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祝！京都府『知恵の経営』実践モデル企業認証 インタビュー②
退職金制度の案内、木津川市現金ポイントカード会ネーミング募集(商工会員
様）、屋台村（夜市）出店者募集!!

健康診断日程、平成３０年度京都府商工会青年部主張発表南部ブロック予選
大会開催、コーヒーブレイク職員の横顔②～本所～
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【編集 野田】

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≫

開 催 日 時 内 容 開 催 場 所

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８日（土） １６：００～２０：００ 屋台村 木津川市役所 正面駐車場

９月１２日（水）～１３日(木） 木津川市商工会女性部近畿ブロック大会 あわら市グランディア芳泉

９月４日（火） ～５日（水）
近畿ブロック商工会青年部交流研修会及び
主張発表大会

ダイワロイネットホテル和歌山

平成３０年度 部会長 羽田 雅道 氏 （羽田建設） ご挨拶
このたび、工業部会長を仰せつかり、大変恐縮に存じます。

本年度の工業部の取組みといたしましては、研修会検討委員会、セミナー検
討委員会と合わせまして、新たに木津川市の独自の特色を生かした製品・商品
の開発を目指した新製品開発委員会を設置致しました。

本事業は工業部だけでなく、広く、様々な方のご意見をいただいて、取り組ん
でいきたいと思います。

これから以下のメンバーで工業部事業を取組んで参りますので、興味をもって
いただき、事業にご参加いただきたいと思います。

どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

今年度において、工業部会が、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。

研修会検討委員会 セミナー検討委員会 新製品開発委員会
委 員 長： 三桝 嘉嗣
委 員 ：

森村 勝 羽田 雅道
田中 清弘 森川 博史
植田 清三 小寺 規之
高畠 一馬 傳寶 義男
樋口 國幸 堀江 洋一

委 員 長： 田中 清弘
委 員： 傳寶 義男

樋口 國幸
堀江 洋一

委 員 長： 森川 博史
委 員： 植田 清三

小寺 規之
高畠 一馬

工業部会
部 会 長： 羽田 雅道
副部会長： 田中 清弘
副部会長： 森川 博史



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、今回も2事業者様の声をお届けします。

【山口社会保険労務士法人 代表 山口豊博氏】 （旧 山口経営労務事務所）

〒619-0223 木津川市相楽台7丁目14-6 ☎0774-73-5618

【Café R + Rワッフルファクトリー 代表 森田浩司氏】 手づくりワッフル専門カフェ
店舗 ：〒619-0216 木津川市州見台5-1-10 ライブリー州見102 ☎0774-72-5052
F B ： https://www.facebook.com/kissaten.R/

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！

②中小及び小規模企業者の経営課
題は、「収益性向上での売り上
げ・シェア拡大（販売力の強化を
含む）」、「人材の強化（ 採用・
育成・多様化への対応）」「技術
力・研究開発力の強化」及び「攻
めと守りでのIT化（特に業務効率
化による生産性向上）」など、多
岐にわたっていると思われます。
知恵の経営報告書（知的資産経

営報告書）の作成を通して財務諸
表に表れてこない目に見えにくい
無形資産を炙り出すことで、将来
の経営戦略の組み立てを可能とし
てくれる事を確信いたしました。
皆さまも、自分の会社を守る為

にも、知恵の経営報告書の作成に
チャレンジしてみては如何ですか。
時間と労力はかかりますが、それ
以上に、きっと、大きな成果があ
りますよ。

①売上低迷の中、改善の方法
を模索しておりましたが、自
店の強みを再確認し、今後の
進むべき方向を明確にするこ
とができました。

②普段当たり前にこなしてい
る業務を掘り下げ、文章にま
とめることに苦労しましたし、
時間もかかり大変な作業です
が、自店を見つめ直す良い機
会になります。

【 中山 ・ 森山 】

好評のカヌレとワッフル

①クロスＳＷＯＴ分析を通じて、
自社の強み、弱み及び自社に影
響を与える外部環境としての機
会、脅威を明確にしつつ、自社
の戦略を立てていく中で、更な
る強みを伸ばしていく積極化戦
略へと導かれていきました。取
り分け、個人事務所から本年5月
に法人化の移行と相まって、社
会保険労務士3名体制での特化す
べき分野での差別化戦略を前面
に打ち立てる事が出来ました。
また、事業承継を念頭に、目

標達成に向けたＫＰＩ指標（重
要業績評価）での数値目標を示
す事で、事業ドメイン（領域）
が鮮明になり、事業の選択と集
中を踏まえて、今後、実行すべ
きことと実行すべきでないこと
の区別がはっきりした点は、特
に良かったと感じています。

祝！京都府『知恵の経営』実践モデル企業認証 インタビュー②



「個人事業主（共同経営者含む）・会社役員の方」対象

退職金を積立されておられますか？退職金は、国の制度を上手に活用して積み立て
することができます。この際に、一度ご検討ください！

退職金制度の案内

商業部会ポイントカード委員会 ご挨拶

屋台村（夜市）出店者募集！！
今回は、木津川市役所庁舎正面駐車場にて、屋台村を開催致します！
出店をご希望の事業所様は、８月１７日（金）までに、本所又は、各支所まで申込書をご提出ください。

申込書は、本所又は各支所でお渡しします。

開催日時：９月８日（土）午後４時～８時
開催場所：木津川市役所 正面駐車場
集合時間：午後１時３０分
集合場所：木津川市商工会館 駐車場

１，０００円(当日徴収）
申込締切：８月１７日（金）
出店条件：開催場所の庁舎正面駐車場には、水道及び電気設備がありませんので、テント 内照明

等の電気及び水道を利用される事業所は、各自ご準備下さい。
集合時及び解散時に点呼を取らせていただきますので、各事業所から最低１名の出席を
お願いします。なお、点呼の際、ご不在の場合は、次回の出店をお断りする場合がありま
す。
出店場所は、当日午後２時より、話し合い又は抽選にて決定いたします。

出 店 料 ：

：

お 願 い ：

そ の 他 ：

【 坊 】

【 近藤 】

【 福井 】

７月に商業部の新規事業として、ポイントカード委員会ができました。

現在、木津地域では「きづなカード」、加茂地域では「クニカカード」がそれぞれの地域に根付き活動されていま
す。

来年、商工会合併５周年となります。

この節目に、今までの懸案でありました、「木津川市全域で使用可能な、市民に愛され親しまれる新しいカード」
にバージョンアップするべく誠意検討を重ねています。

サービス業を始め、より多くの業種の皆様に参加頂く事がこの事業の成否を左右し、利用されるお客様にとっ
ても、より使いやすく利便性が向上するものと考えています。
現在、独自でスタンプカードを導入されているお店にも是非関心を持って頂きたく思います。

然るべき時期に、工業部を含めた全会員様に対し加入を呼びかけたいと考えていますので、会員皆様のご理
解を賜りますよう宜しくお願いいたします。

ポイントカード委員会



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

コーヒーブレイク 職員の横顔② ～本所～

記帳指導職員の三宅由美子と申します。主に記帳指導、会計業務を担当しており
ます。季節ごとにライブや、ツーリング（後ろ）、マリンスポーツ（昨年死にかけ
ました！）、友との遊びを楽しんでいます。普段は、黒ビールを飲みながらオンラ
インゲーム（BF1)をし、可愛い姪っ子たち、猫のニャーゴ♂と遊ぶ事で、日々の
疲れを癒しております。
皆さま、どうぞよろしくお願いいたします。

記帳指導職員の野田真希と申します。夫、長男（中２）、長女（小５）の４人暮
らしです。主に、労働保険の補助業務を担当しています。休みの日は、友人とお茶
をしたり、フラダンスをして、反抗期真っ只中の息子に疲れた心を癒しています。
車を運転するのは好きですが、地図を見るのが苦手で、よく道に迷います。
これからも、地域のお役に立てるようがんばります。よろしくお願いいたします。

平成３０年度京都府商工会青年部主張発表南部ブロック予選大会開催

平成30年7月3日（火）やまなみホールにおいて、平成３０年度京都府商工会青年部主張

発表南部ブロック予選大会が開催されました。木津川市商工会青年部を代表して周榮真
嗣 氏が主張発表を行いました。「地域と繋がる日本一の事業」をテーマに平成29年3月
19日（日）木津川市中央体育館において実施しました「日本一フェスタ」を通して苦労したこ

とや経験になったことを主張されました。そして結果は、見事「最優秀賞」（１位）に選ばれ、
８月７日（火）に行われる京都府大会に出場されることとなりました。

健 康 診 断 日 程

９月１０日（月）、９月１８日（火） ８：３０～１２：００ 加茂保健センター

９月１４日（金） ９：３０～１０：３０ エリモ工業㈱

９月２１日（金） ９：００～１１：００ 山崎内装工業㈱

１０月４日（木）、１０月１８日(木）、１０月３１日(水） ９：３０～１５：００ 木津川市役所山城支所別館

１０月１日（月）、１０月２日（火）、１０月１１日（木） ９：００～１４：３０ 木津保健センター

【 近藤 】


