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自社開発工法による
新たな工事受注の拡大︵全国展開︶実現により

定できることが特徴︒注入圧
力によっては破損したり︑流
し込めない小さな型枠にも圧
力調整により流し込めます︒
当該器具及び工法は︑
NETIS︵国土交通省の新
技術情報提供システム︶に登
録されると共に特許も取得し
ています︒
◆地域に貢献し全国展開へ繋
げる‼
㈲真鍋組は︑当商工会の
支援を仰ぎ︑支援ツールを
活用しながら本計画承認をは
じめ︑工法の確立や特許・
NETIS登録を実現させま
した︒装置は︑丹後試作隊の
協力を仰ぎ︑㈱松田精工に完
成品を作って頂いた︒今後︑
地元生コン業者と連携して
営業活動を行い︑全国展開を
目指します︒﹁地元の工事は
地元の企業が地元の材料で﹂
をキーワードに︑お互いが

経営革新計画承認‼

有限会社真鍋組︵久美浜町
河梨・真鍋茂男社長︶が発明
した﹁高機動汎用充填材料注
入装置 ＧＡＲＩＡ Ａ︵ガ
リャーエース︶﹂を活用した
﹁グラウト押上注入工法﹂に
よる全国展開事業が︑京都府
の﹁経営革新計画﹂として承
認され ま し た ︒
◆作業 効 率 を 大 幅 に 向 上
◆工法 の 信 頼 性 向 上
工法はコンクリート構造物
の補修に関するもので︑流れ
やすくしたモルタルなどを補
修箇所に圧力をかけながら下
から上に押し上げる要領で注
入していきます︒その注入装
置であるGARYA A︵ガ
リャーエース︶は︑注入圧力
を低圧から高圧まで自由に設

京丹後から全国へ！
低コストコンクリート補修
技術で地域を豊かに︒
〝グラウト押上注入工法〟

経
※営革新計画承認とは
中小企業新事業活動促進法

及び提供するためのデータベ

た新技術に係る情報を︑共有

民間企業等により開発され

※NETIS︵新技術情報提
供システム︶とは

を応援するもの︒本法律に基

にチャレンジする中小企業者

ていて︑経営の革新に積極的

向上を図ること﹂と定義され

とにより︑経営の相当程度の

入等新たな事業活動を行うこ

で︑﹁新商品の開発や生産︑

ースであり︑各種審査を得て

づく﹁経営革新計画﹂の承認

WINWINの関係を築きな
がら︑当該工法をアピールし
ていく︒依頼があれば現地へ
出向いて自社で施工します︒
また︑舞鶴工業高等専門学
校が設置した全国的にも珍し
い取り組みである﹁老朽橋梁
調査診断センター︵仮称︶﹂
も今年から本格的に活動する
見通しで︑共同研究契約を行
っている同社にとっても︑新
たな工事受注の拡大︵全国展
開︶の追い風材料になりそう
です︒
真鍋社長は﹁安全で労力も
かからない装置であり︑工法
である︒地元で実績を重ねて︑
全国の工事現場へ広めた
い︒﹂としています︒

登録される︒国土交通省によ

た施工者には︑工事成績評定

公共工事等で技術を活用し

用意されている︒

ための様々な支援メニューが

を受けると企業の経営革新の

商品の新たな生産の方式の導

って運営されている︒

で加点されるメリットがある︒

合わせて︑自動車部品など
を製造する㈱日進製作所の廣
野祐喜氏が︑製造工程を改善
し製品の品質向上を提案﹁創
意工夫功労者﹂に選ばれまし
た︒
発
※明等功労者表彰とは
科学技術の研究・開発や普
及に貢献した人を﹁科学技術
功労者﹂︑優れた発明考案を
した人を﹁発明考案功労者﹂︑
創意工夫により産業の振興に
寄与した人を﹁創意工夫功労
者﹂として毎年︑京都府が表
回目︒

完売

完売

ステージ席 １人席 12,000円

ご相談、お問い合わせは、京丹後市商工会 本所または支所まで

【橋梁床板断面修復工事】工程

彰する制度︒今年で

車イス用席 １人席 10,000円

■主催：大相撲京丹後場所実行委員会
■お問い合わせ：商工会本所事務局（☎62-0342）・市役所スポーツ観光・交流課（☎69-0470）

イ ス 席 １人席 10,000円

事業計画書を作成したい
コストダウンを図りたい など

●チケット販売所/商工会各本支所窓口（平日の午前8時30分〜午後5時）

ペ ア 席 ２人席 22,000円

（大宮町口大野208-1）

たまりＡ席 １人席 13,000円

大宮社会体育館

日時 平成26年

（消費税込）

市制
10周年記念

10月19日
（日） 場所

午前８時開場／午後３時打出し

●金融対策

●申請先：京都労働局

たまりＳ席 １人席 14,000円

好評
発売中

たとえばこのような相談に

経営ビジョンをつくりたい
ビジネスコーチングを受けてみたい
社内の業務システムを見直したい など

●支給額：［４］の経費の2分の1。
ただし、企業規模30人以下の事業場は４分の３。
（上限100万円）

《チケット料金表》

チケット

■お問合せ等■ 京都労働局労働基準部賃金室（TEL075−241−3215）
なお、この制度は予算がなくなり次第終了となりますので、お早めに申請ください。

大相撲京丹後場所

○申込先
商工会本所・支所窓口にて所定の申込
書に必要事項を記入の上お申込みくだ
さい。

ご利用いただける方

○スケジュール（予定）
協力店舗募集期間
平成26年7月1日（火）〜8月8日（金）
商品券使用期間 9月〜12月
商品券換金期間 9月〜平成27年1月

支給の要件

○問い合わせ
京丹後市商工会（担当：松村）
TEL62-0342 FAX62-3553

従業員が２０人以下（商業、宿泊業、娯楽業以外
のサービス業の場合は5人以下）
※従業員数とは、支店・工場等を含む従業員の数
となります。創業を予定する方も可能です。

●経営全般

株式会社 松田精工
いくもの︒従来の作業工程を
大幅に改善・効率化させるこ
とに成功し︑特許を取得して
います︒
2010年には︑京都府の
﹁知恵の経営﹂実践モデル企
業として認証されており︑松
田社長は︑﹁生き残っていく
為には︑自社オリジナルの商
品を造り出すことが重要なこ
との一つだ﹂と今回の授賞式
に出席されました︒

（京都府経営・技術強化支援事業）

［１］賃金引上計画の策定…
事業場内で最も低い時間給を40円以上引上げ（就業規則等に規定）
［２］引上げ後の賃金支払実績
［３］業務改善の内容及び就業規則に対する労働者からの意見聴取
［４］賃金引上げに資する業務改善を行い費用を支払うこと 等

この事業は、経営・営業・生産・技術など多くの課題を
抱えた「小規模事業者又は創業を予定する者（小規模事
業者等）」の要望に応じて、エキスパート（専門家）を直
接事業所等に派遣し、専門的・実践的な指導と助言によ
り課題達成を図っていく事業です。

取扱店舗を募集します

エキスパート・
バンク が応援します

市制１０周年記念

EXPERT
BANK

厚生労働省より、事業場内の最も低い時間給を引き上げた、
中小企業・小規模事業者に対して賃金引上げに資する業務
改善を支援する補助金がでましたのでご活用ください。

京丹後市商工会
「プレミアム商品券」事業

「中小企業最低賃金引上げ支援対策補助金」のご案内
小規模事業者等の経営・技術強化

脱枠直後
グラウド押上注入工法

鉄筋防錆処理
鉄筋更生処理
施工前

GARYA-A

ガリャーエース

京都 府 発 明 等 功 労 者 表 彰
17

京丹後市から1社入賞

去る4月 日︑京都府発明
等功労者表彰において︑株式
会社松田精工︵代表取締役
松田和広氏︶は︑農機具定植
穴あけ機﹁あけるンジャー﹂
の自社開発が評価され受賞さ
れました︒
2009年に開発した当該
農機具は︑筒状の刃が付いた
車輪を転がし︑マルチシート
の上から等間隔に定植穴を開
け︑シート片を都度回収して
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−

−
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京丹後市商工会

6
協働・共感で響きあう
まちづくりをLEADする

Kyotango City Society of Commerce & Industry
京丹後市商工会 〒627-0012 京都府京丹後市峰山町杉谷836‑1
●TEL.0772-62-0342 ●FAX.0772-62-3553
●URL：http://kyotango.kyoto-fsci.or.jp

