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ご協力ありがとうございました 

　去る8月14日～16日の3日間に亘り開催いたしました宮津燈籠流し花火大
会につきましては、不安定な天候の中での開催となり、一部事業計画の変更
を余儀なくされましたが、多くの事業所・市民の方々はじめ関係団体の方々
から、多大なるご支援・ご協力をいただき、本年も大過なく無事終了するこ
とができました。
　準備から後片付け、また、翌日の清掃活動におきましても、ボランティア
の方々をはじめ多くの皆さまにご協力賜りましたこと、この会報の紙面をお
借りし、心から厚く御礼を申し上げます。本当にありがとうございました。
　なお、当実行委員会では、花火大会の運用マニュアルに基づき、緊急時の
避難誘導体制の確保や花火大会当日の露店への巡回など宮津警察署、宮津与
謝消防組合、宮津海上保安署と連携しながら花火大会運営を行いました。
　本年度見つかった課題については見直しを行い、来年以降もお客さまはも
とより、従事者の安全を最優先に実施していきたいと考えておりますので、
今後ともご指導、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

宮津燈籠流し花火大会実行委員会　事務局

　本年ご協賛いただきました企業協賛金、
市民花火の金額を次のとおりご報告いたし
ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・企業協賛金　　　507件　4,423,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・市民花火協賛金　927件　1,324,400円
　
　また、皆さまからお預かりしましたが、不安定な天候により流し切れていなかった
追っかけ燈籠のお焚き上げによる供養を8月26日に大頂寺において行わせていただき
ましたので、重ねてご報告申し上げます。

　海の京都の『ウマッ！』グルメが宮津市浜町エリアに大集合！来場者の皆さまの投票により海の京都No.1ご当地グル
メを決定します。会員の皆さま方も是非足を運んでください♪

＊今年もやります！『第４回海の京都グルメ合戦！』＊＊＊＊＊＊
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　道の駅海の京都宮津内にある「おさかなキッチンみやづ」は、昨年8月18日に開業し約１年が経過しました。年間の   
来場数は、平成30年7月末までの約1年間で49,358人（レジ通過人数）。開業後、オープン特需や繁忙期もあり、夏から
秋にかけて多くのお客さまにご来場いただきました。
　平成29年11月の市立図書館や子育て支援センター「にっこりあ」の開設、平成30年3月から、山一水産において、
「旬の魚介類の詰め放題」「セリ体験」など、観光客のみならず地元客にも喜ばれる企画がスタート、平成30年6月か
ら、HAMAKAZE Cafeにおいては、より地元産の魚介類、野菜を活用したおさか
なキッチンみやづにふさわしいメニューへ改正、京都府立海洋高等学校とのコラボ
メニュー（ブイヤベースラーメンなど）を提供開始するなど、浜町エリアの更なる
賑わいが創出されつつある状況です。
　一方、閑散期（冬場など）の集客が伸び悩むなども明確となったことから、集客
コンテンツ（メニュー・商品）
の更なる強化を行い、将来的に
は浜町エリアを拠点に市街地へ
人の流れを創出していきます。

　中小企業者の生産性向上のための設備投資を支援する「生産性向上特別措置法」の施行に伴い、宮津市では、「先端設
備等導入計画」の受付・認定を開始しております。市内中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」で認定された設備
に対する固定資産税（償却資産）が3年間「ゼロ」や国の一部補助金の優先採択（審査時の加点）等のメリットがあります。
　※詳しくは、宮津市ＨＰ『生産性向上特別措置法に係る「先端設備等導入計画」の認定開始について』をご覧ください。
　　http://www.city.miyazu.kyoto.jp/www/service/detail.jsp?id=3788
　※申請には、認定支援機関（商工会議所等）の先端設備等導入計画に関する確認書が必要です。
〈お問い合わせ先〉■宮津市役所産業振興課産業推進係　☎45-1663［認定申請受付］
　　　　　　　　　■宮津商工会議所　☎22-5131

　例年秋に開催いたしております当所会員事
業所からご推薦いただきました優良従業員の
皆さま及び創立・創業から25周年ごとの節
目を迎えられました会員事業所の皆さまの表
彰式の実施を今年度も予定しています。
　今年度の表彰式の詳細につきましては、決
定次第会員宛にお知らせいたしますので、た
くさんの皆さまからの推薦・申請をお待ち申し上げております。

日　時：平成30年10月4日㈭
　　　　午後2時～4時
場　所：宮津商工会議所 ３階 大会議室
講　師：坂田　誠　氏
　　　　（株式会社はちえん。
　　　　　SNS戦略コンサルタント）
受講料：会員無料、非会員1,000円
定　員：30名

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

集客8大テクニックセミナー
Instagram

生産性向上特別措置法に係る「先端設備等導入計画」について

優良従業員表彰及び
　　　　会員表彰式開催についてお知らせ

～「おさかなキッチンみやづ」開業１年～
年間５万人が来場‼

ブイヤベースラーメン お好み海鮮丼

́

１周年記念WEEKの様子
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ニューストピックス

人材育成セミナーを開催
Seminar7/12

海の日事業『巡視艇体験航海』を開催
Event7/28

宮 津 商 工 会 議 所

　宮津農水商工観連携会議では、宮津市民が認める地域産品について、その産品が
持つ地域的・文化的な背景並びに、産品への品質の信頼度などを評価することによ
り、付加価値を高め、市内事業者の収益拡大を促進することを目的に「宮津遺産」
認定事業を実施しています。第3回は「食の加工品」の推薦を募集します。皆さま
に推薦いただいた「食の加工品」は、製造事業者からの申請を受け、厳正な審査を
経て「宮津遺産」に認定します。皆さまからの推薦をお待ちしております。
　◆市民推薦概要
　　〇推薦期間：平成30年9月14日㈮～10月12日㈮
　　〇推薦資格：宮津市民及び宮津市内在勤の方
　　〇推薦対象：宮津市内の事業者が製造する食の加工品
　　〇推薦方法
　　【インターネット推薦】右のQRコード又は宮津商工会議所HPから。
　　【用紙による推薦】FAX又は下記の投票箱への投票。
　　　　　　地区連絡所、宮津市、宮津商工会議所、宮津市立図書館、宮津まごこ
　　　　　　ろ市（道の駅内）、フードショップじょうけ、スーパーにしがき（宮津店、
　　　　　　栗田店、府中店、養老店）、㈱フクヤ宮村店、フード＆リカー ヤノ

　去る8月10日、丹後地域商工団体連絡協議会（伊根町商工会、京丹後市商工会、与謝野町商工会、宮津商工会議所）
と自由民主党京都府連との意見交換会が、宮津商工会議所において開催されました。
　この意見交換会は、丹後地域発展に向け地元経済界と党府連役員、地元議員が一堂に会し意見交換を行ったもので、
当所からは次のことについて要望しました。
　　１　京都縦貫自動車道の4車線化・山陰近畿自動車道の整備促進
　　２　天橋立の世界遺産登録の推進について
　　３　丹後歴史文化博物館（仮称）の整備について
　　４　宮津エネルギー研究所の再稼働について
　　５　インバウンド対応への支援について
　　　　（ＱＲコード等の決済、施設改修等への支援）
　　６　人手不足対策の推進について
　　７　事業承継への支援について
　　８　平成30年7月豪雨災害に関する緊急要望について
　今後も丹後地域発展のため、引き続き各方面へ同様の要望をしていきたいと思います。

　宮津海事関係企業等連絡会（事務局：宮津商工会議所）
では、海の日の記念事業として宮津海上保安署の協力のも
と、巡視艇体験航海を開催いたしました。
　定員となる約40名の参加者の皆さんは、約1時間の宮津
湾の航海を楽しまれたと同時に、日夜海の保安業務にたず
さわっておられる
方々への理解を深
めていただけたよ
うでした。

　トーキング・プランナー坪内美樹先生（合同会社坪内美
樹事務所 代表）をお招きし、『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」～』をテー
マに34名の参加のもと開催いたしました。
　信頼関係を作るプラスのコミュニケーション、チーム力
向上につながる「5
つの力」等につい
てお話いただきま
した。

「宮津遺産」市民推薦スタート「宮津遺産」市民推薦スタート

丹後地域経済界と自由民主党京都府連との意見交換会が開催されました！

投 票 箱
設置場所
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城下町宮津七万石  和火2018
5日㈮・6日㈯・7日㈰

日本三景天橋立ふゆ花火
28日㈰

2018丹後きものまつりin天橋立
21日㈰

★☆★　10月開催予定のイベント　★☆★

　例年、京都商工会議所主催で開催されております『知恵産業・経営大会2018』が、本年も各分野でご活躍中の著名な
講師の方々をお招きし、下記のとおり開催されますので、ご案内いたします。

記
　１．日　時　平成30年11月13日㈫　13：00～17：00
　２．場　所　京都ホテルオークラ　３～４階
　３．参加料　2,000円
　４．次第・プログラム等
　　　⑴　開　　会（13：00～）
　　　⑵　特別講演（13：20～14：30）
　　　　　　講　師　似 鳥 昭 雄　氏（㈱ニトリホールディングス　代表取締役会長兼CEO）
　　　　　　テーマ　「リーダーが育つ55の智慧」
　　　⑶　分科会（①前半14:45～15:50／②後半15:55～17:00）
　　　　【第1分科会：経営者の姿勢】
 　　①「社長の心得～強くてよい会社をつくるために～」
 　　　　講師：平 井 省 吾　氏（㈱小宮コンサルタンツ　代表取締役社長）
 　　②「商品の踊るステージをつくる町工場～社長、自らステージに立つ～」
 　　　　講師：田 中 和 広　氏（㈱田中金属ホールディングス　代表取締役）
　　　　【第2分科会：新しい発想の経営】
 　　①「外食産業の明日～働き方と未来をともに考えてみないか～」
 　　　　講師：佐 藤 裕 久　氏（㈱バルニバービ　代表取締役社長）
 　　②「ＩＴ活用による旅館改革とその展望」
 　　　　講師：宮 﨑 知 子　氏（㈱陣屋　女将）
　　　　【第3分科会：時代を変えた経営】
 　　①「日本一の幸せ創造企業を目指して」
 　　　　講師：青 谷 洋 治　氏（㈱坂東太郎　代表取締役会長）
 　　②「わが社の事業の取組～製造業から医療・福祉分野への進出～」
 　　　　講師：安 道 光 二　氏（ワタキューセイモア㈱　代表取締役会長）
　　　　【第4分科会：起死回生の経営】
 　　①「脱・下請け実現で大躍進！世界中から注文を受ける経営術」
 　　　　講師：北 川 一 成　氏（グラフ㈱（旧：北川紙器印刷㈱）代表取締役社長）
 　　②「企業再建―私の経営哲学～どのようにして強い会社に生まれ変わったか～」
 　　　　講師：伊 藤 麻 美　氏（日本電鍍工業㈱　代表取締役）

　竹やペットボトル燈籠等の灯りで寺町
界隈を3日間ライトアップする住民参加
型の催し。寺町のお寺を舞台に、ライブ
イベントや模擬店などが開催予定。
　場　　所：宮津市街地（寺町界隈）
　開催時間：18：00～21：00頃
　　　　　　※6日のみ22:00まで
　問合せ先：宮津市企画部観光定住課
　　　　　　観光振興係
　　　　　　☎0772-45-1625

　「着物の良さ」と「日本三景・天橋立」を
全国へ発信するため開催されている秋の
恒例イベント。天橋立を会場にきものシ
ョーや豪華景品が当たる大抽選会などが
開催予定。
　場　　所：天橋立周辺
　開催時間：10：00～15：30
　参加方法：要申込《着物での参加必須》
　　　　　　参加無料 10月5日応募締切
　問合せ先：丹後織物工業組合
　　　　　　☎0772-68-5300

　冬の訪れを告げる花火大会で、晩秋の
澄んだ夜空を約2,000発の打上げ花火が
彩る。
　場　　所：天橋立阿蘇海周辺
　打上開始：19：30～
　問合せ先：天橋立観光案内所
　　　　　　☎0772-22-8030

京都商工会議所主催「知恵産業・経営大会2018」のご案内

＊参加ご希望の方は、
　宮津商工会議所まで
　ご連絡ください。
　（☎22－5131）


