開催日時

内

容

開催場所

5月13日（金）16：00～20：00

屋台村

木津川商工会館駐車場

5月24日（火）

木津川市商工会通常総代会

木津川市商工会館

6月16日（木）～17日（金）

隠れた京都 丹後・丹波・山城のふるさと市場

ハッピーロード大山商店街
（東京都板橋区）

6月18日（土）～19日（日）

「第28回江東区産業まつり」～京のふるさと市～

江東区文化センター
（東京都江東区）

9月 7日（水）～12日（月）

第19回～丹後・丹波・山城～京の味めぐり・技くらべ展

大丸京都店（京都市下京区）

平成２８年度木津川市商工会青年部・女性部通常総会
４月１２日（火）に開催されました、平成２８年度木津川市商工会青年部通常総会に
おいて、全ての議案（事業報告、欠員役員選任の件等）が決議されました。
なお、今年度は役員改選の時期ではございませんが、欠員役員のため役員に変動
がありましたので以下のとおりご報告いたします。
＜青年部新体制＞

（役員変動状況）
徳山 昌伸 （部
長 → 監
事）
福井
良 （副 部 長 → 部
長）
河本 英樹 （副 部 長 → 監
事）
久世 将彦 （常任委員 → 一般部員）
大倉 俊之 （常任委員 → 一般部員）
宮木 浩年 （常任委員 → 一般部員）
三浦 伸昭 （常任委員 → 一般部員）
藤原 稔記 （監
事 → 一般部員）
竹松 靖司 （監
事 → 一般部員）
藤原 知昂 （監
事 → 一般部員）

役職

氏名

役職

氏名

部長

福井 良

常任委員

小西隆太

西井貴信

〃

西岡輝騎

〃

吉田拓也

〃

小牧俊介

常任委員

赤穂達郎

〃

浅井 真

〃

福岡善基

監事

徳山昌伸

〃

河本英樹

副部長

４月１４日（木）に開催されました、平成２８年度木津川市商工会女性部通常総会に
おいて、全ての議案が決議されました。
＜議

事＞

第１号議案

平成２７年度事業報告及び収支決算承認の件

第２号議案

平成２８年度事業計画及び収支予算承認の件

第３号議案

その他付帯事項の件
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労災上乗せ保険・補助金のご案内
補助金情報・融資ご案内・祝！知恵の経営認証
新会員様のご紹介 ・蟹供養放生会

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

（労災保険）特別加入者の補償の対象となる範囲
（特別加入制度とは）
労災保険は、本来、労働者を保護するための保険ですが、※一定の事業主には特別に任意加入が認められてい
ます。これが特別加入制度です。
※労働者を常時（労働者を通年雇用しない場合であっても、１年間に１００日以上労働者を使用している場合には、
常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。）使用する事業主や家族従事者及び法人の代表者・役員。
（業務災害）

就業中の災害であって、他の労働者と同様の業務を行っている必要があり、事業主の方しか行
わない業務中の災害は対象外となります。

（通勤災害）

「通勤災害」とは、通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡をいいます。
※「通勤」とは、就業に関し、①住居と就業の場所との間の往復 ②就業の場所から他の就業の
場所への移動をいいます。

労災の上乗せ保険（労働災害保険）ってご存知ですか？
労働者が業務上でケガ等により、休業された場合、給付基礎日額の８０％（特別支給金含む）しか補償され
ません。 しかし、上乗せ保険に加入していただくと、給付基礎日額の２０％が支給され、１００％の収入が補
償されることになります。 もちろん、休業補償だけでなく、障害・死亡等の場合でも保険金が支給されます。
【上乗せ保険（労働災害保険）の特徴】
労働災害保険で補償
◆通勤災害も対象になります！
◆加入の際に審査は必要ありません！ ２０％
◆経営事項審査の加点要件を満たしています！ ◆一人親方も加入できます！

◆労災保険の支給決定後、すぐ（３０日以内）に支払いされます！
業種により保険料率・保険料が異なりますので、詳細は商工会までお問い合わせください。

労災で補償
８０％

補助金のご案内（レジをご使用の会員様へ）
複数税率に対応できるレジを新しく導入・既存のレジの改修を行う場合
※リースによる導入も補助対象となっております。
申請期間

平成２９年５月３１日まで（導入・改修後の申請）
※平成２９年３月３１日までに、導入・改修等が完了していること。

補助対象となるレジ

申請HPの「A-1,A-3,A-4型の型番リスト」を参照。
※型番リスト以外のレジの導入・改修は対象外となりますのでご注意ください。

補助対象経費

レジ本体機器及びレジ付属機器等（ソフトウェアを含む）
※レジ１台につき、１種１台が対象。本体に付属機器の機能が含まれる場合は、付属機器の申
請は不可。

補助率及び補助上限

①レジ本体・付属機器
１台かつ３万円未満は、補助率３/４
→それ以外の場合は、補助率２/３・補助上限（１台あたり）２０万円
②設置に要する経費
補助率２/３・補助上限は、台数×２０万円
③１事業者あたりの上限は、２００万円とします。

電子的な受発注システムに、複数税率に対応するための改修・入替を行う場合
※事前の「交付申請」及び完了後の「完了報告」が必要となります。
申請期間

平成２９年３月３１日まで（改修・入替前の申請）
※交付決定以前の改修・入替は、補助対象外。

補助対象及び経費

指定事業者による改修・入替

補助率及び経費

①補助率 ２/３
②（小売事業者等の）発注システムの補助上限・1,000万円
（卸売事業者等の）受注システムの補助上限・ 150万円
両方の改修・入替が必要な場合の補助上限・1,000万円

補助金情報 平成２８年度 中小企業知恵の経営ステップアップ事業
経営改善などに繋がる取組（事業）を支援します
経営改善型
創業支援型

中小企業等※1

補 補助率1/2 補助上限30万30万

小規模企業※2

補助率2/3 補助上限20万

創業・第二創業

補助率2/3 補助上限20万

※１中小企業等 中小企業基本法（昭和３８年法律１５４号）第２条に定めるもの
※2小規模企業 中小企業基本法（昭和３８年法律１５４号）第２条第５項に定める

詳しくは、
商工会だより次月号
（6月10日発行）に掲載

受付期間
平成28年6月10日～30日
事業実施期間 平成28年6月10日～10月31日

融資のご案内（飲食店・食料品店の会員様へ）
融資対象者

消費税の軽減税率の対象となる飲食料品等を販売する方、または※軽減税率対象
品目の仕入を行う飲食業の方
※軽減税率対象品目：「酒類」と「外食」を除いた飲食料品等。

資金使途

設備資金

融資限度額

【国民生活事業】 ７，２００万円

融資期間
（据置期間）

設備資金 ２０年以内（２年以内）

利率

基準利率（１．２５％～１．８５％） - ０．９％

【中小企業事業】 ７億２，０００万円

祝！ 知恵の経営認証（山田啓二 京都府知事の認証）
平成２８年３月３日に開催されました「知恵の経営」評価に係る意見聴取会議において、この度木津川市から２つの
事業所が認証されましたことをご報告いたします。
各事業所の方からは①「知恵の経営」に取り組まれて一番良かった点②これから（意気込みや決意表明等）につい
てコメントをいただいております。

ボディーショップ岩前
代表 岩前 幸男

①今回、木津川市商工会のセミナーを通じて知恵の経営報告書に取り組ん
だことで、仕事に対してのこだわりや工夫、気づきを一つ一つ掘り下げて考え
る機会になりました。技術面などを文章にして人に分かりやすく伝えることは
難しく苦労しましたが、作業を明確にすることが出来たことで、今では実作業
においても大変役立っています。また、経営方針や事業計画、商品案内、自
社の強み等を作成できたことで補助金の申請にも役立っています。
②知恵の経営報告書は、２年間の計画を作成しますが自社の経営方針や強
みは今後も変わることはないので、強みを活かした事業を今後も続けていき
たいと思います。

①社員が自社の歩みを知り、今後の指針を知ることで、目標とすべきものや、考え方の
参考となるものが出来たことにより、現在の問題点、解決すべき課題、自らの技量など
様々な姿を知るきっかけとなりました。 具体的には、蓄積されてきたデーターの保全、
上書き、活用、培ってきた技術の向上、品質へのこだわり、サービスの在り方、企画提
案力の示し方、コスト意識の向上、知財への意識の向上、情報開示のありかた、協力工
場との連携などの大切さをあらためて認識することになりました。
②縮小する鋼製家具市場のなかで、新たな市場の開拓と想像が命題となっている現在、
「知恵の経営」で知った自社の強みを最大限に生かし、オンリーワン企業としての成長を
目指します。特化したＰＯＳレジ台は自社ブランドとしての確立。鮮度保持袋、温度変化
の少ない軽量コンテナの開発。大阪大学産業科学研究所とのより緊密な連携。産学官
日産スチール工業㈱
異業種交流による積極的な製品開発と知識の吸収、情報発信。
代表取締役
西部 清志
「知恵の経営」を新たなスタートとして、今まで私たちが出来ていなかったことに、積極果
敢に挑戦して行きます。

新会員様のご紹介
インテリアＴＯＭＯ
代表者

内装工事全般の業務をしています。

藤本 智之

内装業
木津川市南加茂台１１－５－１１
ＴＥＬ 090-3655-6576

Ａｕｔｏ Ｐｒｏｊｅｃｔ Ｄｏｄｏ
代表者

篠原 健

カー用品取付・販売
木津川市山城町平尾南払戸８４
ＴＥＬ 0774-66-6677

京南テック
代表者

上久保 勉

建設業
木津川市州見台５－８－１３
ＴＥＬ 0774-72-3968

快適な住空間になるように一つ一つ
丁寧に作業しています。

カー用品の販売、取付けをやっています。電装業です。
仕事は迅速かつ丁寧をモットーにかれこれ２０年程やっています。
主に外注として仕事をしていますが、ご用の際はご連絡下さい。

大手私鉄会社の軌道工事、保守工事をしています。
大切な移動手段である鉄道。その軌道を守る仕事は、社会的にもと
ても大きな意義のあるものです。やる気と体力があれば大変やりが
いのある仕事です。商工会、会員の皆様、よろしくお願いします。

このたび、商工会に４月入会致しました幸福カイロプラクティック（新大宮鍼灸整
骨院）の栗栖です。治療家として、40数年に渡り人々の健康維持に関わらせて
代表者 栗栖 光清
頂いております。特にカイロプラクティック主体に治療しておりますが、現代人の
カイロプラクティック・整骨・鍼灸
不良姿勢から引き起こされる病気や症状が増加しているように感じております。
奈良市芝辻町2-10-30高辻ﾏﾝｼｮﾝ1F101号 真の健康とは正しい姿勢により維持されるものであると言う事を、カイロプラク
ティックを通じて啓蒙していく所存であります。よろしくお願いいたします。
ＴＥＬ 0742-35-6651

幸福カイロプラクティック

株式会社不動産太郎
代表者

宮原 一人

貸家業
木津川市木津上戸４５－７
ＴＥＬ 0774-66-4200

三重中央開発㈱京都事業所
代表取締役 金子 文雄
娯楽以外のサービス業
（京都事業所）
木津川市加茂町大畑背谷３８－１
（奈良営業所） 奈良市北村町８２２
ＴＥＬ 0774-76-6623

はじめまして！
㈱不動産太郎の宮原一人と申します。
この度木津川市商工会に加入させて頂きました。
地域の交流を通して、皆様とお会いするのを楽しみにしております。
1987年の加茂ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ埋立処分場(管理型)営業開始以来、「持続型資源循環
社会」を目指し、各リサイクル法に対応する設備投資を行うとともに環境技術を磨い
てまいりました。地域社会との共生、ふれあいを大切に、産業や人々の暮らしを支
える都市インフラとしての役割をしっかりと担うこと、そして、事業の社会的責任を強
く認識し、最良の技術とサービスにより、人・地域・地球にやさしい企業を目指し、常
に挑戦し続けます。大栄環境グループでは、廃棄物の収集・運搬から、中間処理、
再資源化をはじめ、最終処分までを一貫した事業として展開し、トータルリサイクル
システムでの廃棄物処理をご提案をしております。

蟹供養放生会 ～蟹満寺～
４月１８日（月）に蟹満寺にて蟹供養放生会が行われました。蟹供養放
生会では読経の後、境内の手水鉢にサワガニが放され、その年の商売
繁盛と豊漁を祈願いたしました。全国からカニ業者の方も参列いたしまし
た。また、当日は国宝の釈迦如来坐像が御開帳されました。
蟹満寺は『今昔物語集』にでてくる「蟹の恩返
し」で有名だよ。
ある一人の娘が蟹を助け、
後にその娘が蛇に求婚されて困っていると、蟹
が蛇を殺して恩返しをしたというお話なんだ。
←女性部の方たちが蟹満寺にて、コーヒー
や草餅などを販売されました

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

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

～放されるサワガニ～

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

