモデルとし、簿記の学習の有
無を問わず原価計算の基本を学べるのが特徴となっています。
少子高齢化により労働力人口が急速に減少する中、企業においては、深刻化する人
手不足克服に向けて、ITの利活用や人材育成などを通じて生産性向上に取り組むこと
が大きな経営課題となっています。自社製品･サービスの原価と売上、利益を把握す
る必要であり、「原価計算」は生産性を見える化し、その向上を図るうえで必要とな
る知識です。
試験は、実施から採点、合否判定をインターネット上で行うネット試験方式で実施
されます。（自宅での受験はできません。
）
詳細は、日本商工会議所HP→商工会議所HPの検定試験をご覧ください。

乾燥ナマコ

かつて 漁師町、府中地区で数件あったナマコ加
工業者も現在は後藤商店だけとなってしまいました。
京都の海のナマコを大事に育てながら宮津のナマ
コ加工を守っています。中華や和食の高級素材の乾
燥ナマコは滋味豊かで中国ではアンチエイジングの
食べ物として万人に愛されています。生食のナマコ
とは一味も二味も違うぷりぷりの食感をお好みの味
でお楽しみいただけます。（戻し方料理レシピの冊子付）

いっとく！？宮津カレー焼きそばスタンプラリー２
ゴールドカード及び認定証授与式

※当所では実施いたしません。ご注意ください。

◎平成29年11月1日〜12月17日に実施しましたスタンプラリーの期間中に参加店11
店舗でカレー焼きそばを注文された数は観光客の方や一般のお客様を含め、2,772
食でした。
全店舗食べつくされた方は25名、最速で食べつくされた方はスタートから2日目
で達成され、平成30年1月31日に授与式を開催し、ゴールドカード、認定証等を授
与しました。
皆様、ご参加ありがとうございました！！
①最速食べつくし賞 《最速全店舗制覇の方 1名様》
（与謝野町在住の男性の方が獲得され、ゴールドカード、賞状、はっぴを贈呈し
ました。）
②食べつくし知りつくし賞 《全店舗制覇の方 24名様》
（宮津市、京丹後市、与謝野町など24名の皆様にゴールドカード、認定証を授与
しました。）
③ハッシュタグ賞 《1名様》
（兵庫県三木市在住の男性、ツイッター名：アクノソシキ様にはっぴを贈呈しま
した。
）
●各店舗にて実施したお客様アンケート結果（抜粋）
※期間中にカレー焼きそばを食された方387名分
１）住所 京都府内：219名（56.7％）
①宮津市
93名（24.1％）
②京丹後市 35名（9.1％）
③与謝野町 26名（6.7％）
③京都市
26名（6.7％）
京都府以外の近畿圏内：104名（26.9％）
① 大阪：53名、②兵庫：34名、③滋賀：9名
近畿外：62名（16.1％）
① 愛知：6名、①静岡：6名、③福井：5名、③東京：5名
２）性別 男性：260名、女性：106名、未記入：21名
３）年代
①40代：86名、②50代：83名、③20代：59名、④30代：55名、
⑤60代：51名、⑥70代以上：29名
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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）

宮津商工会議所女性会

新入会員募集中！！

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。
（10772-22-5131）

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

