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京都府中小企業団体中央会
新卒者就職応援プロジェクト 開始式を開催
　去る4月19（月）、京都府中小企業会館において、新卒者就職応
援プロジェクト 開始式を開催、実習生及び受入企業、関連コーディ
ネート組合の関係者約50名が出席した。
　開始式では、受入企業やコーディネート組合の方々に温かく見守
られる中、渡邉会長より実習生に対し認定書が交付され、実習生代
表から「必要な技術や知識を学ぶとともに、社会人としての基本も
身に付けられるよう力を尽くしたい」と決意が表明された。
　実習生は本会が開催する社会人基礎力講座を受講後、各受入企業
において必要とされる技能・技術・ノウハウ等の習得を目指し長期
間の職場実習を行う。

《新卒者就職応援プロジェクトの概要》
　新卒者就職応援プロジェクトは、経済産業省が平成22年3月の大学・高校等の卒業生の就職率が大変厳しい状況
にあることから、採用意欲のある中小企業と就職の決まっていない卒業生との橋渡しを行うことを目的に本事業を推
進している。
　本会では、全国中小企業団体中央会を経由して本事業を受託し、受入企業の確保や実習生の募集、両者のマッチン
グ等をすすめており、5月12日には府北部（綾部市）での実習生及び受入企業募集説明会の開催を予定している。

本件に関するお問合せは以下までお願いします。
　京都府中小企業団体中央会　新卒者就職応援プロジェクト　　担当：京谷・木下　　☎ 075-314-7131

実習生への認定書交付 実習生代表決意表明

主催者挨拶：渡邉会長
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特集 組合事務手続き ワンポイント（その２）

総会議事録作成についての留意点�
　平成18年5月施行及び平成19年4月施行の改正中小企業等協同組合法（以下、改正組合法）において、総会議事録には
次の事項を記載等することとなりました。改正組合法対応の定款変更を行っていない組合においても法に基づいた作成対応
が必要です。

通常総会（総代会）議事録　作成例
 ○○○○組合名
　招集年月日　　平成　　年　　月　　日
　開催の日時　　平成　　年　　月　　日　午前（後）　　時　　分
　開催の場所　　　（住所、会議場名）
　理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
　　理事　○人、出席理事　○人（本人出席　○人）
　　監事　○人、出席監事　○人（本人出席　○人）
　組合員数及び出席者数並びにその出席方法
　　組合員　○人、出席者　○人（本人出席　○人、委任状出席　○人、書面出席　○人）
　出席理事　○○○○、○○○○、○○○○、○○○○
　出席監事　○○○○、○○○○
　議長　　　○○○○
　議事録の作成に係る職務を行った理事　○○○○

議事の経過の要領及びその結果
　定刻に至り（氏　　名）は、司会者となり組合員総数（総代定数）及び出席者数を報告、定足数を満たして
おり本総会（総代会）の成立を宣す。
　まず開会にあたり、議長選任について議場に諮ったところ、司会者一任と決まり、司会者から（氏　　名）
を議長に選任することについて提案全員異議なく賛成した。
　よって、議長は挨拶を行い議事に入る。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・　（中　略）　・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第○号議案　定款一部変更の件
　議長は、（氏　　名）より、別紙変更理由書及び定款中の変更しようとする個所を記載した書面を朗読説明
させ、議場に諮ったところ、原案どおり全員異議なく賛成、可決決定された。
　議長は、本総会の審議を終了した旨を告げ午前（後）　時　分に閉会を宣す。
　本総会の議事の審議要領及びその結果を明確ならしめるため、議長及び出席理事は本議事録を作成し、次に
記名押印す。
　平成　　年　　月　　日
 議　　長　　　（氏　　名）　　㊞　　　
 出席理事　　　（氏　　名）　　㊞　　　
 出席理事　　　（氏　　名）　　㊞　　　

（注1）　各ページの上部余白部分に捨印を押印すること。また2枚にわたる場合は割印を要します。
（注2） 　議事録中に、例えばこの作成例（「定款一部変更の件」）にように、別紙と記載する場合、別紙は必ず議事録の一部

として添付割印して下さい。添付しない場合は、議事録内にその内容を具体的に記載して下さい。
（注3） 　この作成例は、定款に「総会の議事録は、議長及び出席した理事が作成し、これに署名するものとする」という記

載がある場合です。

　3月に年度末を迎えられた組合の大半がこの5月に通常総会を迎えられます。協同4月号に
おいては、決算手続き及び監査報告書について解説しました。今回は、通常総会後の議事録
作成、理事会議事録について解説しますので適切に対応下さい。



�協 同 �010.5

　　　 　なお、改正組合法対応の定款参考例に準拠した、組合定款（総会の議事録）の変更を行った組合は、この作成例の
下線部分については次のような記載となります。

　本総会の議事の審議要領及びその結果を明確ならしめるため、議事録作成理事は本議事録を作成し、次に記
名押印す。
　平成　　年　　月　　日
 議事録作成理事　　　（氏　　名）　　㊞　　　

理事会議事録作成についての留意点�
　理事会議事録も総会議事録同様の対応が必要です。なお、業務監査権限を付与された監事は理事会出席の義務が課され、
理事会議事録への記名押印が義務づけられました。なお、監事の権限が会計に限定されている場合は、これらの義務は課さ
れませんが、それにも関わらず実際に監事が理事会へ出席した場合は、理事会議事録への記名押印が課されます。

理事会議事録　作成例
 ○○○○組合名
　招集年月日　　　平成　　年　　月　　日
　　（理事会招集手続きは、全員の同意があり省略する。）
　開催の日時　　　平成　　年　　月　　日　午前（後）　時　　分
　開催の場所　　　（住所、会議場名）
　理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
　　理事　○人、出席理事　○人（本人出席　○人、書面出席　○人）
　　監事　○人、出席監事　○人（本人出席　○人、書面出席　○人）
　出席理事　○○○○、○○○○、○○○○、○○○○
　出席監事　○○○○、○○○○
　議長　　　○○○○

議事の経過の要領及びその結果
　定款の規定により理事長（氏　　名）は議長に就任し議事に入る。
第○号議案　代表理事（副理事長、専務理事）選定の件
　 　議長は、理事たる代表理事（氏　　名）副理事長（氏　　名）、専務理事（氏　　名）が平成　　年　　

月　　日（本日の通常総会終結時）をもって任期満了退任したのに伴い、代表理事（副理事長・専務理事）
の資格を喪失したことになったので、後任者を選定しなければならない旨を述べ、全員協議の結果、次の代
表理事（副理事長、専務理事）が選定されその就任を承諾した。

　　代表理事　　（氏　　名）（住所）
　　（副理事長）　（氏　　名）
　　（専務理事）　（氏　　名）
　　議長は、以上をもって議案の審議を終了した旨を告げ、　　時　　分に閉会を宣す。
　 　本理事会の議事の審議要領及びその結果を明確ならしめるため、本議事録を作成し、議長並びに出席理事、

出席監事は、次に記名押印す。
　　平成　　年　　　月　　　日
 議　　長　　　（氏　　名）　　㊞　　　
 出席理事　　　（氏　　名）　　㊞　　　
 出席理事　　　（氏　　名）　　㊞　　　
 書面出席理事　（氏　　名）　　㊞　　　
 出席監事　　　（氏　　名）　　㊞　　　

組合事務手続きについてご不明な点は、
右記までお問合せ下さい。

　　京都府中小企業団体中央会　　連携支援課　☎075-314-7132
　　　　　　　　　　　　　　　　企画調整課　☎075-314-7131
　　　　　　　　　　　　　　　　北部事務所　☎0773-76-0759
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産学連携によりホームページを開設
～ 京都府製麺卸協同組合 ～

京都府中央会の簡易型ホームページ作成支援に関するお問合せは以下までお願いします。
　　京都府中小企業団体中央会　企画調整課　☎ 075-314-7131

　本会では、組合及び組合員企業の情報化の促進は重要な課題であることから、まだホームページを開設していない本会会
員組合及び組合員企業に対し、簡易型ホームページ作成等の支援をおこなっています。
　今回、京都府製麺卸協同組合のホームページ開設にあたり、情報技術の専門学校である京都コンピュータ学院学生とのコー
ディネート支援を行い、組合の“安心安全な麺作り”への思いと学生の斬新なアイディアとが融合した産学連携によるホー
ムページが完成しました。

http://www.kyoto-marugoto.jp/web/seimen/

　このたび、念願のホームページを開設することが出来ました。
　ホームページの開設にあたりましては、組合青年部が中心となり
京都コンピュータ学院学生との協議を重ねてまいりました。
　これからは情報化時代と言われています。製麺業界でも、古都京
都という世界ブランドを生かし、消費者の皆さ
んに、食の安心安全をホームペ－ジを通じて発

信出来ればと考えております。
　組合員、関連業界の相互連携による、
新たなビジネスチャンスを展開する場
としても積極的に活用していきたいと
思います。

《奥野 龍一理事長よりひとこと》

【組合DATA】
　京都府製麺卸協同組合
　〒602-8144　京都市上京区竹屋町通日暮東入藁屋町535
　☎ 075-841-2010　　FAX　075-812-7766
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No.9 京
きょうしっき

漆器
　永い伝統と人々のたゆまぬ努力により育まれ優れた「京の伝統工芸」
をご紹介するこのコーナー。
　今回は、優雅なデザインと繊細な仕上がりが特徴の『京漆器』です。

（経済産業大臣指定伝統的工芸品・京都府知事指定伝統的工芸品・地域団体商標登録）

　漆器は英語で「ジャパン」といい、日本の工芸品の代表
格といえます。もともと中国で始まったと伝えられる漆器
は、日本でも縄文時代にはすでに広まり、その種類も生活
用具だけでなく、仏具、武器、文房具など多岐に及んでい
ました。
　漆地に金粉を散りばめた蒔絵が生まれたのは奈良時代の
ことです。日本で生まれたこの独自の技法は平安時代へと
受け継がれて発展し、やがて研出蒔絵や平蒔絵が完成され
ました。
　京漆器は、室町時代以後、京都を中心に栄えた茶の湯の
文化とともに広まり、全国漆器産業の中心として栄えまし
た。その原動力となったのは、数多くの名工が残した作品
や技術・技法であり、手と技による品質とデザインの優秀
性です。
　京漆器は長い歴史に育まれ、他の産地に見られない「わ
び」・「さび」といった内面的な深い味わいを備えています。
優雅で洗練されたデザインと、堅牢さに加えて、平面や立
体の作りの美しさや、繊細な仕上がりが特徴です。茶道具
をはじめ、ごく一般的な食器類、家具、さらには調度品に
もおよび、今も全国漆器業界の注目を集めています。

　京都は文化の集積地であるということが大きく影響して
おり、職人たちは自然に「わび」・「さび」を学び、お茶や
お華、寺社仏閣の仕事に代々携わっていることから、ほん
もの志向が芽生えてくるのです。ほんものを見分けられる
お客様がいて、初めていい職人が育ち、職人はお客様の求
めるレベルが高ければ高いほ
ど、いい商品をつくるのです。
　京漆器の良さは、今なお伝統
的なつくり方で製作されてお
り、ただ丈夫だけではなく、姿・
形・デザイン・使い勝手が洗練
されていることです。

《遊部　尋志理事長よりひとこと》

【組合DATA】
　京都漆器工芸協同組合
　〒606-8343　京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の2
 京都市勧業館　KYOオフィス内
　☎ 075-761-3460　　FAX 075-761-3466
　URL http://www.kyo-shikki.jp

国内最大級の環境産業見本市
びわ湖環境ビジネスメッセ2010  出展のご案内

　滋賀環境ビジネスメッセ実行委員会では、「環境ビジネス」を振興するため、産学官が協同して環境
産業見本市「びわ湖環境ビジネスメッセ」を開催しています。
　13回目を迎える今回も、下記のとおり開催されますので、環境ビジネスに取り組んでおられる皆様、
この機会に是非ご出展ください。

●開 催 日 時 平成22年10月20日（水）～22日（金）
 10：00～17：00（最終日は16：00まで）

●会 　 　 場 滋賀県立長浜ドーム

●出 　 展 　 料 標準小間（9㎡～） 200,000円～
 Sサイズ小間（4㎡） 100,000円（申込は1企業につき1小間）

●申 込 締 切 日 平成22年6月15日（火）

●ホームページ 出展に関する詳細は、次のアドレスをご覧ください。
 http://www.biwako-messe.com/application/

●お 問 合 せ 先 滋賀環境ビジネスメッセ実行委員会事務局
 滋賀県庁新産業振興課内
 TEL：077-528-3793　　FAX：077-528-4876
 E-mail：info@biwako-messe.com
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No.36

　共同事業等に先進的に取り組んでいる組合
事例をご紹介するこのコーナー。今回は、官
公需適格組合制度を活用し、官公需共同受注
事業に取り組んでいる事例です。

　官公需適格組合の証明を昭和58年1月に取得し、以来
今日まで20数年、適格組合としての要件を堅持され、公
共工事はもとより、民間の大小さまざまな工事に対応して
いる。組合としてKESを取得するなど環境問題にも積極
的に取り組んでいる。

　 背景と目的  
　設立当時の京都土木業界は、そのほとんどが零細企業で
あり、不利な条件のもとでの経営を余儀なくされていた。
土木建設業における官公需のウエイトは高く、零細事業者
が低ランクの位置づけで官公需を受注することは、いつま
でも苦しい経営を続けなければならないことを意味していた。
　そこで、組合として団結し指名参加するならば、単独企
業でのランクよりも上位のランクの仕事に入札することが
できるため、共同受注事業に取り組むこととし、昭和58
年1月に第1回官公需適格組合証明を取得した。

　 事業・活動の内容  
　発注側情報の入手方法は時代とともに変わってきてお
り、今はインターネットでの情報がほとんどである。それ
でも理事長は、京都府官公需適格組合協議会の会長を務め
ていることもあり、月に1～2回程度重点的に情報収集と
官公需適格組合の存在をアピールするため官公庁等に出向
き、常に適格組合のPRを続けている。また、組合に設置
している共同受注委員は、環境省（京都御苑等）に月1回は
必ず訪問し受注活動を行うとともに、事務局は業界紙やイ
ンターネットを通じて情報を収集する体制をとっている。
　施工段階のチェックにおいては、組合に設置している検
査委員会の理事が毎日現場を見て写真を撮る。こうした活
動は、組合員の仕事を検査するというのではなく、組合が
受注した仕事をみんなで大事に完工しようという熱意の表
れである。
　近年、公共工事減少の影響もあり業者間の低価格競争が

増え、組合としての受注が困
難な状況にあるが、組合の
バックアップ体制を確立する
などの方法により信頼度を高
め、総合的な評価を上げるよ
うにしたいと考えている。

　 成　果  
　社会情勢の厳しい現状にお
いて、組合として受注した工
事は、技術面はもちろん工事金額面においても発注者側に
安心を与える事ができたと自負している。工事完成検査成
績は高得点の評価を受けたことがその証である。
　組合の財政状況も若干ではあるが好転できた。組合とし
ての金銭面の効果よりも大きいのは、組合に活力が戻った
ことである。組合員の間にも、組合で受注できたことは窮
地に陥った時の明るい兆しとして経営基盤の強化になっ
た。

　 植田 重男理事長よりひとこと  
　平成21年9月に組合設立40周年を
迎えました。この長い歴史は組合員の
協力と役員のリーダーシップと事務局
の職務に対する真摯な姿勢の結晶であ
ります。
　これからも組合員、役員、事務局一
丸となって共同受注に邁進することは
間違いありません。

官公需共同受注で組合に活力戻る
京都土木協同組合（京都府京都市）

【組合DATA】
　京都土木協同組合
　〒604-0002　京都市中京区室町通夷川上ル鏡屋町50番地の5
　☎ 075-231-7976　　Fax 075-231-7923
　URL　http://www.kyoto-marugoto.jp/hp/kyotodoboku/

小 規 模 企 業 共 済 制 度 の ご 案 内
　小規模企業共済制度は、個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職されたりした
場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく国がつくった共済制度で、
いわば「小規模企業の経営者のための退職金制度」といえます。
　この制度の特徴は、掛金は全額所得控除。受け取る共済金も退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱
いとなります。
　詳しい内容のお問合せと加入申込みは、京都府中小企業団体中央会（☎075-314-7131）の窓口で取扱い
しています。制度の運営は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が行っています。

　　（中小企業基盤整備機構共済制度
　　　　URL：http://www.smrj.go.jp/kyosai/index.html）
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4月15日より事務局が新体制に

中央会NEWS中央会NEWS

会員団体
活動紹介

組合事務所を新築
～国産材、使って減らそうＣＯ2～

京都北山丸太生産協同組合

　川端康成の小説「古都」の舞台となった京都市北区中川の
地に、新組合事務所となる「京都北山杉の里総合センター」
が完成した。
　構造材や内装材に北山丸太をはじめ京都地域産木材をふん
だんに使い、北山丸太の特徴や使用例を見ながら、その良さ
を感じられる施設で、北山杉の展示室と50名収容の集会場
も備えており、予約制で観光バスでの見学も受け入れる。
　同組合の中田正信理事長は、「このセンターも北山杉のよ
うにまっすぐに育ってほしい。毎週、日曜日に地元の野菜・
山菜の朝市も開催しているので、是非ご来場ください。」と
話している。

鴨川の流れをイメージした
石張り舗装完成！

寺町京極商店街振興組合

4/8落成式　テープカット

【組合DATA】
　京都北山丸太生産協同組合
　〒601-0125　京都市北区中川川登74
 （京都駅西口よりJRバス 北山生協前下車（所要時間約1時間10分））
　☎ 075-406-2955㈹　　Fax 075-406-2823
　URL　http://web.kyoto-inet.or.jp/org/migaki/index.html

　天然の御影石を使用し、鴨川の流れをイメージした石張り
舗装が完成しました。寺町京極商店街には東西を貫く5本の
道があり、それぞれの交差する部分に四季の移ろいを感じて
いただけるプレートを埋め込みました。新しくなった寺町京
極商店街へ、是非お越しください。
　また、この度、マスコットキャラクター「てらぼん」が新
しく誕生しました。豊臣秀吉が当地を、寺町と名付けた頃か
ら住み着いている、推定年齢430歳のやんちゃ坊主。見か
けた人には幸運が訪れ、寺町京極商店街に富をもたらす精霊、
寺町京極商店街の座敷わらし的存在です。皆様“てらぼん”
をよろしくお願いいたします。

鴨川の流れをイメージした石張り舗装

【組合DATA】
　寺町京極商店街振興組合
　〒604-8071　京都市中京区寺町通三条下ル　
 永楽町232番地　ダイシンビル3階　
　☎ 075-241-0084　　Fax 075-241-0038
　URL　http://www.kyoto-teramachi.or.jp

寺町京極商店街マスコット
キャラクター「てらぼん」

新年度を迎え、本会事務局が新体制となりましたので、ご案内申し上げます。
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中小企業団体情報連絡員�3月分報告より
■徐々に回復見られるも現状厳しく

表紙タイトル「協同」背景色は、京都府印刷（工）が京にゆかりのある名前を
付した12色を創作したうちの「若竹色」です。

　　� 　　�
快晴
� DI値�40以上

晴れ
� 20〜40未満

くもり
� 20未満〜△20未満

小雨
� △20〜△40未満

雨
� △40以上

京都経済お天気
業界景況天気図 概　　　　況

全　体
2月 → 3月

　　
前月同様に数値では徐々に回復傾向で推移している業界が増えてきているものの、現状は厳しい経営環境を強いられ
ており、先行き不安感は拭いきれないでいる。

製造業

2月

↓
3月

繊維・同製品
　　

洋装関連は、依然停滞している。和装関連は、振袖の新柄が出ているが、量的に前年をかなり下回る気配である。

出版・印刷
　　

例年と比較して受注量が減少しており、厳しい状況である。

鉄鋼・金属
　　

家電・電機・電子関係は80%の回復、自動車関係も一部を除きハイブリッド車を中心に回復の兆しがある。設備関係
は依然として良くない状態で、暫くは厳しい状況である。

一般機械等
　　

前年比並びに6ヶ月前比でも、幾分回復の兆しは見受けられるものの、まだまだ収益改善とは言えず、赤字幅の縮小
等のレベルである。先行きの見通しとしては明るい材料はなく、依然手探り状態である。

その他製造業
　　

製材業・木製品製造業界では、春先の仕事量が増加する時期だが住宅着工数は少ない。プラスチック製品製造業界では、概ね
受注は8割前後の水準まで持ち直しているものの、小規模企業間では回復感が鈍く、かつ不安定な足踏み状態で推移している。

非製造業

2月

↓
3月

卸　　売
　　

繊維・衣服等卸売業界では、販売価格の下落が収益を圧迫しており、仕入れの抑制は出来ても売上高がつくれない状
況である。機械器具卸売業界あまり良い状況とは言えないが、昨年3月の最悪状況と比べれば良くなっている。

小　　売
　　

家電小売業界では、エコポイントの対象機種が変更になるため、薄型テレビの駆け込み需要があり、大幅な販売増と
なった。エアコン・冷蔵庫もエコポイント効果で堅調な伸びを示し、エコポイント対象商品が販売に大きく貢献した。

商 店 街
　　

景気の低迷は依然続いており、デフレも続いている。寒の戻りが多く寒い3月であったため、春物衣料の需要が低迷
した。

サービス
　　

旅館業界では、桜開花予想は早かったが、寒い日が続き期待できなかった。全体的に単価は下落傾向にあると思われる。

建　　設
　　

エコポイト効果はあまり見られない。ポイント対象の住宅設備が高価なこともあり、あまり動いていない。新築はも
ちろん改修も含めて動きがない。

運輸・倉庫
　　

運送業界では、軽油価格が上昇している。4月から元売の価格設定の見直しで、原油価格の高騰と相まって更にアップ傾向である。
高速道路利用料金無料化も一転、首都・阪神高速の割引も一部終了といった発表もあり、運送事業者にとって厳しい環境が続いている。
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※掲載につきましては、掲載のご承諾を頂いた会員及びその内容を掲載しております。

予告
京都府中央会 

第55回通常総会
開催日　　平成22年6月22日（火）
場　所　　京都国際ホテル
　　　　　（京都市中京区堀川通二条城前）
　　　　　※詳細が決まりましたら、別途ご案内いたします。

・・・ 京都府中央会メールマガジン ・・・

ＫＣインフォメーション
配 信 登 録 募 集 中 ！
京都府中央会では、本会や関係機関等からの施策情報
やイベント情報等について、電子メールにより情報配信
を行っております。組合員企業への情報提供にもご活用
頂ける内容ですので、ぜひご登録下さい！

■配信内容　 本会及び関係機関等からのお知らせや施策情報、
イベントなどの最新の耳より情報

■配 信 日　 月3回（10日・20日・30日）
　　　　　　※ 但し、配信日が土・日・祝日の場合は、原則と

してその前日に配信

■登録方法　 京都府中央会ホームページ「メルマガ配信サー
ビス」よりご登録下さい。

　　　　　　URL　http://www.chuokai-kyoto.or.jp/

■お問合せ　 京都府中小企業団体中央会　企画調整課
　　　　　　☎ 075-314-7131


