宮津商工会議所会報

商工会議所って

何？

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。

宮津商工会議所は
こんな活動をしています
＊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

＊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。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

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。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

会員事業所を旧宮津町、由良、栗田、文珠、須津、府中、橋北・その他地
区に分け、全職員で巡回訪問を実施しています。
訪問の時期は６月（実施済み）と９月の第三週です。どのような事でも結
構ですので、お困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。

＊記帳指導のご案内

宮津農水商工観連携会議より
津の宝物
市民が誇る宮
認定産品販売
「宮津遺産」
置しました！
設
を
ー
ナ
ー
コ
宮津まごころ市
（道の駅海の京都宮津内）
に、宮津遺産認定産品を一堂に集めた
販売コーナーを設置しました お土産物をお求めの際にぜひご利用ください
※販売状況によっては、品切れの場合がありますのでご了承ください。
■認定産品
はしだて印いわし油づけ
（オイルサーディン）
：竹中罐詰株式会社
浜文のへしこ：浜文商店
丹後の旬の一刻干し：カネマス
（有限会社谷口商店） 旬のひもの：きざき
焼き鯖すし：有限会社料亭ふみや
いわし鮨：小銭寿司
（丹盛有限会社）
乾燥なまこ：後藤商店
干しこのわた：後藤商店
※各商品の詳細はこちら
http://www.kyo.or.jp/miyazu/news/h30miyazuisan.pdf
■宮津まごころ市（道の駅海の京都宮津内）
住所：宮津市字浜町3008番地
電話：0772-22-6123
営業時間：9:00〜17:00
★道の駅海の京都宮津HP：http://michinoeki-miyazu.jp/

〜新商品開発や既存商品の改良に取り組む方を募集します！〜

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。

＊巡回訪問の実施
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Made in 宮津のお土産物づくり参加者募集のご案内

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊天橋立世界遺産登録に向けた取り組み

平成30年7月号

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

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！？
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・
是非、
介護・教育・神社仏閣の団体の方々にもご入会いただけます。
当所では、常時新入会員を募集しておりますので、是非ご
ご加入
入会ください。
下さい！
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・ご紹介の連絡は】
宮津商工会議所 ☎0772‑22‑5131まで

★対象事業者・商品
新商品の開発や既存商品の改良に取り組む宮津市内の事業者。ただし、平成
30年中に商品を完成することを目標とします。
★支援内容
①商品開発に係るアイデア出しから販路開拓まで幅広く支援します。
②専門家によるグループワーク（参加事業者）や個別指導を行います。
※専門家：株式会社ノウハウバンク 三科 公孝（みしな ひろたか）氏
★応募締切：平成30年7月20日㈮
★参加費：無料
★お問い合わせ：宮津農水商工観連携会議事務局（宮津商工会議所内）
〒626-0041宮津市字鶴賀2054-1
☎0772-45-1106 FAX0772-25-1690
e-mail : m-nsskk-renkei@kyo.or.jp

2018丹後きものまつりin天橋立 協賛店募集について
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21日㈰に「2018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19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。
取組み例）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 きものまつり参加申込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特典また
は喜ばれる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30年8月10日㈮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：☎0772‑68‑5211
宮津商工会議所：☎0772‑22‑5131

宮 津 商 工 会 議 所 会 報

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。
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京都ジョブ博

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。
【開催日時】平成30年8月8日㈬ 14時〜16時 ※受付開始12時30分
※企業PRタイム13時〜13時50分
【会
場】野田川わーくぱる 与謝野町字四辻161 ☎0772‑42‑7711
【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。
＊適職相談コーナー、キッズコーナー等が設置されています。
＊京都駅⇔会場まで送迎バスをご利用いただけます。
☆市民花火について 〜市民の皆さまの協賛をお願いします。〜
（締切：8月6日㈪17時 京都駅10時30分発）
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
●送迎バス予約方法
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
①京都ジョブパークＨＰバス予約フォームから予約してください。
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。
https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto/uketsuke/dform.do?id
＊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
=1527206258098
ます。
②スマートフォンからはＱＲコードから予約してください。
＊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
③電話：0772-62-4304（京都府丹後広域振興局）
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
④FAX：0772-62-4333（京都府丹後広域振興局）
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、7月20日までに
⑤メール：tanshin-no-shoko@pref.kyoto.lg.jp
お願いします。
※③④⑤については、お名前、フリガナ、電話番号・携帯電話番号、
その他の方法の場合も、7月20日㈮を目途にお願いします。
FAX番号、メールアドレス、利用区間（往復／往路のみ／復路の
＊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
み）をお知らせください。
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。
《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
☆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、 《協力》京丹後市・伊根町・与謝野町・
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
宮津雇用対策連絡会議
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。
（宮津市、ハローワーク宮津、宮津商工会議所）
＊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。
京都の優良企業150社に
＊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
出会える合説
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。
【開 催 日 時】平成30年7月14日（土）11時〜16時 ※受付開始10時〜
＊申込方法……7月20日㈮までに宮津商工会議所までお申し込みください。
※オープニング・イベント11時〜12時、説明会12時〜16時、

京都ジョブ博

☆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名以上は単独でお席をお取りしますが、20名未満は
相席となります。
※5名未満で観覧希望の方は、チケットぴあ・イープラスでお申し込みく
ださい。
＊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3日㈮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 ☎22 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㈭から8月16日㈭午後5時まで
※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㈭から8月15日㈬までに、宮津市企画部観光定住課観光振興係（別
館１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 ☎45 1625又は22 2121

発行所

宮津商工会議所情報委員会

10時30分〜「プレセミナー」（出展企業の業種研究）を開催。
場】京都市勧業館「みやこめっせ」 京都市左京区岡崎成勝寺町9-1
象】2019年3月大学等卒業予定者及び卒業後3年以内の方
若年求職者（35歳未満）
【お問い合わせ】京都ジョブパーク
☎075-682-8915（月〜金）9時〜19時 （土）9時〜17時
【会
【対

「チーム力向上セミナー」
〜仕事に必要なのは「個人の力」＋「チームの力」〜
時：平成30年7月12日㈭ 13:30〜15:30
所：宮津商工会議所 3階 大会議室
師：トーキング・プランナー 坪内 美樹 氏
（合同会社 坪内美樹事務所 代表）
★受講料：無料（但し非会員1,000円）
★定 員：36名（定員になり次第締め切らせていただきます）
★日
★場
★講

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

新入会員募集中！

宮津商工会議所女性会では自己研鑽のための講演会・
研修会、会員同士の親睦を図るための様々な事業を実施
しておりますが、一緒に活動いただける新しい会員を募
集しています。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 ☎22 5131
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地域振興のため、お買い物は地元商店で

E-mail：miyazu@kyo.or.jp

