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祝！叙勲河本茂夫氏～ピンチをチャンスに変えた経営
ＢＣＰセミナー、平成31年度入札参加資格審査申請（指名願）受付のご案内

平成３１年１・２月行事予定、新会員様のご紹介、労働保険口座振替のお知らせ
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新年 あけましておめでとうございます。

会員の皆様方におかれましては、平成３１年の新春を穏やかにお迎えになられたことと

心よりお慶び申し上げます。

そして、昨年の大阪府北部地震や台風上陸などにより被災された方々に心よりお見舞い

申し上げます。

さて、わが国経済は「緩やかに拡大している」と言われ、「いざなぎ景気」をも超えたと報

道されていますが、いまだ地方の中小企業・小規模事業者にはそのような実感はなく、雇

用難や原材料の高騰、さらには経営者自身が高齢化する中で後継者不足により廃業せざ

るを得ない等々苦戦されているのが現状であり、引き続き厳しい経営環境にあります。

こうした中、平成２６年６月に「小規模企業振興基本法」が制定され、併せて「商工会及び

商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」が改正されたことにより、地域の総

合経済団体である商工会の活動が強化されました。

基本法では、小規模企業の「成長発展」のみならず「事業の持続的発展」を小規模企業

の振興の基本原則と位置づけられたことは、国の商工会に対する期待の大きさと受け止め

ております。

また、本会といたしましても商工会の原点に立ち返り、会員皆様のニーズに迅速かつ的

確に応えるために、職員一人ひとりが専門的でより高度な経営支援能力の向上に努めると

ともに伴走支援のさらなる強化に努め、地域の支援機関の中核としての責任を果たす所存

でありますので、会員皆様には引き続きご理解とご協力を賜りますよう心よりお願い申し上

げます。

最後になりましたが、皆様の本年のご健康とご多幸を祈念いたしまして、新年の挨拶とさ

せていただきます。



次に進むべき最適な道を決めるには、周りの事業環境の変化を踏まえつつ、自社のも

つ経営資源（人、モノ、金、情報等）、強みを見直し、その活かし方を考えることです。

《ターニングポイント その1》では、ＳＷＯＴ分析（内部環境と外部環境について、強み ・弱

み ・機会 ・脅威を上げ現状分析する）から、強みのひとつである『自社生産で活着の良い苗』

を『家庭菜園の増加』という機会をとらえて、顧客ターゲットを定められました。

《ターニングポイント その2》では、さらに成長するために新事業『ガーデンシッター』に

取り組まれました。既存商品・サービスに強みがあったので、②の戦略を選択されました。

外部の脅威に直面するも、それを機会に転じることに成功されたと言えます。 【森山】

祝！ 叙勲 河本茂夫氏 ～ ピンチをチャンスに変えた経営

昨年11月3日付で、内閣府から株式会社アグロ

ス・カワモト（本社：木津川市山城町平尾三所塚

27番地）会長の河本茂夫氏に、代表取締役社長

在任中の会社経営の顕著な功績に対し、平成30

年秋の勲章 『旭日単光章』が授与されました。

当時の茂夫氏は、多くの経営手腕を発揮してお

られますが、今回の推薦のきっかけにもなった

『知恵の経営』報告書の中から、他の方にも参考

にしていただける点についてご紹介いたします。

【会社沿革より抜粋】

昭和25年 先代 河本肥料店を開業

平成 2年 茂夫氏 代表取締役社長に就任

平成14年 愛栽家族 精華店を開く

平成23年 愛栽家族 ならやま店を開く

平成27年 京都府知事『知恵の経営』認証

小規模事業者持続化補助金採択

ガーデンシッター事業開始

平成29年 はばたく中小企業等300社に選定

社長を退任し、会長に就任

既存 新規

新規 ②市場開拓戦略 ④多角化戦略

既存 ①市場浸透戦略 ③商品開発戦略

市
場
・
顧
客

商品・サービス【成長マトリクス】
（米国経営学者アンゾフの

提唱より）

《ターニングポイント その1》

減反政策のもと農家の減少に直面し、肥
料販売が行き詰まる。
マーケティング戦略を考える上での前提
『誰に、何を、どのように』の3要素で見て、

これまでは、『農家に、肥料を、訪問販売
で』だったのを、事業環境の変化を捉えて、
平成14年に、『家庭菜園・園芸家に、自社
苗を、店舗販売で』へと対象を広げられた。

《ターニングポイント その2》

市場開拓戦略で新たな顧客の需
要に応える事業を追加。

これまでの苗の生産・花の販売
で培われたノウハウ（強み）を、
直接自宅の庭を見て欲しいとい
う顧客に向けて活かす、ガーデン
管理事業を開始された。

売上高はH14年に
比べ、H29年には
約4倍に増加



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

皆さまBCP （Business continuity planning）という言葉をご存知でしょうか。事業継続計画のこと

です。東日本大震災（平成23年3月11日発生）において、中小企業の多くが、貴重な人材を失った

り、設備を失ったことで、廃業に追い込まれました。また、被災の影響が少なかった企業において

も、復旧が遅れ自社の製品・サービスが供給できず、その結果顧客が離れ、事業を縮小し従業員

を解雇しなければならないケースも見受けられました。このように緊急事態はいつ発生するかわか

りません。BCPとは、こうした緊急事態への備えのことをいいます。

今回は、このような緊急事態をどのようにして防ぐのか、起こっ

た災害から、いかに早く回復するかを学びました。実際に阪神大

震災、中部地震、東日本大震災で中小企業の復旧支援やボラン

ティアで差し迫った現場を経験された講師でした。それゆえ、命の

大切さ、事業の重要性をより一層認識することができました。

例えば、消火器の選び方ひとつで救われる命、救われる会社が

あります。従前の粉末式のものだと消えない火事であっても最新

式の強化液消火器に変えるだけで防ぐことができることを教わり

ました。

また、皆様のおかれている危険状態を知る方法としてかなりの

ツールが備わってきており、十分な活用をすることで予防できることも教わりました。

詳しくは、中小企業庁や内閣府のHPに記載されており、計画の認証制度もあり取組を行ってい

ることをPRすることで会社のブランディングにも繋がります。

今後も、計画の認証を受けることにより、補助金の加点対象や融資の優遇制度が政策として盛り

込まれることとなっており、さらに深く学ぶ必要性を感じたセミナーとなりました。

ＢＣＰセミナー （平成３０年１２月４日（火）19：00～21：00）

【 中山 】

平成３１年度入札参加資格審査申請（指名願）受付のご案内

１．測量・建設コンサルタント等業務（定期審査）
入札参加資格有効期間：平成３１年４月１日～平成３３年３月３１日までの２ヶ年

２．物品・役務の供給等（定期審査）
入札参加資格有効期間：平成３１年４月１日～平成３３年３月３１日までの２ヶ年

３．建設工事（追加審査）
入札参加資格有効期間：平成３１年４月１日～平成３２年３月３１日までの１ヶ年

申請期間は平成３１年２月１日（金）から同年２月２８日（木）午後５時（必着）まで
※ただし、土曜日・日曜日・祝日は除く。

☆詳しい内容は、市ホームページの「入札・契約情報」から『平成３１年度入札参加資格審査』をご覧下さい。
申請様式などはそちらからダウンロードしていただくか、商工会までお越しください。用紙をお渡しさせて頂きます。

木津川市

【 近藤 】



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

労働保険口座振替のお知らせ
平成３０年度第３期の労働保険料を、お届けの口座から引き落としさせていただきます。
お手数ですが、預金残高のご確認をお願いします。

開催日時 内 容 開催場所

１月１５日（火）、１６日(水）
13：30～16：00

弥生会計講習会〈基礎・応用編〉
講師：㈱オフィスオオニシ 大西 弘晃 氏

木津川市商工会館

１月２５日（金）15：30～17：00
相楽ＢＳＣ 新春講演会『今後の国際情勢と日本経済に与える
影響』 講師：ケント・ギルバート 氏

やまなみホール

１月３０日（水）19：00～21：00
相楽ＢＳＣ 『契約書・予防法務セミナー』
講師：弁護士 中西 健一郎 氏、弁護士 北尾 友華利 氏

木津川市商工会館

２月 ３日（日）10：00～16：30 相楽ＢＳＣ 『創業塾』金融・労務・経営セミナー 精華町商工会館

２月 ５日（火）19：00～21：00
相楽ＢＳＣ『ＷＥＢマーケティングセミナー』
講師：中野 雅公 氏

木津川市商工会館

２月 ８日（金）14：00～15：30
日本経済の明日を読む～どうなる日本経済？どうなる世界経
済？～ 講師：辛坊 治郎 氏

木津川市商工会館

２月１４日（木）19：00～21：00
『キャッシュレス決済セミナー』スマホ・モバイルでの決済説明会
講師：髙木 健太郎 氏、中村 一貴 氏

木津川市商工会館

平成３１年 １・２月行事予定

口座引落日 商工会窓口での支払

１月１５日（火） １月１５日（火）まで

事 業所名 シロップ
代 表 者 名 大塚 昌子
業 種 ＷＥＢ制作 印刷物制作
Ｕ Ｒ Ｌ https://siropp.com
昨年の８月に、木津川市でフリーランスのＷＥＢ制作をはじめました。ホーム
ページの作成・リニューアル・更新・運用をご提案いたします。また、名刺やチラ
シ・ロゴ作成も承っており、企業や店舗・商品の魅力を最大限に引き出せるよう、
トータルでお手伝いをいたします。

新会員様のご紹介

事 業所 名 株式会社ＴＯＷＫＩ 大阪王将木津川台店
代表者名 代表取締役 藤原 輝雄
業 種 飲食業
所 在 地 木津川市吐師宮ノ前１４－１
電 話 番 号 ０７７４－７３－８８７５

木津川台店オープン７年目になります。地元では十分に認知され好評頂いて
います。今後は皆様と共に、地域社会の発展に微力ながら貢献出来ればと思
います。よろしくお願いします。

事業所名 ＢＣ Ｆｉｔｎｅｓｓ
代 表 者 名 石川 凌士
業 種 生活関連サービス業
所 在 地 木津川市南加茂台５丁目１２－１３

センチュリープラザ１０２
電 話 番 号 ０７７４－８４－６２９９
木津川市商工会、会員の皆様はじめまして、「ＢＣ Ｆｉｔｎｅｓｓ」と申します。美し
い身体作りなどを目的とした、パーソナルジムです。これから実績を積み上げ
て、事業拡大を目指したいと思いますので何卒よろしくお願いします。


