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る・観光都市」
、そして「地域経済力が高まるまちづくり」
を示されており、その実現に大きな期待をもっております。
また、昨年3月には、地域資源の有効活用や地元就職の促
進を主目的に京都府立海洋高等学校と連携協定を締結しまし
た。これを受け、昨年11月には2年生を対象に企業見学会を
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実施しましたが、本年からは市内にある他の2校とも取り組
会頭 今 井 一 雄
みを進め、高校生の地元就職の推進に努めてまいります。
そのほかにも、人手不足対策では、業務の見直しを含めた
働き方改革の推進や、IoT、AIなどの革新的技術を活かした
謹んで新年のご挨拶を申し上げます。皆さまには、ご家族
生産性の向上が求められており、経営者に「気づき」を促す
お揃いで2019年の輝かしい新春をお迎えのこととお慶び申
各種セミナーの開催や国の関連補助金などの活用をとおして
し上げます。
支援をしてまいります。
さて、トランプ政権がアメリカ第一主義を掲げ、米中両国
次に、中心市街地の賑わい創出についてでございます。現
が貿易摩擦で報復措置の応酬を繰り広げる中で、日本経済へ
在、浜町エリアは多くの来訪者により賑わっておりますが、
の影響を大変危惧しているところでございます。一方、わが
この賑わいを中心市街地へ回遊させるため、市街地の飲食店
国経済は、緩やかな拡大傾向を続けておりますが、個人消費
情報を広く発信するホームページ「宮グルメぐる」を立ち上
に力強さを欠いている状況です。また、地域経済は、一部の
げました。さらに、昨年11月にオープンした「漁師町とと
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
まーと」との連携も併せて、中心市街地の賑わい創出に努め
として厳しい経営環境で推移しています。
てまいります。
その中、多くの事業者では、事業承継やM&Aなど、事業
また、「海の京都」エリアへの国内外からの誘客を図るた
の引継ぎが進んでいない状況にあります。また、急速な少子
高齢化や都市部への人口流出等により、人手不足が深刻化し、 め、昨年には、ミシュランガイドブック『京都・大阪・そし
てもう一つの京都』の発刊を京都府知事に直接お願いいたし
働き手の確保や生産性向上が喫緊の課題となっております。
こうした中、昨年は3つの大変嬉しい出来事がありました。 ました。今後も地域振興に繋がる要望を地域一丸となりいた
しますので、皆さま方のご賛同をよろしくお願いいたします。
一つ目は、当市2件目の日本遺産認定として「荒波を越え
次に、天橋立の世界遺産登録に向けた取り組みであります。
た男たちの夢が紡
（つむ）
いだ異空間〜北前船寄港地・船主集
近年、国内では、随時、世界遺産登録が進められており、暫
落〜」が追加認定を受けることができました。
定リストが減少する中、新たな募集が近いのでは…と期待し
二つ目には、
「世界で最も美しい湾クラブ」に「京都宮津
ております。こうした動きを注視しながら、地域と一体とな
湾・伊根湾」として正式加盟する中、これが契機となり、フ
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
ランスの「モン・サン・ミッシェル湾クラブ」との姉妹湾連
で、天橋立の世界遺産登録を目指してまいります。
携の協定を締結することができました。
また、本年10月には消費税の増税が予定されています。
三つ目には、関係市町と共に、永年に亘って取り組んでき
特に、軽減税率が導入されることもあり、戸惑いや混乱が予
たNHK大河ドラマの誘致活動において、
「細川ガラシャ」の
想さます。これらをはじめ、会員事業所のご相談には柔軟で
父「明智光秀」の生涯を描く「麒麟が来る」が2020年に放
積極的な対応に努め、信頼され、期待していただける支援機
映されることとなりました。
関を目指したいと考えております。ご相談内容により、応援
この3件を当地の観光振興に繋げるため、宮津市と天橋立
観光協会、当会議所が一体となり、国内外に情報発信を行い、 隊事業や専門家派遣制度など、様々な支援制度も活用しなが
ら、企業経営における課題解決のお手伝いをさせていただき
観光誘客を促進することが不可欠と考えております。
ます。どうか、経営に関するお悩みや課題は、当会議所の経
一方、昨年は、西日本豪雨や相次ぐ台風による自然災害に
営支援員にお気軽にお声がけいただければ幸いです。
より、会員企業でも大きな被害を受けられるほか、交通イン
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
フラの遮断もあり、市民生活や地域経済にも大きな影響をも
の活性化に向け、役職員一丸となり取り組みますので、引き
たらし、改めて自然災害の脅威を感じた年でありました。被
続き関係各位のご指導とご協力をお願い申し上げます。
災された皆さま方に、心よりお見舞い申し上げます。
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
さて、昨年には、3期12年にわたり宮津市政の運営にご尽
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
力いただいた井上市長が退任され、新たに城﨑市長が誕生さ
いただきます。
れました。城﨑市長は、「城﨑ビション」に、「世界に誇れ
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新年のごあいさつ
副会頭 余田

明けましておめでとうございます

光基

副会頭 武田

新年あけましておめでとうございます。
昨今、少子高齢化社会における企業の人手不
足については、どの業種においても企業の成長
を妨げる大きな課題となっており、政府では、
生産性向上の取り組みや外国人労働者の受入れ拡大など様々な施
策を講じているところであります。一方、私達、各企業も人材育
成、雇用のあり方について見直しを行う時期が来ているのでは
ないでしょうか。企業において、人は「宝」です。人手不足が
叫ばれる現状だからこそ、労働者一人一人がのびのびと活躍で
きる環境づくりが不可欠であると考えております。
一方、政府調査機関発表では、人間尊重施策実施企業は生産能
力の向上が顕著に見られるとあります。
本年の干支は、「亥（いのしし）」です。勇猛果敢に地域の課題
に正面から取り組み、地域の企業様の持続的な発展に向け、手を
取り合い取り組んでまいりたいものであります。結びになりまし
たが、本年が会員の皆様にとって良い年となりますことをご祈念
し、新年のご挨拶といたします。

【2019年
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新年あけましておめでとう
ございます。
平成31年が会員企業様また
社員様、またご家族のみなさ
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。
地域経済を取り巻く変化は、とてつもなく早
く、企業の対応力が、社長力が問われています。
試練の連続ではありますが、経営者は自分以
外に責任があるという「他人責任論」に陥るの
ではなく、どんな状況や立場であっても、原因
は自分の中にあるという「原因自分論」で経営
に向き合いたいものです。
道は開ける、打つ手は必ずあると信じて。
地域の発展と会員企業様の更なる業績向上を
祈念して、新年のご挨拶とさせていただきます。

新春経済講演会】

期
場
講

日：平成３１年２月１日㈮ 午後２時開演予定
所：みやづ歴史の館 文化ホール
師：アサヒグループホールディングス株式会社
代表取締役会長
泉谷 直木
テーマ：「元気と勇気が出る経営術」

氏
※詳細が決まり次第、お知らせします。

＊＊＊第3回鳥取・豊岡・丹後地域経済団体交流会を開催＊＊＊
去る11月29日、第3回鳥取・豊岡・丹後地域経済団体交流会がホテル金波楼
（豊岡市）
において開催されました。
今年は、鳥取商工会議所・岩美町商工会・豊岡商工会議所・香美町商工会・新温泉町商工会・丹後地方商工
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）の経済団体が、
「広域観光
と交流圏の拡充強化等地域活性化に向けた取り組み」をテーマに開催され、次の共同声明を採択しました。
【共同声明】
１ 山陰海岸ジオパークを活用した広域観光の推進
世界ジオパークネットワークに加盟が認定されている山陰海岸を始め、エリア内各地の優れた地域資源
を相互活用した広域観光の推進に努める。
2 道路ネットワーク並びに公共交通機関の整備促進
山陰海岸ジオパークエリアを結ぶ山陰近畿自動車道及び南北
を結ぶ北近畿豊岡自動車道など基幹道路ネットワークの整備促
進並びに、鉄道の京都府丹後地域から鳥取を結ぶ直通列車の運
行など利便性向上及び高速化について促進活動を展開する。
3 地域連携による商工業振興事業の推進
山陰海岸ジオパークエリア内には、各地の文化や歴史に育ま
れた地域ならではの企業が活躍しており、これら企業の飛躍に
資すると共に広域交流を活性化させるため、ビジネス交流を始
めとする連携事業に取り組む。
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京都府立海洋高等学校との連携協定による事業のご報告
当所と京都府立海洋高等学校による地元就職推進事業の一環として６時間目の授業を活用し「第1回企業
説明会」を実施いたしました。
◆企業説明会（平成30年12月12日㈬）
○場
所：京都府立海洋高等学校 ①会議室、②実習室
○参加企業：WILLER TRAINS株式会社・大和リゾート株式会社Hotel＆Resorts KYOTO‐MIYAZU
○参 加 者：京都府立海洋高等学校1年生94名
WILLER TRAINS株式会社 谷口様からは、企業概要等や他の交通機関等と連携し「交通のつながり」
を創ることでお客様、地域に貢献したいとの企業理念をご説明いただきました。
大和リゾート株式会社 Hotel＆Resorts KYOTO‐MIYAZU 中崎様からは、企業概要、運営理念等や、
学生までは「知っている」ことが優秀とされるが、社会では「出来る」ことが優秀とされることをご説明い
ただきました。

当所会員事業所優良従業員表彰・会員表彰式を開催
11事業所25名の優良従業員の皆さま、6会員事業所の皆さまが受彰されました

去る11月22日、平成30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11事業所25名の方々、会員表彰受彰者
である6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伊藤洋子様【丹後海陸交通㈱】と会員表彰受彰事業者代表の館農 昇
様【日本冶金工業㈱大江山製造所】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
創業年数
事業所名
創業年数
㈱飯尾醸造
創業125周年 日本冶金工業㈱大江山製造所 創業75周年
民宿旅館 長浜荘
創業50周年
和風スナック 多恵
創業50周年
仕出し惣菜 みやけ 創業50周年
大浦防災設備
開設25周年
※創業年数毎、敬称略

平成30年度
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、１月１日付で新たに
宮津遺産として「徳利いか」
を認定しました。

宮津遺産を認定しました。

○鞍岡商店 徳利いか
今から約70年前に商品化された徳利いかは、製造に適し
たイカを仲買人である店主の目利きで仕入れ、大きさと美し
さにこだわり、一つ一つ丁寧に手作業で製造されています。
徳利いかに丹後の地酒の熱燗を入れて飲むと、いかと地酒
の風味（旨味）が一度に楽しめ、また、２〜３回お使いいた
だいた後は、炙って「酒の肴」としてお召し上がりいただく
と、芳醇な味わいを楽しめます。
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細川幽斎公ゆかりの桜「幽斎桜」を宮津小学校に植樹しました
去る12月17日、宮津商工会議所が事務局を務める「細川忠興公・ガラシャ夫人
生誕450年記念事業実行委員会」の主催により、宮津小学校の校庭に細川幽斎公ゆ
かりの桜「幽斎桜」の植樹を行いました。
「幽斎桜」は、舞鶴の瑠璃寺にある細川幽斎ゆかりの枝垂れ桜の枝をお譲りいた
だき、実行委員会で大切に育てて来たものです。
平成28年11月の大手川ふれあい広場への植樹に続き、本年、宮津小学校の改築
に合わせ、実行委員会から小学校側へ寄贈をさせていただきました。
当日は、寒空ながら時折り晴れ間も見え、宮津小学校の児童をはじめ約30名の
参加のもと、桜の成長とともに、子供たちの成長を願う学校のシンボルとなってほ
しいとの思いを込めて植樹をさせていただきました。

◆◇◆◇◆◇部会活動報告◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
【地域サービス部会】12月14日㈮

様々な業種で構成される地域サービス部会では、当地域における深
刻な人手不足の状況を踏まえ、企業におけるワーク・ライフ・バラン
ス（仕事と生活の調和）をテーマに社会福祉法人みねやま福祉会様の
「マ・ルート」の施設見学と意見交換会を開催しました。
今後も引き続き、当部会では仕事と子育てや介護との両立について
考えていく機会を創出していきます。

【環境･サービス部会】12月6日㈭

環境・サービス部会では、宮津市に本社をお
かれる京都北都信用金庫様を講師に「地域の活
性化について」をテーマに講話いただき、その
後、懇親会を開催いたしました。
講話を聞いての意見交換なども含め、普段は
顔を合わすことのない部会員の方々同士、交流
が深まる意義深いひと時となりました。

宮 津 商 工 会 議 所 ニューストピックス
11/30

12/7

Seminar

Seminar

業務効率化・ＩＴ活用セミナーを開催

観光マーケティングセミナーを開催

中小企業診断士・ＩＴコーディネーター野村忠史先生
（ナインソーツコンサルティング㈱代表取締役）をお招き
し、「キャッシュレス化で売上高と生産性を高める！」を
テーマに開催、20
名の方に参加頂きま
した。
キャッシュレス化
のメリット、おススメ
のタブレットPOSレ
ジ・カード決済、クラ
ウド会計等について
ご説明頂きました。

世界最大の旅行口コミサイトを運営するトリップアドバ
イザー㈱より西林祥平氏をお招きし、約30名の参加者のも
と、デジタルマーケティングの活用に関するセミナーを開
催しました。
マーケティングの
他にも天橋立が評価
されている点の紹介
や事業所ですぐにで
も実践できる口コミ
サイトの活用法など
丁寧にお話いただき
ました。

宮津商工会議所青年部
新入会員募集中！

宮津商工会議所女性会
新入会員募集中！

宮津商工会議所青年部では
新入会員を随時募集していま
す。
経営の勉強や、会員同士の親睦、情報交換を通じて、
企業の発展やスキルアップに役立ててみませんか？
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。
《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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