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久御山町事業建設部産業課
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ご存知ですか  ものづくりの苗処
なえ どころ

企業が根付き育つまち

KYOTO   KUMI AMA

京阪
電車

淀屋橋淀屋橋

中書島
久御山
JCT

中書島

大久保

JR

奈
良
線

JR

京
都
線

近
鉄
京
都
線

京都南
I.C.

大山崎
JCT

城陽
I.C. 新田大久保

公共交通利用の場合

車の場合

京都駅　　　　　　　大久保駅　　　　　　　久御山町役場

三条駅　　　　　　　中書島駅　　　　　　　淀駅　　　　　　　久御山町役場

淀屋橋駅　　　　　　枚方市駅　　　　　　　淀駅　　　　　　　久御山町役場

近鉄京都線
急行17分

京都京阪バス
11分

京阪本線
特急14分

京阪本線
特急23分

京阪本線
普通4分

京阪本線
普通18分

京都京阪バス
11分

京都京阪バス
10分

関西国際空港　　　　　門真 JCT　　　　　久御山南 I.C.　　　　　久御山町役場
阪和・近畿

自動車道等55分
第二京阪
道路20分

府道宇治・淀線
淀方面へ5分

京都から

大阪から

関西国際
空港から

中部国際空港　　　　　瀬田東 JCT　　　　　久御山淀 I.C.　　　　　久御山町役場
新名神・名神
高速道路等95分

京滋バイパス
20分

府道宇治・淀線
宇治方面へ5分

中部国際
空港から



　本町では、昭和41年の国道１号開通を契

機に道路交通網が発達し、工業・倉庫を中心

とした諸産業の進出と住宅地の開発が進み、

農業中心だった町が一変しました。計画的な

土地利用と住みよい生活環境の形成を目指

して、住工混在がないまちづくりを展開して

まいりました。

　これは、企業にとって事業がしやすい環境

としてプラス要因となり、多くの中小企業が

進出してきた経過があります。本町で創業・

規模拡大された企業が多数あり、中には東証

１部にまで上場された企業もあるなど、「育つ

環境」が整っています。

　また、農業においても、600年以上の歴史

を誇る育苗は、今では「淀苗」というブランド

名で、広く全国に出荷されています。それだ

けではなく、近年は軟弱野菜を中心に京野菜

の主要産地としても認知されるようになって

まいりました。

　本町のこうした産業の特色から、「育つ環境」

という土壌が整っているという考えのもと、

「苗処」というコンセプトが打ち出されました。

淀苗は、久御山町で育てられたものが全国に

行き渡ります。商工業にあっても、久御山町

という「土壌」で成長した企業という「苗」の事

業が、全国や世界に飛躍していけるよう、「も

のづくりの苗処」を広く展開してまいります。

ごあいさつ

久御山町長

信貴  康孝

久御山町産業振興会議座長
龍谷大学政策学部　教授

中森  孝文

2 3

苗・芽 …P６～7

…P4～5
…P8～15

　地の利が良いだけで地域が発展し続けら

れるのならば、そんなに楽なことはありませ

ん。科学技術の進歩や経済のグローバル化

に伴い、人々のライフスタイルは絶えず変化

しています。

　新しい製品やサービスが常に求められ、そ

れを生み出す技術やノウハウも革新し続けね

ばなりません。地の利にあぐらをかいている

ようでは、社会の変化についていけません。

失敗を恐れずに新しい種を植え続け、時代に

先駆ける芽を大きく育てる必要があります。

　久御山町は野菜の苗処として有名で、育て

られた淀苗は根付きが良く実のつきも良い

と評判です。実は、農業だけでなく工業など

の新しい芽が育つ環境でもあります。新しい

技術シーズ（種）が、チャレンジの場を求めて

久御山町にやってきて発芽し、それらが強い

根を張って育っています。まさに、産業の苗

処と言えるのです。

　その苗処の強みを今後も活かし続けるに

は、地域住民や企業がお持ちの種（アイデア

やひらめき）をどんどん蒔いていただく必要

があります。地域の皆さんに苗処の活用策

（産業振興策）をご利用いただき、久御山町の

未来を支える産業として育ててくださること

を願っております。

ごあいさつ

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

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

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

光合成
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

例）製品の製造、板金加工、サービスの提供など

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
苗や種の成長を促進させる栄
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

例）中小企業低利融資制度（マ
ル久制度）、創業支援など

土・土壌
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

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

なえどころ
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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開通し、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、多くの製造業を中心

に企業立地しており、「ものづくりの苗処」である久御山町を支えています。

産業情報発信拠点　まちの駅クロスピアくみやま
　久御山町の企業のすぐれた「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。

　産業情報発信拠点、町内企業の連携の拠点として、また、公共交

通のハブ施設として、多くの機能を有する「まちの駅クロスピアく

みやま」は、本町の産業を活性化するために重要なシンボル施設

です。

　公共交通のハブ施設であることと併
せて、産業情報の受信と発信をおこな
い、ここに来れば様々な情報を得ること
ができるような、情報の「ハブ施設」に
なることを目指します。
まちの駅クロスピアくみやま運営協議会　

会長　田中 秀和

Comment

■ 主な立地企業 （50音順）

株式会社アグティ、イオンリテール株式会社、
石豊造園土木株式会社、株式会社エスケーエレクトロニクス、
株式会社王将フードサービス、岡部株式会社、株式会社京写、
共同印刷西日本株式会社、京都機械工具株式会社、
鴻池運輸株式会社、コカ･コーラウエストプロダクツ株式会社、
コタ株式会社、株式会社阪村機械製作所、
株式会社阪村テクノロジーセンター、株式会社阪村ホットアート、
有限会社サン・ユニット・カンパニー、株式会社シオガイ精機、
株式会社ジョイアス･フーズ、
株式会社SCREENグラフィックアンドプレシジョンソリューションズ、
株式会社セイワ工業、株式会社セブン・エンジニアリング、
高槻電器工業株式会社、株式会社徳田、株式会社ナイキシステム、
日本通運株式会社、ニューリー株式会社、株式会社花満精機、
株式会社ファルコバイオシステムズ、福山通運株式会社、
フジモト運輸株式会社、藤本製作所、プラスコート株式会社、
株式会社プロト、株式会社メディセオ、山崎製パン株式会社、
ヤマト運輸株式会社、有限会社義定刃物、有限会社ヨシダ、
洛陽技研株式会社、株式会社YMCエンジニアリング　etc

まちの駅クロスピアくみやま

久御山町役場

久御山町商工会
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工業エリア

住宅エリア

商業・交流エリア

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

生産用機械製造業 府内２位

電子部品・デバイス・電子回路製造業 府内３位

京都府内有数の製造業集積の町！
企業が根付き育つ ものづくりの苗処 くみやま
府内26市町村の事業所数ランキング（経済センサスより）

※京都市除く



協議会は、平成16年に新鮮良質で安全安心な久御山産農
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。
町では、昔から農業が盛んで、多くの生産者が京野菜など
の様々な野菜を作っており、また、交通網が整っていること
や、イオン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き、久御山の農産物の普及に貢献で
きていると考えています。
今後は、より多くのお客様に久御山の新鮮で安心・安全な
農産物を消費者の皆様にお
届けできるように、農作物の
生産力向上に向けた支援
や、交通網等の環境の維持・
向上について期待します。

ものづくりの苗処事例

76

当社は、昭和48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あたっての立地面からも検討を
した結果、平成2年に久御山町への移転を決め、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。

物流に有利な道路交通網
フジモト運輸株式会社

ものづくりの担い手が連携

弊社は、近畿から九州までの西日本向け飲料製品を製造
しています。
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。
京都工場では工場見学も受け付けており、これからも地
域に根差した企業として、『みんなの あしたに ハッピーを』
お届けしてまいります。

豊富な地下水と利便性の高い道路交通網
コカ・コーラウエストプロダクツ株式会社 京都工場

　当社は昭和25年に京都市内の貸工場で産声をあげ、自動
車産業の発展とともに業績を大きく伸ばしてまいりました。
　より広い土地を求め久御山で誘致が始まった昭和41年に
移転を決定し、創業以来５度目の工場移転を実施しました。
　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、締め付け力を測る・
記録する、仕事を管理する工具へと、また今後は更にボルト
の緩み等の異常を予防・予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まいります。
　またKTCものづくり技術館及び匠工房を核として、町内外
の交流促進にも今後とも積極的に対応してまいります。

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。

ハンドツール生産量国内№1メーカー
KTC  京都機械工具株式会社

久御山町の南西部、北川顔・藤和田地区は有機質を含有
する砂質土で、育苗に最適な土壌であることを生かして、
「淀苗」を生産しています。当地区では室町の中期から野菜
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。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、関西一円をはじめ全国に出荷しています。
今後も伝統と実績のある苗床を守るため、組合への支援

はもとより、さらなる管理技術の向上へと繋がるような機械
設備の開発など、久御山町に多数存在する製造業との連携
の推進に期待します。

久御山ものづくりC－AMP

当社は、昭和42年に創業したのち、業務の拡張に伴い昭
和55年に久御山町に移転。この久御山の町で貸し工場から
始め、現在の本社工場まで至りました。
町に移転した理由は、道路交通網の利便性と、貸し工場が
多く費用を抑えて事業を開始できることでした。
現在、アジア諸国をはじめ世界各国への部品供給の強化

を図るため、ベトナムやシンガポールへ海外展開し、また、国
内では、関東方面や九州地区まで全国各地にお取引先を展
開しています。
久御山町には、流通の利便
性の維持・向上、貸し工場を活
用できる施策、産業情報発信
拠点とするまちの駅クロスピ
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
広い活用を期待します。

当社は、美容室向けの頭髪用化粧品、医薬部外品を製造・
販売しており、昭和55年に久御山町で創業しました。創業以
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様に高品質な製品をお届けしていま
す。『ものづくりの苗処』久御山町で、当社もメーカーとして
大きく成長させていただき、平成26年３月に東証一部に上
場することができました。久御山町の発展にこれまで以上に
貢献できるよう、今後も社業の発展に注力してまいります。

貸工場から海外へ
株式会社シオガイ精機

久御山産農産物の発信拠点
久御山町農産物直売所運営協議会

伝統のある 苗づくり
北藤育苗組合

株式会社シオガイ精機　代表取締役　塩貝 寿俊

久御山ものづくりC－AMP　代表　 フジモト運輸株式会社　代表取締役社長　小野 光治

久御山町農産物直売所運営協議会　会長　川嶋 久治 北藤育苗組合　組合長　村田 和弘

ものづくりの苗処に立地している企業（苗）

ものづくりの苗処を体現する企業
コタ株式会社
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肥料（久御山町）久御山町の産業振興施策

　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。

　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。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　展示会等出展支援助成制度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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、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。

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
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。

【 情報提供までの流れ 】 〈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

http://www.crosspeer.jp/index.html
まちの駅クロスピアくみやまのホームページ

　規模の大小に関わらず久御山町内の多くの中小企業者の
方が融資制度を利用されており、企業の成長や経営の安定、
負担軽減等につながっています。町と連携し、「マル久制度」
のPR活動やさらなる利用促進を目指します。

京都銀行久御山町支店　支店長　青木 和仁

Comment

　地元情報に精通した宅地建物取引業者が土地所有者
様と利用者（購入者）様を結びます。土地の有効活用が進
み久御山町の発展・活性化につながることに協力させて
頂けることに誇りを持って取り組みます。

公社）京都府宅地建物取引業協会　

第六支部 支部長　野川 正克

Comment

【 制度の概要 】

≪参考≫融資制度利用企業件数 （H27はH27.12月末時点）
年度

 75 95 98 83 85

 H23 H24 H25 H26 H27

利用件数

融資限度額

融資利率 年１．４％（平成27.4.1時点）

連帯保証人 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年間補給

融資期間 運転資金５年・設備資金７年

融資対象 ・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。

 　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。

 ・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。

 ・京都信用保証協会の保証対象業種であること。

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

【 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

助成対象経費 出展及び移送に要する経費

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。
 　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。
 ・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。

情報提供の申請

企業様

希望する土地の情報をお教えください

取扱い業者との交渉

企業様

当事者同士で、交渉して頂きます

情報の収集と提供

久御山町

2週間前後、お時間を頂きます

まちの駅クロスピアくみやま

国
道
１
号

国
道
24
号

宇治川

第
二
京
阪
道
路

京滋
バイ
パス

府道宇治淀線

府道八幡宇治線

工業エリア

住宅エリア

商業・交流エリア 京都信用金庫
久御山支店

京都銀行
久御山町支店

京都中央信用金庫
久御山支店

京都中央信用金庫
久御山中央支店

久御山町商工会
久御山町役場
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関係機関の産業支援に向けた事業内容等

　久御山町商工会は、地域の商工業の振興と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。

　日本政策金融公庫国民生活事業は、地域の皆さまの身近な政策金融機関として、創業支援や中小企業・小規模事業
者の資金繰りの支援はもちろん、海外展開を図る企業や子育て支援・医療・介護・福祉などのソーシャルビジネス、ＮＰＯ
法人にも積極的に支援しています。

■経営相談　
　経営支援員等商工会職員と各分野の外部専門家が、創業・経営等に関するあらゆるお悩みについて個別相談（原則無料・
秘密厳守）を行い、伴走型で支援します。

■金融相談　
　資金計画の相談や低利な融資のあっせんを行っています。

■創業塾　
　創業ビジネスプランを具体化するための事業計画づくり、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、創業塾受講者に対して中小企業診断士
等による専門家個別相談を実施し、創業を支援します。

■事業者向けセミナー　
　経営に関する各種セミナーを実施します。

■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
　　　　　　　　〈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（3年）、運転7年（1年）
○経営環境変化対応資金：社会的・経済的環境の変化により、一時的に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
　　　　　　　　　　　　〈返済期間（うち据置期間）〉  設備15年（3年）、運転8年（3年）

久御山町商工会

■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）
○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

　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
宇治、久御山町商工会との連携により開催しています。

会社説明会

　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
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」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【 創業支援ネットワーク「久御山チャレンジスクエア」 】

 久御山町の有効求人倍率は高く、人材はなかなか充足しに
くい状況の中、町、商工会、ハローワークが連携して平成27
年度から会社説明会を実施しています。今後とも、地方公共
団体が行う雇用対策、企業誘致などの産業施策とも密接に
連携を図っていきたいと考えています。

ハローワーク宇治　所長　澤田  聡

Comment

　久御山町に創業者の受け皿が構築され、関係機関が連携した創業支援の土壌が整いました。将来的には近隣の市にあるネッ
トワークと合わせて、広域的な創業支援ネットワークの構築を目指します。

京都信用保証協会宇治支所 支所長　窪田 雅之

Comment

〈問合せ先〉　
久御山町商工会
〒613-0036　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　
URL：http://kumiyama.kyoto-fsci.or.jp

〈問合せ先〉　
日本政策金融公庫 京都支店 国民生活事業　
〒600-8009　京都府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
Tel：075-211-3230　Fax：075-213-0041　URL：http://www.jfc.go.jp

※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。

肥料（久御山町）
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■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」を揃え、支店担当者が創
業、開業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」　
　企業家の皆さま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る「京
信・地域の起業家大賞」を創設しました。　

■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。

■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）

　　　　　　　　　　　

公益財団法人京都産業２１

　当行では、お客さまの経営課題解決に役立つ様々なツールをご用意しております。
■事業拡大　
　当行のネットワークを活用して、お客さまのニーズに合致したビジネスパートナーや課題解決策を提供可能な事業者にを
紹介いたします。
　大手企業のニーズとお客さまの製品や技術をマッチングさせる「京銀ビジネス商談会」も定期的に開催しております。

■海外ビジネスサポート　
　当行のアジアデスクや香港・上海の駐在員事務所、また業務提携機関等のネットワークを活用し、お客さまの必要とする海
外向けビジネスをサポートいたします。

■資金管理・決済業務の効率化　
　「インターネットEBサービス」や「集金代行サービス」、「コンビニ収納サービス」、「入金照合サービス」にて、煩雑な業務の
効率化や、経理事務負担の軽減、効率的な資金管理を支援いたします。

京都銀行 京都信用金庫

京都中央信用金庫は、営業エリア内の大学等や中小
企業支援を実施している公的機関と連携し、お客さまが
抱えておられるさまざまな問題について解決のお手伝
いを行っています。
また、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の決定を受け、
地方公共団体による「地方版総合戦略」の策定および推
進を支援するため、「地方創生支援チーム」を設置し、産
学公と連携して地域経済の活性化に取り組んでいます。
ほかにも、地域における金融円滑化を図るため、持続
的に金融仲介機能を発揮するとともに、顧客企業のライ
フステージに応じた支援体制を構築し、企業支援施策で
ある補助金・助成金についての案内やセミナー開催、ビ
ジネスマッチングなどによる販路拡大支援、事業承継・Ｍ
＆Ａ支援、海外展開支援など、地域のみなさまのご要望
にお応えしてまいります。

京都中央信用金庫

〈問合せ先〉　
京都銀行 久御山町支店
〒613-0034　京都府久世郡久御山町佐山双栗49番地1　　
Tel：0774-43-8511

一人ひとりのお客さまのニーズに合わせたご提案をさせていただきます。
ご相談は下記までお問い合わせください。

“Always Together～明日へのチャレンジ応援します！～”

〈問合せ先〉　京都中央信用金庫久御山支店
〒613-0034　京都府久世郡久御山町佐山双栗16番地4
Tel：0774-43-8211　Fax：0774-45-0755　

京都中央信用金庫久御山中央支店
〒613-0036　京都府久世郡久御山町田井向野43番地11
Tel：0774-44-9121　Fax：0774-41-7081　
京都中央信用金庫のホームページ　http://www.chushin.co.jp/

■創業支援融資商品「京都中信　創業スタートダッシュ」　
創業・第二創業を京都中央信用金庫が強力にサポートします。
〈ご融資金額〉1,000万円以内
〈ご融資期間〉運転資金／7年以内　設備資金／10年以内
〈ご融資利率〉当金庫所定の利率（変動金利型）

■日本公庫との協調融資「スタートダッシュ・ツイン」　
　創業・第二創業を京都中央信用金庫と日本政策金融公庫の
連携で強力にサポートします。
〈ご融資金額〉合計3,000万円以内
〈ご融資期間〉京都中央信用金庫　運転資金／7年以内
　　　　　　　　　　　　　　　設備資金／10年以内
　　　　　　日本政策金融公庫　運転資金／5年以内
　　　　　　　　　　　　　　　設備資金／15年以内
〈ご融資利率〉京都中央信用金庫　
　　　　　　当金庫所定の利率（変動金利型）
　　　　　　日本政策金融公庫
　　　　　　日本公庫所定の利率（固定金利型）

Ⅰ．創業支援

Ⅱ．ビジネスマッチング

★当金庫は新ら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。

〈問合せ先〉　
京都信用金庫久御山支店　〒613-0034　京都府久世郡久御山町佐山双栗16番地5　
Tel：0774-44-5301　URL:http://www.facebook.com/kyotoshinkin.entre

〈問合せ先〉　
公益財団法人　京都産業２１　〒600-8813　京都府京都市下京区中堂寺南町134
Tel：075-315-9234　Fax：075-315-9240　URL:https://www.ki21.jp/

京都産業２１は、企業の現場訪問やコミュニケーションを通じて、中小企業との強い信頼関係のもと、企業に寄り添いながら
個別の課題解決に向け支援を行っています。
 「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・成長分野

にチャレンジする中小企業を応援します。 

(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
(2) 取引先・販路を広げたい
(3) 設備導入・研究開発等の資金、各種補助金を受けたい
(4) 人材を育てたい
(5) 起業・創業したい、事業後継者を探したい

(6) 経営革新・新事業展開等に取組みたい
(7) 企業連携や産学公連携による技術開発に取組みたい
(8) 新事業を創出し、地域振興に取組みたい
(9) 専門的技術、知識を持つ人材を確保したい、
事業拡大で雇用を増やしたい

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。

肥料（関係機関）
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≪参考≫
町内の京都やましろ企業オンリーワン倶楽部会員
株式会社アグティ、株式会社プロト、コタ株式会社、
ニューリー株式会社、プラスコート株式会社、
有限会社サン・ユニット・カンパニー　計6社（H28.2月現在）

肥料（関係機関）

■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。

■会社説明会・面接会の実施　
　求職者、求人者が一堂に会し、面接や会社の説明の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％）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。
　

〈問合せ先〉　
ハローワーク宇治
〒611-0021　京都府宇治市宇治池森16-4　
Tel：0774-20-8609　Fax：0774-24-7796

　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。
　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みを実
施しています。ぜひご活用ください。

■京都バリューアップサポート　
　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、企業ごと
のニーズに合った経営改善のサポートを行います。

■「チャレンジ」創業バリューアップサポート　
　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、事業が軌道に乗る
ようサポートします。
※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。

京都信用保証協会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ハローワーク宇治

〈問合せ先〉　
京都信用保証協会 宇治支所
〒611-0033　京都府宇治市大久保町上ノ山36番地の7
Tel：0774-43-8822　Fax：0774-43-8899

■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 
　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」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します。

〇 事業内容 
 主な活動
 ・企業の抱える課題をテーマにした勉強会等を開催
 ・中小企業の競争力を高めるため、より実践的な取組を実施
 【最近の取組事例】
 ・企業連携をテーマとしたワークショップを開催し、その結果をもとに、企業の協働によるやましろ発の
　　「オンリー ワン製品」の開発・商品化
 ・東京都墨田区の企業を訪問し、異業種交流会を実施
 ＜取組方法＞
 ・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

その他、オンリーワン通信（メルマガ）発行し、
府、商工会等、関係機関の実施する補助事業、
関連情報等を倶楽部会員等に配信しています。

京都府山城広域振興局

〈問合せ先〉　
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
Tel：0774-21-2103　Fax：0774-22-8865
URL:http://www.pref.kyoto.jp/yamashiro/
Mail: yamashin-no-shoko@pref.kyoto.lg.jp

　人材確保のお手伝いをします!!

おしらせ
　宇治支所は、平成28年3月に新築移転し、4月に山城支所へ名称
変更いたします。
　京都府南部・山城地域の「総合的支援機関」の拠点として、今後
も中小企業・小規模事業者の支援に努めてまいります。
新事務所　〒611-0033　京都府宇治市大久保町上ノ山37番地の3

会社説明会
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公共交通利用の場合

車の場合

京都駅　　　　　　　大久保駅　　　　　　　久御山町役場

三条駅　　　　　　　中書島駅　　　　　　　淀駅　　　　　　　久御山町役場

淀屋橋駅　　　　　　枚方市駅　　　　　　　淀駅　　　　　　　久御山町役場

近鉄京都線
急行17分

京都京阪バス
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中部国際空港　　　　　瀬田東 JCT　　　　　久御山淀 I.C.　　　　　久御山町役場
新名神・名神
高速道路等95分

京滋バイパス
20分

府道宇治・淀線
宇治方面へ5分
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