
発行者        木津川市商工会 
                    木津川市木津南垣外83-3                     

開 催 日 時 内         容 開 催 場 所 

 ８月２４日（水）19：00～21：00 
経営セミナー 小さな会社のためのお金を残す３つの秘訣 

【講師】公認会計士・元京セラ監査役 田村 繁和 
木津川市商工会 

 ９月 ２日（金）16：00～20：00 屋台村 木津川市商工会館駐車場 

 ９月１２日（月） 8：00～11：00 健康診断 エリモ工業㈱ 

 ９月１５日（木） 8：30～12：00 健康診断 加茂保健センター 

 ９月２３日（金） 9：30～15：00 健康診断 市役所山城支所別館 

 ９月２６日（月） 8：30～12：00 健康診断 加茂保健センター 

 ９月２６日（月）14：00～17：00 経営革新・知恵の経営スタートアップ講習会 木津川市商工会館 ２階会議室 

 ９月２９日（木） 9：30～15：00 健康診断  ※㈱福寿園従業員様優先日 市役所山城支所別館 

 ９月３０日（金） 8：15～11：30 健康診断 山崎内装工業㈱ 

１０月 ３日（月） 9：00～14：30 健康診断 木津保健センター 

１０月 ４日（火） 9：00～14：30 健康診断 木津保健センター 

１０月１７日（月） 9：00～14：30 健康診断 木津保健センター 

１０月２０日（木） 9：30～15：00 健康診断 市役所山城支所別館 

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

 中小企業知恵の経営ステップアップ事業（補助金） 
  指名願・産業競争力強化支援業     

 屋台村・女性部一泊研修                 
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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 

≪商工会だより目次≫ 

 稼ぐ力をつけるには？  7月スタートの「新制度」活用を！ 

   平成28年7月1日に、「中小企業等経営強化法」が施行されました。 

 これは小規模事業者（卸売・小売・飲食店・サービス業は常時使用する従業員数5人以下、製造業他は20

人以下）や中小企業等の方々の生産性（稼ぐ力）の向上を国をあげて応援するものです。  

 具体的には、『経営力向上計画』という３年～５年の計画を立てて経営していただくというもので、実行する

にあたり、業種ごとに「稼ぎ方のポイント」をまとめた「事業分野別指針」を参考にして、2枚の計画書にまと
め、国に申請・認定されると、税制や金融の支援、補助金制度の応援を受けることができるというものです。

商工会と一緒に取組んでみませんか？  

                                                               

                               ぜひ一度、商工会までご相談ください！ 

                         

                                                       

                               申請書：2枚、審査期間30日～45日 

 

                         
 

    

国 （主務大臣） 

中小企業・ 
小規模事業者等 

 

経営力向上計画 

木津川市商工会  申請サポート 

申
請 

認
定 



 木津川市商工会と京都府により、厳しい経営環境にある中小企業の方々を支援致します。これ
は、中小企業応援隊の支援策として、平成28年度に実施される取組（事業）に必要な経費の一部
を補助し、応援するものです。 

※売上向上・経費削減等効果が認められない場合は不採択になりますのでご了承ください。 

項 目 対 象 補助率 補助上限 

経営改善型 

業務改善に繋がる工夫を凝らした事
業に対して支援 
※別途専門家派遣も可能 
※平成27年度、中小企業知恵の経

営ステップアップ事業を実施した企
業は原則対象外 

小規模企業 3分の2 200,000円 

中小企業 2分の1 300,000円 

中小企業を構成員と
する団体等 

3分の2 200,000円 

商店街等 3分の2 200,000円 

企業支援型 
雇用を伴う創業（創業5年目までを対

象）、第二創業に関する取組に対し
て支援 

創業予定者、中小企業等 3分の2 200,000円 

対象事業者 木津川市内に事業所（団体）等を有する中小企業等及び商店街団体 

事業実施期間 平成28年８月１０日（水）～１２月３１日（土） 

要件 中小企業応援隊員（経営支援員）の支援を受けること 

募集期間 受付期間：平成28年８月１０日（水）～平成28年８月３１日（水） 

業 種  申請理由  申請内容 

建設業 

現在の資材置き場には、屋根付きの設備が
なく、資材や工事用機材、工具等が雨ざらし
になっている状態。また、過去には工事用機
材等が盗難にあう被害も出ており、早急に対
応する必要がある。 

資材等の品質管理及び品質保持、工事用機
材、工具などの劣化損傷、盗難防止のため、
施錠付きの倉庫を設置する。 

飲食業 

店頭販売、手作り市など各種イベントへ出店
し、好評を得ているが、家庭用ワッフル器2台
で1度に4個づつ焼いていく体制だったので、
代表1人で100個製造するのに、生地作りから
焼き上げまで、約6～7時間かかる。そのため、

いかに迅速に効率良く注文増に応じていける
かが課題である。 

業務用ワッフルベーカー、キッチンエイド、電
子発酵器、生地専用の冷凍ストッカー等の生
産設備の導入により一ヶ月あたりの販売個数
が増加し、売上の増加も見込める。 

サービス業 

現在使用している電気オーブンでは、マフィン
を焼く個数も限られているのでガスオーブンを
導入することで個数を増やし、テイクアウトの
要望にも答えられ、犬と一緒に食べられるオ
ヤツの販売やケーキ作り教室を開き顧客の
新規開拓と定着を図りたい。 

大型のオーブンを導入し、犬と一緒に食べら
れるお菓子の販売やケーキ教室を開き顧客
の新規開拓を図りたい。 

小売業 

売り上げの柱となるミシン修理・販売の受注
数・顧客数を底上げし、レンタルスペース利用
者を増やし、稼働率を上げたい。 

奈良県内での認知度の獲得の為に、既存顧
客の掘り起こし、紹介を目的にDMを郵送する。

店舗が面する国道から目立つようにロゴ入り
日除け幕を作る。「布とキルトフェスタ」へ出店。 

【採択事業者の申請書事例】 

中
小
企
業
等 



補助金情報  産業競争力強化支援事業のお知らせ 

木津川市 入札参加資格審査申請（指名願い）臨時受付のご案内 

 市内業者の方のみを対象に、競争入札参加資格審査申請（指名願い）の臨時受付が行われます。現

在、資格を有されておられない方で、木津川市から受注を希望される場合は、申請書をご提出し、資格

審査を受けてください。 

【臨時受付期間】 

  平成２８年８月２２日（月）～８月３１日（水） （土日を除く） 

   午前８時３０分～正午、午後１時～午後５時１５分（最終日は午後５時まで） 

 

【対象業種（入札参加資格有効期間）】 

 １．建設工事           平成２８年１０月１日～平成３０年３月３１日の１年６ヶ月 

 ２．測量・建設コンサル等業務   平成２８年１０月１日～平成２９年３月３１日の６ヶ月 

 ３．物品・役務の供給等      平成２８年１０月１日～平成２９年３月３１日の６ヶ月 

 市内で頑張る事業者を対象に、認証の取得・更新や、販路拡大を

目的とした国内外の展示会、見本市及び商談会などへの参加

に要する経費の一部が、木津川市から補助される事業です。 

  認証取得事業 認証更新事業 展示会等出展事業 

事業概要 
市内産業の競争力の強化に資すると認められる認証の取得・更

新を支援します。 

国内外の展示会、見本市、商談会

などへの参加を支援します。 

事業対象者 
・市内に事業所を有する企業もしくは個人事業者 

・      〃      ２者以上で構成された団体等（※１） 

補助対象 

経費 

登録審査料、コンサルティング料など 

※事業対象となる認証制度は、ＩＳＯ・ＨＡＣＣＰ等の国際規格を

はじめＪＡＳ、ＧＡＰなどが対象となります。詳しくは申請前にお問

い合わせ下さい。 

出展料、展示装飾料、展示品輸送

費、１名分の宿泊旅費、通訳、翻

訳費 など 

補助金額 

（※２） 

認証取得に要する費用の内、

１／２以内、５０万円（２５万円）

を限度とします。 

認証更新に要する費用の内、

１／２以内、２０万円（１０万円）

を限度とします。 

出展に要した費用の内、２／３以

内、５０万円（２５万円）を限度とし

ます。 

公募締切 

（※３） 
平成２８年９月３０日（金） 

留意事項 

（※１）代表者、構成員及び決算方法の定めのある団体に限ります。 

（※２）市外に主たる事務所を置く事業対象者については、（  ）内の上限額を適用します。 

（※３）今回の公募に限り、平成２８年４月１日から同年７月３１日までに着手、完了した費用についても、

補助対象とします。また、予算の範囲を超える申請があった場合は、予算の範囲内で按分により補助

金額を確定することがあります。 



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 

木津川市商工会本所の駐車場にて、屋台村を開催致しますので、 

出店をご希望される事業所様は、本所又は、各支所にお申し込みください。 

  開 催 日 時   ： ９月２日（金）午後４時～８時 
 開 催 場 所   ： 木津川市商工会館本所駐車場 
 集 合 時 間   ： 午後２時 
 出   店   料   ： １，０００円（当日徴収） 
 申 込 締 切   ： ８月１８日（木） 
 そ   の   他   ： 出店事業所様は、会場準備のため、開始２時間前（午後２時）に最低１名必
         ずお越し下さい。お越しいただけない場合は、次回の出店をお断りする場合
         がございますのでご了承下さい。 
       また、会場のスペースの関係上、お申し込み多数の場合は、出店商品が重複
         する事業所様で抽選を行います。それでも多い場合は、出店商品が重複しな
         い事業所様で抽選を行い、決定いたします。 

屋台村（夜市）出店者募集！！ 

道の駅開設運営に取り組んでおられる東浅井商工会（道の駅「浅井

三姉妹の郷隣接）の研修と、東浅井商工会女性部の皆さんとの交流

会を中心に、比叡山延暦寺参拝、近江八幡水郷めぐり、黒壁スクエア

ガイドツアー、鮎やの郷、ラコリーナを視察しました。宿泊は琵琶湖が

目の前の尾上温泉「紅鮎」（東浅井商工会副会長）で、源泉掛け流し

の露天風呂とマッサージチェアのある客室で寛ぎ、美味しいお食事と

ともに女性部員相互の交流を深めることができました。 

7月１０日（日）～１１日（月）女性部管外一泊研修旅行 

相楽地区イベント情報（夏） 
２０１６わづか 夏まつり 

【日 時】 平成２８年８月２０日（土） 午後４時～８時 

     （雨天決行、天候によっては内容が変更になる場合があります） 
【場 所】 和束運動公園 芝生ひろば 

      （駐車場あり、場所：大北リサイクルセンター） 
【内 容】 抹茶アート体験、屋台村、ビンゴゲーム、ふれあい動物園、 

      大道芸、金魚すくい、地元バンドなど 

【主 催】 和束町商工会（℡： ０７７４-７８-３３２１） 

相楽地区も夏は楽しいイベント
がいっぱいだね 

僕も夏をいっぱい楽しむんだ 

京都・笠置 日帰りプラン 

第３０回 ～自分探しの一日修行～ 

平成２８年９月４日（日） 午前９時～午後４時 

笠置山 

現代の修行を一日体験することにより、日常の生活から離れ、自然の
中で、修業し心身 ともにリフレッシュ！していただきます。 

１０，８００円 

（精進料理・修行衣・天然温泉入浴券を含みます。） 
１０名（先着順） 
平成２８年９月１日（木） 
笠置町商工会（℡： ０７４３-９５-２１５９）  

【 日  時 】  

【 場  所 】  

【 内  容 】  

 

【参加料】 
 

【 人 数 】 
【 締切 り 】 
【問合せ】 


