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【編集山嵜】

開催日時 内 容 開催場所

10月 30日（日）
９：００～１６：００

木津川市かもまつり JR加茂駅駅東公園・須田公園

11月 6日（日）
９：３０～１５：００

木津川市やましろまつり アスピアやましろ

11月 13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

１０月 6日（木）、13日（木）
20日（木）、27日（木）

１１月 10日（木）
１９：００～２１：００

創業塾 木津川市商工会 本所2F

１１月 １５日（火）
１９：００～２１：００

工業部会SDGｓ経営セミナー 木津川市商工会 本所2F

１２月 １０日（土）
１４：００～１５：００

BS資質向上セミナー 木津川市商工会 本所2F

１０月 １３日（木）
１１月 ２４日（木）、２５日（金）
８：３０～１５：３０

定期健康診断 木津保健センター

１１月 １５日（火）～１７日（木）
９：３０～１５：３０

定期健康診断 アスピアやましろ

１２月 ２１日（水）
８：３０～１２：００

定期健康診断
（今年度最終・年明け以降実施なし）

木津保健センター

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

令 和 ４ 年 度 臨 時 総 代 会

ウ

≪ 議 事 ≫
●第１号議案 定款の一部改正の件

●第２号議案 運営規約の一部改正の件

●第３号議案 欠員役員に伴う役員選任の件 【理事 青年部長代理 森川泰行氏 (有)森川製作所】

令和４年度木津川市商工会臨時総代会が、８月２２日(みなし日)に書面議決にて開催されました。

審議事項につきましては、下記の第１号議案から第３号議案までの全ての議案が決議されました。



窓口相談をご利用してみませんか？
当会では、中小企業診断士の先生の窓口相談を設けています。補助金の申請や金融相談など経営に関

する様々な課題や問題について相談することが可能です。

例えば、こんな事でお悩みになられたことはないでしょうか？

相談は事前予約制になります。前もって商工会にご連絡をお願いします。

この機会に是非、当会の窓口相談をご利用してみて下さい。

といった悩みがあるなら一度相談してみてはどうでしょう。もちろん上記の内容以外でも問題ありません。

事業に関することで相談したいと考えているならご活用下さい。

【10月度窓口相談スケジュール】

・売上を伸ばしたいが、何が課題かが分からない

・新しく事業展開を考えたが、資金の調達に不安がある

・忙しいのに儲けがでていない

【近藤】

諸 勝文 氏
10月 11日 （火）
※午前中のみ

10月 25日 （火）
※午前中のみ

中本 美智子 氏 10月 14日 （金） 10月 20日 （木）

令和元年度補正予算・令和３年度補正予算

小規模事業者持続化補助金の申請書記載方法（その３）

２．顧客ニーズと市場の動向 について

※どんな業界なのか？どんなエリアなのか？そこにはどんなお客がいて、競合先はどのような存在なのか？書

類審査員にわかりやく説明してください。ポイントは3つ！！

①顧客について その業界はのびているのか衰退しているのか。木津川市であれば人口が増

えているのか減っているのか、顧客が求めている傾向等

②競合先について エリア内にいる同業者の数・取組み等

③過去と比較した今後の見通し 今までは〇〇であったが、今後は〇〇が予想される等

３．自社や自社の提供する商品・サービスの強み について

自社の長所を記載して差別化をアピールしてください。ポイントは３つ！！

①他社よりも優れていること 工夫していること等を記載してください。（3つぐらいがBEST）

②エピソード ①の優れていることの根拠を記載してください。

③何を提供しているのか ①②をもとに記載してください。（飲食業であれば、やすらぎを提供して
いる等）

４．経営方針・目標と今後のプラン について

標題通りポイントは3つ！！

①経営方針 「2.顧客ニーズ・・」に対して、「3.自社や自社の・・」を活かした取組み

を記載してください。

②目標 数値目標（今後の3年の売上目標等）ほか地域の雇用や産業を支えたい旨を

記載してください。

③今後のプラン 具体的な行動や時期を記載してください。（今後3年ぐらい） 【森井】



紙保存は要注意！2022年「電子帳簿保存法」改正
電子帳簿保存法の主な保存区分は、以下の3種類に分けられます。

• ①②は、電子的に保存義務はなく必要に応じて電子保存が認められます。

• ③の場合、令和4年1月1日以降に受領した電子取引データは、電子データのまま保存する必要があり
ます。ただし、2年間の宥恕措置が認められており、令和６年１月１日からは電子データのままで保

存しなければなりません。

どのように保存する必要があるのか︖

●改ざん防止のための措置をとること。

「タイムスタンプ付与」や「履歴が残るシステムでの授受・保存」といった方法以外にも「改ざん防⽌のため
の事務処理規程を定めて守る」でもよい。

●「⽇付・⾦額・取引先」で検索できるようにする 専⽤システムを導⼊していなくても、①索引簿を作成する
方法や、②規則的なファイル名を設定する方法でも対応が可能。

●ディスプレイ・プリンタ等を備え付けること。

保存方法 概要

①電子帳簿等保存 会計ソフト等で作成した帳簿や決算関係書類など

②スキャナ保存 相手から受け取った請求書や領収書などを、スキャニングしたもの

③電子取引

・データでやりとりした場合には「電子取引」に該当し、そのデータを保存
しなければならない。

・請求書・領収書・契約書・見積書などに関する電子データを送付・受領し
た場合には、その電子データを一定の要件を満たした形で保存することが
必要。

・申告所得税・法人税に関して帳簿書類の保存義務がある全ての方が対象。

義務化

自社内のチームが、どうすればパフォーマンスを高められるかについて、Googleが調査研究を

行いました。これまでは、1人の強いリーダーが指導して導く、いわゆる軍隊的な組織や宗教団体

等に多いカリスマ性を持った指導者が、全体を率いるというものがパフォーマンスを高めていく

のではないかと思われてきましたが、長期的に見ると「生産性（パフォーマンス）が高いチーム

は 、 心 理 的 安 全 性 が 高 い 」と の 結果 を 出 し て 、 世 界 的 に 有名 に な りま し た 。

心理的安全性とは、組織・チームの中で、対人リスクを恐れずに思っていることを気兼ねなく

発言でき、話し合える状態を指します。Googleは以下の5つがチームのパフォーマンスを高めたと

結論づけました。組織・チームで活動する場合に、そのような状態が作りだせるように、経営者、

事業主の方は、自社の運営に取り入れていただけたらと思います。

組織のパフォーマンスの高めるもの～心理的安全性～

心理的安全性
チームメンバーがリスクを取ることを安全だと感じ、お互いに弱い部分を
さらけ出せる。

相互信頼
チームメンバーは、他のメンバーが高いクオリティで仕事を時間内に仕上
げてくれると感じている。

構造と明確さ チームの役割、計画、目標が明確になっている。

仕事の意味 チームメンバーは仕事が自分にとって、意味があると感じている。

インパクト
チームメンバーは自分の仕事について、意義があり、良い変化を生むもの
だと思っている。

【森山】

【中山】



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

商工会本所前道路拡張工事のお知らせ

商工会費・労働保険料口座振替のお知らせ

令和４年度第２期の商工会費・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。

現金納付の方は窓口納付締切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。

口座引落日 窓口納付締切日

商工会費 １０月２０日（木） １０月３１日（月）

労働保険料 １０月 １７日（月） １０月１７日（月）

１０月３１日（月）の使用期限を過ぎたものは使用できません。また、未使用のプレミアム

商品券も換金できませんのでご注意くださいますようお願いいたします。

《最終持込日分は、令和４年１１月２５日（金）に、商工会から取扱い事業所のご指定口座に振込

みいたします。》

最終持込日
令和４年１１月1５日（火）厳守

本所・支所窓口に使用済商品券をお持ちください

2022プレミアム商品券 換金最終期限のお知らせ

11月中に商工会会館前の道路の東端ブロック塀撤去工事が行われます。

来館、通行の折にはご注意くださいますようお願いいたします。

（木津川市 建設課 TEL75-1223）

令和４年９月２８日（水）に京女連主催に

よる京都おもてなし交流ツアーin京丹波に木

津川市商工会女性部の部員１３名が参加しま

した。和知人形浄瑠璃を鑑賞した後、わち山

野草の森を散策し、府内商工会女性部の相互

交流を深めることが出来ました。 【眞鍋】

京都おもてなし交流ツアーin京丹波


