なえ どころ

ご存知ですか ものづくりの苗処
企業が根付き育つまち

京都

久御山町

くみやま

ごあい
さつ
ごあいさつ

久御山町長

信貴 康孝
本町では、昭和41年の国道１号開通を契
昭和41年の国道1号開通を契

機に道路交通網が発達し、
計画的な土地利
機に道路交通網が発達し、工業
・倉庫を中心
用と住みよい生活環境の形成を目指して、
とした諸産業の進出と住宅地の開発が進み、
住工混在がないまちづくりを展開してま
農業中心だった町が一変しました。計画的な
いりました。
企業にとって操業のしやすい環境が整い、
土地利用と住みよい生活環境の形成を目指
多くの中小企業が進出し、中には東証1部
して、住工混在がないまちづくりを展開して
にまで上場された企業があるなど「育つ環
まいりました。
境」が整っています。
また、農業においても600年以上の歴史
これは、
企業にとって事業がしやすい環境
を誇る育苗は、今では「淀苗」というブラ
としてプラス要因となり、多くの中小企業が
ンド名で、広く全国に出荷されています。
進出してきた経過があります。
本町で創業・
それだけではなく、
近年は九条ねぎなどの
軟弱野菜を中心に京野菜の主要産地とし
規模拡大された企業が多数あり、
中には東証
ても認知されるようになってまいりました。
１部にまで上場された企業もあるなど「
、育つ
本町のこうした産業の特色から、企業が
環境」
が整っています。
「育つ環境」
という土壌が整っているとい
なえどころ

う考えのもと、
「苗処」というコンセプトが
また、農業においても、
600年以上の歴史
打ち出されました。
を誇る育苗は、今では
「淀苗」
というブランド
企業が安定した操業を継続し、またさら
名で、広く全国に出荷されています。それだ
なる事業規模の拡大や後継者の確保、育成
けではなく、
近年は軟弱野菜を中心に京野菜
を図るためには、
自社にしかない理念や強

みを明確にし、
長期的な視点を持つことが
の主要産地としても認知されるようになって
重要であります。しかし、そうしたことに
まいりました。
気づけている企業は意外と少なく、気づく
本町のこうした産業の特色から「
、育この
つ環
境」
機会を創出しなければなりません。
「苗
処」で企業がさらに成長できるよう、時代
という土壌が整っているという考えのもと、
なえどころ
に合った施策を、
産業支援機関や金融機関
「苗処」
というコンセプトが打ち出されました。
などの関係機関と連携し、展開してまいり
淀苗は、
久御山町で育てられたものが全国に
ます。

葉・花・実
苗が日々の活動
（光合成）
を経て成長し
た成果＝日々の企業活動・生産活動か
らなる製品やサービスを指します

種
苗の素
（もと）
となる種＝企業を支える
人材やアイデアを指します

品種改良
苗がよりよく成長するための手法＝企業が成長するために選択
する経営方針や取組方針を指します
例）
企業連携、新分野進出、新製品開発、
販路開拓、海外進出など

肥料

…P9～15

淀苗は久御山町で育てられたものが全
行き渡ります。
商工業にあっても、久御山町
国の農業者の手元に行き渡ります。久御山
という
「土壌」
で成長した企業という
「苗」
の事
町という「土壌」で成長した企業という「苗」
業
が、全国や
世界に飛躍していけるよう「
、も
の事業が、
全国や世界に飛躍していけるよ

苗や種の成長を促進させる栄

う、
「ものづくりの苗処」
を広く展開してま
を広く展開してまいります。
のづくりの苗処」
いります。

例）
中小企業低利融資制度
（マ

養剤＝町の産業振興施策や関
係機関の各種施策を指します
ル久制度）
、創業支援など
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ごあいさつ
久御山町産業振興会議座長

光合成

龍谷大学政策学部
教授
龍谷大学政策学部 教授

中森 孝文

苗の生産活動・生命活動＝企業が日々行う企業
活動・生産活動を指します

地の利が良いだけで地域が発展し続けら
力の強いものだけが生き残るのではなく、

例）
製品の製造、板金加工、
サービスの提供など

水・CO2
苗が日々の活動
（光合成）
を行うために必要なも
の＝企業が企業活動・生産活動を行うための設備
や取引を指します
例）
製品を製造する機械設備、
商品の受発注など

社会から必要とされるものが生き続けます。
れるのならば、
そんなに楽なことはありませ
経済合理主義的な発想により、環境や社会
ん。科学技術の進歩や経済のグローバル化
だけでなく社員の幸せを犠牲にしてでも
に伴い、
人々のライフスタイルは絶えず変化
自己の利益を追求する利己主義的な企業
運営では、短期的には利益を得られても、
しています。
長期的に見ると継続できません。ところが、
新しい製品やサービスが常に求められ、そ
頭ではそのことを理解していても、目先の
れを生み出す技術やノウハウも革新し続けね
利益を犠牲にしてでも社会に貢献すると
いう意思決定は、
利益至上主義の世の中で
ばなりません。
地の利にあぐらをかいている
は難しくなります。
ようでは、社会の変化についていけません。
企業が生き残っていくためには、何のた
失敗を恐れずに新しい種を植え続け、
時代に
めに存在し何を判断の拠り所にするのか

苗・芽

…P６～8

土壌に根を下ろして定着している
苗や芽＝久御山町で成長している
企業を指します

という経営理念を定め、その理念の下で、
先駆ける芽を大きく育てる必要があります。
社員とともに社会の中での自社のあり方
久御山町は野菜の苗処として有名で、
育て
を見つめ、社会が求めるモノやコトの実現
られた淀苗は根付きが良く実のつきも良い
に向けた準備をしておかねばなりません。
今回、久御山町の調査でわかったことは
と評判です。
実は、農業だけでなく工業など
経営理念を定め社員とともに会社のある
の新しい芽が育つ環境でもあります。新しい
べき方向性を考え、それにむけて準備をし
技術シーズ
（種）
が、
チャレンジの場を求めて
続けている企業が、後継者問題等の経営課
久御山町にやってきて発芽し、
それらが強い
題を克服しやすいということでした。
すな

わち「ものづくりの苗処」
としての久御山
根を張って育っています。
まさに、
産業の苗
町の地の利を生かすことができるのは、社
処と言えるのです。
会で必要とされる姿を絶えず追求し、それ
その苗処の強みを今後も活かし続けるに
に向けて準備をしているところなのです。
そのためには旧来の産業の垣根を越え
は、
地域住民や企業がお持ちの種
（アイデア
た多様な視点からのアプローチが望まれ
やひらめき）
をどんどん蒔いていただく必要
ますが、そこには利他の心が求められます。
があります。
地域の皆さんに苗処の活用策
それこそが誰もが判断の拠り所とできる

土・土壌

…P4～5

種を芽吹かせ、苗を育てる基礎となる土壌＝
久御山町という土壌・場所を指します
例）
道路交通網などの環境、工業地域など
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理念なのです。
（産業振興策）
をご利用いただき、
久御山町の
地域住民や企業が、地域の未来のために
未来を支える産業として育ててくださること
利他の心を持って、自身
（自社）
が有する「種
を願っております。
や苗」
（アイデアやひらめき）
を掛け合わせ、
未来の社会が求めるものへと育ててくだ
さることを願っております。

久御山町という
「土壌」
久御山町は、京都市中心部から南へ約15km、山城盆地の南西
部に位置し、北は京都市、東は宇治市、南は城陽市、南西は八幡市
に隣接しています。
本町には、鉄道駅はないものの、国道1号がまちの中央部を南
北に縦貫し、東部を国道24号が、
さらに京滋バイパスや第二京阪
道路、京都第二外環状道路等の広域幹線道路網が発達し、大阪
や奈良、滋賀方面も含めた道路交通の要衝の位置にあります。
これまで、農業中心のまちとして発展してきましたが、昭和41
年の国道1号の開通を契機に工場の進出が進み、第二京阪道路
や京滋バイパスなどが開通したことによる道路交通網の発達により、町の中央部に工業地域が形成され、農業と工業が調和し
ながら「ものづくりの二刀流」として発展してきました。また、さらなる町内産業の活性化を図るため、「久御山町第２期産業振
興計画」を策定しました。

■

ものづくりの二刀流 くみやま

久御山町第２期産業振興計画について

久御山町第２期産業振興計画は、産業活動を維持し、事業
者、産業支援機関、住民、行政が連携を保ちながら産業の
活性化及び産業基盤の発展を目指すために策定しました。
「つなぐ・つながる・そだてる ものづくりの苗処」をキ
ーワードに、５つの柱（①産業基盤の向上、②情報発信強
化（知名度向上）、③連携、交流の強化、④人材、後継者
の育成、⑤創業支援）を軸に施策を展開します。
①産業基盤の向上
「産業基盤として適正な土地利用の維持、魅力のある産業
用地の創設と、交通の利便性の確保、事業者の経営力の向
上を図ります。」
②情報発信強化（知名度向上）
「産業情報の積極的な発信により知名度を向上しブランド
化を推進するとともに自社の強みに気づき、それを活かし
た事業者の情報発信力を強化します。」
③連携、交流の強化
「町内外の同業種、異業種の事業者及び、産業支援機関、
行政機関との交流を促進することにより、連携力を強化
し、新商品開発や販売力の向上につなげます。」
④人材、後継者の育成
「産業支援機関やハローワーク、京都ジョブパーク、教育
機関、近隣自治体等と連携し、各種事業の活用を通じて、
人材や後継者を確保し、育成します。」
⑤創業支援
「新たな経済活動の担い手となる創業者(スタートアップ
企業)や、中小企業等の新たな事業活動を支援します。」
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農業と工業が調和したまち

ねぎ

作付面積

府内1位

ほうれんそう

作付面積

府内1位

作付面積

府内1位

きゅうり

（平成27年農林業センサスより）

金属製品製造業

府内１位

汎用機械器具製造業

府内１位

業務用機械器具製造業

府内１位

プラスチック製品製造業

府内２位

生産用機械器具製造業

府内１位

電子部品・デバイス・電子回路製造業

府内３位

府内26市町村の事業所数ランキング
（平成28年経済センサスより）
※京都市除く

産業情報発信拠点 まちの駅クロスピアくみやま
久御山町の産業のすぐれた
「ものづくり」
の技術を広く発信
するための産業情報発信拠点として、農商工に関係する分野
が連携し、
また協働することで、町に新しい地域力を創出し、
魅力あふれるまちづくりを進める拠点として、平成22年に
「ま
ちの駅クロスピアくみやま」
ができました。

交流室使用料
使用
区分

施設
名等
交流室１
（20 席）
交流室２
（20 席）

使用料は基本使用料及び冷暖房使用料とし、
（ ）内の額は冷暖房使用料です。冷暖房の使
午前
午後
夜間
用期間は、６月 15 日～９月 30 日、11 月 20
９〜 12
13 〜 17 18 〜 22 日～３月 31 日とします。（予告なく変更す
る場合があります。）久御山町に在住、在勤、
1,200 円 1,600 円 1,600 円 在学していない方並びに町内に事業所のない
（300 円） （400 円） （400 円） 企業（久御山町商工会会員を除く）が使用す
900 円
1,200 円 1,200 円 る場合には、基本使用料に２を乗じて得た額
とし、営利目的とした販売行為を行う場合に
（300 円） （400 円） （400 円）
は、基本使用料に６を乗じて得た額とします。
冷暖房使用料は別途徴収します。

「くみやま夢タワー 137」KBS 京都ラジオ電波塔
まちのランドマークとしてそびえ立つ、珍しい単独自立型タワーの電波塔。高さ

は京都タワーよりも高い 137 ｍ。公募により、久御山町が夢を持って発展していく
よう「くみやま夢タワー 137」という愛称がつけられました。
令和元年よりライトアップを開始しました。様々な色に

意味を持たせ、「ものづくり」や「農業」などまちの魅力
を発信するツールとして活用します。

また、さらに町内外にまちの魅力を発信するために使用

するツールとして、くみやま夢タワー 137 のロゴマークを

決定しました。採用されたロゴマークは、町のみならず、
久御山産農産物のフィルムや町内事業者の商品など様々な
媒体で使用できます。

くみやま夢タワー 137
ロゴマーク
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ライトアップされた
くみやま夢タワー 137

ものづくりの苗処事例
土 壌を

生かした
経営

コカ ･ コーラ ボトラーズジャパン
㈱京都工場

弊社は、東は宮城県から西は鹿児島県まで１都２府 35
県を営業地域として、コカ ･ コーラ社製品を製造・販売す
るボトラーです。日本のコカ ･ コーラシステムの約９割の
販売量を担う、国内最大のコカ ･ コーラボトラーであると
ともに、売上高でアジア最大、世界でも有数の規模です。
久御山町に立地する京都工場は、地下水の良さに着目
し、昭和 46 年から稼働しています。現在では、国道１
号や高速道路網の整備などにより、物流面の利便性が向
上した事と、今も変わることなく豊富な地下水に恵まれ
ている事から、弊社工場の中でも主力的な位置づけとなっ
ています。また、清涼飲料の製造に加え、焙煎棟では、
グループ会社向けのコーヒー豆の製造も行っています。
また、多くのみなさまにコカ ･ コーラのことやコカ ･
コーラ ボトラーズジャパンのことをもっと知っていただ
くために、工場見学を実施しています。

土 壌を

生かした
経営

北藤育苗組合

久御山町の南西部、北川顔・藤和田地区では、有機質
を含有する砂質土で、育苗に最適な土壌であることを活
かした苗床として、ナスやトマト等の苗となる「淀苗」
を生産しています。
当地区では室町時代の中期から野菜苗を栽培している
歴史があり、伝統に培われた技術と、品質改良・技術向
上を重ね、「淀苗」として定着しました。京野菜の産地で
ある久御山町内の農業者はもちろんのこと、道路交通網
の地の利も活かし、関西一円をはじめ全国の農業者にお
届けしています。花着きが良く特に初期の収穫が早い苗
は「北藤の苗は日本一」と好評を得ています。
今後も伝統と実績のある「淀苗」を守り、お客様の要
望に応えられるよう新しい技術も取り入れ、ブランド化
を進めてまいります。

ものづくりの苗処での先進的な企業
（苗）
や取組

土 壌を

生かした
経営

フジモト運輸株式会社

当社は、1973 年創立後、京田辺市にて事業を展開し
てきましたが、主たる取引先が久御山町で操業すること
になり、又、関西各地への配送に、立地面からも検討し
た結果、1990 年に久御山町への会社の移転を決め、更
には当社の得意分野である低温輸送への一層の発展を目
指し、現在地に移ってきました。それ以降、久御山町の
幹線道路網の整備は、目を見張るものがあり、各地への
配送に当社は大いに恩恵を受けております。
現在、雇用環境が厳しい中、就業者の確保に繋げる施
策の拡充を行政に期待します。

積極的

な

情発
報信

KTC

京都機械工具株式会社

弊社は、1950 年京都市内で創業し、自動車産業の発
展とともに業績を大きく伸ばし、1966 年に久御山への
工場移転を決定しました。
久御山工場内に業界唯一の一貫生産体制を整え、世界
最高水準の品質を実現し、ハンドツールの生産量国内
NO. １メーカーとしての実績と信頼をお客様から得てお
ります。
ボルト・ナットを回す工具の製造からの締め付け力を
測る・記録する、仕事を管理する工具へと、そして更に
ボルトの緩み等の異常を予防・通知するツールとして進
化させ、皆様に安全・安心を久御山の地から提供してお
ります。
また 2003 年にオープンした「KTC ものづくり技術館」
を核として見学会や各種イベントの開催により弊社ファ
ン層の拡大に積極的に取り組むとともに、町内外の交流
促進にも積極的に対応しております。
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積極的

な

情発
報信

積極的

株式会社シオガイ精機

な 株式会社エージェンシーアシスト
情発
報信

当社は、昭和 42 年に京都嵯峨嵐山で創業したのち、業
務の拡大に伴い昭和 55 年に久御山町に移転しました。当
初は工作機械のオーバーホール（キサゲ）や大型から小
さい部品の精密加工品等に取り組んで参りました。また、
様々な事業者や関係支援機関との連携により、平成 27 年
８月に京都府 R ＆ D 事業自社開発補助金（ウェルネス部
門）に採択されネイリスト向け脱臭機の開発や近年クロー
ズアップされている職場改善活動に着目し、工場や病院・
家庭など、臭いで困られている環境改善に役立つ脱臭機
の開発～製造へとメーカーとして取り組んでいます。
また販路拡大に伴い SHUMAN というブランドを立ち上
げ、新たなブランド商品により事業の拡大を目指しています。
また生産拠点としてベトナムに工場をもち、シンガポールに
も現地法人を設け海外販売にも積極的に取り組み、外国人の
採用も積極的に行いグローバル企業を目指しています。
久御山町には、流通の利便性の維持と向上、貸し工場
を活用できる政策、まちの駅クロス
ピアくみやまに、産業の「プラット
フォーム」となってもらうなど、産
業の中心的な施設として幅広い活用
を期待しています。

弊社は平成２年に創業した加工部品の専門商社です。
商社でありながら商品検査を自社で行うことができ、品
質保証も当社が実施しております。
中小企業家同友会など経営者の皆様と交流したことが
きっかけで、自社の強みやブランディングについて社内で
考える機会を設け、加工部品の調達というニッチな部門で
あることと品質管理という自社の強みに気づくことができ
ました。それ以来、自信を持って強みをＰＲすることがで
き、展示会等出展支援助成制度も活用し、全国への展示会
等に積極的に出展しています。また、当社こだわりの品質
管理に必要な設備は積極的に取り入れています。
メーカー（顧客）の
下支えになるという理
念のもと、顧客からの
要望に応えるため、新
規事業の立ち上げにも
挑戦しています。

人材 ・

積極的

久御山町農産物直売所運営協議会
情発
報信
な

後継者
育成

本協議会は、平成 16 年に新鮮良質で安全安心な農産
物等の販売を通じ、地域農業の活性化と消費者との交流
の場作りを目的に設立し、販売の場として、久御山町農
産物直売所「旬菜の里」を同年にオープンしました。
久御山町は、農業が盛んな地域で、多くの生産者が京
野菜などの様々な野菜を栽培しており、また、交通網が
整っていることや、イオンモール久御山店があることな
どの環境により、多くのお客様に来店していただいてい
ます。
また、Facebook の活用や行政が主催のマルシェなど
様々なイベントに参加し、地元との交流によって、久御
山産農産物の情報発信と消費拡大を図っております。
今後も様々な工夫を凝らし、多くのお客様に久御山の
新鮮で安心・安全な農産物をお届けしてまいります。

洛陽化成株式会社

当社は、樹脂、金属の切削加工を主要事業としており、中
でも微細穴加工を得意とし、
穴径0.03mmの実績があります。
創業以来高い加工技術でお客様の信頼を得ながら発展し、近
年は展示会にも積極的に出展し、取引先も拡大しています。
当社の事業は女性の方も現場で活躍できることから、
社員が仕事と家庭の両立を図れるよう、働きやすい職場
づくりに取り組んでいます。社員との密なコミュニケー
ションを行うことにより、社内での理解を進め、有給休
暇の取得推進、年間休日の増加、短時間正社員の規定制
定等に取り組みました。そうした結果、平成 29 年に京
都府ワークライフバランス認証企業の認定、平成 30 年
に京都府子育て支援表彰をいただきました。
人材の採用が難しい状況のなか、求人票の作成の際に
は、欲しい（求めている）人材を社員に相談したり、ハロー
ワークにも相談に応じてもらうなど工夫しています。
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ものづくりの苗処事例
企業間
連携・
交流

の

久御山ものづくり C-AMP

町内に多くの事業所が集積されている中、隣の会社が
何を作っているのかもわからず、知らない事ばかりの状
況で、久御山町を「知る事」、「盛り上げる事」等の活動
を通じ、「気づき」、
「学び」、仲間とともに「成長しよう」
という趣旨のもとに町内企業の青年経営者・後継者が結
集し、平成 22 年に発足しました。
これまで、メンバーを通じて町内企業を知ることや、
互いの職場を見学することで改善点の指摘や見習うべき
点の発見ができ、会社のレベルアップにつながり、また、
単一では無理だったが、複数の技術が求められる仕事を
組織内で協力することで受けられるようになるなど、受
注の増加にもつながりました。
今後は、つながりの輪を広げ、組織の成長を目指すため、
久御山町には、他の団体の情報収集や情報提供、企業を
知る機会の創出に期待します。

人材 ・
後継者
育成

コタ株式会社

当社は、
「美容業界の近代化」を創業の志とし、1980
年に久御山町で創業しました。以来、自社製品の研究・開
発、製造までを一貫して行っており、全国のお取引先美容
室に高品質・高付加価値な製品（美容室専売の頭髪用化粧
品）をお届けしています。また、
「美容室の繁栄が当社の
繁栄につながる」という考えのもと、お取引先美容室に対
して業績向上のための経営コンサルティングも展開してお
り、業界の近代化と発展を通じて、ステークホルダーにとっ
て「いい会社」を目指しています。
当社では、
「共有すれば会社は強くなる」と考えており、
会社の考え方や目指すべき姿を役員・従業員の全員で共有
しています。また、今後のさらなる成長を見据え、人材へ
の投資も積極的に行っており、優秀な人材の採用に加え、
新入社員が即戦力として早期に活躍できるよう、人材教育
にも力を入れています。
その結果、創業以来の
着実な成長に繋がって
いると考えています。

ものづくりの苗処での先進的な企業
（苗）
や取組

企業間
連携・
交流

の

「黄金の茶室」

デザイン、設計に東京大学川添研究室を迎え、ものづく
りのまち久御山の企業 10 社の技術力を結集した現代版
「黄
金の茶室」です。秀吉が利休に命じて作らせたとされる
「黄金の茶室」を川添准教授の解釈で現代に復活。
「かたち」
から技術を探したのではなく、
「久御山の技術」という各
社の素材を結集した成果が、この茶室の形態です。完成に
至るまでに、幾度も打合せを重ね、試行錯誤のうえ、完成
しました。茶室完成後は、町内外でのイベントにおいて活
用されています。
参画企業

イーコット（株）、（株）カクワ、コスモ機器

（株）
、京都樹脂精工
（株）
、
（株）サンセイ、中沼アートス
クリーン
（株）
、ニューリー
（株）
、
（株）藤本製作所、（株）
マツダ、洛陽技研（株）

人材 ・
後継者
育成

株式会社村田農園

先祖代々から継承した農業経営を
平成 27 年に法人化。伝統ある淀苗や
京野菜の九条ねぎに加え、白くて甘
いとうもろこし「パールコーン」な
ど新しい品目の栽培に取り組むなど、
日々チャレンジしています。
また、全国各地の農業者と交流し、それぞれの考え方
に多くの刺激を受けたことから、ホームページの充実や
PR 動画の作成など、販売促進や販路開拓に繋がる情報発
信にも力を入れています。
農業の分野においても人材不足が深刻ななか、従業員
の働きやすい環境を整えるために、福利厚生などのソフ
ト面はもちろん、女性も多数働いていることから、女性
用の更衣室や休憩室の整備などハード面も充実させてい
ます。また、ベトナムなどの外国人の採用にも取り組み、
幅広い人材確保・人材育成に努めています。
久御山町の農業者においても後継
者不足や耕作放棄地の増加が懸念さ
れるなか、地域の中核的な担い手と
して農地の集約など合理的な営農を
意識し、久御山の農業の活性化を
図っていきたいと思います。

8

肥料（久御山町）久御山町の産業振興施策
中小企業低利融資制度
（略称
「マル久制度」
）
・保証料及び利子補給制度
中小企業低利融資制度（略称「マル久制度」
）・保証料及び利子補給制度
中小企業者の皆さんに対し、事業資金を低利で融資をおこない、事業者負担の軽減と経営の安定、健全な発展を図る
中小企業者の皆さんに対し、事業資金を低利で融資をおこない、事業者負担の軽減と経営の安定、健全な発展を図る
ことを目的とした制度です。
ことを目的とした制度です。
【 制度の概要 】
融資限度額
融資限度額

運転資金 2,000
万円以内・設備資金
万円以内
運転資金２，
０００万円以内
・設備資金３，
０3,000
００万円以内
※ただし、運転資金と設備資金の合計で上限
3,000
万円以内
※ただし、運転資金と設備資金の合計で上限３，
０
００万円以内

融資利率
融資利率

年 1.3％（令和 2.4.1 時点）
年１．
４％（平成31.4.1時点）

融資対象
融資期間

・久御山町内に 1 年以上住所を有する中小企業者であること。
運転資金５年
・設備資金７年
個人事業者の場合、久御山町内に代表者が住所を有していること。
法人事業者の場合、久御山町内に本店又は支店を登記していること。
・久御山町内に1年以上住所を有する中小企業者であること。
・1 年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者であること。
個人事業者の場合、久御山町内に代表者が住所を有していること。
・町税の滞納がないこと。

融資対象

融資期間

運転資金５年・設備資金７年

・京都信用保証協会の保証対象業種であること。
法人事業者の場合、久御山町内に本店又は支店を登記していること。
連帯保証人

・1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者であること。
法人代表者以外の連帯保証人不要
・町税の滞納がないこと。

取扱金融機関

京都銀行、京都中央信用金庫、京都信用金庫、南都銀行の各営業店
・京都信用保証協会の保証対象業種であること。

信用保証料補給
連帯保証人

信用保証料を１／２補給
法人代表者以外の連帯保証人不要

取扱金融機関

京都銀行、京都中央信用金庫、京都信用金庫、南都銀行の各営業店

信用保証料補給

信用保証料を１／２補給

利子補給

支払利子全額を２年間（24回分）補給

利子補給

支払利子全額を２年間（24 回分）補給

展示会等出展支援助成制度

中小企業者の皆さんが、開発・製作した製品を公的機関等の開催する展示会等に出展する経費の一部を助成し、もの
づくりのまち久御山の産業の振興を図ることを目的とした制度です。
（H28はH29.2月末時点）
【≪参考≫融資制度利用企業件数
制度の概要 】

年度
助成額

H26

利用件数 107
助成対象経費
助成対象者

H27
H28
H29
H30
助成対象経費の１／２以内で１社につき年間の上限
40 万円
118
86
00
00
出展及び移送に要する経費
・久御山町内に 1 年以上住所を有する中小企業者であること。
・1 年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者であること。
・町税の滞納がないこと。

展示会等出展支援助成制度

中小企業者の皆さんが、開発・製作した製品を公的機関等の開催する展示会等に出展する経費の一部を助成し、もの

がんばる農家応援事業
づくりのまち久御山の産業の振興を図ることを目的とした制度です。

【 町内の農業者を対象に、農業用機械購入等のハード事業や先進地視察、研修等のソフト事業の両面から応援します。
制度の概要 】
助成額

助成対象経費の１／２以内で上限４０万円
京力農場プラン掲載の中核的担い手
中核的担い手以外（※）
助成対象経費
出展及び移送に要する経費
3 万円以内
7 万円以内
5 万円以内
事業費の 2 分の
1 以内
1 件あたりの事業費は 50 万円以上
1 件あたりの事業費は 50 万円以上
助成対象者
・久御山町内に1年以上住所を有する中小企業者であること。

・1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者であること。
ハード事業
ソフト事業
・汎用的な機械（トラクター）・施肥に用いる機械（散布機）・播種・移植に
・先進地視察・講習会への参加・新
・町税の滞納がないこと。
規雇用確保の活動・自主研修会の開 用いる機械（田植機、野菜移植機）・収穫に用いる機械（コンバイン、野菜
収穫機）・軽トラック・フォークリフトなど
催など
（※）
年間農産物販売金額 100 万円以上、または米の販売金額 50 万円以上の町内在住の農業者
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肥料（久御山町）
企業立地マッチング促進事業
企業立地マッチング促進事業
事業拡大や新規進出のために事業用地や空き工場等をお探しの企業等に対し、ニーズに合った不動産情報を提供し、
事業拡大や新規進出のために事業用地や空き工場等をお探しの企業等に対し、ニーズに合った不動産情報を
町内への企業立地のきっかけづくりを推進する制度です。
提供し、町内への企業立地のきっかけづくりを推進する制度です。
〈協力〉京都府宅地建物取引業協会
全日本不動産協会京都府本部 全日本不動産協会京都府本部
【
情報提供までの流れ 】 〈協力〉京都府宅地建物取引業協会
【企業様
情報提供までの流れ 】
久御山町
企業様
企業様
久御山町
企業様
情報提供の申請
情報提供の申請
取扱い業者との交渉
情報提供の申請
協力協会から情報収集
取扱い業者との交渉

企業データベース
企業データベース
久御山町の
「ものづくり」
を内外に向けて情報発信することと町の新しい地域力を創出することを目的に、
まちの駅ク
久御山町の「ものづくり」を内外に向けて情報発信することと町の新しい地域力を創出することを目的に、まちの駅
ロスピアくみやまのホームページに企業のデータベースを掲載し、町内企業の紹介と企業連携を推進しています。
クロスピアくみやまのホームページに企業のデータベースを掲載し、町内企業の紹介と企業連携を推進しています。

まちの駅クロスピアくみやまのホームページ
まちの駅クロスピアくみやまのホームページ

http://www.crosspeer.jp/index.html
https://www.crosspeer.jp/

会社説明会
会社説明会
地域の産業が生産性を維持し、活性化していくためには、安定した雇用の確保が必要であり、そのために
「働き手を
地域の産業が生産性を維持し、活性化していくためには、安定した雇用の確保が必要であり、そのために「働き手を
求めている事業所」
と
「働く場所を求めている方」
とのマッチングをおこなう
『会社説明会
（求人説明会）
』
をハローワーク
求めている事業所」
「働く場所を求めている方」
とのマッチングをおこなう
『会社説明会
（求人説明会）
』をハローワー
宇治、久御山町商工会との連携により開催しています。
ク宇治、久御山町商工会との連携により開催しています。

創業支援ネットワーク「久御山チャレンジスクエア」
創業支援ネットワーク
「久御山チャレンジスクエア」
創業支援ネットワーク「久御山チャレンジスクエア」は、
各分野のスペシャリストが連携し、
創業に関わる様々な相談・
創業支援ネットワーク
「久御山チャレンジスクエア」
は、各分野のスペシャリストが連携し、
創業に関わる様々な相談
・
支援・スキルアップの場の提供を行う組織です。平成 28 年 1 月に産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の認定
支援・スキルアップの場の提供を行う組織です。平成28年1月に産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の認定
も受けています。
も受けています。

【 創業支援ネットワーク
「久御山チャレンジスクエア」】
久御山町商工会（総合窓口）
・
京都信用保証協会山城支所・
金融機関（京都銀行、京都信用金庫、）
京都中央信用金庫）
・
日本政策金融公庫京都支店・
久御山町

総合窓口
久御山町商工会

京都信用保証協会
山城支所
金融機関

日本政策金融公庫
京都支店

久御山町
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肥料（関係機関）関係機関の産業支援に向けた事業内容等
久御山町商工会
久御山町商工会は、地域における商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般の福祉の増進に寄与す
るため、商工業者によって組織された地域総合経済団体で商工会法に基づき認可を受けて設立された特別認可法
人です。

■経営相談

経営に関する様々な相談やお悩みにお応えします。伴走型の事業計画策定やセミナー、研修会の開催また専門家派
 経営に関する様々な相談やお悩みにお応えします。伴走型支援による事業計画策定やセミナー、研修会の開催また
専門家派遣を行っています。
遣を行っています。
 ※伴走型支援・・・マラソンなどで競技のそばについて走るがごとく、事業者とともに課題解決のため支援を継続
※伴走型・・・マラソンなどで競技のそばについて走るがごとく、事業者とともに課題解決のため支援を断続的に
的に行うこと。
行うこと。

■小規模事業者経営改善資金（マル経融資）
■小規模事業者経営改善資金（マル経融資）

 商工会の経営指導を受けている小規模事業者の方が、商工会の推薦により日本政策金融公庫が経営改善に必要な資
金を無担保、無保証、低利で融資する制度です。
金を無担保、無保証、低利で融資する制度です。

■創業塾

 創業への心構えから事業計画づくり、財務、税務、資金繰り、公
的融資制度活用等資金調達、販路開拓、労務等が身につく講義を実
施するとともに、中小企業診断士等による専門家個別相談を実施し、
施するとともに、中小企業診断士等による専門家個別相談を実施
創業を支援します。
し、創業を支援します。

■地域振興

 地域における生活者の一員として自ら考え行動に移し、地域づく
りに参画できます。地域の強みを発信するため「ひと・もの・しごと・
りに参画できます。地域の強みを発信するため「ひと・もの・しご
会社をつなぐ」をテーマに商工会フェスタ等を実施します。
と・会社をつなぐ」をテーマに商工会フェスタ等を実施します。

久御山町商工会

京都府久世郡久御山町田井浜代５番地１

Tel：075-631-6518 Fax：075-631-6750
http://kumiyama.kyoto-fsci.or.jp

ＪＡ京都やましろ
ＪＡ京都やましろは組合員、地域住民がお互いに助け合って農業と地域社会に根ざした組織として山城管内22Ｊ
ＪＡ京都やましろは組合員、地域住民がお互いに助け合って農業と地域社会に根ざした組織として山城管内 22
Ａが平成７年４月に合併して誕生しました。山城地域の農業とくらしが豊かになるための活動を展開しています。
ＪＡが平成７年４月に合併して誕生しました。山城地域の農業とくらしが豊かになるための活動を展開しています。

■営農経済

安心、安全な農産物を供給するほか、TAC（担い手支援担当者）を中心とした農業者への営農相談や担い手育成
 安心、安全な農産物を供給するほか、TAC（担い手支援担当者）を中心とした農業者への営農相談や担い手育成の
のほか、新たな農作物や地域特産物の生産拡大に向けて農業者とともに山城地域の農業を元気にする様々な事業を
ほか、新たな農作物や地域特産物の生産拡大に向けて農業者とともに山城地域の農業を元気にする様々な事業を行っ
ています。
行っています。
 特に久御山町では、九条ネギの集出荷場とカットセンターを整備し、農業者の新たな販路拡大に貢献しています。
特に久御山町では、九条ネギの集出荷場とカットセンターを整備し、農業者の新たな販路拡大に貢献しています。
今後とも京野菜、宇治茶のブランド産地として販売力の強化と農業生産の拡大により、農業者の所得増大に取り組み
今後とも京野菜、宇治茶のブランド産地として販売力の強化と農業生産の拡大により、農業者の所得増大に取り組み
ます。
ます。

■信用共済

地域の金融機関として貯金やローンを通じた組合員への支援を行っています。また、「ひと、いえ、くるま」の万
 地域の金融機関として貯金やローンを通じた組合員への支援を行っています。また、
「ひと、いえ、くるま」の万一
に備える共済で、くらしに安心をお届けしています。
一に備える共済で、くらしに安心をお届けしています。

■ＪＡくらしの活動

ＪＡを拠点にしたちゃぐりんスクールや田植え教室などの食育活動やＪＡ女性部の食の安全に取り組む活動、年金
 ＪＡを拠点にしたちゃぐりんスクールや田植え教室などの食育活動やＪＡ女性部の食の安全に取り組む活動、年金
友の会など様々な活動を展開し、農業、ＪＡへの理解を深める活動を展開しています。
友の会など様々な活動を展開し、農業、ＪＡへの理解を深める活動を展開しています。

ＪＡ京都やましろ
ＪＡ京都やましろ

京都府久世郡久御山町野村井ノ坪16
京都府久世郡久御山町野村井ノ坪 16
Tel：075-631-3354
Tel：075-631-3354 Fax：075-632-2615
Fax：075-632-2615
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肥料（関係機関）
日本政策金融公庫
日本政策金融公庫
日本政策金融公庫国民生活事業は、地域の身近な政策金融機関として、小規模事業者や創業企業の皆さまへの
日本政策金融公庫国民生活事業は、地域の身近な政策金融機関として、小規模事業者や創業企業の皆さまへの
事業資金融資のほか、多種多様な融資などを行っています。
事業資金融資のほか、お子様の入学資金などを必要とする皆さまへの教育資金融資などを行っています。

■融資制度
■融資制度

○新規開業資金：新たに事業を始める方または事業開始後おおむね７年以内の方
○新規開業資金：新たに事業を始める方または事業開始後おおむね７年以内の方
		
〈融資限度額〉7,200 万円（うち運転資金 4,800 万円以内）
〈融資限度額〉7,200万円（うち運転資金4,800万円以内）
		
〈返済期間（うち据置期間）〉設備 20 年（２年）、運転 7 年（２年）
〈返済期間（うち据置期間）〉設備20年（２年）、運転7年（２年）
○経営環境変化対応資金：売上が減少するなど業況が悪化している方
○経営環境変化対応資金：売上が減少するなど業況が悪化している方
		
〈融資限度額〉4,800 万円
〈融資限度額〉4,800万円
		
〈返済期間（うち据置期間）〉設備 15 年（3 年）、運転 8 年（3 年）
〈返済期間（うち据置期間）〉設備15年（3年）、運転8年（3年）
※他にもお使いみちに応じた融資制度がございます。くわしくは、日本政策金融公庫
※他にもお使いみちに応じた融資制度がございます。くわしくは、日本政策金融公庫 京都支店 国民生活事業窓口まで、お気軽にお
国民生活事業窓口まで、お気軽にお
問い合わせください。当公庫ホームページでもご覧いただけます。
問い合わせください。当公庫ホームページでもご覧いただけます。

■各種情報提供
■各種情報提供

○メールマガジンの配信を通じて、経営に役立つ情報を提供（無料）
○メールマガジンの配信を通じて、経営に役立つ情報を提供（無料）
○創業支援セミナー、ソーシャルビジネスセミナー等のセミナー開催（無料）
○創業支援セミナー、ソーシャルビジネスセミナー等のセミナー開催（無料）

日本政策金融公庫
日本政策金融公庫京都支店
京都支店国民生活事業
国民生活事業

京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101
京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 101 アーバンネット四条烏丸ビル４階
アーバンネット四条烏丸ビル４階
Tel：075-211-3230・Fax：075-213-0041
Tel：075-211-3230・Fax：075-213-0041
http://www.jfc.go.jp
http://www.jfc.go.jp

京都銀行
当行では、お取引先のさまざまな経営課題やニーズに対して、営業店と本部各部が地方公共団体や外部支援機
当行では、お取引先のさまざまな経営課題やニーズに対して、営業店と本部各部が地方公共団体や外部支援機
関などと連携して積極的なコンサルティング機能を発揮できる態勢を整えております。
関などと連携して積極的なコンサルティング機能を発揮できる態勢を整えております。

また、以下の 3 点を地域密着型金融の取り組みの 3 つの柱として、地域の中小企業などへの経営課題のサポー
また、以下の3点を地域密着型金融の取り組みの3つの柱として、地域の中小企業などへの経営課題のサポート
トや地域経済の活性化につながる取り組みを実施しております。
や地域経済の活性化につながる取り組みを実施しております。
（1）お取引先に対するコンサルティング機能の発揮
（1）お取引先に対するコンサルティング機能の発揮
（2）地域の面的再生への積極的な参画
（2）地域の面的再生への積極的な参画
（3）取組態勢の整備【人材の育成・業績評価・積極的な情報発信】｠
（3）取組態勢の整備【人材の育成・業績評価・積極的な情報発信】

京都銀行 久御山町支店
京都府久世郡久御山町佐山双栗49番地1
お客様のニーズに合わせたご提案をさせていただきます。
Tel：0774-43-8511
京都銀行久御山町支店まで

京都銀行 久御山町支店

京都府久世郡久御山町佐山双栗 49 番地 1
Tel：0774-43-8511

12

京都中央信用金庫
当金庫では、地域社会や中小企業の課題に対応す
るため、2017年11月に本部に「地域創生部」を設
るため、2017
年 11 月に本部に「地域創生部」を
立しました。お客様のあらゆるライフステージにお
設立しました。お客様のあらゆるライフステージに
いて創業支援、成長支援、再生支援、事業承継、
おいて創業支援、成長支援、再生支援、事業承継、

M&A、ビジネスマッチングなどを営業店とともに提
案します。

[[ソリューションメニューの一例]
ソリューションメニューの一例 ]
■創業・第二創業支援融資

創業支援融資商品「京都中信
創業スタートダッ
 創業支援融資商品「京都中信
創業スタートダッシュ」や

また、事業拡大へ向けたＭ＆Ａによる企業連携もサポートし
ポートいたします。また、事業拡大へ向けたＭ＆Ａ
ています。
による企業連携もサポートしています。

■ＳＤＧｓ達成への取組み
■ＳＤＧｓ達成への取組み

 当金庫は「京都中央信用金庫
当金庫は「京都中央信用金庫ＳＤＧｓ方針」を制定し、Ｓ
ＳＤＧｓ方針」を制定し、ＳＤ
ＤＧｓにおける 17 の開発目標達成に尽力することを通じ、
地域社会の発展に取り組むことを宣言しました。専用融資商
Ｇｓにおける17の開発目標達
品やファンドの活用を通じて持続可能な社会の実現へ向けた
成に尽力することを通じ、地域
お客さまの取組みをサポートします。
社会の発展に取り組むことを宣言しました。専用融
資商品やファンドの活用を通じて持続可能な社会の
京都中央信用金庫
久御山支店
実現へ向けたお客さまの取組みをサポートします。
〒 613-0034

京都府久世郡久御山町佐山双栗 16-4

シュ」や日本政策金融公庫と当金庫の協調融資商品
日本政策金融公庫と当金庫の協調融資商品「スタートダッ

京都中央信用金庫 久御山支店

ポートいたします。
まの新たな事業展開をサポートいたします。

TEL：0774-43-8211 FAX：0774-45-0755
〒 613-0036 京都府久世郡久御山町田井向野 43-11

シュ・ツイン」をご用意し、お客さまの新たな事業展開をサ
「スタートダッシュ・ツイン」をご用意し、お客さ

TEL：0774-43-8211 FAX：0774-45-0755
〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山双栗16-4

京都中央信用金庫

久御山中央支店

京都中央信用金庫
TEL：0774-44-9121久御山中央支店
FAX：0774-41-7081

■ビジネスマッチング支援

京都府下最大級の異業種交流会「中信ビジネス
 京都府下最大級の異業種交流会「中信ビジネスフェア
大
フェア 大商談会」の開催などを通じ、百貨店・
商談会」の開催などを通じ、百貨店・スーパー・商社・海外

〒613-0036

京都府久世郡久御山町田井向野43-11

TEL：0774-44-9121

FAX：0774-41-7081

企業等のバイヤーや地元企業とのマッチング機会を提供して
スーパー・商社・海外企業等のバイヤーや地元企業
います。
とのマッチング機会を提供しています。

■事業承継・Ｍ&Ａ支援
■事業承継・Ｍ
& Ａ支援

後継者問題の解決へ向けて、公的支援機関やコン
 後継者問題の解決へ向けて、公的支援機関やコンサルタン

サルタント会社等と連携し、お客様の事業承継をサ
ト会社等と連携し、お客様の事業承継をサポートいたします。

京都信用金庫
Ⅰ．創業支援
■創業支援融資

創業支援融資制度「ここから、はじまる」「インキュベーションから、はじまる」「公庫から、はじまる」を揃
 創業支援融資制度「ここから、
はじまる」
「インキュベーションから、はじまる」
「公庫から、はじまる」を揃え、支店担当者が創業、
事業承継に関するご相談をお受けします。
え、支店担当者が創業、事業承継に関するご相談をお受けします。

■「京信・起業家成長サロン」「女性起業家サロン」
■「京信・起業家成長サロン」「女性起業家サロン」

起業家の皆様に交流の場を提供し、10年後のビジョン実現に向けた勉強会や交流会を定期的に開催しています。
起業家の皆様に交流の場を提供し、10
年後のビジョン実現に向けた勉強会や交流会を定期的に開催しています。

■地域の起業家大賞

創業5年以内の起業家を対象に起業マインド、事業の独創性・革新性、地域貢献度等の優れた中小事業者を顕彰す
 創業
5 年以内の起業家を対象に起業マインド、事業の独創性・革新性、地域貢献度等の優れた中小事業者を顕彰する「京信・地域
る「京信・地域の起業家アワード」を創設しました。
の起業家アワード」を創設しました。

★当金庫は新しい発想で自己実現を図る起業家を応援し、お取引先と共に成長する伴走型営業を目指しています。
★当金庫は新しい発想で自己実現を図る起業家を応援し、お取引先と共に成長する伴走型営業を目指しています。

Ⅱ．ビジネスマッチング
■オンラインマッチング

事業者の皆様の経営や営業に関する課題について、迅速に情報提供を行い、解決に向けたお手伝いをしています。
事業者の皆様の経営や営業に関する課題について、迅速に情報提供を行い、解決に向けたお手伝いをしています。

■バイヤーマッチング商談会

全国から大手バイヤーが参加し、当金庫お取引先サプライヤーとのマッチング商談会を開催。各バイヤーがエン
全国から大手バイヤーが参加し、当金庫お取引先サプライヤーとのマッチング商談会を開催。各バイヤーがエントリーシートによ

トリーシートによる事前審査を行います。（参考：平成27年度参加バイヤー39社）
る事前審査を行います。
（参考：2019 年度参加バイヤー 37 社、サプライヤー企業 184 社）
京都信用金庫久御山支店
京都信用金庫久御山支店

〒613-0034
〒 613-0034 京都府久世郡久御山町佐山双栗16番地5
京都府久世郡久御山町佐山双栗 16 番地 5
Tel：0774-44-5301
Tel：0774-44-5301
http://www.facebook.com/kyotoshinkin.entre
http://www.facebook.com/kyotoshinkin.entre
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肥料（関係機関）
日本政策金融公庫
公益財団法人京都産業 21
日本政策金融公庫国民生活事業は、地域の身近な政策金融機関として、小規模事業者や創業企業の皆さまへの
“Always
Together ～明日へのチャレンジ応援します！～ ”
事業資金融資のほか、多種多様な融資などを行っています。
京都産業 21 は、顧客とのコミュニケーションを最も大切にし、あらゆる資源の有効活用を図り、中小企業の

企業活動に真に役立つ質の高いサービスを提供することにより、京都産業の発展に貢献します。
■融資制度
○新規開業資金：新たに事業を始める方または事業開始後おおむね７年以内の方
「真に頼れる」経営のベストパートナーとして、
持続的発展を目指す企業はもとより、
新たな成長・発展や新規事業・
〈融資限度額〉7,200万円（うち運転資金4,800万円以内）
成長分野にチャレンジする中小企業を応援します。

〈返済期間（うち据置期間）〉設備20年（２年）、運転7年（２年）
○経営環境変化対応資金：売上が減少するなど業況が悪化している方
(2) 取引先を開拓したい
〈融資限度額〉4,800万円
(3) 設備導入、研究開発等の資金や補助金を受けたい
〈返済期間（うち据置期間）〉設備15年（3年）、運転8年（3年）

(1) 自社の経営全般について相談したい、アドバイスがほしい

※他にもお使いみちに応じた融資制度がございます。くわしくは、日本政策金融公庫
京都支店 国民生活事業窓口まで、お気軽にお
(4)
人材を育成したい
問い合わせください。当公庫ホームページでもご覧いただけます。

(5) 海外市場に進出したい

■各種情報提供
(6) 事業承継に取り組みたい

○メールマガジンの配信を通じて、経営に役立つ情報を提供（無料）
(7)
プロフェッショナルな人材を確保したい

○創業支援セミナー、ソーシャルビジネスセミナー等のセミナー開催（無料）

(8) 経営革新に取り組みたい

日本政策金融公庫 京都支店 国民生活事業

(9) 新市場・新分野に進出したい

京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101

アーバンネット四条烏丸ビル４階

(10) 企業連携・産学公連携による技術開発に取り組みたい
Tel：075-211-3230・Fax：075-213-0041
http://www.jfc.go.jp
(11) 地域資源を活用して、事業を展開したい

企業活動を続けていく上での、様々な課題に対する支援メニューをご提供します。
お気軽にご相談ください。
京都銀行
公益財団法人

京都産業 21

〒当行では、お取引先のさまざまな経営課題やニーズに対して、営業店と本部各部が地方公共団体や外部支援機
600 － 8813 京都府京都市下京区中堂寺南町 134

TEL：0774-315-9234 FAX：075-315-9240
関などと連携して積極的なコンサルティング機能を発揮できる態勢を整えております。

URL：https://www.k21.jp/		
また、以下の3点を地域密着型金融の取り組みの3つの柱として、地域の中小企業などへの経営課題のサポート

や地域経済の活性化につながる取り組みを実施しております。
（1）お取引先に対するコンサルティング機能の発揮

ハローワーク宇治
（2）地域の面的再生への積極的な参画

（3）取組態勢の整備【人材の育成・業績評価・積極的な情報発信】｠

人材確保のお手伝いをします !!
■求人申込

 人材確保のご相談、求職者が応募しやすい求人条件や求人票記載にかかる助言、画像情報の収集による求人情報の
充実などより良い人材確保のための充足サービスを行っています。

■企業説明会の実施
企業の採用担当者が求職者に対し、仕事内容や求人条件等の説明を行う機会を提供しています。

■雇用関係助成金のご相談
就職困難者等を新たに雇い入れる際や労働者の処遇や職場環境の改善を図る際等、雇用に係る各種助成金があります。

■障害者雇用のご相談
 障害者法定雇用率（２.2％）の達成に向け、関係機関と緊密な連携を
図り仕事の内容やマッチング等ニーズに合わせた支援をしています。

京都銀行
久御山町支店
ハローワーク宇治

〒 611-0021 京都府宇治市宇治池森 16-4
京都府久世郡久御山町佐山双栗49番地1
Tel：0774-20-8609 Fax：0774-24-7796
Tel：0774-43-8511

会社説明会

14
12

京都中央信用金庫
京都信用保証協会
ポートいたします。また、事業拡大へ向けたＭ＆Ａ
当金庫では、地域社会や中小企業の課題に対応す
信用保証協会は、中小企業者が金融機関から事業資金の融資を受ける際に「公的な保証人」となって、金融の

による企業連携もサポートしています。
るため、2017年11月に本部に「地域創生部」を設
円滑化を図るために設立された「信用保証協会法」に基づく公的機関です。
立しました。お客様のあらゆるライフステージにお
■ＳＤＧｓ達成への取組み
当協会では、金融と経営の総合的サービスを推進すべく、保証による金融支援のほか、様々な経営支援の取組
当金庫は「京都中央信用金庫
ＳＤＧｓ方針」を制定し、ＳＤ
Ｇｓにおける17の開発目標達
案します。
■京都バリューアップサポート
成に尽力することを通じ、地域

経営の専門的知識やノウハウを必要とされる中小企業・小規模事業者に中小企業診断士等の専門家を派遣し、企業
社会の発展に取り組むことを宣言しました。専用融
[ソリューションメニューの一例]
資商品やファンドの活用を通じて持続可能な社会の
ごとのニーズに合った経営改善のサポートを行います。
■創業・第二創業支援融資
実現へ向けたお客さまの取組みをサポートします。
創業支援融資商品「京都中信 創業スタートダッ

いて創業支援、成長支援、再生支援、事業承継、
みを実施しています。ぜひご活用ください。
M&A、ビジネスマッチングなどを営業店とともに提

■「チャレンジ」創業バリューアップサポート

シュ」や日本政策金融公庫と当金庫の協調融資商品
京都中央信用金庫 久御山支店
 経営の専門的知識やノウハウを必要とされる創業予定者や創業後５年未満の方を対象にしています。中小企業診断
「スタートダッシュ・ツイン」をご用意し、お客さ
〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山双栗16-4
士等の外部専門家を派遣し、創業計画の策定支援から創業後のアフターフォローまで創業者に伴走しながら、事業が
まの新たな事業展開をサポートいたします。
TEL：0774-43-8211 FAX：0774-45-0755
軌道に乗るようサポートします。
京都中央信用金庫 久御山中央支店
■ビジネスマッチング支援
※いずれも専門家派遣にかかる費用は当協会が全額負担いたします。
〒613-0036 京都府久世郡久御山町田井向野43-11
京都府下最大級の異業種交流会「中信ビジネス
TEL：0774-44-9121 FAX：0774-41-7081
フェア 大商談会」の開催などを通じ、百貨店・
京都信用保証協会 山城支所
〒スーパー・商社・海外企業等のバイヤーや地元企業
611-0033 京都府宇治市大久保町上ノ山 37 番地の３
とのマッチング機会を提供しています。
Tel：0774-43-8822 Fax：0774-43-8899

■事業承継・Ｍ&Ａ支援

後継者問題の解決へ向けて、公的支援機関やコン
京都府山城広域振興局
サルタント会社等と連携し、お客様の事業承継をサ

■京都やましろ企業オンリーワン倶楽部（知事認定等を受けた企業等で組織する異業種交流ネットワーク）
〇趣旨

京都信用金庫

 山城地域において、積極的に事業を展開しようとする中小企業が、自らの強みの強化、弱みの補完・克服をめざすため、
相互に刺激し合い、切磋琢磨しながら自発的な交流・連携及び経営革新を図るためのきっかけとなる「場（機会）の提供」
Ⅰ．創業支援
を通じて、山城企業の成長発展と地域経済の活性化を促進する。

■創業支援融資
〇 事業内容

創業支援融資制度「ここから、はじまる」「インキュベーションから、はじまる」「公庫から、はじまる」を揃
主な活動
え、支店担当者が創業、事業承継に関するご相談をお受けします。
・交流連携サロンの開催（勉強会、交流会、事例報告会、各種制度、イベント紹介等）

■「京信・起業家成長サロン」「女性起業家サロン」
・メルマガ「オンリーワン倶楽部通信」発行（支援機関施策、関連情報等の配信）など

起業家の皆様に交流の場を提供し、10年後のビジョン実現に向けた勉強会や交流会を定期的に開催しています。
【最近の取組事例】

■地域の起業家大賞
・交流連携サロンにおいて、「YMBA 勉強会」参加者による成果報告会や、世界へ挑戦する管内企業による講演会な
創業5年以内の起業家を対象に起業マインド、事業の独創性・革新性、地域貢献度等の優れた中小事業者を顕彰す
どを実施。
る「京信・地域の起業家アワード」を創設しました。
・後継者等を対象とした産学公連携による経営人材育成事業「YMBA 勉強会」を開催。
★当金庫は新しい発想で自己実現を図る起業家を応援し、お取引先と共に成長する伴走型営業を目指しています。
＜取組方法＞

Ⅱ．ビジネスマッチング
・開催頻度：年数回程度開催（関係機関との共催事業を含む）
・会
場：原則として山城広域振興局管内
■オンラインマッチング

事業者の皆様の経営や営業に関する課題について、迅速に情報提供を行い、解決に向けたお手伝いをしています。
≪参考≫

町内の京都やましろ企業オンリーワン倶楽部会員
■バイヤーマッチング商談会

京都府山城広域振興局農林商工部商工労働観光室

〒 611-0021 京都府宇治市宇治若森 7 の 6
全国から大手バイヤーが参加し、当金庫お取引先サプライヤーとのマッチング商談会を開催。各バイヤーがエン
株式会社アグティ、株式会社プロト、コタ株式会社、
Tel：0774-21-2103 Fax：0774-22-8865
トリーシートによる事前審査を行います。（参考：平成27年度参加バイヤー39社）
ニューリー株式会社、プラスコート株式会社、
URL:http://www.pref.kyoto.jp/yamashiro/
京都信用金庫久御山支店
有限会社サン・ユニット・カンパニー 計 6 社（R2.2 月現在）
Mail: yamashin-no-shoko@pref.kyoto.lg.jp
〒613-0034

京都府久世郡久御山町佐山双栗16番地5

Tel：0774-44-5301
注意！「肥料（久御山町）」及び「肥料（関係機関）」の各制度は変更することがありますので、都度お問い合わせください。
http://www.facebook.com/kyotoshinkin.entre
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＜久御山町役場へのアクセス＞
公共交通利用の場合
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車の場合
関西国際
空港から
中部国際
空港から
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瀬田東 JCT
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自動車道等55分
新名神・名神
高速道路等95分

問合せ

久御山町事業建設部産業課

T e l：075-631-9964、0774-45-3914
F a x：075-631-6149
URL：http://www.town.kumiyama.lg.jp
Mial：sangyo@town.kumiyama.lg.jp
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