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マル経融資制度は、経営改善を図ろうとする小規模事業者の方々をバック
アップするため、京丹後市商工会の推薦により、無担保・保証人不要・低
金利で融資を受けられる国（日本政策金融公庫）の公的融資制度です。

【融資条件】
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2,000万円

返済期間

運転資金7年以内（うち据置1年以内）
設備資金10年以内（うち据置2年以内）

事業報告会の様子

1.45％（平成26年7月11日現在）

融資利率

25

● 融資利率は金融情勢により変わることがあります。

不要です（信用保証協会の保証も不要）

担保・保証人

以下のすべての要件を満たす方
● 従業員20人以下
（商業・宿泊業及び娯楽業を除くサービス業は5人以下）
の法人・個人事業主
● 商工会の経営・金融指導を受けて事業改善に取り組んでいる
● 最近1年以上、同一商工会の地区内で事業を行っている
● 商工業者であり、
日本政策金融公庫の融資対象業種を営んでいる
● 税金
（所得税、法人税、事業税、住民税）
を完納している

融資対象

資金使途

○織物技術指導事業助成金
○京丹後きもの祭（アミティ丹後）
ちりめん祭併催
○部会事業報告会及び講演会・懇親会

※審査の結果、ご希望に添えない場合もございます。予めご了承ください。
※ご利用にあたっては、商工会の経営指導を受けている方で、商工会長の推薦が必要です。
※ご相談を希望される方は、お近くの京丹後市商工会本所・支所にご連絡ください。

事業再生

設備投資

エネルギー・環境

中小企業・小規模事業者のための

施策検索
システム

2014

施策マップ 6.30
サイトオープン

支援ポータルサイト

「
未 来 の 企 業★

応 援サ イト

ミラサポ

検索

」を検索

※ミサラボとは、
中小企業庁が
運営するポータルサイトです。

www-mirasapo.jp

国・都道府県・市区町村の施策を、カンタン・ベンリに横断検索

クリ
ック
！
トップ画面にある
「施策マップ」バナーを
クリック！

●気になっていた施策の
内容をすぐ確認できる！

46

製品との競合や生産量減少
など様々な問題があります
が︑私たちが守らなければ
ならない伝統産業であるこ
との認識を新たにし︑関係
機関と連携して努力する﹄
と式辞を読みあげ︑出席者
一同決意を新たに︑式典を
終了しました︒

中小企業・小規模事業者向けの支援施策をインターネット上で
確認できるシステムです。
国・都道府県・市区町村が実施する施策を、目的、分野、対象者
などに応じて検索し、
「一覧表示」
「比較表示」することが可能！
国の施策については、全省庁の施策を横断的に検索できます。
あなたにとって最適な施策を、カンタン・ベンリに
調べられる「検索マップ」をぜひご活用ください。

15

●国や自治体の施策を横断
的に検索できてベンリ！
●市区町村の施策を比較
できるから、起業する地域
の検討にも使えるかも！
？

女性部員募集中

１００人の仲間ができた！

商工会女性部事務局
TEL：62-0342 FAX：62-3553

親睦ボウリング大会開催

青年部員募集中！

京都府最大部員数

青年部通信

私達と共に、
女性部の活動に
参加しませんか？

画面上部にある「はじめての施策マップ早わ
かりガイド」から、活用・操作・登録方法を
ご確認ください。

青年部には様々な業種の若手経営者・
後継者が在籍しています。
ネットワークを築き事業発展に
つなげよう！
お問い合わせは青年部事務局
TEL.62-0342まで

http://kyotango-implse.jp

青年部主張発表大会北部ブロック予選会

最優秀賞、
優良賞獲得！
今年も青年部のアツイ夏がやってき
た！青年部主張発表大会北部ブロック予
選会。今年はアグリセンター大宮にて開
催され、京丹後市商工会青年部代表の発
表者３名が、与謝野町商工会青年部代表
１名・伊根町商工会青年部代表１名と、
京都大会行きの切符を懸けて壇上に向か
いました。
慣れない舞台での緊張やプレッシャー
を感じながら、青年部に入って得た経験
や、それによって構築できたネットワー
クの大切さを各々の視点で発表しました。
発表者を応援しようと青年部員が集結し、
青年部ＯＢの先輩たちも駆けつけてくれ、
４０名を越える応援団となりました。発
表者にとっては仲間の応援がどんなに心

７月５日（土）に、プラザアピア峰山で
健康増進事業の親睦ボウリング大会を開催しました。梅雨の最中
で大変蒸し暑い日でしたが、２９名の参加者により熱戦が繰り広げ
られるなど、楽しいひと時を過ごし、部員の交流を深めました。
〈ボウリング大会結果〉○優 勝 平井美恵子さん（弥栄支部）
○準優勝 木 村 基 子さん（峰山支部）
○第３位 上 田 幸 子さん（弥栄支部）

視察研修会を実施（久美浜支部）

強かったことでしょう。
結果は見事に最優秀賞に野木部員、優
良賞に高橋部員が選ばれました。野木部
員は8月7日に開催される京都府大会に出
場します。その場でも見事な主張発表を
披露してくれると思います。
※京丹後市商工会青年部 主張発表大会
北部ブロック予選会出場者）
高橋将彦(峰山) 野木久聖(丹後)
小森豊彦(久美浜) 〈敬称略、順不同〉
〈研修委員長

高田友宏〉
▲

小森部員

▲

野木部員

高橋部員

▲

事業報告

５月１３日（火）に久美浜支部は14名で京都方面に日帰り
で視察研修会を実施しました。本田味噌本店は、久美浜産の
お米を使って味噌を作られており、たくさんの種類の味噌や
お菓子があり、味噌の甘い香りに包まれながら研修しました。
次の吉本祇園花月では、吉本芸人さんと飛び入りの私たちの
部員の芸に大笑いするなど、楽しいひと時となりました。

いかり高原まつりにバザー出店（丹後支部）
『いかり高原まつり』が６月１日（日）に開催され、バザー出店
しました。今年は、いかり高原・スイス村・渓里野間の３会場で
開催され、丹後支部は、いかり高原会場で「さざえ飯」を販売し
ました。当日は大変暑い日でしたが、 さざえが沢山入っていて
おいしい と大勢の方に買い求めて頂き、早々に完売しました。

陶芸教室を開催（大宮支部）
６月２９日（日）に大宮ふれあい工房で陶芸教室を実施しまし
た。講師の方の懇切丁寧なご指導で、世界に一つだけの素晴ら
しい花器や大皿が出来上がりました。２ケ月後には、釉薬によ
りお化粧され一段と素敵になった作品となるのが楽しみです。

今後の活動予定

８月２日 ●フェスタ飛天 バザー出店
（土）

（峰山支部）

織物振興を願い

海外展開

健康・医療

あしぎぬ顕彰祭を開催しました

研究開発/商品・サービス開発

知的財産

○意欲ある部会事業推進助成金へ拠出

○織物技術指導事業助成金
○京丹後きもの祭（網野神社）ちりめん祭併催
○部会事業報告会及び講演会・懇親会
○視察研修事業
○意欲ある部会事業推進助成金へ拠出

弥栄町鳥取の﹃あしぎぬ
の碑﹄の前にて︑第 回あ
しぎぬ顕彰祭を開催しまし
た︒この﹁あしぎぬ顕彰
祭﹂は７世紀初め︑すでに
この地で絹織物が織られ︑
奈良朝廷に献上されていた
ことから︑先人の遺徳を偲
び限りない﹁丹後ちりめ
ん﹂の発展を願って︑毎年
７月２日の毘沙門天の祭日
に開催しています︒
当日は︑市内織物関係者
及び商工団体ら約 名の参
列のもと︑行待商工副会長
が︑﹃丹後ちりめんは︑日
本の高度経済成長と共に歩
み︑丹後の経済や文化に大
きな役割を果たしてきた︒
時代の変革とともに︑外国

創業・起業 販路・需要開拓 経営改善・事業継承 雇用・人材

平成26年度 部会事業計画

平成25年度 部会事業報告

【運転資金】仕入資金、買掛金、給与ほか諸経費の支払い
【設備資金】店舗・工場改装、営業車両、機械・設備・什器等の購入

沖田会長による講演

ご講演︑そして︑京丹後
市きもの振興議員連盟の
松本経一会長より﹁丹後
の織物産地の現状と今後
について﹂議会の動きに
ついてお話と︑京丹後市
商工観光部の新井清宏部
長より﹁京丹後市商工業
総合振興条例について﹂
市政における進む方向と
織物業への支援策等ご紹
介を頂きました︒
最後に︑部会内の情報交
換と懇親を深めて頂くた
めに懇親会を開催いたし
ました︒

融資限度額
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織物業部会

マル経融資 のご案内

小規模事業者
経営改善資金

部会事業報告会 及び講演会・懇親会
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織物業部会では︑組織
強化事業の一環として︑
去る６月 日︵金︶︑午
後５時 分からプラザホ
テル吉翠苑におきまして︑
﹃部会事業報告会及び講
演会・懇親会﹄を︑織物
業部会の総代及び理事等
名のご参加を頂き開催
いたしました︒
この事業は︑平成 年
度実施されました部会事
業報告並びに平成 年度
部会事業のご案内と︑当
会会長であり㈱アウルコ
ーポレーション代表取締
役会長の沖田康彦氏より︑
﹁商工会及び観光業から
見た織物産業﹂と題した

京丹後市商工会だより No.80

