テーマ

内

容

9月10日
（木） 経 営 １

第2講座

9月17日
（木） 経 営 ２

・売れる商品/サービスの作り方
・マーケティングの基本
・価格設定の考え方

第3講座

9月24日
（木） 販路開拓

・顧客育成の考え方
・販売促進の基礎
・店舗演出やネット活用の基礎

第4講座

10月1日
（木） 財 務 １

・収支計画と資金計画の作成
・創業時の資金調達方法
・事業資金と生活資金の知識

第5講座

10月8日
（木） 財 務 ２

・具体的な経理業務
・資金繰りとは
・決算書と税務申告の基礎

第6講座

10月15日
（木） 人材育成

◆会

場

◆講

師

・従業員を雇用するなら
・給与計算と労務管理
・人材育成の考え方

2015

京丹後市商工活性センター(京丹後市商工会)
2階研修室
エスビーサポート合同会社
伊東 伸氏（中小企業診断士）

用 3,000円（テキスト代）
◆対象者 創業を目指す方、創業後間もない方、事業承継
予定者、事業承継後間もない方。その他創業に
関心のある方や経営について学びたい方など
◆定 員 20名程度

受講メリット

◆費

◆申込締切 9月1日（火）
◆お申込み・お問合せ 京丹後市商工会 経営支援課
（電話62-0342）
※商工会本所に、所定の申込用紙があります。
（※）特定支援事業を受けていただいた場合のメリット

1. 創業前の方が株式会社を設立する際の登録免許税が半額になります
2. 創業2ヶ月前から利用対象となる創業関連保証の特例が事業開始6ヶ月前から利用できます
3. 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1000万円から1500万円に拡大されます
（注）京丹後市在住の方、または、京丹後市内で創業される方が、全６講座のうち５講座以上、
かつ、
「経営・財務・人材育成・販路開拓」に関する各テーマについて１講座以上受講した
場合が特定創業支援事業となります。メリット1は、創業前の方であることが要件となりま
す。メリット2及び3は、事業開始後6ヶ月前から創業後5年未満の方が対象となります。

■創業に必要な知識とビ
ジネスプランの作成方
法が学べます。
■１講座２時間の短時間
集中講座なので理解度
がアップします。
■創業塾修了後の事後相
談は経営支援員が全面
的にバックアップしま
す。
■個別相談も随時可能で
す。
■「京丹後市創業支援事
業計画」に基づく特定
創業支援事業の対象講
座です（※）

青年部通信

経済産業省中小企業庁では、本年７月より
「平成27年中小企業実態基本調査」を実施し、
現在、調査対象企業の皆様へ協力を呼びかけ
ています。
この調査は、平成16年度から毎年実施して
いる一般統計調査で、中小企業全般の経営等
の実態を明らかにし、中小企業施策の企画・
立案のための基本資料を提供するとともに、
中小企業関連統計の基本情報を提供するため
のデータ収集を行うことを目的としています。
調査対象企業は、総務省が実施した「経済
センサス」の結果をもとに、中小企業約330
万社の中から約11万社を選出しています。
調査内容は、企業の概要や平成26年度の決
算、委託や研究開発の状況などとなっていま
す。
中小企業庁からは調査対象企業に対し調査
協力依頼書や調査票などを送付しており、調
査期日は８月１日となっています。
調査への回答方法は、インターネットと紙
の調査票のどちらかを選ぶことができます。
インターネットの場合には、入力を補助する

お問い合わせは青年部事務局
TEL.62-0342まで

http://kyotango-implse.jp

▲

▲

▲

程を、ペア活動とグループ活動で
体験しました。
最初は、「誰が一番悪いのか」
という心理ゲームを使って５種類
の中から強制的に意見を選択させ、
違う意見を持つ人同士でペアを作
って意見を５種類のどれかに擦り
合わせるペア活動を行いました。
次は、「月面で必要な物」を設定場面と備品リスト
から、単独で順位付け後に４〜５人で順位付けを合意
するグループ活動を行い、グループの回答が単独回答
よりも正解に近づいたかを比較しました。
「相手の意見を引き出すために、相手の気持ちをつ
かむ話し方を行えていたか。知恵を出し合い議論を深
めた結果、意見が変わる事をどのような態度で受け入
れたか。」という事を、活動を通して改めて自分自身
を振り返る事が出来ました。
参加された青年部員23人は、皆さん家業、各委員会、
地域活動などでリーダーシップを求められていると思
いますので、今回の講習会を活かして、また新たな発
想や柔軟な思考に繋げていただけると強く信じていま
す。
〈研修委員長 高田 友宏〉

平成27年８月31日（月）

●問い合わせ先
平成27年 中小企業実態基本調査事務局
TEL：0120-262-535（フリーダイヤル）
03-5244-5766（直通）まで
●詳細は中小企業実態基本調査ホームページ
http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/cho
usa/kihon/20150615chousa̲jishi.ht

京丹後市商工会

使用期限は平成 27年10月31日まで
となっております。
期日までのご使用をお願い致します。

女性部員募集中
私達と共に、
女性部の活動に
参加しませんか？
商工会女性部事務局
TEL：62-0342 FAX：62-3553

京丹後市ビーチ 一斉クリーン作戦

稲垣部員

６月12日、山本 衣奈子 氏を講師に招き、青年部経
営セミナーを開催しました。山本氏は、2004年よりプ
レゼンテーションプランナーとして声と身体とココロ
を活かしたコミュニケーションプログラム・プレゼン
テーションを全国で行われています。（2010年
E-ComWorks株式会社設立・同代表取締役就任）
本日の講習会では、「リーダーシップ（統率力）が
高い集団の価値観の摺合せ（合意形成／コンセンサ
ス）をする時におけるリーダーの態度・方法について
講義をしていただきました。
まずは、リーダー
シップ理論（リーダ
ーシップの型、人は
置かれた状況で動き
方が異なる事）の説
明を受けました。
次にコンセンサス
（意見の合意）の過

※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
・福永康宏（峰山）・嶋﨑純一（大宮）・稲垣彰五(網野)
〈敬称略、順不同〉
〈研修委員長 高田友宏〉

嶋﨑部員

リーダーシップ講習会

●提出期限

員、優良賞に稲垣部員が選ばれました。福永部員と嶋﨑部
員は8月４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。

福永部員

経営セミナーを開催しました！

●対象範囲
①建設業、②製造業、③情報通信業、④運
輸業，郵便業、⑤卸売業，小売業、⑥不動
産業，物品賃貸業、⑦学術研究，専門・技
術サービス業、⑧宿泊業，飲食サービス業、
⑨生活関連サービス業，娯楽業、⑩サービ
ス業に属する中小企業

情報提供ご希望の場合はお申し出ください。随時FAXかメールにてご案内い
たします。お問合せは
経営支援課まで〈TEL62−0342〉

プレミアム商品券

最優秀賞・優秀賞獲得！

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。今年もアグリセンター
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、５０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
に心強かったことでしょう。
結果は見事に最優秀賞に福永部員、優秀賞に嶋﨑部

機能がありますので、ぜひご活用ください。
調査結果は、平成28年３月下旬に速報を、
同６月下旬に確報を中小企業庁のホームペー
ジで公表いたします。また中小企業白書にも
集計結果や分析結果を掲載いたします。

商工会では、物産展、商談会等の販路開拓に係る情報提供をしております

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！

１００人の仲間ができた！

47

平成27年 中小企業実態基本調査への協力依頼について

青年部員募集中！

京都府最大部員数

青年部主張発表大会
北部ブロック予選会

10

に﹁シルクのまちづくり﹂
のネットワークなど新たな
芽生えも見え出している﹄
と式辞を読みあげ︑この顕
彰祭を契機に先人の遺徳偲
ぶとともに︑力を合わせこ
の誇らしい伝統産業による
地域経済の再生と心豊かな
地域社会の実現に向け決意
を新たに︑式典を終了しま
した︒

第1講座

・ビジネスモデルの構築
・ターゲット市場と目標の設定
・経営戦略の策定

織物振 興 を 願 い

開催日

あしぎぬ顕彰祭 を開催 しました

カリキュラム：各木曜日の19時30分〜21時30分
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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
及び商工団体など約 名の
参列のもと︑沖田会長が︑
﹃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︑
﹁絹のふるさと﹂の実現を
目指した︑様々な取組と共

塾生 を募集 します

創業を目指す方や経営について学びたい方などを対象に、次のと
おり講座を開催します。創業に必要な経営ノウハウ（経営、財務、人
材育成、販路開拓）について、基本的知識から一歩踏み込んだ創業
に必要な知識の習得を通じて創業する力を養成します。

創業塾

京丹後市商工会だより No.92

事業報告

6月14日、箱石海岸から浜詰海岸の清
掃ボランティアに参加しました。
当日は、梅雨というのに日差しが厳しい
日となり、そんな中、200名超のボランテ
ィアが箱石海岸に集結。市長のあいさつ
後、早々にゴミ袋をいただき清掃開始。海
藻が浜辺に打ち上げられてはいたものの、
この時期何回か掃除をされたのか、思いのほかゴミは少なかった。ただ、
小さなプラスチック片・漁具等が目立った。
清掃は1時間程度で切り上げましたが、海岸の美化に少しは協力できた
のではと思います。

健康増進事業
7月11日、プラザアピア峰山にて開催し、
「ボウリング大会」 33名が熱投を繰り広げました。ストライ
クでガッツポーズをきめたり、スペアを取
りハイタッチをするなど、かたやボールが
後ろに転がり笑いがおこるなど、大いに交
流も深まりました。
〈成績〉
○優 勝
○準優勝
○第３位

平井美恵子さん（弥栄支部）
木 村 基 子さん（峰山支部）
上 田 幸 子さん（弥栄支部）

今後の事業予定
８月６日〜７日……

近畿ブロック交流会及び主張発表大会（滋賀大津）
京都府の代表として、和田副部長が発表します。

