開催日時

内

容

開催場所

9月13日（日）

幻の都 恭仁京 ～心の都へ恋の遷都大作戦～
岩船寺～浄瑠璃寺 ハイキング婚活

木津川市加茂町当尾

9月15日（火）9：30～11：00

定期健康診断（加茂支所）

エリモ工業㈱

9月17日（木）18日（金）
9：30～12：00 13：30～14：30

定期健康診断（山城支所）

木津川市役所山城支所別館

9月24日（木）8：30～12：00

定期健康診断（加茂支所）

加茂保健センター

9月25日（金）9：00～11：00

定期健康診断（加茂支所）

山崎内装工業㈱

9月29日（火）8：30～11：30

定期健康診断（加茂支所）

加茂保健センター

9月29日（火）

女性部 日帰り研修

神戸方面

10月7日(水)8日(木)

第17回商工会女性部全国大会

NHKホール

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)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

木津中央体育館

マイナンバー制度
マイナンバーとは平成２７年度１０月から国民一人ひとりが持つことになる１２桁の番号のことです。原則、住所
や名前等が変わっても、一生涯変わりません。また、法人にも、１法人１つの１３桁の法人番号が指定され、自
由に使用できます。早ければ、平成２８年の１月から、各種申請書や申告書等に順次番号記載が開始されます。
●平成28年１月以降、マイナンバーは、こんな場面で必要となります。
社会保障関係の手続き

税務関係の手続き

年金の資格取得や確認、給付

税務署に提出する確定申告書、
届出書、法定調書などに記載

雇用保険の資格取得や
確認、給付
医療保険の給付の請求

災害対策
防災・災害対策に関する事務
被災者生活再建支援金の給付

都道府県・市町村に提出する申告書、
給与支払報告書などに記載

被災者台帳の作成事務

福祉分野の給付、生活保護

★マイナンバーの利用は、法律等で定められた目的以外の利用は禁止されています。
●個人番号（マイナンバー）を取り扱う際の注意点
事業者は、マイナンバーを必要書類以外に書き写したり、コピーを取ったりする事は禁止されています。また、
社内管理体制（事務取扱者の明確化や特定個人情報の取扱状況の記録を保存する等）が整備されていること
を前提に、従業員等の個人番号（マイナンバー）を事前収集できます。

★個人番号の不正利用などがあった場合、最長４年以下の懲役か２００万円以下の罰金ま
たはこれらの併科があります。
※マイナンバーを取扱いされるまでの、事務手続き等の詳細については、今後、「商工会だより」で随時お知らせさせて
いただくと共に、講習会の実施を検討しております。

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

クラウドファンディングをご存知でしょうか？（金融機関に頼らない資金調達方法）
クラウドファンディング（CrowdFunding）とは、群衆（crowd）と資金調達（funding）を組み合わせた造語で、クリエ
イターや起業家が製品・サービスの開発、もしくはアイデアの実現などの「ある目的」のために、インターネットを通じ
て不特定多数の人から資金の出資や協力を募ることをいいます。新しいアイデアに対するニーズをすぐに把握し、
試行できる仕組みとして注目を集めています。資金提供者へのリターンの形態で分類すると①寄付型 ②購入型 ③
投資型の3つに大きく分けることが出来ます。詳細については下記の表に記載しています。

￥500
￥1000

プロジェクト投稿
プロジェクト実行者

￥5000

サポーター
(クラウドファンディング利用者)

目標金額以上集まればリターン
(実際の製作物、展示会チケットなど)
類型

寄付型

購入型

投資型

概要

ウェブサイト上で寄付を
募り、寄付者向けに
ニュースレターを送付
する 等

購入者から前払いで集めた代
金を元手に製品やサービスを
開発し、購入者に完成した製
品やサービス等を提供する
等

運営事業者を介して、投資家と事業者との間
で匿名組合契約を締結し、出資を行う 等
（なお、「株式型」について規制を緩和する金融
商品取引法等の改正案が平成２６年５月２３日
に国会で可決成立している。）

対価

なし

商品・サービスの提供

事業の収益から配当（匿名組合契約の場合）

業登録の要否

－

－

第二種金融業

資金調達規模

数万円から数十万程度

数万円から数百万円程度

数百万円から数千万円程度

一人当たりの
投資額

１口１円から（任意）

一口１，０００円程度から

一口１万円程度から

・サイト掲載時に資金
が不要なものが多い。
・公益性の高い案件に
有効であるが事業系に
は不向き。

・サイト掲載時に資金が不要
なものが多い。
・目標額に到達しなければ成
立しない（オールオアナッシン
グ）方式のサイトが多い。

・大型案件にも対応可能。
・匿名組合出資は負債に計上されるが、一定
の条件下で金融機関は資本性借入金と評価
できる。
・サイト掲載に初期報酬が必要なものがある。

特徴

【クラウドファンディングの成功例】
映画『神様はバリにいる』
クラウドファンディングサイトから企画された映画「神様はバリにいる」は、2013年10月7日に映画史上日本最高
記録となる1500万円の資金調達に成功しました。監督に「デトロイト・メタル・シティ」など手がけた李闘士男さん、
主演に堤真一さんという豪華キャストを迎えた教訓コメディ映画。同作は、「出稼げば大富豪」が原案となっており、
実話をベースにした物語となっています。

株式会社NFL～大阪府大阪市～
大阪市中央区谷町に唯一の紳士服自社工場を持つ紳士服・礼服メーカー
若手の縫製職人を育成するために大阪の縫製業界を盛り上げるべく企画した
戦国武将をモデルにした紳士スーツ「武将(R)」シリーズの第一弾・真田幸村モ
デル「不惜身命」の製作のプロジェクトにクラウドファンディングを活用。
2千万円近い資金調達に成功しています。
～真田幸村モデルの紳士スーツ～

☆クラウドファンディングの良い所は製品やサービスのアイデアがあり、制作をするスキルもあるが、そのための資金や
元手がないクリエイターや起業家が、クラウドファンディングサービスを利用することで資金を集めることができるというの
が一番のメリットです。あなたもクラウドファンディングで夢を実現しませんか？

頑張っている会員様特集 第２回
今月号では、知恵の経営報告書を作成する際もっとも重要な「強み」についてお話したいと思います。
簡単に言うと、「強み」とは他社との違いやこだわりです。この他社との違いやこだわりはどの事業所でも
あると思うのですが、お客様や取引先等に対して知っていただけていないところは少なくないと思います。
現在、知恵の経営報告書の作成に取り組まれている石崎織物登大路工場の石﨑さんは「強み」のところ
で大変苦労されていました。石﨑さんの「強み」は、取引先のあらゆるニーズに対応できるということです。
何故対応できるのかというと、急な依頼にも対応できるように機械設備が整っているからです。これ以外に
も理由はあるのですが、「強み」について書く際主張したい事と何故そう言えるのかといった説明が必要に
なります。これは、知恵の経営報告書に限らずどんな補助金の申請書を書く場合でも必要になってきます
ので会員の皆様は是非覚えておいてください。

異素材織物
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

（スパンコールと糸を合
わせた織物）

現在、私は内装織物の分野で新しい織物作りに取り組んでおります。織物業全体の今後を考えると新しい
物を提供していけなければ生き残っていけないと感じているからです。「知恵の経営報告書」の作成に取り
組んだことで、自社の強みは「取引先のあらゆるニーズに対応できる」ところだということが分かりました。そ
して、自社には対応できるだけでなく試作開発できるだけの設備も充実しており、今回商品化に向けてスパ
ンコールと糸を合わせた異素材織物といった新しい織物を試作品として提案しています。いつの日か、こう
いったデザイン性のある織物が内装材の織物として皆様の生活に普及していってくれたらと願っております。
（お知らせ） 前月号で今回はプレゼンの様子を載せる予定と記載しておりましたが、内容を変更とさせてい
ただき、強みについてと石﨑さんの現在の取組について記載させていただきました。
次月号にて、プレゼンの様子を記載したいと思いますのでよろしくお願いいたします。
経営支援員 近藤 竜太郎(伴走支援者)

祝！㈱アグロス・カワモト様 『知恵の経営』認証
株式会社アグロス・カワモト様（代表取締役社長 河本茂夫氏）が、平成27年8月18日付で、山田啓二京都
府知事から、中小企業「知恵の経営」実践モデル企業に認証されました。おめでとうございます！
ご存じの方も多いと思いますが、山城町、精華町、ならやまで種苗・園芸等の専門店『愛栽家族』を経営し
ておられます。農家への肥料中心の販売を出発点に、家庭菜園、園芸家へと顧客ターゲットを時代に合わ
せて発展して来られました。今後は苗の自社生産により培われた栽培技術や肥料・園芸知識、こだわり野
菜塾等で講師を務めるまでに育成された従業員の商品説明サービスを生かして、「ガーデンシッター（ガー
デン管理）事業」へと新たな展開をはかっていかれます。
少子高齢化で、購買顧客の絶対数の増加が見込まれない状況のもと、いかに事業を発展させていくか。自
社の『強み』である技術、商品・サービス・人材という「知恵」を新しい市場・顧客に向けて展開をはかる経営
は、「市場開拓戦略」のお手本と言えます。
経営支援員 森山 誠司(伴走支援者)
愛栽家族 ならやま店
〒630-8105 奈良市佐保台2丁目3576番地-1
TEL:0742-81-8741 / FAX 0742-81-8742
営業時間:4月～10月 9:30～18:00 /
11月～3月 9:30～17:00
定休日 火曜日
【代表取締役社長】 河本茂夫様

平成27年9月分から厚生年金保険料率が変わります
平成１６年の法律改正により、厚生年金の保険料率は平成２９年９月まで毎年改定されることになっています。平成２７年
９月(11月２日納付期限分)から平成２８年８月分(同年９月３０日納付期限)までの保険料率は、次のとおりです。

一般

坑内員・船員
厚生年金基金加入者

17.474％
現行

厚生年金基金加入者

17.688％
12.474％～15.074％

17.828％
変更後

12.688％～15.288％

17.936％
12.828％～15.428％

12.936％～15.536％

女性部日帰り研修会のご案内について
開

催

日 平成27年9月29日(火)

集 合 ＆ 解 散 午前8時10分木津川市商工会館(本所)集合 午後6時頃解散
参 加 費 用 3,000円
内

容 10時～11時30分
TASAKI神戸本店見学＆ショッピング
12時～13時20分
神戸ポートピアホテル『聚景園』コース料理(昼食)
13時40分～14時20分 北野工房のまち 南京町「皇蘭」にて
豚まん手作り体験
14時40分～16時
umie(ショッピング＆自由散策)

新規採用経営支援員の紹介
たつとみじゅんじ

平成２７年９月１日付で木津川市商工会経営支援員となりました達富淳二です。長らく大
阪で自動車整備業を営む父と共に仕事をしてまいりましたが、自動車整備業を取り巻く厳
しい環境等から事業承継を断念いたしました。私のような思いをされる方が少しでも減れ
ばと、その後中小企業支援機関にて勤務してまいりました。
趣味ではカヤック、スキー、キャンプ等野外でのアウトドア活動を楽しんでいます。カ
ヤックで木津川にて川下りをしたこともあります。

この地域のことは、まだ詳しくは存じません。一日も早く皆さまにお目にかかり、いろい
ろ教えていただきたいと思っております。事業者の皆さまになんでも気軽に話していただ
けるような経営支援員になれるよう、地域の発展に貢献できるよう頑張っていきたいと思
【経営支援員】 達富 淳二
いますので、よろしくお願いいたします。

事務局からのお知らせ
事務局次長 清水 豊久 平成27年8月31日 退職

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
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

