開催日時

内

容

開催場所

10月14日(水)9：00～11：00 13：00～14：30

定期健康診断（本所）

曽根山会館

10月15日(木)9：00～11：00 13：00～14：30

定期健康診断（本所）

木津川市商工会館

10月20日(火)19:00～21:00

マイナンバー講習会

木津川市商工会館

10月24日(土)25日(日)10：00～16：00

木津川市かもまつり～ハロー・イン・kamo～

恭仁京跡広場

10月31日(土)9：00～17：00
11月1日(日)9：00～16：00

木津川市やましろまつり
（木津川市文化協会 文化祭と同日開催）

アスピアやましろ

11月1日(日) 10：00～16：00

木津川市木の津まつり

木津川市中央体育館

11月4日(水)

第25回相楽地区商工会連絡協議会チャリ
ティｰゴルフ大会

美加ノ原カンツリークラブ

11月10日(火)11日(水)

商工会青年部全国大会

10日 神戸国際展示場
11日 神戸国際会館

11月15日(日)～16日(月)

工業部一泊研修会

滋賀県 ヤンマーミュージアム
福井県 ㈱松浦機械製作所

11月26日(木)10：30～15：30 小雨決行

京都府商工会女性部連合会 第14回ウォーク
ラリー

けいはんな記念公園
国立国会図書館
福岡織布㈱

工業部会一泊視察研修会開催のご案内
開

催

月

日 ：平成２７年１１月１５日（日）～１６日（月）

午前９時００分集合・出発
集 合 （ 出 発 ） ：山城支所職員駐車場
午前９時１５分集合・出発
場 所 及 び 時 間 ：加茂支所正面玄関前
：木津川市商工会本所前 午前９時３０分集合・出発
研 修 先 及 び 【視察研修】
研 修 目 的 （１）ヤンマーミュージアム
ヤンマー創立１００周年を記念してオープンした体験型ミュージアム。ヤンマーの歴史や創設し
た山岡孫吉の足跡、モノづくりの仕組みなどを豊富な展示や映像、シュミレーターなどを通して
体験学習できます。
（２）（株）松浦機械製作所
独自の開発・設計・製造による高品質の工作機械で、高速・高精度を実現し、特にマシニングセ
ンタの開発設計・製造においてはトップクラスです。

口座振替について ～お知らせ～
下記のとおり、引き落しをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
ご不明な点がございましたら、本所・各支所にお問合せください。

平成２７年度労働保険事務組合加入者の労働保険料第２期分 ： １０月１５日（木）
平成２７年度商工会費第２期分 ： １０月２０日（火）

事務局からのお知らせ
◎１１／９(月)～１２／４(金)の期間、経営支援員 近藤竜太郎が研修につき不在になります。

★木津川市商工会の『facebook』のページを開設しました！！どんどん情報を発信していきたいと思います
のでぜひ、いいねボタンを押してくださいね
商工会だよりをいち早くメールでお送りします！
商工会だよりをメールで送付を希望される方は木津川市商工会までご連絡ください。
発行者

木津川市商工会
木津川市木津南垣外83-3

TEL:0774-72-3801
FAX:0774-72-6564

融資を検討されている会員様へお知らせです
担保・保証に必要以上に依存しない融資の促進への取組を紹介します。事業者の皆様に、金融庁
の取組みを知っていただき、金融機関と相談する際の参考にしてください。
① 事業性評価に基づく融資等の促進
事業性評価とは、金融機関が、現時点での財務データや、担保・保証にとらわれず、企業訪問や 経営相
談等を通じて情報を収集し、事業の内容や成長可能性などを適切に評価することを言います。金融機関が
目利き能力を発揮して、融資や助言を行い、企業や産業の成長を支援することは、金融機関の果たすべき
基本的な役割です。金融庁では、金融機関がこうした役割をしっかりと果たすよう、事業性評価に基づく融
資等を推進されています。

② 「経営者保証に関するガイドライン」の活用促進
ガイドラインでは、
（1）法人と経営者の資産・経理が明確に区分されている
（2）法人のみの資産・収益力で借金返済が可能と判断し得る
（3）法人から適時適切に財務情報等が提供されている
といった経営状況が認められる場合に、金融機関は、経営者保証を求めないことや、既存の保証契約の解
除などを検討することとなっています（必ずしも全てを満たすことが求められているものではありません。）

③ 『短期継続融資』を通じた運転資金融資の円滑化
正常運転資金の範囲であれば、手形の書き換え等の短期継続融資で対応することは何ら問題ないことを
明確にされています。

④ 個別融資に係る検査手法の見直し
新しい金融モニタリングでは、金融機関のリスク管理態勢や金融機関全体の健全性を確認することとしてい
ます。このため、中小企業向けなどは、個別の融資については、金融機関自らの判断が尊重されることと
なっており、金融機関が金融検査を理由に融資を断ることはありません。

補助金情報
①中小企業開業支援事業費補助金
【趣

旨】 創業間もない中小企業者や新たに創業する者に対して、設備投資に要する経費の一部を助成することで、
円滑な事業立上げを支援し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
【応募資格】 ①京都府内に本社または事業所を置く、創業間もない中小企業者等
②京都府内において創業する者（創業予定者）

②みやこ構想セカンドステージ加速化推進事業
【趣

旨】 京都府政運営の指針である「明日の京都」に基づいて、府域の北から南まで、すべての地域が活力ある「み
やこ」として輝くことができる地域づくりを進める「みやこ構想」をセカンドステージへと進めていくことを目的と
しています。
【応募資格】（1）資格要件
京都府内に本社又は事業所を置く製造業又は情報通信業の中小企業者及び中堅企業。※例外あり
（2）雇用要件
次の全てを満たすことが必要です。なお、小規模事業者は、この雇用要件を満たす必要はありません。
ア 補助対象期間中に、府内雇用者を新規雇用すること。（最長12か月間）
イ 新規府内雇用者が、補助対象期間終了日において、継続して雇用されていること。
ウ 補助対象期間終了日の企業全体の地元雇用者数（府内に住所を有する者であって、常用で雇用さ
れている者）が、補助対象期間開始日の地元雇用者数より増加していること。

③京都エコノミック・ガーデニング支援強化事業
旨】 自社独自の強みを活かし、新商品・サービス・ビジネスモデル等の開発、新分野進出等の新規事業に取り
組む中小企業者を対象に、生産・販売・サービス提供のための設備の導入に要する経費の一部を助成する
ことで、円滑な事業立ち上げを支援し、京都経済の次代を担う新産業・新事業の創出により、地域経済の活
性化を図ることを目的としています。
【応募資格】 （1）資格要件 京都府内に本社又は事業所を置く中小企業者であって、新規事業に取り組むものです。
（2）雇用要件 次の全てを満たすことが必要です。
ア 補助対象期間中に、府内雇用者を新規雇用すること。
イ 新規府内雇用者が、補助対象期間終了日において、継続して雇用されていること。
ウ 補助対象期間終了日の企業全体の地元雇用者数（府内に住所を有する者であって、常用で雇用され
ている者）が、補助対象期間開始日の地元雇用者数より増加していること。
【趣

★上記の補助金の詳しい情報は木津川市商工会ホームページをご覧ください。
⇒http://kizugawa.kyoto-fsci.or.jp/ もしくは木津川市商工会で検索してください

頑張っている会員様特集 （最終回）

事業所名
所 在 地

石崎織物登大路工場
加茂町例幣内垣外17

代表者名
業
種

石﨑 則嘉
賃織物業

（コメント）
7月から「知恵の経営報告書」の作成に取り組み自社の「強み」が何なのかがある程度みえてくるまでに
はなりました。しかし、一時期は文章の書き方でものすごく悩んでいました。同業者にはすぐ理解してもらえ
ることも、全く業界を知らない人に対して理解してもらえるように書くことの難しさを実感しました。専門用語
が多くなるとどうしても読みてに伝わりにくくなりますし、普段当たり前のように取引先の方と使っている言
葉も業界を知らない方にとっては全く通じません。知らない方にわかりやすく説明することの難しさがよくわ
かりました。普段の仕事でも活かせれるように、これから審査会までいかに理解してもらえるかを意識して
文章の表現力を磨いていきたいと思います。
（お知らせ）
当初の予定ですと、9月28日が知恵の経営の審査会でしたが、都合により11月16日に変更となりました。
今回でひとまずこの特集は終了とさせていただきます。その後の状況は、また次月号以降でお知らせでき
ればと考えておりますので、最後まで動向を見守っていただけたらと思います。
さて、今月号では石﨑さんに「知恵の経営の難しさ」についてコメントしていただきました。「知恵の経営報
告書」の作成で一番難しいところは自社の「強み」を明確にすることだと思います。この「強み」を明確にす
ることができれば、自社の方向性をはっきりと示すことができます。「強み」を明確にできていないと進むべ
き方向が分からず迷ってしまいます。そこで、迷ってしまわないように自社の進むべき道を示す羅針盤作り
が必要となり、「知恵の経営報告書」の作成がそれに当たります。あとは、その「強み」を活かし計画通りに
経営を行えば自然と業績は向上していくはずです。これが、「知恵の経営報告書」の作成に取り組む最大
のメリットだと思います。
皆さんは、自社の「強み」について質問された時即答できますか？できなかった方は商工会の経営支援
員までご連絡ください。
経営支援員 近藤 竜太郎（伴走支援者）

京都府最低賃金のお知らせ
京都府最低賃金を１８円引き上げ
京都府最低賃金（地域別最低賃金）を平成２７年１０月７日から１８円引き上げて８０７円に改正する
ことになりました。
京都府最低賃金
時間額

適用対象
京都府下の事業場で働くすべての労
働者及びその使用者

現行

改正金額

７８９円

８０７円

京都府内の使用者は、この金額より低い金額で労働者（パートタイマー・アルバイト等を含む）を使用することはできません。

除

外

賃

最低賃金には次の賃金は算入されません
①
②
③
④

精・皆勤手当、通勤手当、家族手当
時間外・休日及び深夜手当
臨時に支払われる賃金
１か月を超える期間ごとに支払われる賃金

金

青年部からのお知らせ
9月13日（日）恭仁京跡にて第9回目の婚活事業を開催いたしました。
今回は、岩船寺や浄瑠璃寺を巡るハイキング婚活をする予定でしたので天候が気になりましたが、何とか晴れ
て無事事業を終えることができました。
また、事業前日に第8回目の婚活事業でカップルになられた方から連絡がありこの度めでたく結婚しますと
いった報告がありました。これで、4組目の結婚カップルになります。今後も、1人でも多くのカップルの方に幸せ
になっていただくとともに木津川市の魅力を伝えていける事業にしていきたいと思いますのでよろしくお願いい
たします。

お祭りのご案内
木津川市かもまつり ～ハロー・イン・Kamo～
開催日時
開催場所
内
容

平成２７年１０月２４日（土）・２５日（日）１０：００～１６：００
恭仁京跡広場（恭仁小学校東側）
・商工会員及び各種団体による「市」
※24日のみナイトイベントあり
・フリーマーケット
・野外ステージ
【今年のかもまつりは例年と一味も二味も違う見所がありま
す。サプライズイベントもありますのでご期待ください！ 】
・仮装大会
・ビンゴ大会

木津川市やましろまつり（木津川市文化協会文化祭と同日開催）
開催日時

平成２７年１０月３１日（土）９：００～１７：００ ハロウィンで楽しもう！
１１月 １日（日）９：００～１６：００ 木津川アート＆

開催場所
内
容

アスピアやましろ
・商工会員及び各種団体による展示・即売・啓蒙などの活動紹介
・商工会青年部による野外特設ステージ（１０／３１）
・各種飲食コーナー出店

ご当地アイドルで楽しもう！

★Facebookに情報をリアルタイムであげて
いきたいと思っております！
ぜひシェアしてくださいね

木津川市木の津まつり
開催日時
開催場所
内
容

平成２７年１１月１日（日） １０：００～１６：００
木津川市中央体育館、北側駐車場
・特売会、各種飲食コーナー （北側駐車場）
・工業製品展示と企業紹介、パネル展示、クイズ （アリーナ内）
・各種団体展示コーナー （アリーナ内）
・野外ステージ
・イベント ミニＳＬ、ファーファー、紙ひこーき大会他
木津川市の友好都市「京丹後市・久美浜うまいもん市」開催

女性部からのお知らせ
今秋女性部で開発した木津川市の特産品である「たけのこ」をふんだん使った
『たけちゃんコロッケ』をかもまつり、やましろまつり、木の津まつりで限定販売（各イベント２００個）致します。

プレミアム商品券事業について
９月２５日現在までに、１２９,３９９,５００円のプレミアム商品券が換金されました。(発行総額3億3千万円)
木津川市商工会

山城支所
木津川市山城町上狛北的場１５
TEL：86-3157 FAX:86-4064

加茂支所
木津川市加茂町里南古田２４
TEL:76-2970 FAX:76-7211

