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第８回 木津川市ものづくりフェア事業報告
商工会の各種共済制度
研修報告：創業・新規事業・持続化支援の進め方を受講して、個人事業主の方へ 令和２年分確定申告について、
商工会費納付のお願い、新型コロナウイルス感染症対策経営相談窓口件数
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【編集野田】

≪商工会だより目次≫

開催日時 内 容 開催場所

２月１７日（水） ９：００～１６：００ 確定申告無料個別相談会（事前要予約） 木津川市商工会本所

２月１８日（木）、２６日（金） ９：００～１６：００ 確定申告無料個別相談会（事前要予約） 木津川市商工会山城支所

２月1９日（金）、２５日（木） １３：３０～１６：３０ 確定申告無料個別相談会（事前要予約） 木津川市商工会加茂支所

３月２日（火）、３日（水）、４日（木） 第１６回 加茂船屋雛まつり（展示のみ） 加茂町船屋・新町地区

新型ウイルス感染症予防対策のための取組事例のご紹介！
1月14日に緊急事態宣言が発出され、コロナの感染者が未だ増加傾向にあり、会員様も大変な日々をお過ごしだと思います。
そこで、コロナ禍でもうまく感染予防を行い、営業活動をされている事業所の取組事例をご紹介いたします。また、今回ご紹介す
るのは飲食店と百貨店になりますが、どの業種でも参考にできる内容をピックアップしています。
是非、取組事例を参考に自社に置き換えて考えて、改めて感染予防の大切さを確認していただき、今後の事業に活かしてくだ
さい。

取組事例①

大手焼肉チェーン店では、お客様の安全・安心を確保するために以下の取組を実施しています。

大手百貨店では、お客様の安全・安心を確保するために以下の取組を実施しています。

入店時 会計時 店舗の衛生管理

お客様の入店時に、従業員が手指のアル
コール消毒のご協力を呼び掛けている。

現金、クレジットカード等の受け渡しは、キャッ
シュトレイを使用している。また、キャッシュト
レイの定期的な消毒や、会計の都度、手指を
消毒している。

入口、お手洗いのドアノブ、レジカウンター等、
不特定多数の方が触れる箇所のアルコール
消毒を一時間に一回実施している。

入店時 清掃・消毒の呼びかけ サービスの内容変化に対する理解促進

店舗の入口において、お客様にマスク着用、
手指の消毒、検温、身体的距離の確保等へ
の協力を呼び掛ける掲示を行っている。

店舗入口等に手指の消毒設備を設置し、お
客様へ手指消毒の働きかけを行っている。

店舗入口やホームページ等に、従業員のマ
スク着用やトレイでの金銭受け渡し、新聞折
込チラシの自粛等、店舗における感染拡大
防止に係る取組みの周知を行っている。

【近藤】

取組事例①

取組事例②



令和３年１月１６日（土）・１７日（日）に、イオンモール高の原の平安コートにて、開催予定しておりました、
「第８回 木津川市ものづくりフェア」ですが、京都府域の緊急事態宣言の発令により、イベントが中止となり
ました。
また、予定しておりました、ガラポン抽選会も中止になり、郵送にて受付することになりました。
詳しくは、木津川市のHP（http://www.city.kizugawa.lg.jp/index.cfm/21,44235,116,498,html）をご確認くださ
い。
なお、このイベントは、「withコロナ」をテーマに開催し、出展要件は、コロナ対策に関する技術や商品を紹
介していただける事業者を対象に募集を行いました。
当日、出展を予定されておられた事業者を、一部ご紹介させていただきます。 【福井】

①事業所名
②住所
③連絡先
④ＰＲ

写真

①㈲快適生活研究所
②吐師松葉37-2
③0774-72-8342
④弊社は20年間、

100％天然材料の除
菌消臭液を製造・販
売している会社です。

①柿渋Houseみます
②木津町宮ノ内9
③090-8575-9333
④新型コロナ対策と
しても注目を集め
ている柿渋。先人
の知恵に感謝をし
ながら、地道なＰＲを続けていきます。

①salon ViViE
②木津南後背25-57
③090-3928-8040
④コロナ禍で注目され
た店販売上、その向
上や導入を検討中の
店舗様にお店の強み
に合わせた技術・情
報提供を行っていま
す。

①手づくり石けんの店ツクツク
②相楽郡精華町

山田下川原1-3-103
③080-5701-7509
④近鉄山田川駅裏の製造所前に、
手作り石けん自動販売機を3月
15日設置予定。しっとり洗い
あがるコールドプロセス製法
の石けんを販売します。

①㈱パルズ
②加茂町

大野ウヅ70-1
③090-5097-3292
④人と環境に
優しい
「弱酸性次亜塩素酸水」販売代理店募集中。
詳細はhttp://jokinsui.jpまで。

①枕の𠮷川ふとん
②山城町上狛

西作り道8-5
③0774-86-2055
④手づくり息夢枕で
軽減！息も止まる
大きないびき、ストレートネック、手の
しびれ ～こんな症状の方に～

①山城織物協同組合
(事務局:森本織物㈱内)
②山城町上狛野日向5
③0774-86-2275
④私たちが作る“京織ふ
すま紙”は、自然素材
で作られ、空気の掃
除や湿度の調整で部
屋の中の環境を整え
ながら、暮らしに寄
り添っています。
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貯蓄と融資と生命保証の３つを組合わせた商工会会員のための共済制度です。

【加入できる方】

商工会会員とその家族及び従業員（６歳から６５歳（５年満期は７０歳））で健康な方

【加入期間】

５年満期・１０年満期（保険金額同額の際、更新時の告知は不要！）

【上限口数】

１口～２０口まで（１口 １,０００円～）

※加入時に保障（死亡保険金・高度障害給付金）が付きます。また、入院の備えには医療保障特約を付加できます（別途保険料必要）

【融資額】

５００万円を限度に借入が可能です。（要件有り）

「けが」の補償２,０００円コースから、プラスで「病気」の補償１,０００円、
「がん」重点補償３,０００円（満６６歳以上のシニアは６,０００円）

全国商工会会員福祉共済

商工貯蓄共済

けが・病気・がん・生命の補償を必要に応じて選択できる商工会会員のための共済制度です。

＋

＋

けがによる死亡・後遺障害、入院
手術、通院を補償します

満6歳～80歳※1

障害プラン 2000円コース

障害プラン 4000円コース

障害プラン 3000円コース

障害ライトプラン

シニア障害プラン

「けが」の補償

疾病による入院、手術等

を補償します※

満6歳～74歳※2

医療特約

シニア医療特約

「病気」の補償

※.「病気」の補償は「けが」の補償に加入されている方のみがお申込みいただけます
※1.継続加入は満85歳まで
※2.継続加入は満80歳まで

満6歳～74歳※2 満6歳～74歳※2

がん・けが・疾病による
入院、手術等を補償しま
す

がんによる入院、手術等
を補償します

トータル
「がん」プラン

「がん」補償

シニアトータル
「がん」プラン

シニアシンプル
「がん」プラン

シンプル
「がん」プラン

商工会の各種共済制度

＋

＋

【森井】

商工会では、会員の皆さまに限定した、安心・有利な各種共済をご案内しており
ますので、いつでもお問い合わせください。

【加入できる方】

商工会会員とその家族及び従業員とその家族で健康な方



持続化給付金 家賃支援給付金 その他 合計

１１月 ６ １０ １６ ３２

１２月 ９ ８ １４ ３１

１月 ６ １２ ２１ ３９

合計 ２１ ３０ ５１ １０２

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

研修報告：創業・新規事業・持続化支援の進め方を受講して

【宮原】

知らず知らずのうちに、自分の中に固定観念ができているのだと感じました。支援に携わらせていただくにあたって、

柔軟な頭、発想が大事である事を改めて感じたので、少しでも事業の成功確率が上がる方法を事業所様と一緒に模索

し続けたいと思います。

経営支援員として、経営者や支援に携わる者としての心構え等について学びました。特に印象深かった内容は以下の

3点です。

① 経営に存在しないのは100％と0％。決めつけは自分に力がない事を言っているようなもの。経営学は成功確率を
高める学問であり、学ぶ事によって、確率を上げる事ができる。

② 商売は三方よしの考え方（売り手よし、買い手よし、世間よし）で、考え方の一番手は売り手である。売り手の心が
充実しない限り、良いサービスは提供できない。

③ 経営において平均値は使わない。参考にしてもいいが、そのまま当てはめて使ってしまうと無難なところに落ち着
き、差別化が図れなくなり、どんどん自分の首を絞める事になる。当てはめるのではなく、上手に使う事。

商工会費納付のお願い

令和２年度第３期（令和２年１２月～令和３年３月分）の商工会費を、お届けの口座から、お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。
現金納付の方は、２月２６日までに窓口までお持ちいただきますようお願いします。

引落日 ２月２２日（月）

窓口納付締切日 ２月２６日（金）

第1条：やりたいことを明確にする

第2条：学び続ける

第3条：強い精神力を持つ

第4条：ネットワークを広げ、質を上げる

第5条：常にお客様へ問う姿勢を持つ

第6条：変化を常とする

第7条：お金の流れをつかむ

第8条：実行力を磨く

第9条：大きな流れにする

第10条：全てに責任を持つ

個人事業主の方へ 令和２年分確定申告について

確定申告・納付の期限は下記のとおりです。
納期限に遅れた場合、あるいは振替納税をご利用の方が残高不足により振替ができな

かった場合は、納期限の翌日から納期日までの延滞税がかかりますので、ご注意ください。

申 告 ・ 納 付 の 期 限
（ 申 告 ・ 納 付 の
期 限 は 同 日 で す ）

所得税及び復興特別所得税 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税

令和３年４月１５日（木）

振 替 納 税 の 振 替 日 令和３年５月３１日（月） 令和３年５月２４日（月）

新型コロナウイルス感染症
対策経営相談窓口件数

令和２年１１月～令和３年１月分

成功する企業家10ヶ条

【商工会からのお願い】
確定申告の申告・納付

期限が延長されましたが、
業務の都合上、所得税は、
３月１５日（月）、消費税は、
３月３１日（水）までの申告
にご協力をお願いいたしま
す。


