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平成 31年 4月 1日から従業員の有給休暇取得に関する法律が変わります。 年次有給

休暇が年 10日以上付与されている従業員には、そのうち 5日間の取得をさせることと、

これに関する就業規則の変更が義務付けられました。これに違反をすると 30 万円以下

の罰金が科されますので未対応の事業所は至急対応してください。       ご不

明な点は商工会まで。 

 補助金関係情報 

 

 

商 工 会 ニ ュ ー ス 平成３１年 4月発行 

平成 25 年度から始まりました『せいか夏祭り事業』は平成 30 年度に 6 回目を迎え

ることができました。立ちあげ当初は、工業部会が企画立案から運営まですべてをまか

ない、精華町の活性化と新旧住民のふれあいの場づくり、そして何より地元商工業者の

PR を目的に企画しました。そして一昨年からは商工会本会が主催者となり運営をして

まいりました。 

当初は来場者が 1000 人規模であったものが 6 回目には 5000 人もの来場があり盛況

に終えることができました。しかしながらこの規模は、会員ボランティアのみで運営す

る事業としてはキャパシティーをはるかに超え、いつ災害が起きても不思議ではない状

況となりました。 

そこで本会と実行委員会において今後の体制について協議を重ねた結果、当初の目的

は充分に果たすことができたと判断し、同事業を発展的に解散することになりましたの

でご報告申し上げます。このかん、多くの会員事業所や関係諸団体の皆様方にはひとか

たならぬご支援と協力を賜りましたこと、衷心より深く感謝申し上げます。同事業の経

験や成果を踏まえ、今後とも商工会事業に邁進してまいりますのでご指導ご鞭撻を賜り

ますようよろしくお願い申し上げます。 

精華町商工会長 田尻儀久  

 

今、事業者の一番の悩みは事業承継問題と言われています。精華町商工会

においても 1 年間で 10 事業所の廃業（事実上の廃業を含めると 15 事業所）があ

り、この問題が深刻化しています。親族への事業承継はもとより従業員へ

の承継や M＆A（企業合併・買収）について、商工会では問題解決に向け

て支援体制を整えています。どんなことでも結構ですので、まずは商工会

経営支援員にご相談ください！！  

 せいか夏祭り事業に関する御礼とご報告 

 
平成 3 0 年度  定款・規約・規程変更のご報告 

定款：青年部員資格変更（第 42 条  商工会員、親族、後継者と認める者）  
規約：特別会計運営規約の新設（特別会計の管理・運営方法の設定）  
規程：個人情報保護規定改正（法律改正による改定）  
    職員服務規程改正（職員定義の明確化、災害発生時による特別休暇の設定）  
    慶弔規程改正（会員家族の傷病による慶弔規程の廃止）  
    職員服務規程の改正（法改正による職員有給休暇取得に係る時季指定権の設
定）  

商工会からの補助金等の発信は『精華町商工会ホームページ』から行って

います。お得な情報をいち早く会員の皆様にお届けしたいと思っています

ので商工会のホームページ『新着情報』を定期的にご覧ください。  

 お得情報はホームページから 

 国内情勢が大きく変化する中、商工会では経営支援業務へ要望が非常に大きなウエイ
トを占めて参りました。特に個別相談業務が増えてきており、他の事業所様の支援中に、
ご相談に立ち寄られた事業所様のご対応ができないことも多く発生しています。そこ
で、ご相談に来られた事業所様をお待たせすることなく、かつ濃密なご支援をさせてい
ただくことを目的に以下のシステムにご協力いただければ幸いです 

 

◆個別相談の際は事前にお電話ください。支援員不在やお待たせすることなく確実にご

対応させていただきます 

◆一回のご相談時間を基本的に 1時間以内とさせていただき、より多くの事業所様のご

相談を受けられる体制を作ります 

より多くの事業所様に、より濃密なご支援を目指して商工会サービスのアップにつなげ

て参ります 

 

 個別支援体制の方針（ご協力のお願い） 

◆平成 30 年度補正『ものづくり・商業・サービス業生産性向上促進補助金』 

≪概要≫  

中小企模事業者等が取り組む、生産性向上に資する革新的なサービス開発・

生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援するもの。  

≪公募期間≫2019 年 5 月 8 日（水）  消印〆切   

詳しくはインターネットで『全国中小企業団体中央会』から「平成 30 年度

補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」をご覧ください。 

◆平成 31年度もｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ補助金や持続化補助金の施行がされる見込みです。 

  今後の商工会からの郵送物やホームページを常にチェックしてくださ

い！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
事 業 承 継 問 題 



                               
 

 開 催 日 時 内 容 場 所 

2019/4/4 まちゼミ参加予定事業所説明会 商工会館 

4/11 SSC 実行委員会（AM7：00～8：00） 商工会館 

4/19 まちゼミパンフレット用写真撮影会（雨天時：4/22） 商工会館 

4/25 SSC 全体会議（AM7：00～8：00） 商工会館 

同日 4 月理事会 商工会館 

5/9 SSC 実行委員会（AM7：00～8：00） 商工会館 

5/20 2019 ツアーオブジャパン 精華町・京田辺市 

5/23 SSC 全体会議（AM7：00～8：00） 商工会館 

5/28 精華町商工会 通常総会 商工会館 

編集後記：いよいよ新年度を迎えました。消費税対策や新元号（令和）の準備は進んでいますか？ 今年

は激変の年と言われていますので何事も早めの準備が必要です。お困りごとがあれば商工会へご相談く

ださい！ 私たちは敷居の低い商工会を目指します！            事務局長 石原 順 

 
事業予定 Ｈ３１.４月～H３１.５月 

会員増強キャンペーンを 

継続実施中です 
 

 
新入会員のご紹介 （平成３１年１月・３月の理事会で承認された方のご紹介です。） 

 1.事業所名  2.代表者（敬称略）   3.業種 
4.電話  5.住所  

 1. Karyudo Therapeutix 株式会社（ｷｬﾘｭｰﾄﾞｩ ﾃﾗﾋﾟｭｰﾃｨｸｽ）  2. 佐藤匠徳   
3. 薬品等研究開発   4. 03-6671-9094  5. 光台 2-2-2ATR 内 

 1. いざわファーム株式会社  2. 井澤茂治  3. 福祉サービス業 

4. 98-0016   5. 祝園長塚 17-5 

 1. 有限会社 京奈運輸  2. 藤田清 3.一般貨物自動運送業 

4. 94-5330   5. 下狛車付 7-1 

 1. NA．color’s（ﾅ･ｶﾗｰｽﾞ）   2. 土屋直代  3.ﾈｲﾙｻﾛﾝ、ﾊﾟｰｿﾅﾙｶﾗｰ診断    

4. 080-3036-0969   5. 祝園馬場脇 14 

 1.NATURAL SMILE   2. 藤田千紗  3.料理教室 
4. 69-1762    5. 桜が丘 4 丁目 11-6    （4/1 付入会） 

 1.ヨガ*スタジオ空気    2.向井 茜   3.ﾖｶﾞｽﾀｼﾞｵ・ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝｻﾛﾝ 

4. 070-5268-2260   5. 南稲八妻堂垣内 17-1（4/1 付入会） 

 1.株式会社テクノーブル    2.澤木茂豊   3. 研究開発・製造業 

4. 98-1001   5. 光台 1 丁目 2-5       （4/1 付入会） 

 
経 営 発 達 事 業 報 告 

平成 28 年度、経済産業省が強く推奨する『経営発達支援計画事業（5 か年計画）』の認

定を受け 3 年が経過しようとしています。このかん、経営の基礎から学ぶセミナーや経

営の実践的なセミナー、自社の経営分析の手法を学ぶセミナーなど経営力を向上させる

事業に取り組んでまいりました。また需要開拓支援としては『まちゼミ』にも取り組み、

地元事業者の消費者に対する認知度もアップしてきたところです。このかんの成果とし

ては本年度では商圏分析としては 47 事業所、SWOT 分析や財務分析では 37 事業所、

『知恵の経営認定』に 1 事業所、補助金申請のための経営計画策定支援で 24 事業所、

事業承継支援先は 4 事業所、まちゼミの参加事業所としては 47 事業所（消費者 480 名

参加）等、多くの事業所の売上増進に向けたご支援をさせていただきました。新年度に

おきましても趣向を凝らしつつ更なる支援体制で取り組んでまいりますので、ぜひセミ

ナー等の企画にご参加ください。  

何もしなければ何も始まりません。行動を起こさず後悔するくらいなら、まずは行動あ

るのみです！  

地域一番店（事業所）を目指して一歩足を踏み出し、行動を起こしましょう！！  

 

 1. 2.谷垣夏美   3. 演奏家（ピアノ） 
4. 93-3379   5. 光台 9 丁目 10-1      （4/1 付入会） 

 1.JACKPOT DINER（ｼﾞｬｯｸﾎﾟｯﾄﾀﾞｲﾅｰ）  2.野中圭吾  3.飲食業  

4. 050-3442-4034 5.下狛下新庄 34-1 ｻﾆｰﾋﾞﾙ 2F （4/1 付入会）

会）
 1.有限会社モリタ屋フード  2.森本匡司   3. 食肉販売業 
4. 090-3677-9758   5. 祝園二ノ坪 9 番地   （4/1 付入会） 

 
新 し い 職 員 の ご 紹 介 

この度、4月より和束町商工会から精華町商工会に配属となりました辻 明美と申

します。 

和束町商工会では、宇治茶の生産量の 4 割を占めるお茶の産地である生産者の六

次産業化による、販路開拓の支援等の仕事に携わっておりました。今回の異動で新

規領域にチャレンジすることになり、精一杯務める所存でおります。ご迷惑をおか

けすることもあるかと思いますが、ご指導ご鞭撻のほど、お願い致します。 

 


