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わが国経済は、緩やかな回復基調が続いていると言

われておりますが、当地域の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す。

こうした中、本市の人口減少により消費などが縮小

する一方、労働力が不足する厳しい環境下で推移して

おります。当所においては地元商工業者等からのニー

ズを的確に捉え、地域の活力向上や中小企業が地域で

継続的に事業を行うための支援を行い、小規模事業者

の持続的発展と地域経済の活性化を目指しておりま

す。

特に、地域資源である天橋立への観光客など交流人

口を活かした更なる観光産業（交流産業）の振興拡大

が求められています。

観光産業（交流産業）は、宿泊業、運輸業、飲食業、

小売業等を中心に、農林水産業や製造業など幅広い産

業に関連する裾野の広い総合産業です。

観光産業（交流産業）の成長は需要創出や雇用創出

の拡大などをもたらし、地域経済全体にとっても高い

経済効果を期待することができます。

こうしたことから、天橋立周辺や中心市街地などへ

の交流人口の拡大による観光産業（交流産業）の振興

に努め、地域経済の活性化に繋げるため、行政をはじ

めとする関係機関との連携を図りながら、次の重点項

目・重点事業を掲げて事業を推進します。

会員の皆さまには、宮津商工会議所の運営・事業推

進に対しまして格別のご支援・ご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。

【重点項目及び重点事業】
1 中小企業・小規模事業者への経営支援
●会員事業所への巡回訪問の強化

平成30年3月28日に開催の通常議員総会におきまして、平成30年度事業計画並びに収支予算をご承認

いただきました。その概要につきましてお知らせいたします。

平成30年度　主な事業・予算

平成30年度事業計画並びに収支予算が承認されました

【観光振興に関する事業】1,370千円

観光催事、インバウンド対策事業

【運営に関する事業】1,400千円

役職員研修、部会事業、会員増強・組織強化事

業、青年部・女性会活動支援

【商工振興に関する事業】682千円

中心市街地活性化事業、地区振興等

【労務に関する事業】570千円

従業員表彰、就労者不足対策事業

【地域振興に関する事業】500千円

宮津農水商工観連携事業、宮津まちづくり事業

【経営改善普及事業】44,670千円

講演会・講習会、経営・税務・労務・金融・新

規開業等相談、中小企業応援隊事業等

●事業承継及び創業・第二創業支援の拡充

●小規模事業者持続化補助金等を活用した経営計画

の作成及び見直し

2 観光産業（交流産業）の振興
●中心市街地（Ｌ字型街区）の賑わい創出事業の実施

●Made in 宮津のお土産物づくり事業等＆販路拡大

への支援

●インバウンド対応への支援

●天橋立世界遺産登録に向けた取り組み（国内暫定

リストへの追加）

3 人材育成及び雇用対策の推進
●海洋高等学校との連携協定に基づく事業の実施

●地元高校生を対象とした地元就業の促進

●健康経営の推進

4 商工会議所の運営基盤強化
●会員増強運動の実施

●経営支援員の企業支援力の向上

スローガン
現場主義を徹底した

『会員のための商工会議所』
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◇珠算検定試験

＊平成29年度より受験料が改定されました。詳細はお問い合わせください。

◇簿記検定試験

＊平成29年度より3級の受験料が2,800円に改定されましたので、ご注意ください。
＊簿記検定試験につきましてはインターネットでの申込みも受け付けています。
詳細及び申込みは、当所ホームページをご覧ください。

平成30年度　宮津商工会議所施行検定試験のご案内平成30年度　宮津商工会議所施行検定試験のご案内

第213回（1～6級）

第214回（1～6級）

第215回（1～6級）

施行期日

Ｈ30．06．24（日）

Ｈ30．10．28（日）

Ｈ31．02．10（日）

申込受付期間

Ｈ30．04．16（月）～Ｈ30．05．21（月）

Ｈ30．08．20（月）～Ｈ30．09．21（金）

Ｈ30．12．03（月）～Ｈ31．01．07（月）

申　込　先

宮津商工会議所

1 22-5131

第149回（1～3級）

第150回（1～3級）

第151回（2～3級）

施行期日

Ｈ30．06．10（日）

Ｈ30．11．18（日）

Ｈ31．02．24（日）

申込受付期間

Ｈ30．04．02（月）～Ｈ30．05．11（金）

Ｈ30．09．10（月）～Ｈ30．10．19（金）

Ｈ30．12．17（月）～Ｈ31．01．25（金）

申　込　先

宮津商工会議所

1 22-5131

平成30年度改定後の健康保険料率及び介護保険料率は、以下のとおりとなります。

平成30年3月分（4月納付分）からの健康保険料率・介護保険料率について

健康保険料率 10.02％（＋0.03％） 介護保険料率 01.57％（－0.08％）

◆◇◆◇ ◇◆◇◆

【経営発達支援計画とは】

平成26年に改正された小規模事業者支援法に基づき、小規模事業者の事業の持続的発展を支援するため、

商工会議所・商工会が、小規模事業者による事業計画の作成や、その着実な実施等を事業者に寄り添い伴走

支援すると共に、地域活性化につながる面的な取り組みを促進するため、小規模事業者の技術の向上、新た

な事業の分野の開拓等を「経営発達支援計画」として策定し、経済産業大臣が認定する計画です。

今回の認定を受け、宮津商工会議所では、今後、経営改善普及事業の取り組みに加え、本計画の実施に向

けて小規模事業者を対象に事業計画策定支援や小規模事業者経営発達支援融資等の各種制度を活用し、伴走

支援に取り組んでまいります。ご理解ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

【実施期間】平成30年４月１日～平成35年３月31日

【計画内容】詳細は宮津商工会議所ホームページまで

宮津商工会議所と府立海洋高校との連携協定の締結について

～地域の活性化と地元就職の推進に向けて～

去る３月16日(金)、当所は、京都府立海洋高校と連携協定を締結いたしまし

た。

これまでも当所と海洋高校は、海洋高校が取り組む地域貢献を視野に入れた

研究活動等において、地域内の会員事業所の紹介、講師の招聘や体験実習、研

究活動へのアドバイス等を通じた連携を行ってきました。

この度、当所と海洋高校が連携協定を締結することに

より、さらに地元就職推進に向けたインターンシップ

（職場体験等）事業や地域資源を活用した特産品開発及び

販路拡大などの取り組みを進め、就職支援、人材育成及

び産業振興につなげてまいります。

今後、会員の皆さまには、学生の職場体験事業等への

ご協力をいただきますようお願いいたします。

宮津商工会議所の「経営発達支援計画」が経済産業大臣の認定を受けました



平成30年度更新の申告・納付期限は　6月1日（金）～7月10日（火）です。

尚、労働保険料等の算出方法は変わりません。（平成29年4月1日～平成30年3月31日の期間の申告）

又、昨年度と同様に石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の申告納付も併せてお願いします。

◎労働保険事務組合　事務委託事業所様
当所労働保険事務組合で事務委託をお受けしている事業所の皆さまにおかれましては、申告・納付等の手続きを当事

務組合が代行いたしますので、後日、当所から郵送する書類のみ、期日までに当所へご提出いただきますようお願いい

たします。（期日：平成30年5月9日（水）必着）

◆保険料を分納されている場合

◎平成30年度（平成30年4月1日～平成31年3月31日まで）の雇用保険料の変更はありませんが、労災保険率が平成30

年4月1日から一部改定されます。詳しくは厚生労働省HPhttp://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-

11401000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu-Rousaikanrika/0000188912.pdfをご覧ください。

◎ハローワークからのお知らせ…平成30年5月以降、雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの記載が必要になります。

記載がない場合は、返戻されますのでご注意ください。マイナンバーの記載が必要な届出等は、雇用保険被保険者資

格取得届、雇用保険被保険者資格喪失届の他、給付支給申請書関係書類です。

労働保険のお知らせ！　事業主の皆さま 労働保険のお知らせ！　事業主の皆さま 
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納期限（口座振替日）

対 象 事 業 所

労働保険事務組合事務委託事業所

3 回 分 納
第 1 期

８月８日
第 2 期

10月31日
第 3 期

翌年１月31日

ニュース
トピックス

去る、3月9日に当所工業部会（部会長　小林正行氏）では石川県小松市への視察を実施
しました。
当日は、工業部会会員4名に加え、他の部会から2名の方に参加いただき、松井秀喜ベー

スボールミュージアム、ジェイ・バス㈱小松工場、小松駅前等を視察いたしました。
ジェイ・バス㈱小松工場はひとつの建物の中で全てが完成するという世界でもトップク

ラスの工場で、参加者一同その規模と設備に驚きを隠せませんでした。
その後、塩焼きそば発祥の店で北陸において最初に餃子を提供した中華料理店「餃子菜館　清ちゃん」で参加者同

士交流を図りました。
参加者の方々から「有意義な視察だった」「参加してよかった」と好評で、従来から部会事業として、視察を実施し

ていた工業部会では、今後もこういった会員交流を含めた事業を実施していきたいと考えております。

工業部会「小松市」視察を実施Visit3/9

去る2月21日に富士通㈱常務理事　首席エバンジェリスト　中山
五輪男氏をお招きして『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』と題した講演会を開催しました。
当日は101名の聴講者のもと、人工知能（AI）により、テクノロ

ジーが急速に変化していく中で、世界の先進事例等を交えて大変意
義のあるご講演をいただき、聴講者は熱心に耳を傾けられました。

2018新春経済講演会を開催宮 津

商 工 会 議 所

当該エリアに位置する各商店街の若手経営者の皆さまを中心にお集まりいただ

き、現在、浜町エリアの賑わいが創出される中で、その賑わいをどのように市街地

に波及させていくかをテーマに検討会議を開始しました。今後は中心市街地の誘客

促進に向けた事業化に取り組んでいきます。

去る2月25日(日)、「冬の宮津満腹祭～日本三景カキ食べ比べ～」が道の駅「海の京都宮津」にて開催され、

約2,500名の方々にご来場いただきました。

今回、海の京都グルメ・体験エリアを設け、13店舗の皆さまにカキをテーマとした

食やスイーツなどを販売いただき、ほとんどの商品が完売いたしました。また、おさ

かなキッチンみやづのHAMAKAZE Cafeでは、当日限定のカキを使ったランチが提供

され、山一水産㈱では、本物の競り市さながらのセリ体験も行われるなど多くの参加

者の皆さまでにぎわいました。

Seminar2/21

浜町周辺エリアの活性化に向けたプロジェクトチームが発足しました！

冬の宮津満腹祭～日本三景カキ食べ比べ～のご報告
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平成30年度第1期分
会費口座振替日は、

5月25日となります。
※口座振替でない方につきましては、

口座振替の会費納入をお勧めいた

しております。手続きに関しまし

てはお電話にてお尋ねください。

（122-5131）

当所会費納入の
お願いとお知らせ

『Made in 宮津のお土産物づくり（商品開発・改良事業）』のご報告
宮津農水商工観連携会議では、「Made in 宮津のお土産物づくり事業」に申請のあった事業所に対し、新商品

の開発や既存商品の改良について、地域の資源を使った特産品、付加価値商品づくりを支援されている㈲ＮＥ

Ｗビジネス研究所の天野良英氏とともに事業所を訪問し、アドバイスなどを行ってきました。今年度は、宮津

市で栽培が進められているオリーブの葉の粉末などを使い、市内事業者がお菓子を中心としたお土産物を開発

しました。

今年度は、７事業所計16品の商品が完成しました。ぜひ、一度ご利用ください。

宮津農水商工観連携会議からのご報告

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

去る３月２日、「宮津市農水商工観マッチングフェア」を天橋立ホテルで開催し

ました。17事業者が出展の他、宮津遺産認定商品や「Made in 宮津のお土産物づく

り事業」開発商品の展示も行いました。約100名に来場いただき、商談に向けての

様々な情報交換が行われました。

＊＊宮津市農水商工観マッチングフェアが開催しました＊＊

アップルハウス洋菓子店

村田堂

吉野茶屋

有限会社　たんごワイナリー

くまの隠れ家　ひだまり

由良舎楽　駅cafe Anne Shirley

磯野開化堂

ワインティ ブラウニー

天橋立名物
智恵の餅
由良オリーブ

智恵の餅餡
手詰め最中
（智恵の餡、
オリーブ
智恵の餡）

ういろ
（オリーブ
リーフ
パウダー入り）

オリーブの
ミルクレープ

クッキー
オリーブ
リーフ味

フィナンシェ
オリーブ
リーフ味

ゆら
フィナンシェ
（オリーブ）

オリーブサブレ
甘酒クラッカー

ガトーショコラ

安寿シフォンケーキ
（オリーブ）

オリーブ
パウンド

章姫
フィナンシェ

黒豆京番茶


