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開催日時 内 容 開催場所

７月２８日（土） 木津川市夏祭り２０１８ 木津グラウンド

８月 ５日（日）15：00～19：30 アル・プラザ木津 夏祭り アル・プラザ木津 正面駐車場

８月 ７日（火）13：30～ 京都府商工会青年部主張発表大会

９月 ３日（月）～１８日（火） ２０１８プレミアム商品券販売 木津川市商工会本所

９月 ７日（金）16：00～20：00 屋台村 木津川市商工会館駐車場

≪商工会だより目次≫

部会組織新体制① 商業部

今年度において、商業部会が下記のとおり新しく組織編制されましたのでご報告いたします。

販促委員会 研修委員会 ポイントカード委員会

委 員 長： 未 定
副委員長： 未 定
委 員 ：

大倉 竹次、梅本 好成
近原 昭 、西 幸則
大西 一仁、中西 克也
畑山 直紀、藤原 勝廣
古川 幸司、森岡 宣之
塚田 高司、平塚 政之
廣川 詔充、藤林 富雄
南 幸治

委 員 長： 大西 一仁
副委員長： 坂西 陽子
委 員： 壹岐 茂美

西 幸則
角 裕二
庄司 和義
藤原 勝廣
松岡 茂美

委 員 長： 古川 幸司
副委員長： 中西 克也
委 員： 近原 昭

岩川 良憲
金川 光子
玉谷 守
畑山 直紀
光橋 通信
森岡 宣之

商業部会

部 会 長： 梅本 好成
副部会長： 西 幸則
副部会長： 近原 昭

平成30年度 部会長 梅本好成氏（㈱梅本本店） ご挨拶

この度、商業部会長を仰せつかることになりました。
私には身に余る重責ではありますが、理事の方々をはじめ会員の皆様に

ご協力、ご指導を頂きながら頑張りますので、よろしくお願いいたします。
商業部会の本年度の大きな事業の一つであるポイントカードの新発行事

業ですが、ポイントカード委員会において31年４月の発行を目指して議論
して頂き各会員様の顧客に対する販促、サービス事業としてより良いもの
になることを願っています。
その為にも、会員様からも意見を事務局に言って頂き、参考にさせて頂

きたいと思っておりますので、よろしくお願いします。



平成30年3月30日付で京都府知事から認証されました。おめでとうございます！
4事業所様の中から今回は2事業者様の声をお届けします。
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【Ｒｅｄ Ｒｉｃｅ 自然農園 代表 赤穂達郎氏】 無肥料自然栽培の野菜・米

〒619-1152 木津川市加茂町里西上田42-2 ☎0774-27-2210

【（株）アグロス・カワモト 代表取締役 河本英樹氏】 苗の生産直売「愛栽家族」
本 社 ：〒619-0202 木津川市山城町平尾三所塚27 ☎0774-86-2522
精華 店 ：〒619-0244 京都府相楽郡精華町北稲八間角田4-1 ☎0774-98-0616
ならやま店 ：〒630-8105 奈良市佐保台2-3576-1 ☎0742-81-8741

①知恵の経営報告書を作成して良かったこと ②これから取組される方へのメッセージ！

① 強みを見つけ、それを活かした経営をし、将来性を見込める
と、経営の専門家に認めていただけることは、とても心強く、この
まま進んでいいんだと自信になります。また、紙ベースにすること
で、パートナーや協力者、取引先、今後の顧客などへ正確に考え
方、経営方針などを伝えることができます。将来の事業継承にも
役立ちますし、自社のPRにも使えます。
知恵の経営を認証したことで、単なる生産者ではなく、経営者と
して取り組んでいるとご関係者にご認識いただけたと感じます。

② 作成には1年近くの歳月がかかりましたが、出来上がった効
果はその何十倍だなと思います。
日常の業務をこなしながら、資料を作り上げることは本当に大
変ですが、その意義は成果に着実に表れると感じています。「知
恵こそが中小企業の最大の資産」とセミナーで教わりました。そ
の資産をなかなか自発的に書面にできない自分にとって、この知
恵の経営認証制度はとてもありがたい存在です。

① 新社長として知恵の経営報告書をまとめることにより、
これから自分が会社をどのようにしていきたいのかを明確
にでき、目標を確立することができました。
また、代表取締役である他の兄弟2人、従業員が新社長
の考えや方向性を知恵の経営報告書によって確認できる
ことや兄弟間では改めて説明しづらいことも文章化したこ
とで具体的に考えている内容を示すことができた点が良
かったです。

② 文章にまとめることにより、自分の会社の現状、強み、
弱みを再認識し、これからの自社の方向性を考える良い
機会になります。
そして、より一層、責任感が生まれます。

大変ですが、大きな成果が結果として出てくるように思い
ます。

【 中山 ・ 森山 】



平成３０年８月に、市内業者（木津川市内に主たる営業所（本店）を有する法人又は営業拠点を有する個
人のうち、別に定める要件に該当する方）を対象に、指名願いの臨時受付が行われます。

現在、資格を有していない方で、木津川市からの受注を希望される場合は、申請書を提出し、資格審査を
受けてください。申請を希望される方は、必ず事前に指導検査課までご連絡をお願いいたします。

【受付期間】
平成３０年８月２０日～８月３１日（土・日曜日を除く）
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）

【対象業種及び入札参加資格有効期間】
１. 建設工事 平成３０年１０月１日から平成３２年３月３１日の１年６ヶ月
２. 測量・建設コンサルタント等業務 平成３０年１０月１日から平成３１年３月３１日の６ヶ月
３. 物品・役務の供給等 平成３０年１０月１日から平成３１年３月３１日の６ヶ月

【問合せ】 木津川市役所 指導検査課（７５－１２２４）

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

【飲食サービス業】
「顧客管理システムを導入」

顧客の好みやアレルギー等をＩＴツール
で記録。きめ細かいサービスを提供しリ
ピーターを獲得！

【保育・介護事業】
「コミュニケーションツールを導入」

帳票・書類作成をＩＴ化。書類作成・提出ま
での時間が短縮。早番・遅番職員の情報共
有も円滑に！

【宿泊業】

「予約管理システムを導入」

予約状況をデータで一元管理。新規のお客さまの

獲得や予約率向上を実現。

自社の課題・ニーズに合わせて様々な業種・組織形態の方にご活用いただけます。

【運送業】

「車両管理システムを導入」

効率的な配車を組むことにより、従業員１人あたりの

勤務時間短縮を実現！

【卸売業・小売業】

「在庫管理システムを導入」

商品の在庫管理を一括データ化！

業務効率の改善を後押しし、他店との連携も迅速に。

導入事例

公募期間や、補助率、補助額等、詳細につきましては、商工会までお問い合わせ下さい。 【福井】

【近藤】

ＩＴ導入補助金のご案内

① 『経営力向上計画』の国の認定を受けた事業者は、機械装置等にかかる償却資産税
（固定資産税）が3年間1/2になり、法人税については、即時償却又は取得価額の10％の
税額控除ができます。

② 『先端設備等導入計画』の木津川市の認定を受けた事業者は、機械装置等にかかる
償却資産税（固定資産税）が最大3年間ゼロになります。
また、持続化補助金、ものづくり等補助金等での優先採択の対象となります。
詳しいことは、商工会までお問い合わせ下さい。

【中山 ・ 森山】

設備投資に対する税制措置のご案内



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

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

事業所名 ichi  standard

代表者名 内藤 修平

業 種 レストラン

所 在 地 木津川市木津大次４４－１

電話番号 0774-74-8275

自然に寄り添った自然を想うレストランを

目指しております。

どうぞよろしくお願いします。

新会員様のご紹介

毎年恒例の、㈱平和堂 アル・プラザ木津にて、夏祭りイベントが下記要領で開催され、出店募集
依頼がありました。
つきましては、出店を希望される方は、申込書をお渡しいたしますので、商工会までご連絡下さい。

日 時 ： ８月５日（日）１５：００～１９：３０ 荒天中止

場 所 ： アル・プラザ木津 正面駐車場（立体駐車場スロープ側）

内 容 ： ビンゴ大会、夜市など（ショー・ミニイベントもあります）
出 店 料 ： １，０００円（当日徴収）
申込締切 ： ７月１７日（火）

主 催 ： ㈱平和堂 アル・プラザ木津

そ の 他 ： 販売商品によっては、出店をお断りさせていただく場合がございますので、
予めご了承下さい。 【福井】

アル・プラザ木津 夏祭りイベント出店者募集！

コーヒーブレイク 職員の横顔 ①


