開催日時

内

容

開催場所

９月１日（金）～１５日（金）

２０１７プレミアム商品券販売

木津川市商工会本所
山城支所・加茂支所

９月２０日（水）19：30～21：00

経営力UPセミナー『知恵の経営』報告書作成<第２回>

木津川市商工会館

１０月３日（火）19：00～21：00

経営セミナー『儲けたお金はどこへ消えたか』全３回シリーズ
<第３回>事業の承継と相続税対策でお金を残す

木津川市商工会館

１０月２８日（土）～２９日（日）
10：00～16：00

木津川市かもまつり

木津川市恭仁京跡広場

１１月５日（日） 9：00～16：00

木津川市やましろまつり

アスピアやましろ

１１月１２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
北側駐車場

～ 第３回 金融相談 ～
「商工会って何をしている所？」と疑問に思われている会員様へ向けての第３弾！
今回は、金融相談について
商工会では、皆様の経営をより安定させるために、有利な制度融資の相談やあっせんを行っています。
小規模事業者にとって、事業資金の確保は経営上一番重要な問題であり、ましてや、融資申込み時、依
頼する適当な保証人がいない、担保能力にも乏しいというのが実態です。
そこで、このような経営基盤の弱い小規模事業者のために、国・都道府県では安心して、かつ低金利
で借りられる各種制度融資の道を開いております。特に、事業資金を商工会の推薦により、日本政策金
融公庫が無担保・無保証・低利で融資する「マル経融資制度」は、多くの小規模事業者のみなさまに利
用されています。
【近藤】
お気軽にご相談ください！具体的な融資制度の内容は次ページをご覧ください。

≪商工会だより目次≫
●２ページ目
●３ページ目
●４ページ目
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【編集 川本】
融資制度のご案内、会社設立登記の軽減措置について
経営支援課・業務推進課のご案内
青年部主張発表大会、工業部一泊研修の案内、新会員様のご紹介

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
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ＦＡＸ： 0774-72-6564
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融資制度のご案内
融 資 制 度 のご案内
このようなお悩みはございませんか？
・車両や設備を新しくしたい！
・店舗を増改築したい！

・事業拡大を試みたい！
・スムーズな資金繰りを行いたい！

など、事業を継続していく上で、様々なお悩みや、お困りごとが発生するのは日常茶飯
事ですが、特に「お金」に関することは、特に重要だと思われます。
商工会では、
「お金」に関する不安を少しでも解消していただくため、
融資の斡旋窓口相談を随時開設しており、借入額、返済期間、資金使途
等によって、会員様に一番適した融資制度をご提案しております。
主な融資制度の内容は、下記のとおりです。
融資斡旋には、すべてに審査があり、会員様のご希望に添えないことがあります。
【日本政策金融公庫】
制度名

マル経融資（経営改善貸付）

普通貸付

借入限度額

2,000 万円

4,800 万円

返済期間
金利

運転資金

7 年以内

設備資金

10 年以内

運転資金
5 年以内
（特に必要な場合は 7 年以内）
設備資金

1.11％(H29.8.9 現在)

保証料

10 年以内

お申込み条件によって異なります
なし

【京都府中小企業融資】
制度名

借入限度額

小規模企業おうえん資金※１
ﾍﾞｰｽ枠

ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ枠

1,250 万円

1,250 万円

返済期間

あんしん借換資金
緊急枠

ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ枠

有担保 2 億円
有担保 2 億円
無担保 8,000 万円 無担保 8,000 万円

運転・設備

10 年以内

金利

1.2％

1.7％

保証料

0.5～1.8％

0.45～1.65％

0.45～2.0％

0.75％、0.9％

▲0.2％

▲0.1 又は 0.2％

▲0.1 又は 0.2％

▲0.1％

保証料率
割引制度※２

1.8％

※１

木津川市内に店舗等を有される方で、ある一定の条件を満たす中小企業者の場合、
木津川市より、保証料の補給金（上限１０万円）及び、利子補給金（当初１年間に
支払った利子の２分の１以内）の交付が受けられます。

※２

商工会等の経営支援を受けていただく場合に、保証料率が引き下げられます。

融資制度の詳細につきましては、本所・支所の経営支援員まで、ご相談下さい

【福井】

会社設立登記の軽減措置について
開業前の方及び開業後５年以内の個人事業主が木津川市内で所在地を有する株式会社、合同会社、
合名会社、合資会社の設立をする場合に、当商工会で特定の支援を受けることによって、会社設立
登記の登録免許税が半額となります。詳しくは経営支援課までご相談下さい。

【中山】

経

営

支

援

課

会員の皆様、いつもお世話になっております。
６月１日より、経営支援課長と山城支所総括となりました井ノ倉真里子です。
私が、木津町商工会に就職させて頂いたのは、平成元年３月１４日。４月から消費税が始まるという半月前で
世間はバブル真っ只中の時代でした。
それから約３０年を経て、商工会も３町合併をして木津川市商工会となり、会員の皆さまの経営環境にも大きな
変化があった事だと思います。

平成２６年に 『小規模企業振興基本法(小規模基本法)』という法律が出来ました。
これは、中小企業の９割程を占める「小規模企業」の法律がようやく出来たという事になります。
『小規模基本法』の基本原則(核心部分)は、「商工会・商工会議所を中核とした連携の促進。企業の成長発展 ↗
のみならず、事業の持続的発展 →を支援する」というものとなっております。
【 経営支援課 】では上記を踏まえ、今年はチーム一丸となって、次のように取り組んでいきます
例えば、売上、利益、雇用等の事業規模を拡大出来なくても、地域に必要な商品、サービス等を提供し雇用を
維持して頑張っておられる会員の皆さまや起業される方に、持続化補助金や知恵の経営ステップアップ補助金の
申請支援をはじめとして、様々な形でサポートをさせて頂きます。
経営のお困り事があれば まずは地元のビジネスパートナーとして、経営支援員にお気軽にご相談下さい。
( 7/1より 価値創造係が中心となり『「起業」と「企業」のサポート窓口』を設置しています )

～経営支援課一同、皆様からのご相談を心よりお待ちしております～
(経営支援課 課長 井ノ倉真里子)

業

務
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今年６月より、業務推進課長・加茂支所を総括しております 坊 直光です。
現在、加茂支所は、私と近藤経営支援員、川本記帳指導職員、島岡記帳指導職員の４人体制で運営をして
おります。
昨年度より実施している巡回支援では、２年間で加茂地区の全会員を巡回する計画で進めており、会員皆様
からの多岐に亘る要望を聴き取り、加茂支所の職員だけではなく、全職員で要望に対応できる体制で臨んでおり
ます。
そして、木津川市商工会の会員で良かったと思って頂ける様、会員皆様との信頼関係の構築を重要視した伴走
支援を行っていきますので、よろしくお願い致します。
【業務推進課では以下の業務を中心に取り組んでおります。】

≪記帳・決算支援≫
健全な事業運営には計数管理が必要です。そのための第一歩は正確な記帳です。商工会では事業伸展の
一助となるよう記帳、経理、税務に関する会員皆様のお悩みについて適切なアドバイスを行っております。

≪経営者や従業員への労務・共済支援≫
１．労働保険の事務代行
従業員を１人でも雇用する事業者は、必ず労働保険に加入しなければなりません。本来は労災保険に加入
できない事業者等も、労災保険に特別に加入することが出来ます。
２．社会保険の加入・申請のアドバイス
すべての法人事業所や、常時５人以上の従業員を雇用している一般の個人事業所（飲食・サービス等除く）は、
健康保険・厚生年金に加入しなければなりません。
３．共済・退職金・保険制度の相談
・小規模企業共済制度………事業者のための国の退職金制度
・中小企業退職金共済制度…従業員の退職金制度
その他、安心で有利な各種共済・退職金・保険制度があります。
（業務推進課 課長 坊 直光）

青年部

京都府商工会青年部主張発表大会開催！

去る、平成２９年８月３日（木）、メルパルク京都において、平成２９年度
京都府商工会青年部主張発表大会が開催されました。南部ブロック代表
として、㈲森川製作所の森川泰行氏が出場されました。発表時間は予選
大会の５分間ではなく、１０分間の発表となり、予選大会以上により深い
内容の発表でした。
結果は、健闘むなしく近畿大会への出場は逃した
ものの、大会までに何度も練習を重ね、青年部員が
一団となって一つの目標に向かって取り組めたことは
部員間のキヅナが今まで以上に深くなった
ことも、成果の一つではないでしょうか。

【福井】

工業部
一泊研修会のお知らせ
【日 程】
平成29年11月19日(日)～20日(月)
【研修先】
熊本市方面
正式案内は、9月末頃に発送させて
頂きます。

【井ノ倉】

新会員様のご紹介
【事業所名】 おやこスタジオpeekaboo
・代表者名
・業種
・所在地
・TEL

岡田 貴子
フォトスタジオ おやこ教室
木津川市木津南垣外118-3
井関ビル201号室
080-3808-7085

【事業所名】 株式会社 山城タクシー
・代表者名
・業種
・所在地
・TEL

代表取締役 南本 昭夫
運輸業（タクシー）
木津川市相楽川ノ尻9番地8
0774-72-6300

【事業所名】 蟹印
・代表者名
・業種
・所在地
・TEL

藤原 孝子
飲食店
木津川市山城町綺田山口38-1
0774-86-0055

【事業所名】 ソーシャル・サポートきづがわ
・代表者名
・業種
・所在地
・TEL

平島 淳司
居宅介護支援事業所
（ケアマネジャー）
木津川市木津池田25番地1
0774-74-8830

【事業所名】 patisserie ATELIER S
・代表者名
・業種
・所在地
・TEL

平山 真吾
製菓製造、卸売、
オーダーメイドギフト制作
木津川市山城町綺田南河原45-5
0774-26-7374

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

《コメント》 ママと赤ちゃんが楽しい毎日を過ごすお手
伝いができればと思い、ベビーマッサージ教室や離乳食
教室、ママのためのカメラ教室などを開催しております。
親子の日常を写真に残すフォトスタジオを９月１日オープ
ンしました。どうぞよろしくお願いいたします。

《コメント》 昭和39年南山城村で設立。平成26年7月に木
津川市相楽のJR西木津駅前に本社を移転しました。総台数
3台で営業しているタクシー会社です。日中はJR加茂駅と近
鉄新祝園駅を拠点に営業しています。個人タクシーのような
ものですので、お気軽にお電話いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

《コメント》 歴史ある山背古道 蟹満寺さんから少
し散策。懐かしの古民家でゆったりと流れる時間を
美味しい和菓子と共にごゆっくりお寛ぎください。期
間限定で元祖たけのこバーガーもご賞味頂けます。

《コメント》 「ソーシャル・サポートきづがわ」は介
護保険制度におけるケアマネジャーの事務所です。
地域福祉の為に活動できる事務所となるよう努力し
てまいります。ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いい
たします。

《コメント》 カフェやレストランにてパティシエとして勤務し
ておりました妻と夫婦で焼菓子ギフトのオーダー受注発送、
カフェへのデザート＆焼菓子の卸をしております。小さなお
菓子工房にて素材にこだわり、1つ1つ丁寧に焼き上げて
います。地域の皆様と交流できるような気軽に立ち寄れる
お菓子屋さんを目標に、小売販売への準備中です。

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

