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平成31年度事業計画並びに収支予算が承認されました
　平成31年3月28日に開催の通常議員総会において、平成31年度事業計画並びに収支予算をご承認いただきました。
その概要をお知らせいたします。

　わが国経済は、緩やかな回復基調にあると言われており
ますが、グローバル経済が進展するなか、米中貿易摩擦な
どの内外要因などもあり、難しい局面が見受けられます。
当地域においては、緩やかな回復傾向にあるものの、個人
消費に力強さを欠くほか、人口の減少や人手不足の深刻化
が大きな課題となっております。また、インバウンドをは
じめとする誘客数は増加しておりますが、これらへの適切
な対応にも努めなければならないものと考えております。
　このような中、当所においては基幹産業である観光産業
の振興拡大に努めるほか、人手不足については中期的な展
望も見据えながら、改善への道筋を図らなければならない
ものと思っております。
　一方、小規模事業者をはじめ、会員企業などにおける持
続発達の支援のほか、M&Aを含む事業承継や創業など、
企業の個別相談支援にも全力を傾注しなければなりません。
　また、中小企業の経営基盤の強化と地域の活性化を目指
し、参画団体とも連携を図りながら、積極的に行政への要
望活動等に取り組みます。
　さらに、部会事業の推進や会員親睦事業は、事業者相互
による課題抽出のほか、幅広い情報交流を促進する観点か
らも大変重要なものと考えており、多くの会員の皆様にご
参加いただける取り組みに努めます。
　これらの事業を着実に実行するには、当所においても安
定した運営環境の構築が不可欠であるものと考えておりま
す。
　以上を基本とし、関係機関との連携にも努め、次に掲げ
る事業を実施いたします。
 なお、事業の実施にあたっては、会員の皆様方のご理解
とご協力を心よりお願いいたしますとともに、京都府、宮
津市をはじめとする関係機関の皆様方からのご支援ご指導
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

　●小規模事業者持続化補助金等を活用した経営計画の策
定及び見直し

　●事業承継及び創業・第二創業に係る支援の拡充
　●消費税の引き上げ及び軽減税率制度導入に係る円滑な

導入支援
２　地域産業の振興
　●中心市街地（浜町周辺エリア等）への誘客促進事業の

実施
　●お土産品開発・改良企業への支援
　●宮津遺産認定産品及び開発特産品の販路拡大支援
　●インバウンド受入に対応できる体制の強化
３　人材育成及び雇用対策の推進
　●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
　●新たな外国人材受入に係る雇用対策の推進
４　当商工会議所の運営基盤の強化
　●会員増強運動の実施
　●参画団体等と連携を図った陳情要望活動の展開
　●経営支援員等における企業支援力の向上

【地域振興に関する事業】 2,850千円
　　特産品開発・販路開拓支援事業、まちなか活性化事業、
　広域振興事業
【運営に関する事業】 1,650千円
　　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
【観光振興に関する事業】 1,620千円
　　観光催事、インバウンド対策事業
【労務に関する事業】 700千円
　　従業員表彰、就労者不足対策事業
【商工振興に関する事業】 650千円
　　中心市街地活性化事業、地区振興等
【経営改善普及事業】52,566千円
　　講演会・講習会、経営・
　税務・労務・金融・新規
　開業等相談、若手後継者
　育成事業、中小企業応援
　隊事業等

平成31年度　主な事業・予算
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　女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な事業主は、女性活躍推進法に基づき、都道府県労働局へ
の申請により、厚生労働大臣の認定（えるぼし認定）が受けられます。
　今回、京都府内の信用金庫として初めて認定されました京都北都信用金庫様（森屋松吉理事長）は、女性の
営業・融資部門への配置を増やすため、業務知識・スキル研修などを積極的に実施されているほか、総労働時
間の縮減を計画目標とし、管理者を中心に退社時間の把握、効果の検証を行っておられます。

　認定式は、2月1日に京都労働局にて執り行われました。おめでとうございました！！
　※各府省等が総合評価落札方式又は企画競争による調達によって公共調達を実施する場合は、「女性の職業
生活における活躍の推進に関する法律」に基づく認定企業（えるぼし認定企業）などを加点評価するよう
定められています。また、地方公共団体も国に準じた取組を実施するよう努めることとされています。

　当所と京都府立海洋高等学校による地元就職推進事業
の一環として春休みを活用し、２年生を対象に「インタ
ーンシップ」を実施いたしました。
　◆インターンシップ
　　○受入企業：株式会社天橋立ホテル（1名）
　　　　　　　　ハマカゼプロジェクト株式会社（4名）
　　　　　　　　社会福祉法人北星会（3名）
　　　　　　　　WILLER　TRAINS株式会社（1名）
　　　　　　　　株式会社ホテル北野屋（5名）
　　　　　　　　宮津与謝消防組合（1名）
　　　　　　　　宮津市役所（3名）
　　○参 加 者：京都府立海洋高等学校
　　　　　　　　２年生　18名（延べ22名）
　　○実施期間：平成31年3月18日～3月27日

京都北都信用金庫様が、信用金庫として京都初の「えるぼし」認定企業に!

平成31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のお知らせ
平成31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。

健康保険料率　10.03％（+0.01％）　介護保険料率　 1.73％（+0.16％）

１　社員の採用において女性の競争倍率は男性と同程度で採用が進んでいます。
　　（正社員採用における競争倍率：女性5.08倍　男性5.83倍）
２　社員の継続就業状況について、男女とも平均勤続年数に大きな差はなく、働き続けやすい職場になっ
　ています。(正社員の平均勤続年数：女性16.89年　男性20.38年)
３　直近の事業年度において、各月の時間外・休日労働の時間数が月45時間を大幅に下回っており、正社
　員の平均が月8.68時間、非正規社員が月1.31時間となっています。
４　管理職（課長級以上）に占める女性の割合が11.0％と、産業平均である10.5％を上回っています。
５　直近の3事業年度において、女性の非正規社員から正社員への転換実績が1人、おおむね30歳以上の
　女性の正社員としての中途採用が1人と多様なキャリアコースが可能な人事制度となっています。

《京都北都信用金庫様における認定評価》

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



宮津商工会議所 青年部新入会員大募集‼
　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：0772-22-5131（事務局：矢野）
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　経済産業省では、2019年10月1日の消費税率引上
げに伴い、消費の冷え込み対策として、キャッシュレ
ス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点
を含めた中小・小規模事業者によるキャッシュレス手
段（クレジットカード決済・電子マネー決済等）を使
ったポイント還元・割引の支援を行う「キャッシュレ
ス・消費者還元事業」が下記の内容で実施される予定
です。
　　　１．消費者への還元
　　　２．決裁端末等の導入補助
　　　３．決済手数料の補助

キャッシュレス・消費者還元事業について【お知らせ】

　2019年4月初旬以降に、中小小売店等の加盟店登録・申請が開始される予定ですので詳細は経済産業省のホ
ームページでご確認下さい。https://cashless.go.jp/

☆ ★ ☆ 宮津農水商工観連携会議より ☆ ★ ☆☆ ★ ☆ 宮津農水商工観連携会議より ☆ ★ ☆
○宮津市農水商工観連携会議マッチングフェア（3月1日　ホテル北野屋）
　　宮津市の農林水産物・加工品などの生産者と、飲食店や旅館・ホテル事
業者等との取引の拡大や地産地商（消）の推進を目的として開催しました。
各出展者より主要商品をＰＲし、新たな商談や取引、事業者間連携に繋が
りました。

○第1 回京都インターナショナル・ギフト・ショー2019
　（3月6日～7日　みやこめっせ）
  　 2日間延べ24,711人の来場者で賑わう中、当所から「宮津天橋立新作ギフトの会」として参加させていた
だきました。㈲広瀬商店の『京都宮津漁師町100年ちくわ』、ひだまりの『富士酢しょこら』、吉野茶屋の
『智恵の懐中しるこ』、㈱シブタニ『丹後の珍味ほたるちゃん』など土産物づくり事業で完成した商品を中心
に出品しました。

○マッチング商談会（3月19日　サンプラザ万助）
　　福知山市商工会、与謝野町商工会との共催で「バイヤー招聘型マッチング商
談会」を開催しました。合計14社の京都府北部地域の食品製造事業者等と、
首都圏エリア及び近畿地域バイヤーや、北部地域の「道の駅」との商談も実施
しました。
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　本年の10月末日をもって当所役員・議員の任期が満了となるのを受け、改選が行なわ
れますが、その流れを簡単にご紹介させていただきます。
　まず、常議員会が開催され、1号議員の選挙区毎の定数および2号議員の部会別割当数
を決定後、部会代表の2号議員を選任、続いて1号議員を投票で選び、1号・2号議員協議
会で3号議員を選出、その後の新議員総会で会頭以下三役・監事・常議員が選ばれます。
　選挙日程のあらましは次のとおりです。
　皆さまのご理解・ご協力をお願い申し上げます。

　2018年度更新の申告・納付期限は 6月1日㈯～7月10日㈬ です。

　尚、労働保険料等の算出方法は変わりません。（2018年4月1日～2019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：2019年5月8日（水）必着）

◆保険料を分納されている場合

○2019年度（2019年4月1日～2020年3月31日まで）の雇用保険料の変更はございません。

◎ハローワークからのお知らせ
　2018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！　事業主の皆さま労働保険のお知らせ！　事業主の皆さま

対象事業所 3回分納
第1期 第2期 第3期

納期限（口座振替日） 労働保険事務組合事務委託事業所 8月8日 10月31日 翌年1月31日

摘　　　要
2号議員選任
1号議員選挙告示

1号議員立候補、推薦候補受付
選挙人名簿の縦覧
選挙人名簿の確定

1号議員投票および開票
1号議員当選人の告知
3号議員の選任

三役・監事・常議員の選任

日　　程
8月中旬～9月中旬

９月中旬
9月中旬～下旬
9月中旬
9月下旬
10月初旬
10月中旬
10月中旬

10月下旬～11月初旬

会　議
各部会の開催

選挙

議員協議会
新議員総会

今年は役員・議員の任期満了に伴う改選年です！

2019年度第1期分会費口座振替日は、5月27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。（TEL　22－5131）

当所会費納入のお願いとお知らせ
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　当所では、宮津市街地のグルメサイト「宮グルメぐる」のオープンを記念し、サイト掲載の店舗で食べた料
理写真にハッシュタグ（＃）宮グルをつけて、インスタグラムに投稿していただくフォトコンテストを開催し
ておりました。3月10日の応募期間終了後、ひときわ目を引く「美味しいもの」の写真を投稿された3名様に宮
津市の特産品詰め合わせをプレゼントさせていただきました。

　期間中たくさんのご応募を頂き、ありがとうございました。
　今後も、多くの観光客や周辺地域の皆さんに本サイトを活用して、市街地のグルメを楽しんで
頂きたいと思います。
　当サイトへのアクセスは、右記QRコードを読み取っていただくか、「宮グルメぐる」で検索してください。
　URL：https://miyazu-cci.or.jp/miyaguru/

　去る2月22日、平成30年度女性会事業として手絞りごま油の「山田製油」と
「京都水族館」への視察研修を実施いたしました。
　当日は会員11名の参加があり、山田社長様からごま油製造にかける熱い思い

をお聴きした後、おいしいごま製品がこだわりの
製法で作られる工程を見学いたしました。
　日頃口にするごま製品とは違った香りや味に参
加者一同、驚きを隠せませんでした。
　その後、ごま油を使ったお料理に舌鼓をうった
一同は、京都水族館へ移動し、かわいいペンギンやイルカの所作に歓声が上がる
など有意義で楽しい一日となりました。

　当女性会は新入会員を募集しております。自己研鑽のための事業、
親睦交流事業など様々な事業を実施しております。
　宮津商工会議所の会員である女性経営者及び経営者の夫人、役員、
代表者が推薦するこれに準ずる女性で会の趣旨に賛同する方ならどな
たでも入会いただけます。
　是非ご入会下さい！！！
《入会についての問い合わせ》宮津商工会議所　総務課　22－5131

【宮グルメぐる】サイトオープン記念フォトコンテスト結果のご報告

女性会活動報告

aquamarin7a7a様(アカウント名)
〇店名　海鮮かわさき
〇メニュー　海鮮丼

miyuzo8242様(アカウント名)
〇店名　Fika Mawata
〇メニュー　ベーグルのランチ

makoto0813様(アカウント名)
〇店名　Dining＆Bar Azito
〇メニュー　アジイカ丼
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事業計画策定セミナーを開催Seminar3/5

ニューストピックス宮 津 商 工 会 議 所

　中小企業診断士　岡原慶高先生（アクセルコンサルティング㈱代表取締役）をお
招きし、「事業計画策定セミナー」を開催し16名の方に参加頂きました。
　募集が予定されている小規模事業者持続化補助金を中心に活用事例を交え、事業
計画策定時の留意点等についてご説明頂きました。

商業部会・工業部会共催視察見学会を実施Visit3/12

　去る、3月12日に当所商業部会（部会長　戸田英男氏）、工業部会（部会長　小林正行氏）
の共催で視察見学会を実施しました。
　当日は、11名の方に参加いただき、コカ・コーラボトラーズジャパン京都工場エコラ館、

ヤマトホールディングス㈱関西ゲートウェイ、エキ
スポシティ及び万博記念公園を見学いたしました。
　ヤマトホールディングス㈱関西ゲートウェイは、平成29年11月1日
に稼働開始した最新の物流施設で、実際に流れていく荷物がどのように
行先方面ごとに仕分けられ、私たちに届けられるのかを見ることができ
ました。

建設部会視察見学会並びに交流会を開催Visit3/25

　去る、3月25日に当所建設部会（部会長 大谷新一氏）主催で視察見学会並び
に交流会を実施しました。
　当日は、3月16日にオープンされた京都経済センター（17名）、現在、建設
中で今年度、完成予定の府立京都スタジアム（18名）へ視察見学いたしました。
　京都経済センターは、地上7階地下2階建ての京都経済界の新拠点として建設

され、京都商工会議所、京都工業会、
京都織物卸商業組合等が集結し、商
業施設「SUINA室町」も併設されま
した。
　また、府立京都スタジアムは、サッカー、ラグビー、アメリカンフッ
トボール等、京都初、国際試合の開催可能な専用球技場として建設中で
あり、スケールの大きな工事現場を間近で見ることができました。
　その後、HAMAKAZE Caféにて交流会を開催し、13名の参加で交流
を深めました。

施行期日 申込受付期間 申込先
2019. 6.23㈰
2019.10.27㈰
2020. 2. 9㈰

第216回（1～6級）
第217回（1～6級）
第218回（1～6級）

2019. 4.15㈪～2019. 5.22㈬
2019. 8.19㈪～2019. 9.25㈬
2019.12.02㈪～2020. 1. 8㈬

施行期日 申込受付期間
2019. 6. 9㈰
2019.11.17㈰
2020. 2.23㈰

第152回（1～3級）
第153回（1～3級）
第154回（2～3級）

2019. 4. 8㈪～2019. 5.17㈮
2019.10. 1㈫～2019.10.25㈮
2019.12.16㈪～2020. 1.24㈮

宮津商工会議所
TEL　22－5131

申込先

宮津商工会議所
TEL　22－5131

◇珠算検定試験

◇簿記検定試験

＊2019年10月に予定されている消費税8％から10％への引上げにともない、年度途中に受験料が変わります。
　詳しくは当所ホームページをご覧ください。
＊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。

2019年度　宮津商工会議所施行検定試験のご案内2019年度　宮津商工会議所施行検定試験のご案内


