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京都府中小企業団体中央会

その言葉　言ってもいいの　かんがえて　心にのこる　きずはきえない
京都人権啓発推進会議／京都府中小企業団体中央会
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　6月20日（金）に開催する第59回通常総会において、任期満了に伴い役員選挙を行なうことから、各部会（協同
組合部会、企業組合部会、商工組合部会、商店街振興組合部会）において部会総会を開催し、本会役員候補者、部会
長及び副部会長の選任等について審議を行なった。

協同組合部会

　協同組合部会では、5月15日（木）、京都工業会館に
おいて分科会及び部会総会を開催、部会長には京都府プ
ラスチック協同組合 宮本研二理事長が就任、副部会長
には京都友禅協同組合 池田佳隆理事長、京都竹材商業
協同組合 三木清理事長、京都全魚類卸協同組合 池本周
三理事長、京都土木協同組合 植田重男代表理事、京都
建築工事金物協同組合 室輝男理事長、京都府化粧品商
業協同組合 市村勝副理事長、京都府トラック事業協同
組合連合会 上田龍司会長、京都中央葬祭業協同組合 松
井昭憲理事長が就任された。

企業組合部会

　企業組合部会では、5月15日（木）、京都府中小企業
会館において部会総会を開催、部会長には都企業組合 
君川英夫専務理事が就任、副部会長には加悦商事企業組
合 小田勇喜代表理事、平安企業組合 伏見厚志理事長、
東和企業組合 重田和男専務理事が就任された。

商工組合部会

　商工組合部会では、5月13日（火）京都府中小企業
会館において部会総会を開催、部会長には丹後織物工業
組合 渡邉正義理事長が就任、副部会長には京都府電気
工事工業組合 松井章理事長が就任された。

商店街振興組合部会

　商店街振興組合部会では、5月2日（金）、ＷＩＴＨ 
ＹＯＵにおいて部会総会を開催、部会長には京都府商店
街振興組合連合会  宇津克美理事長が就任、副部会長に
は京都三条会商店街振興組合 上田照雄理事長が就任さ
れた。協同組合部会総会

企業組合部会総会

協同組合部会分科会
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特集 平成２７年度 助成事業等のあらまし
　京都府中央会の助成事業は、京都府・京都市・全国中央会などの補助等を受け実施しています。毎年、本会では
京都府等に対し来年度（平成27年度）の予算要望を行うにあたり、９月初旬までに組合等のニーズの取り纏めを
行います。
　今回、平成27年度に助成事業等の活用をお考えの組合等からの希望を受付致します。下記一覧（本会の助成事
業ではないけれども活用に向けた支援を行う事業を含む）を参考にして頂き、「平成27年度助成事業等アンケート

（事業活用希望・相談調査票）」に必要事項をご記入の上、平成26年８月29日（金）までに本会宛ＦＡＸ送信頂き
ますようご案内申し上げます。
　下記の記載内容に関わらず、「こんなことに取り組みたい」、「このようなことを考えているが助成事業を活用で
きないか」といった内容でも結構ですので、組合等でお考えになっていることについてのお声をお聞かせ頂ければ
幸いです。
　また、今年度に活用や応募できる事業もありますので、お気軽にお問合せ下さい。
　なお、平成27年度につきまして、事業内容そのものを含め経費負担や助成金額、補助率等について変更や廃止
されることがありますので予めご了承願います。

Ａ．中小企業連携組織等支援事業

１．専門家による助言・指導を受けたい ※一覧は平成26年度実施予定数

区　　　分 事　業　内　容 事業費・経費負担 備　　　　考

（１－１）
個別テーマに絞った
課題解決

法律、税務、労働、経営、技術、商標、情報化、マー
ケティング、デザイン、環境問題等の課題につい
て、スポット的に専門家を派遣しアドバイスを行
う。

事業費30,000円
（ う ち10,000円 が 組
合等負担）

スポット対応（１回）
対象：組合等

（５組合等）

【活用事例】

［組合の運営・管理］ ①消費税課税事業者の税務会計処理
②管財人からの通知・照会に対する対応
③地域団体商標の申請・活用
④組合ホームページの活用・運営　　　　等々

２．組合員の資質向上のための研修会・講習会を開催したい ※一覧は平成26年度実施予定数

区　　　分 事　業　内　容 事業費・補助金額 備　　　　考

（２－１）
研修支援

組合員の資質の向上を図るとともに、組合等の活
力と創意工夫を引き出すため、独自で組合等が組
合員等を対象に行う研修事業に対して協力・支援
する。

補助対象経費総額の
2／3以内であって、
75,000円を限度

対象：組合等
（13組合等）

３．組合青年部・女性部に対する支援 ※一覧は平成26年度実施予定数

区　　　分 事　業　内　容 事業費・補助金額 備　　　　考

（３－１）
青年部・女性部が実
施する研修会・研究
会の支援

青年・女性経営者等の資質の向上を図るとともに、
組合等の組織活動に青年・女性経営者等の活力と
創意工夫を発揮させるための事業の取組みに対し
て支援する。

補助対象経費総額の
2／3以内であって、
75,000円を限度

組合等に青年部又は女性
部が組織されていること
対象：組合等

（２組合等）
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Ｂ．京都ブランド・新分野開拓事業
　地域ブランドの確立､ 地元産品活用による新商品の開発､ 地域活性化等に対する助成　　

※一覧は平成26年度実施予定数

区　　　分 事　業　内　容 事業費・補助金額 備　　　　考

（４－１）

地域ブランド確立、地

元産品活用、地域活性

化の特産品開発等に対

する助成

京ブランド等に新たな付加価値の付与に関する調

査・研究や将来ビジョンの策定、その成果を具体

的に事業化・実現化しようとする事業に対して助

成する。

補助対象経費総額の

10分の６以内であって

3,000,000円を限度

対象：組合等

（１組合等）

【活用事例】
　①２５年度活用事例（別掲）
　②伝統産業の技術と素材を活用した販路開拓
　③地域のブランド商品の確立　等々

Ｃ．小企業者組合等を対象とした事業
　小企業者組合等を対象とし、その組合等の抱える様々な課題の解決、共同事業の改善や新たな事業展開について
の支援、人材育成や技術向上のための研修会・講習会に対する支援、展示会等販路開拓や市場調査等に対して支援
を行います。

※　 小企業者組合とは、組合員の４分の３以上が小企業者（製造業で５人以下、商業・サービス業で２人以下の
従業員規模の事業者）の組合等。企業組合は制限なし。

　小企業者組合等に対する助成 ※一覧は平成26年度実施予定数

区　　　分 事　業　内　容 事業費・補助金額 備　　　　考

（５－１）

実現可能性調査等に

対する助成

（小企業者組合成長戦略推進プログラム等支援事業）

小企業者組合が行う、既存の共同事業の改善や新た

な事業開発のためのフィージビリティ・スタディ（実

現可能性調査）やその結果を具体化するための事業

に必要な経費を助成する。

補助対象経費総額の

2／3以内であって

1,200,000円を限度

対象：小企業者組合

（５－２）

小企業者組合の講習

会に対する支援

（小企業者組織化特別講習会）

小企業者組合の組合員等を対象として、組織制度・

共同事業・経営・労働・中小企業施策等について講

習を行い、小企業者組合の運営向上、組合員の経営

向上を図る。

補助対象経費総額の

2／3以内であって、

50,000円を限度

対象：小企業者組合

（６組合等）

（５－３）

販路開拓・人材育成

に関する研修等に対

する助成

（中小企業組合等振興対策活性化事業）

見本市・展示会等開催・出展、市場開拓に関する事

業、商品・意匠・技術等の開発・改善に関する各種

講習会・研修会等に対し助成する。

補助対象経費総額

５万円（全額補助）

対象：小企業者組合等

（30組合等）
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Ｄ．全国中央会公募事業
　全国中央会が公募する下記の「将来ビジョン策定・新商品開発・成果の実現化」と「情報ネットワークシステム
構築・システム開発」の事業があります。例年、１月頃に翌事業年度の公募が行われますが、平成27年度につき
ましては、詳細が決まり次第、ご案内します。

※一覧は平成26年度実施予定数

事　業　名 事　業　内　容 事業費・補助金額 備　　　　考

（６－１）

中小企業組合等

活路開拓事業

中小企業が経済的・社会的環境の変化に対応するた

め、新たな活路の開拓等、単独では解決困難な諸課

題や「経営基盤の強化」、「地域振興」、「社会的要請

への対応」「中小企業が対応を迫られている問題」

等のテーマについて、組合等がこれを改善するため

の事業に対し助成する。

補助対象経費総額の10

分の６以内であって、

11,588,000円を上限但

し、展示会等出展事業は

1,200,000円 を 上 限 と

する

対象：組合等

（１組合等）

（６－２）

組合等情報ネット

ワークシステム等

開発事業

組合等を基盤とした情報ネットワークシステムの構

築、組合員向け業務用アプリケーションシステムの

開発及びこれらシステムの普及のための事業に対し

助成する。

補助対象経費総額の10

分の６以内であって、

11，588，000円 を 上 限

と し、1，000，000円 を

下限とする

対象：組合等

（１組合等）

【活用事例】

［経営］ ①組合や業界の将来ビジョン策定

②ビジョンに基づく試作・求評・市場調査

③産学公連携による新商品開発・新技術開発

　　　　　　　　　　　　　　　　　　等々

［情報化］ ①共同事業等のネットワークシステム構築

②アプリケーション（カードシステム導入等）

　開発　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等々

Ｅ．上記以外の事業
　上記以外にも、国・京都府・中小企業基盤整備機構等が公募する事業があります。本会では、皆さんからのご相
談やニーズを踏まえ、応募・活用に向けた検討や支援、採択後の事業運営についての支援を行っております。

事業活用希望・相談調査について
　本調査の締切は、平成26年８月29日（金）です。調査票を本会で受け付けた後、各担当者よりご連絡させ
て頂き、記載内容の確認や助成事業の活用の可能性の有無、事業の企画・提案、検討等を行います。また、調
査票記載にあたって、事前のご相談も致しますので、お気軽にお問合せ下さい。
　事業活用希望・相談調査票送信先　ＦＡＸ：075－314－7130(京都府中央会総務情報課宛)

　【お問合せ・ご相談】
　　　京都府中小企業団体中央会
　　　　連携支援課・企画調整課　　　　　　 　　　ＴＥＬ：０７５－３１４－７１３２
　　　　北部事務所（中丹・丹後広域振興局管内） ＴＥＬ：０７７３－７６－０７５９
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京都市内で個展を開催し、新商品を展示販売「Cool Kyoto 2013」へ出展し、『WAMBURGER』をブース展示

　本会助成事業である“京都ブランド・新分野開拓事業”を平成２５年度に活用し、新商品の開発や販路開拓に取

組まれた団体の事業の概要を紹介します。

京文化を伝える新たな商品開発と市場開拓 ～ 匠の技の結集 ～

京の染技術研究保存会

　京友禅染、墨流し、西陣織、京刺繍の著名な職人が集う当団体は、現代のニーズに合わせた商品開発や用途開発

を通じて、ブランド力向上や新たな市場開拓を行い、京の伝統文化の再起を図るため、本事業で次の取組を行った。

　試作・改善事業では、染や刺繍などの技術をアピールするために、ハンバーガーをモチーフにした大胆で斬新な

作品『WAMBURGER（わむばーがー）』を制作し、新規用途開発の開拓を図るとともに、販路開拓用としてバッグ、

携帯電話ケース、ストール、行燈等の洋装、インテリア商品を制作した。

　試供・求評事業では、平成25年10月に東京赤坂サカス

で開催された「Cool Kyoto 2013」に出展し、市場の反

応を探り、当団体メンバーの技術力をＰＲした。染や刺繍

の伝統技術（墨流し、糸目置き、友禅、手描き友禅、刺繍）

を 訴 求 す る ハ ン バ ー ガ ー 図 柄 の 展 示 用 染 刺 繍 作 品

『WAMBURGER』は、来場者に大きなインパクトとなり、

大手百貨店からの海外での催事出展等についての打診等、

さまざまなコンタクトがあった。また、京都市内で開催し

た展示会では、伝統技術を活かした新商品を展示販売し、

具体的な商談案件が広がった。

ハンバーガー図柄の展示用染刺繍作品「WAMBURGER」
（縦160cm・横180cmの屏風）

活用しました !京都ブランド・新分野開拓事業
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No.81

京染卸商業組合（京都府）
見本帳の地色替えアプリ「京染きもの彩あそび」の開発

　京染における「誂染」の業務で使われる色・柄見本帳の
Webでのシミュレーターを開発することで、お客様に最
終イメージを提示するとともに、業務のIT化を図った。　

　 背景と目的  
　お客様のニーズに合わせて色柄を調製してきものをつく
る「誂染」は、振袖、留袖、訪問着、小紋、染帯など多数
ある見本帳や裂見本を使い、お客様に「柄」と地色となる

「色」を選んでいただくという工程であり、販売人の専門
知識と長年の経験が極めて重要となる。
　しかし、きもの産業の需要が長期低迷するなか、青年層
においては経験を積み重ねる機会が減り続け、上手く説明
できない販売人が増えてきた。また、見本帳が複数必要な
ことから業務に多くの負担がかかるとともに、お客さまに
は実際のでき上がり状態を提示できず不便な点もあった。
さらに、3年ごとの見本帳更改費用も多額でありコスト面
での課題も抱えていた。
　これに対し、10年前頃から組合内にIT委員会を設置し、
IT技術での解決の検討を進めてきた。平成24年度には、
本格的にIT活用による「誂染」のシミュレーションを実現
するため、組合創立50周年事業として、京都府中小企業
団体中央会の支援を受け、全国
中小企業団体中央会の中小企業
等活路開拓調査・実現化事業を
活用してシステム開発に取り組
むこととした。

　 事業・活動の内容  
　本事業は、IT委員会を基盤として全国中央会補助事業委
員会を設置、6回に渡り委員会を開催し事業の推進と総括
を行った。当委員会において「システム要件定義など」「開
発業務委託先の検討と決定」「システムの詳細設計の検討」

「開発状況の確認とアプリ名称等の検討」「成果普及方法等

の検討」「システムの最終確認と広報の検討」を議題とし
て検討を行い、「着物地色替えシミュレーター[京染きもの・
彩あそび]」を開発した。開発したシステムは、パソコン
及びタブレット、スマートフォンに対応したWebシミュ
レーターである。
　本事業に取り組むにあたり、アプリ開発に関する課題と
シミュレーションの対象範囲を
どうするかという2つの課題が発
生したが、開発委託先との連携
を強化するとともに、将来の拡
張を前提として主要11柄に絞り
込んで開発するということで対
応した。

　 成果・効果  
　今回はシステム開発段階のため、主要11柄に絞り込ん
でシミュレーターに掲載しているが、将来的には当組合
が保有する500柄すべてを掲載することを目指している。
これにより見本帳を不要にし、かつ、お客様に最終のでき
あがりイメージを提示できる環境が実現する可能性を持つ
ことになる。
　また、一般消費者に対して、Webで公開し無料で利用
できるスマートフォン等のアプリとしてダウンロードでき
ることから、色替えを楽しんでもらうことが可能であり、
当組合では、きものになじみのない人もアプリで遊んでも
らうことで「誂染」の良さや楽しさを知ってほしいと期待
を寄せている。

　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、IT技術
を活用し業界の抱える課題解決に取り組んだ事
例です。

《組合DATA》
　京染卸商業組合
　　〒604-8333
　　京都市中京区西堀川通三条下る下八文字町702番地
　　☎ 075-801-3355　　FAX 075-801-3359
　　URL　 http://kyozome.info/

色柄見本帳

Web版 シミュレーション画面

「京七宝よりどりミドリ展」のご案内

《組合DATA》
　京都伝統工芸協議会
　　〒615-0042　京都市右京区西院東中水町17
　　　　　　　　　京都府中小企業会館4階
　　　　　　　　　京都府中小企業団体中央会内
　　☎ 075-314-7131　　FAX 075-314-7130
　　URL http://www.kougei-kyoto.jp

「京七宝よりどりミドリ展」のご案内
　京都伝統工芸協議会の常設展示場「ギャラリー圓夢」では、京の工芸展をご覧いただけます。現在は、「京七宝よ
りどりミドリ展」を開催し、伝統工芸品を展示・販売していますので、ぜひご来場ください。

　日　時　平成26年5月1日(木)～平成26年7月1日(火）
　　　　　10：00～16：30（最終日は15：00まで）　※水曜休廊日

　場　所　ギャラリー圓夢
　　　　　京都市東山区高台寺西側圓徳院敷地内 
　　　　　京・洛市「ねね」２Ｆ（高台寺 掌美術館入口横）
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中小企業団体情報連絡員4月分報告より

■今後の動向に注視が必要

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	　　� 　　�
快晴
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晴れ
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雨
� △40以上

業界景況天気図 概　　　　況

全　体
3月 →4月

　　
消費税率引き上げに伴う駆け込み需要による反動が見られ、今後の動向に不安の声は高まっている。一時的な反動減
との見方もあるが中小企業を取り巻く経営環境に不安材料も多く、今後の動向に注視が必要である。

製造業

3月

↓
4月

繊維工業
　　

洋装関連が非常に低調で、新柄の受注も減少している。和装関連は若干新柄の振袖に動きがあるものの動きが非常に鈍
い。

出版・印刷
　　　

業況に大きな変化は見られない。売上・受注高、販売価格、取引条件、収益状況等、各調査項目において悪化または
減少となっており、厳しい状況で推移している。

鉄鋼・金属
　　　 

4月度の状況は全体として3月度より若干下がったが、予測よりは下がらなかったようである。ただし、前年同月と比
較すると今年の方が良いとの事である。一方で、5月からの数字が不透明であり心配だと言う企業もある。

一般機械等
　　

消費税増税、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の期限、年度末特需等の駆け込み特需が終了し全体的に売上高は減少
に至った。円安が継続しているが、海外製造業の国内市場参入が拡大しており、中小製造業のグローバル対応が急がれる。

その他製造業
　　

プラスチック製品製造業では、自動車関連部品は消費税引き上げの反動減で落ち込んでいる。その他電気・電子部品、
精密機械部品は前月に比し落ち着いてきているものの、増加傾向を維持している。

非製造業

3月

↓
4月

卸　　売
　　

生鮮食料品卸売業では、4月は消費税増税による駆け込み需要の反動が大きく、売上が減少した。機械器具卸売業では、3月は「も
のづくり補助金」がらみの機械納入が過去最高の売上を記録したが、4月に入り、機械・工具とも駆け込み需要が終わり低迷している。

小　　売
　　

燃料小売業では、3月に消費税増税前の仮需発生により、4月初旬の販売量は大幅な減少となり対前年同月比では約10％
減少した。家電小売業では、3月末までの消費税増税の駆け込み需要の反動で、売上金額は前年同月比92％であった。

商 店 街
　　

京都市内の商店街では、消費税が8％となったが、思っていたほど3月の反動は感じられなかった。商店街での人通り
はいつも通りで、商店街内のスーパーや個店での来客はさほど変化は見られなかった。

サービス
　　

旅館業界では、海外からのお客様利用が増えている。しかしながら、国内のお客様は週末に片寄っており、加えて海
外のお客様が旅館宿泊の際は食事不要になるケースが増えるため、売上は利用者増に比して伸びは鈍いようだ。

建　　設
　　

既に駆け込み需要の受注ストックに陰りが出始めていると聞く。駆け込み需要による今回の人手不足により、建築業において若年の従事者数が激減し
ており、大半がハウスメーカーの組立工に流れ、注文住宅に対応する人材が見当たらないということが分かった。近い将来に大きな問題となるだろう。

運輸・倉庫
　　

道路貨物運送業界では、高速道路料金割引が改定され、負担が増加している。消費税増税、燃料の高位安定、高速道
路実質値上の三重苦となる。

京都経済お天気

会長コラム No.20

　里山資本主義−魅力的な言葉だ。なによりロマンがありそうだ。
　この里山資本主義が、最近急に語られるようになった。原因ははっきりしている。失わ
れた20年等、日本の資本主義、豊かな社会が行き詰まっている。少子高齢化、ギスギスし
た都会暮らし、一人世帯、高齢者は果たして介護をしてもらえるのか。
　こんな世の中に牧歌的な響きのある里山資本主義が、マネー資本主義（全てを金銭的に
換算する思想）の対比として語られても不思議はない。
　そして、この里山資本主義なる語は、地方を元気付ける発想と手法としても注目されて
いる。提唱者は、本年度の中央会総会（6/20）において講演をお願いしている藻谷浩介氏
であり、昨年度出版された『里山資本主義−日本経済は「安心の原理」で動く』となる本
がベストセラーになっている。

　前京都府副知事 太田昇氏が昨年4月市長に就任された岡山県真庭市は、その里山資本主義のモデルとしても書か
れている。
　藻谷氏は“地域エコノミスト”として地域を元気付けるため、あらゆる地方に足を運ばれて5年以上になる。全国
で回っていない自治体はないと言われるほどであり、地域に信念を持った講演姿勢に敬意を表したい。
　マネーゲームや大資本主義とは無縁の、あたかも置き去りにされてきたような山の中や辺境の地域に発想の転換
をもたらし、大きな自信を与えてくれる。これまで対価を支払って得ていた、あるいは外部から調達するしかない
と考えられていたエネルギーや食物などを、地域が自らの手で作り出すことが出来るという、正に逆転の発想をも
たらしたのである。モノを手に入れるためには、お金を稼がなくても豊かな生活は目の前にあったということであ
る。我々は、自分の身近なところにそれぞれの里山資本主義の発想を持ち込むことで、少しずつ“豊かさ”を取り戻
すことができるだろう。
　地に足をつけた藻谷氏の生き方、現実を見据える大切さと、全く空疎な我が国の憲法前文「平和を愛する諸国民
の公正と信義に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した」、そして国の中央で憲法論を弄ぶ国会議員
らの騒動が比較されてならない。 会長　渡邉　隆夫

里山資本主義
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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「宇治茶色」です。

事業主のみなさんへ
平成26年度労働保険年度更新について
　平成26年度労働保険料(労災保険・雇用保険)の申告納付期間
は、平成26年6月1日～平成26年7月10日（土日祝は除く）です。
　なお、昨年度と同様「石綿健康被害救済法」に基づく一般拠
出金の申告納付も併せて行っていただくことになります。お早
目に申告納付をお願いします。

【お問合せ先】
京都労働局総務部労働保険徴収課
〒604-0846　京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451
☎ O75-241-3213　　FAX O75-241-3233

◆◆◆◆◆◆ 新加入会員紹介 ◆◆◆◆◆◆
※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。

会 員 名
所 在 地
設立年月日
代 表 者
主な事業
Ｕ Ｒ Ｌ

会 員 名
所 在 地
代 表 者
主な事業
Ｕ Ｒ Ｌ

特
別
会
員

一般社団法人京都府トラック協会
京都市伏見区竹田向代町48-3
昭和30年5月25日
会長　金井　清治
貨物自動車運送事業に関する調査・研究、近代化・合理化事業 他
http://www.kyotruck.jp/

株式会社京屋吉星
京都市右京区太秦北路町25-14
代表取締役　 尼川　浩志
スノーボードウェア、着物ウェアの製造販売、屏風アートの製造販売
http://kyoya-kissei.co.jp
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