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京都府中小企業団体中央会

　おはようと　声かけ合って　始めよう　楽しい一日
京都人権啓発推進会議／京都府中小企業団体中央会

「第７０回中小企業団体全国大会京都大会」プレイベント
みやこの粋　京の技展
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　この度、本会と京都伝統工芸協議会は、京都府、京都市に共催いただき平成30年度に開催する「第70回中小企業
団体全国大会京都大会」のプレイベントとして「みやこの粋　京の技展」を西陣織会館にて10月18日（水）から22
日（日）の期間において実施した。
　連日雨が続き、週末には台風接近により大雨・強風であったにも関わらず、延べ約5,000人の方にご来場いただいた。
　展示会では、京都ならではの歴史と伝統に裏打ちされ、他の追随を許さないクオリティの高さを誇る多種多様な伝
統工芸品の展示・販売を行うとともに、工芸職人による匠の技の実演、また、来場者の製作体験を実施した。
　普段はあまり見られない、京都の工芸職人の技や工芸品の魅力を身近に感じることができ、府民をはじめ、多くの
外国人観光客の注目を集めた。
　本展示会により京都の伝統産業の魅力を幅広く紹介、発信することで、来年の京都大会の機運を高めることができた。

出展団体
京都金属工芸協同組合・京都漆器工芸協同組合・京都扇子団扇商工協同組合・京都竹材商業協同組合・
協同組合京都表装協会・京都美術象嵌組合・京都府印章業協同組合・京都府仏具協同組合・京人形商工業協同組合・
京都市伝統工芸連絡懇話会・京七宝協同組合

京こまの製作実演

京七宝額絵製作の実演

花籠の製作実演

京蒔絵の実演

仏像彫刻の実演

扇子の仕上げ作業の実演

京象嵌入嵌作業の実演

印象彫刻の実演

真田紐小物作りの実演

木彫の実演

会場の様子

金箔押しの体験 真田紐の結び方体験

京こまの製作体験

京象嵌の嵌入体験

篆刻の体験
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特集 官公需適格組合制度を活用しよう！
　中小企業は、あらゆる産業において、地域経済を支える原動力となり、また、地域
の雇用の受け皿をはじめとして重要な役割を果たしています。
　しかしながら、中小企業の多くは、資金や人材、経営の規模などに制約があるため、
１社では受注できない案件でも、事業協同組合等の組合員が共同して受注すれば確実
に契約を履行できる場合が少なくありません。これが中小企業組合による共同受注事
業であり、官公需の共同受注です。
　国等は、『官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律』に基づき、中小
企業者の官公需の受注機会の増大に努めています。

官公需施策

　国や独立行政法人、地方公共団体等が、物品を購入したり、サービスの提供を受けたり、工事を発注したりす
ることを『官公需』といいます。
　国は、中小企業者の官公需の受注機会を増大するために、『官公需についての中小企業者の受注の確保に関する
法律』に基づいて、中小企業者向けの官公需契約目標や目標達成のための措置を内容とする『中小企業者に関す
る国等の契約の方針』（※１）を毎年度閣議決定、公表並びに国等の各官公需発注機関に示すとともに、地方公共
団体に対しても国の施策に準ずるよう要請しています。

官公需適格組合

　官公需適格組合制度は、官公需の受注に対して特に意欲的であり、かつ受注した契約は十分に責任を持って履
行できる体制が整備されている組合を中小企業庁（京都であれば近畿経済産業局）が証明する制度です。証明を
受けるに際しては、組織運営・組織体制・財政面での厳格な基準を満たしていることが要求され、全ての証明基
準を満たしていることを明確にした申請書類を作成し、厳しい審査を経て官公需適格組合の証明書が交付されま
す（※２）。
　※１：�国等の契約の基本方針（組合の活用に関する基本的な事項）において、「国等は、中小企業庁が証明し

た官公需適格組合をはじめとする事業協同組合等の受注機会の増大を図るものとする。」（事業協同組合
等、官公需適格組合の受注の機会の増大）と定めるとともに、「各府省等は、中小企業庁と協力しつつ、
発注機関に対し、当該制度の一層の周知徹底に努めるものとする。また、国は、地方公共団体に対する
当該制度の一層の周知に努めるものとする。」（官公需適格組合の活用）旨定めています。

　※２：官公需適格組合は、全国に８４５組合、うち京都府内の９組合が証明を受けています。（平成29年６月
　　　　末時点）

組　合　名 区分 受　注　品　目
京都ビルメンテナンス（協） 役務 建物サービス事業
京都環境事業（協） 役務 一般廃棄物・産業廃棄物の収集運搬処理及び処分
洛南生コンクリート（協） 物品 生コンクリート共同販売事業
京都測量設計（協） 役務 測量設計
京都土木（協） 工事 土木工事
京都西山建設業（協） 工事 土木工事、造園工事
全京都建設（協） 工事 土木、建築工事
木津上下水道事業（協） 工事 土木工事業、管工事業、舗装工事業、水道施設工事業
京都府電気工事工業（協） 工事 電気工事

� （中小企業庁HP「官公需適格組合名簿」より抜粋）

１．証明を受けることができる組合
　官公需適格組合証明を受けることができる組合は、事業協同組合、企業組合等の中小企業組合であり、その中
でも、①物品の納入・役務の提供関係の組合②工事の請負関係の組合についてです。
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２．官公需適格組合証明申請手続きイメージ

３．証明基準の概要
　Ａ．物品・役務（製品の納入とサービスの提供）の証明基準（抜粋）
　　①共同事業の協調性・円滑性（組合の共同事業に関し、組合員の協調裡に円滑に行われていること）
　　②官公需の受注に関する熱心度（官公需の受注に関し熱心な指導者がいること）
　　③�共同受注体制（事務局常勤役職員が１名以上いること、共同受注担当役員を含めた若干名をもって構成する

共同受注委員会が設置されていること、組合の役員及び共同受注に係る案件を実施した組合員が当該案件に
関し連帯して責任を負う旨等が記載された官公需共同受注規約が定められていること、共同受注した案件に
関する検査体制が確立されていること）

　　④経理的基礎（組合運営を円滑に遂行するに足りる経常的収入があること）
　　⑤�その他（組合若しくは組合員が暴力団でないこと若しくは組合の役員等が暴力団員でないこと又は組合の役

員等が暴力団の維持、運営に協力・関与しているなど社会的に非難されるべき関係を有していないこと）
　Ｂ．工事（建築、土木など各種工事）の証明基準（抜粋）
　　①�共同事業の協調性・円滑性（共同受注事業を１年以上行っており、相当程度の共同受注の実績があること、

定款において組合員が自由脱退する場合の予告期間を１年としていること、組合と組合員とが同一の官公需
の競争入札に応礼したことがないこと、組合の共同事業に関し、組合員の協調裡に円滑に行われていること）

　　②官公需の受注に関する熱心度（官公需の受注に関し熱心な指導者がいること）
　　③�共同受注体制（公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要

な建設工事であって、工事１件の請負代金の額が3,500万円（当該建設工事が建築一式工事である場合にあっ
ては、7,000万円）以上のものを請け負おうとする組合にあっては、常勤役職員が２名以上おり、当該役職
員のうち１名以上が技術役職員であること、共同受注担当役員を含めた若干名をもって構成する共同受注委
員会が設置されていること）

　　④�経理的基礎（組合運営を円滑に遂行するに足りる経常的収入があること、自己資本、資金調達力、欠損状況
その他の観点からみて工事を履行するに足りる経理的基礎を有すると認められること）

　　⑤�その他（組合若しくは組合員が暴力団でないこと若しくは組合の役員等が暴力団員でないこと又は組合の役
員等が暴力団の維持、運営に協力・関与しているなど社会的に非難されるべき関係を有していないこと）

　～耳より情報～　　�官公需適格組合の証明制度に係る運用変更が平成29年６月より施行されたことに伴い、官公需適格組合認定申請手続きの簡略化が図られました。
<官公需適格組合の証明制度に係る運用変更について〜平成29年６月１日より施行>
１．１つの組合が「物品納入等」と「工事」の両方を取得できるようになりました。
　工事と物品納入等の両業務を行う組合の、官公需受注機会増大が期待できます。
　�　なお、両方の区分で証明を取得しようとする場合は、重複する添付書類を省略できるようにすることで、申請
組合の負担軽減も図っています。

２．必要とする技術職員数を緩和しました。
　�　規模の大きな工事を受注する組合の証明基準では、これまでは組合に直接雇用される技術職員が２名必要とし

ていましたが、それを１名に緩和し負担軽減を図りました。

<お役立ちサイト>
　官公需ポータルサイト（中小企業庁）　http://www.kkj.go.jp/s/
　国・独立行政法人、地方公共団体等がホームページ上に掲載している入札情報を検索するサイトです

　官公需情報・官公需適格組合制度等に関することは、中央会までお知らせください。
　<京都府中小企業団体中央会　連携支援課>
　〒615-0042　京都市右京区西院東中水町17番地　京都府中小企業会館4F
　TEL：075-314-7132�

※２：証明期間は３年

証明・取り消し情報の公表

中小企業庁

近畿経済産業局
（可否判定）

官公需適格組合証明審査組合（事業協同組合等）

④�官公需適格組合証明申請（「工事」は証明
を希望する日の30日前まで、「物品・役務」
は20日前まで

官公需適格組合審査諮問委員会
（「工事」 の証明審査）

※１：「工事」は証明を希望する日の50日前まで、
　　　「物品・役務」は30日前まで

京都府中小企業団体中央会
（事業確認のための実地調

査等の実施）

①書類提出
（※１）

②�記載事項が真正で
　あることの確認

⑦証明書の
交付（※２）

③実地調査報告書の提出

⑤諮問

⑥意見
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中央会NEWS中央会NEWS
食品製造業対象　「販路開拓セミナー」を開催

　本会では、京都府が進める「京都次世代ものづくり産業雇用創出プロジェクト」の一環として、京都府内食品製
造業の振興を図るため、平成２８年度から３カ年予定で「『京の食』ブランド推進プロジェクト」を実施しており、
首都圏等での展示・商談会への出展支援等を展開している。
　本プロジェクト事業として、本会と一般社団法人京都府食品産業協会の連携のもと、９月１９日（火）にからす
ま京都ホテルにて、「展示会出展で成果を上げるプロモーション　～展示会を10倍活用する方法～」の演題のもと、
株式会社三越伊勢丹　食品・レストラン統括部付（ギフト・共通ＭＤ）担当部
長　村山慎一氏を講師に招きセミナーを開催した。
　今回のセミナーでは、販路拡大に取り組む京都府内の食品製造業を対象に、展
示会出展等のビジネスチャンスでより効果的に成果を上げるために、展示会・
商談会出展の事前準備や心構え、商品の魅力が伝わるプロモーション手法等と
ともに、成果を上げていくための心がまえや戦術が講師から紹介された。
　参加者アンケートからも、お客さま(バイヤー)視点でアクションすることへの
理解が伺え、今後実施する展示・商談会等での実践を通じて、成果を上げてい
くことへの期待が感じられた。 講演の様子

　労働保険とは、労働（通勤）災害や失業等が発生した際に、保険給付等を行うことにより労働者の福祉の増進を
図る制度です。労働保険は政府が管理、運営している強制保険です。原則として、労働者を一人でも雇っていれば
労働保険の適用事業所となり、事業主は成立手続（加入手続）を行わなければなりません。

事業主のみなさまへ

労働保険の成立手続はおすみですか
◇11月は「労働保険適用促進強化期間」です◇

労働保険とは、労災保険と雇用保険の
２つを併せた保険のことをおいいます。

お問い合わせ
京都労働局　労働保険徴収課
電話　０７５－２４１－３２１３
または最寄りの労働基準監督署・
公共職業安定所まで
京都労働局ホームページ
http://kyoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

国 家 公 務 員 倫 理 週 間　12月1日～7日

企業の皆様へのお知らせです
■�国家公務員は、「利害関係者」（契約の相手
方、許認可の申請者、立入検査の相手方等）
との間で、例えば以下の行為が禁止されて
います。
　　1.金銭、物品等の贈与を受けること
　　2.�無償の役務の提供を受けること（車に

よる送迎など）
　　3.�供応接待を受けること（「割り勘」に

よる飲食は可能）
■�国家公務員は、「利害関係者」以外の事業者
等との間でも、社会通念上相当と認められ
る程度を超えて、供応接待や財産上の利益
の供与を受けることが禁止されています。

国家公務員倫理審査会
http://www.jinji.go.jp/rinri/
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中央会NEWS中央会NEWS
平成２９年度女性中央会近畿ブロック交流会に参加

　10月19日（木）、ＫＫＲホテル大阪（大阪市）において、大阪府中央会の女性部組織であるELLE-Place大阪
の主催により、女性中央会近畿ブロック交流会が開催された。本交流会は、中央会女性部組織による近畿４府県で
の地域・業種を越えた女性の交流・連携を活発にすることを目的に毎年持ち回りで開催している。京都府中小企業
女性中央会からは、伊庭節子会長（本会理事・八島おかみさん会会長）をはじめ８名が参加、４府県（大阪府・滋
賀県・福井県・京都府）合わせて60余名が参集した。
　交流会では、各府県の活動報告を兼ねた発表時間が設けられ、それぞれ趣向を凝らした発表が行われた後、各テー
ブルにおいて活発な情報交換を行い、会場には雨雲を吹き飛ばすような明るい笑顔が満ちあふれた。
　交流会終了後、ＮＨＫ大阪放送局、大阪歴史博物館の視察を行い散会した。来年度の交流会は福井県で開催される。

京都府女性中央会からの発表：
伊庭会長より本年度の活動紹介の
後、福井県・滋賀県・大阪府・京
都府にまつわるランキングクイズ

ＮＨＫ大阪放送局視察：
ドラマの撮影で使用され
るセットについて解説

　10月1日付の人事異動により、新職員を迎えました。新職
員よりご挨拶申し上げます。

中央会　New Face

[主な担当]
　食品卸・小売業組合
　「一日も早く仕事を覚え、会員の皆様の
事業の発展に向け、少しでもお役に立てる
よう、精進してまいります。何卒宜しくお
願い申し上げます。」

中林良純
企画調整課　主事

◆◆◆◆◆◆ 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。

特
別
会
員

賛
助
会
員

会 員 名　西村陶業株式会社
所 在 地　京都市山科区川田清水焼団地町3番地の２
代 表 者　代表取締役　西村　嘉浩
設立(創業)　大正7年10月
主な事業　セラミック製造・販売

会 員 名　株式会社やまとカーボン社
所 在 地　京都市南区上鳥羽塔ノ森柴東町４番地９
代 表 者　代表取締役　瀧本　正明
設立(創業)　昭和40年1月
主な事業　印刷業

会 員 名　株式会社白金製作所
所 在 地　京都府亀岡市大井町並河亀ヶ渕50
代 表 者　代表取締役　白金　伸介
設立(創業)　昭和44年4月
従業員数　37名
主な事業　医療機器・分析装置など精密機械の金属部品の機械加工

会 員 名　公益財団法人産業雇用安定センター�京都事務所
所 在 地　京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町623第11長谷ビル9階
代 表 者　所長　榊谷　好文

人事異動のお知らせ
（平成29年10月1日付）
　　企画調整課主事　　中林　良純　（新規採用）
　　連携支援課主事　　植原　　聡　（企画調整課主事）
　　京都府商工労働観光部ものづくり振興課への出向　
　　　　　　　　　　　道幸　真哉　（連携支援課主事）
（平成29年7月31日付）
　　退　　職　　　　　金子　清美　（企画調整課主任）
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中小企業団体情報連絡員9月分報告より
■不安材料多く、今後の動向に注視が必要

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

業界景況天気図 概　　　　況

全　体
8月→9月
　　

多くの業界において人手不足の慢性化が見られ、労働力確保は深刻な経営課題となっている。また、原材料費の値上
がり、需要の低迷、天候不順の影響等、経営環境に不安材料は多く見られ、今後の動向に注視が必要である。

製造業

8月

↓
9月

繊維工業
　　

洋装関連の新柄の動きは引き続き弱い。和装関連も全体的には動きが鈍く低迷し続けている。府北部の織物産地では、
原料高のコストアップを販売価格に転嫁できず、採算状況は厳しさを増してきている。

出版・印刷
　　

前月同様に厳しい状況に変わりはなく、業況、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いる。

鉄鋼・金属
　　 �

9月度の状況は全体としては8月度よりやや売上が増加したが、8月まで比較的好調だった自動車関連が減少した。組
合員企業から、「人手不足が慢性化しており生産体制に支障をきたしている」との情報が寄せられている。

一般機械等
　　

技能・技術者の採用難は継続しており、大手製造業の退職者の受け入れで要員対応を図ってきた側面があったが、高
年齢者雇用安定法の施行により退職年齢の引き上げ傾向が強くなり即戦力となる熟練者の採用が難しくなっている。

その他製造業
　　

プラスチック製品製造業では、受注は、家電部品、照明器具部品は頭打ちのままだが、電子部品、自動車部品が牽引
して精密機械部品・産業用機器部品は増加が目立つ。

非製造業

8月

↓
9月

卸　　売
　　

生鮮食料品卸では、悪天候や台風の影響もあり9月の舞鶴市場の水揚げ金額がかなり減少している。白生地卸では、生糸相場の高騰から白生地価格
が値上がりしている一方で、販売ロットが減少し収益性が悪化している。染呉服製造卸では、白生地価格値上がり分の価格転嫁が進んでいない。

小　　売
　　

燃料小売業では、原油価格は3ヶ月連続の上昇と円安も続き9月の仕入は大幅な値上げとなった。天候不順により売上
は前年同月を割り込んだ。

商 店 街
　　

秋の観光シーズンに入り外国人観光客も増え、日本人観光客も増えているように思われるが、地域の消費者の財布の
紐はまだまだ固いようだ。

サービス
　　

旅館・ホテル業では、ＳＮＳ等による予約が増えている。従来の販売チャンネルが変わりつつあり、結果的に自社で予約コントロールをする
割合が増えているようだ。違法民泊への宿泊が増え、ホテル等では価格競争などの影響があるようだ。相変わらず人出不足は続いている。

建　　設
　　

秋になって増改築の仕事があるが、これは例年のことで回復の動きではない。結局変わらずというのが正しいと思わ
れる。

運輸・倉庫
　　

道路旅客運送業では、期待のシルバーウィークに台風が日本列島を直撃し、タクシーの観光予約のキャンセルが相次
ぎ大きな影響が出た。それ以外に大きなイベント等もなく、例年に比べて落ちつき過ぎて売上が減少した。

京都経済お天気

与
くみ

する
会長コラム No.61

　第四十八回衆議院議員総選挙が終わった。相変わらず煽り屋のマスコミに振り回された選挙。
　先日、あまりにも多くの落選者を出した東京都議会議員選挙について与党自民党の代議士と話す
機会があった。その時、唯一の成果はあの都のドン、自民党本部も手出しができない都の怪物のＵ
氏を引退させたことであると聞いた。
　ところで、当選挙の京都四区では、小生の応援する北神圭朗氏が希望の党から出てかなりの票を
得るが落選。思えば、もともと日本国民に与する氏にとって民進党は、居心地の悪そうな場所に見
えた。
　氏は、アメリカ生まれで高校まで現地教育。ただご両親は偉かった。キチンとした日本人に育て
あげ、京都大学に入学させる。留年はしたが、この体格の良い好青年を大蔵省が採り、エリートと
して主計局で鍛える。これ、伊吹文明先生と同じコース。大蔵省は懐が深い。大学四回生の時、民

主党の前原氏に会い、意気に感じボランティアで氏を応援したが、それが今回まで尾を引く。この義理堅さが彼の良さにも
運の無さともなる。
　日本の古典文化の教養とアメリカで身についた国際社会の感覚。まさに日本を愛する政治家のトップになる人。これだけ
の人物は与党自民党でも十人とはいないだろう。
　さて、地元四区からもう一人。小生も好きな田中英之氏は祖父から三代に亘り市会議員を務め、国会議員になった地道な
政治家。この二人ともに必要なのが、小選挙区比例代表並立制。地元と国のバランスをとる制度。比例を単なる救済制度と
見なさず、比例に強い党の候補者は比例で選出し、弱くとも地元や国に必要な人は小選挙区で直接選ぶ。この二人は地元四
区にとってとても必要な人たち。今回の選挙ではどちらも当選させるのが選挙民の賢さ。与党ならこの最良の政治家をうま
く取り込む度量が大切。国と地方は二兎を追うべき。
　ところで、今回躍進の立憲民主党。当初は希望の党に入りたかった人たちの集まり。立憲と言うならば当然自主憲法を創
るべき。
　日本嫌いの人たちの好きな言葉。ドイツの元大統領、ワイツゼッカーの「過去に目を閉ざす者は結局のところ現在にも盲
目となります。」。歴史認識で批判するのに使われるが、同じようなことは昔から誰でも言ってること。外国の人を有難がる
のは良いが、そろそろアメリカの占領統治法を憲法と称するのではなく、自らの手で憲法を創るべきではありませんか。
　前文「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」
　この憲法、日本国民に与しない。� 会長　�渡邉　隆夫
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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「高雄のもみじ色」です。
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