開催日時

内

容

開催場所

１１月 ７日（月） ～３０日（水）

木津川市加茂町現金ポイントカード会（ＫＵＮＩCＡ）
歳末事業「スタンプラリー はんこ３つで、３万円ＧＥＴ」

加茂地域

１１月１３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及び駐車場等

１１月１７日（木）

女性部山城支部 管外視察研修

三重県伊賀方面

１１月１８日（金）10：20～11：30

女性部東浅井商工会女性部との交流会

木津川市商工会本所

１１月２０日（日） ～２１日（月）

商業部・工業部合同研修

東京方面

１１月２７日（日）

女性部山城支部 「山背古道とことんウォーキング」出店

棚倉駅前筍市場

１１月２８日（日）

女性部加茂支部 管外視察研修

京都府嵐山方面

１２月 １日（木）～７日（水）

歳末大売出し「お金もらえまっセール（その場でキャッ
シュバック）」

木津川市

１２月 ２日（月）

屋台村

木津川市商工会館駐車場

１２月 ４日（日）10：00～15：45

女性部キラリさわやかフェスタ出店

加茂文化センター

１２月 ５日（月） ～６日（火）
19：00～21：00

手書きＰＯＰチラシセミナー
【講師】ＰＯＰ ＣＨＡＬＫ Ｕ 代表 豊田うらら 氏

木津川市商工会館

１２月 ８日（木）

女性部山城支部 寄せ植え教室

木津川市商工会山城支所

１２月１０日（土） ～１４日（水）

きづなカード６周年記念 歳末大売り出し

木津地域

１２月２３日（金） 18：00～20：00

青年部サンタ事業

木津川市内

工業部セミナー「３Ｓの基本と実践方法」を開催しました
今回は、生産性向上の改善指導の専門家である植條英典先生にお越しいただき、３S（整理・整頓・清掃）の基
本を学びました。
まず、もっとも大事なことは整頓であることを教わりました。整頓とは、物さがし時間や人さがし時間をなくすことで
ありました。次に整理です。整理は、分類と不要物の移動または、処分することであります。そして、清掃です。清
掃は、単なる美化運動ではなく、自主点検も目的とします。点検をすることによって、異常の早期発見に努めます。
また、今回のセミナーによって、学べたことは、改善は、数値化できるということであります。例えば、時間の短縮
においては、１秒を１円または、移動距離２歩を１円として評価します。また、在庫の改善等に対しても評価基準を
設け、削減を金額ベースで換算することによって、その幾分かを従業員にも反映させることをお勧めされました。
３Sの目的は、「無駄とり」「人づくり」「従業員さんの働き甲斐の向上」と言うことです。
経営者と従業員の双方の立場が伴って初めて成功するということであります。
２時間と言う限られた時間であったので、効率よく学習できるようにと、壁一面に成功事例を張り出して頂くととも
に、自主学習用にと、おすすめの書籍も並べていただくなど、一風変わった、
セミナーとなりました。
しかし、終始和やかに、熱弁をふるっていただき、とにかく受講して頂いた
方も一様に元気がでたとのご意見をいただきました。
もし、個別診断の要望がありましたら、ご希望の方はご連絡いただき次第、
対応致します。
【中山】

≪商工会だより目次≫
●２ページ目
●３ページ目
●４ページ目

発行者

小規模事業者持続化補助金
節税対策・加茂町現金ﾎﾟｲﾝﾄｶｰﾄﾞ会からのお知らせ・ｾﾐﾅｰのご案内
青年部活動報告・新会員様ご紹介
【編集 竹原】

木津川市商工会
木津川市木津南垣外83-3

木津川市商工会
マスコットキャラクター
たけのこタッキー

ＴＥＬ： 0774-72-3801
ＦＡＸ： 0774-72-6564
Ｍａｉｌ：kizugawa‐sci@kyoto‐fsci.or.jp
ＵＲＬ：http://kizugawa.kyoto-fsci.or.jp

平成28年度補正「小規模事業者持続化補助金」（公募開始）
【目的】本事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の地道な販路開拓（創意
工夫による売り方やデザイン改変等）の取り組みを支援するため、それに要する経費の一部を補助す
るものです。
補 助 率 ： 補助対象経費の２／３
補助上限額 ： 50万円

『持続化補助金』を申請される方は、ぜひ事前準備を！
持続化補助金（以下、補助金）の申請には、①『経営計画書』と②『補助事業計画書』の2つが必要になり
ます。
補助金申請に先立って、まずご確認いただきたいのが、予定されている事業の実行される 「タイミング」
がいつか？ ということです。
資金を必要とする取組の場合、その使える「タイミング」が、自己資金→融資→補助金の順に遅くなります。
補助金は先に全額自己負担していただいた後に、入金されるため、もっとも遅くなります。「使い道」も、自
己資金と違い、融資なら運転資金・借換資金や設備投資か等ある程度限定され、補助金は100％対象が
決まってきますので、タイミングと使い道が合うかどうかで活用すべきかどうか判断していただく必要があり
ます。
検討の結果、この補助金活用を決められたら、次に、そもそも取り組もうとされていることが、『販路開拓』
であることと、『1年以内に売上高に結びつくこと』であるかが必要です。
①の経営計画書で、「現状」について整理していただき、自社・自店の強みや得意な部分の把握と顧客の
ニーズがどうか上げていただきます。②の補助事業計画書で、今回の取組事業が、経営方針や目標を達
成するために有効でかつ必要なことであること。さらに顧客ニーズを満たすものであることと自社・自店の
強みを生かすことのできる取組であることを示していただきます。
全体像での位置づけは以下の図のようになります。

自社・自店
市場（世の中）・顧客

経営方針・目標
（経営計画）

補助
事業

ニーズ、ウォンツ
（必要性・欲求）

強み・得意な部分

さらに、販路開拓について具体的にどういう取組をされるかについてが、今回の補助事業計画での取組
になります。考え方として、以前の商工会だよりでも紹介しましたが、どのようなお客様に、どのような商品・
製品、サービスを、どのような方法でＰＲされるか、販売の仕方はどうするのが効果的かという流れが大事
です。
誰に
＋
何を
＋
どのように
→
売上
既存顧客

今ある商品・サービス

新規顧客

新しい商品・サービス

？

通常、一度で申請書が出来上がることはありません。数回に渡り、徐々に完成させていく必要があります
ので、早めにご検討の上、本所、各支所の経営支援員までご相談ください！
【森山】

《予定》 持続化補助金対策セミナー 12/9（金）19時～21時 本所

節税対策のご案内（小規模企業共済）
所得税・住民税を支払っておられる方、住宅借入金等特別控除がなくなった方、必見！
節税しながら、積立ができる共済をご案内いたします！
まだ、未加入の方で、平成２７年分確定申告書Ｂの㊷に金額が記載されている方は、節税できる可能性
がありますので、一度ご確認のうえ、商工会までお問い合わせ下さい。

ココ！
【福井】

木津川市加茂町現金ポイントカード会（KUNICA）からのお知らせ
【恭仁京カード KUNICA】は加茂町内の加盟店で発行される現金ポイントカードです。
各加盟店でカードの発行（裏面参照）が受けられ、加盟店で日々のお買物の際にカードを提示していただ
きますと現金お買上げ500円毎に1ポイントの押印となります。60ポイントで満点カードです。満点カードは
500円のお買物券として各加盟店でご利用していただくことができます。加盟店の中には、独自のポイント
システム（1来店又は1契約等で1ポイント）や対象外商品などがございますので各加盟店でお尋ねください。

KUNICA歳末売出し2016
応募期間 ： 11月 7日（月）～11月30日（水）
応募方法 ： クニカカード加盟店で1回のお買上げにつき1個のスタンプを押
印し、3個あつめて応募していただけます。なお、応募券は折込
チラシについております。応募箱は各加盟店に設置してあります。
また、何回でも応募可能です。
賞
品 ：1,000円～30,000円の金券
備
考 ：当選発表は、発送をもっておこないます。

相楽地域ビジネスサポートセンター主催
開催日時
１２月１５日（木） 19：00～21：00
１月１４日（土）
①10：00～11：00

②11：00～12：00
③13：00～14：30
④14：40～16：30
２月 ２３日（木）19：30～21：30

内

【近藤】

無料セミナーのご案内

容

開催場所

マイナンバー・情報セキュリティ 定員先着30名
講師：税理士 永田 健氏 ・京都府警察本部警務課

木津川市商工会 本所

創業塾 ①金融セミナー 定員先着30名
講師：日本政策金融公庫 京都支店 植田 尚輝氏
②労務セミナー
講師：社会保険労務士 三田村 勇人氏
③創業セミナー 第1部
講師：中小企業診断士 賀長 哲也氏
④創業セミナー 第2部
講師：中小企業診断士 賀長 哲也氏

精華町商工会

民法大改正 契約書作成の注意点・債権回収方法
講師：弁護士 橘 英樹氏

木津川市商工会 本所

青年部の活動予定
《市政10周年記念事業》
木津川市は全国でも有数の人口増加率となっていますが、住民の方が木津川市の魅力が何か言えない状態だと思
います。そこで、この3月に木津川市の住民の方に木津川市の魅力を発信し、木津川市をもっと好きになってもらえる
場をもうけたいと考え下記の事業を行います。
日
場
内

時
所
容

平成29年3月19日（日） 10時～20時
木津川市中央体育館
①木津川市を一つに！イベント
地元の名産である筍を使用した2mの巨大筍バーガーを木津川市の住民の方と協力して作ります。
そして、日本のあらゆる「イチバン」を掲載する機関である「日本一」ネットに認定していただくこと
を目指します。
②出店

《サンタ事業》

～あなたに代わり青年部サンタがお子様にプレゼントをお届けいたします～

日
時
平成28年12月23日（金）18:00～20:00
昨年度の様子
場
所
木津川市内
募集人数
60軒
対
象
小学生未満（ご兄弟のプレゼントも承ります）
負 担金
無料
応募締切
平成28年12月1日（木）
応募方法
FAX又はメールアドレスにてお申込みください！
FAX : 0774-86-4064 mail : n-fukui@kyoto-fsci.or.jp
【部長 福井 良／㈱井筒屋商店】

新 会 員 様 ご 紹 介
【事業所名】 行政書士常川聡志事務所
【代表者名】 常川聡志
【 業 種 】 専門サービス業
【所 在 地】 奈良市芝辻町4丁目13番地7

≪コメント≫
建設業許認可・遺言・相続の業務を中心に行っております。
親切・丁寧・わかりやすくをモットーに業務に取り組んでおります。
無料相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下
さい。

【電話番号】 0742-87-1686
【事業所名】 南京都鉄路局
【代表者名】 吉川 太朗
【 業 種 】 レンタル企画業
【所 在 地】 木津川市木津南後背221-15
【電話番号】 0774-26-6578

≪コメント≫
皆様はじめまして。
ミニ鉄道などの遊具を専門に扱うイベント企画業者です。木津で起業
してちょうど７年を迎えました。これまでの経験と実績を活かして、地元
木津川市の地域振興のお役に立ちたいと思います。
何卒宜しくお願いします。

【事業所名】 かもじぃ
【代表者名】 長坂 忠義
【 業 種 】 菓子小売業
【所 在 地】 木津川市加茂町大野北出畑49-1

≪コメント≫
この度、入会させて頂きましたかもじぃと申します。
イベントで菓子類の販売をいたします。
皆様よろしくお願い致します。

【電話番号】 0774-76-6816

【事業所名】 ＮＥＳＴ
【代表者名】 西村 学
【 業 種 】 電気通信工事業
【所 在 地】 木津川市木津川台5丁目24-12
【電話番号】 0774-26-5236

木津川市商工会
木津川市木津南垣外83-3
ＴＥＬ：72-3801ＦＡＸ：72-6564

≪コメント≫この度、木津川市商工会に加入しましたＮＥＳＴの西村です。
職種は電気通信工事が主になります。長年のサラリーマンを辞め昨年に
独立したばかりですのでまだまだなのですが、パワフルをもっとうに頑
張っていきたいと考えております。
商工会の皆様をはじめ、ご加入されてます皆様方今後とも何卒宜しくお
願い致します。

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

