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2月23日（木）開催
京都“ぎじゅつ”フォーラム2012

（1）表彰式：平成23年度京都中小企業技術大賞
大賞受賞企業プレゼンテーション　「再現力のあるオーダーメイド精密臓器シミュレーター」
　株式会社クロスエフェクト 代表取締役　竹田　正俊 氏

（2）講演会
テーマ：株式会社イシダの経営理念と知財を活用したグローバル展開
講　師　株式会社イシダ 常務取締役　開発・生産本部長	 中川　幸夫	氏

10：30～ 12：10
経営企画グループ
☎075-315-8848

京都試作フォーラム2012 
テーマ：「無限に広がるSHISAKUの可能性～ストップ・ザ空洞化!!～」
・基調講演：講師　神戸国際大学経済学部 教授	 中村　智彦	氏
・事例紹介：京都試作ネット・京都でんき試作ねっと	他
・パネルディスカッション　「京都試作プラットフォームの新たなステージに向けた展望」

13：30～ 16：30
企業連携グループ
☎075-315-8677

日　時  ２０１2年２月23日（木）〜24日（金）10:00〜17:00
会　場  京都パルスプラザ（京都府総合見本市会館）

京都市伏見竹田鳥羽殿町５（地下鉄・近鉄「竹田」下車 シャトルタクシー運行）
主　催  京都府、公益財団法人京都産業21
共　催  財団法人京都府総合見本市会館
後　援  近畿経済産業局、京都市、京都商工会議所、社団法人京都経済同友会、社団法人京都工業会、

京都産業育成コンソーシアム、財団法人全国中小企業取引振興協会

『京都ビジネス交流フェア２０１2』のご案内
つながる、拡がる、ビジネスフィールド

ものづくり加工技術展
・府内ものづくり中小企業126社・15グループによる技術、自社PR等の展示商談会
・試作産業PRの場
・伝統産業企業と先端技術企業のマッチングの場
出展企業一覧については2-3頁をご参照ください。

 大展示場 
両日開催10:00～ 17:00

市場開拓グループ
☎075-315-8590

受発注商談会（近畿・四国合同緊急広域商談会）
自社製品の品質向上（モデルチェンジ）、コスト削減、新商品の企画等のため新技術、新
工法を求め他社との連携を模索するメーカーと、独自技術の開発等優秀な技術を持つ中小
企業との面談形式によるマッチングの場。面談には事前申込みが必要です。
※申込み受付は終了しています。

 大展示場 
両日開催10:30～ 16:30

市場開拓グループ
☎075-315-8590

きょうと連携交流ひろば2012
詳細は3-4頁をご参照ください。

 第１展示場及び第2展示場 
両日開催10:00～ 17:00

連携推進部　☎075-315-9425

＊詳細については、ホームページをご覧ください。　http://www.ki21.jp/bp2012

入場
無料

京都企業の事業拡大、新分野、新事業進出のためのビジネスパートナーを発掘する場の創出
を目的として、府内中小企業の展示会を中心に、全国主要メーカー等との商談会、各種フォー
ラム等を開催します。多くの方々のご来場をお待ちしています。

展示・商談会

BPフォーラム　参加費：無料　定員：500人　 ３階稲盛ホール 

中川 幸夫 氏
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2月24日（金）開催
－財団設立10周年－
京都ビジネス交流フェア 記念フォーラム
・基調講演：NEDOにおける蓄電技術開発の方向性について

講師　（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構（略称NEDO）
スマートコミュニティ部　蓄電技術開発室長	 大平　英二	氏

・特別講演：リチウムイオン電池の使用部材から製造まで～工場現場の紹介～
講師　技術研究組合 リチウムイオン電池材料評価研究センター

研究マネージャー	 田中　俊	氏
（元三洋エナジー貝塚（株）代表取締役社長）

10:00～ 12:00
経営企画グループ
☎075-315-8848

国際化フォーラム
・講演　アセアンへの企業進出　傾向と現状

－アセアンFTAによる地域統合、インド、韓国、日本のFTA－
　講師　日本貿易振興機構（ジェトロ）大阪本部 貿易・投資アドバイザー	 樫山　映	氏

・特別講演　我が国の標準化と国際戦略
～我が国の国際標準化戦略と新たな取り組み～

　講師　経済産業省大臣官房審議官（基準認証担当）	 河村　延樹	氏
※特別講演については申込不要です

・講演　中国に進出のノウハウと知恵～中国人との付き合い方～
　講師　公益財団法人京都産業21 上海代表処（京都府上海ビジネスサポートセンター）
	 首席顧問 劉　梅

13:30～ 16:00
海外ビジネス

サポートセンター
☎075-315-8590

BPフォーラム申込ぺージURL　http://www.ki21.jp/bpfair.seminar/　申込締切：平成24年2月21日（火）

『京都ビジネス交流フェア2012』のご案内

ものづくり加工技術展　出展企業一覧　126社・15グループ　 大展示場 

●自動化機器・生産設備設計～製作
生田産機工業㈱
NKE㈱
㈱北村鉃工所
㈲共同設計企画
㈱キョーパル
㈱システムロード
㈱写真化学プロダクトイノベーションカンパニー
秀峰自動機㈱
㈱新和工業
㈱高橋製作所
㈱	TIKUSON
㈱ティ.アイ.プロス
長島精工㈱
㈱	成田製作所
㈱ハタナカ
ハムス㈱
㈱メカテック
メカニックグループ　MECHANIC	GROUPE
㈱山岡製作所
㈱山中精工所

●金型設計～製作
クロイ電機㈱
㈱阪口製作所
㈱タイヨーアクリス
プロニクス㈱
㈱山﨑

●精密機械加工
㈱ウエダ・テクニカルエントリー
㈱SKY

㈲エスユー
㈱オージーファイン
荻野精工㈱
㈱桶谷製作所
掛津アーム㈲
㈱カワオカ製作所
㈱川口金属
㈱木村製作所
㈱協和製作所
㈱草川精機
小西精工㈱
㈱坂製作所
㈲阪田製作所
佐々木機械㈱
㈱山豊エンジニアリング
城陽富士工業㈱
㈱積進
太陽機械工業㈱
大和技研工業㈱
㈱タカハラ
辰己屋金属㈱
㈱タムラ
㈱タンゴ技研
㈱ナンゴー
㈱日光電機製作所
㈱日昌製作所
ヒロセ工業㈱
㈱丸山製作所

●精密板金・製缶加工
㈱伊藤製作所

㈱神村製作所
㈱新和製作所
㈱誠工社
㈱セイワ工業
㈲創研社
㈱大栄製作所
㈲ビックバン
㈱松田精工
㈱素久製作所

●鍛造・鋳造
㈱韋城製作所
㈲木瀬アルミ製作所
田中精工㈱
㈱徳本
㈱峰山鉄工所

●表面処理・塗装
㈱旭プレシジョン　京都西工場
京都府鍍金工業組合
㈲大和塗装

●特殊加工
泉工業㈱
㈱ビースパッタ
美濃商事㈱

成型・樹脂機械加工
浅井プラパーツ㈱
京都樹脂精工㈱
東海電工㈱
常盤電機商会㈱
㈱西山ケミックス
㈱ムラカミ	 3頁に続く
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“きょうと連携交流ひろば2012”は積極的に「連携」に取り組んでいる企業・大学・連携グループ・金融機関・産学公研
究開発グループなどが集い、経営革新や新事業チャレンジ支援等の事例や成果の発表を通して、新たな“連携”のヒ
ントを見つけていただくために開催します。今年度は規模を拡大し、ふたつのゾーンに分けて展示します。

産学連携ゾーン
[産学公研究開発グループ※成果報告]

具体的なテーマ
㈱イー・ピー・アイ　「リユースを目的としたテープ状部品供給システムに関する研究開発」
㈱エイコム　「新型ペプチドサンプリングシステムの開発」

[大学研究室より研究成果報告]
　 京都学園大学、京都工芸繊維大学、京都産業大学、京都造形芸術大学、京都府立大学、京都府立医科大学、同志社大学、同

志社女子大学、立命館大学、龍谷大学、京都府公立高等学校長会工業科部会、舞鶴工業高等専門学校、奈良工業高等専門学校、
（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）、京都府農業会議、NPO法人京都ほっとはあとセンター

連携グループゾーン
京都イノベーション創出ネットワーク（KIC－Net）、京都産業21環

りんぐ
の会（KSR）、京都MFCA研究会、京都伝統産業協働バンク、

京都人間力を高める会、京都マネージメント研究会、きょうとマーケティング研究会、Kyoohoo、ライフサイエンス研究会

金融機関ゾーン
㈱京都銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、㈱滋賀銀行、㈱商工組合中央金庫、㈱南都銀行、㈱日本政策金融公庫

京都府元気印認定（応援条例）企業ゾーン
㈱ウィリルモバイル、カトーテック㈱、㈲スズキオート、大東寝具工業㈱、㈱チクノライフ、寺田薬泉工業㈱、ミヤコテック㈱

〈第1展示場…1階〉

電気・電子機器
エヌシー産業㈱
㈱オーランド
亀岡電子㈱
KDエレクトロン㈱
コスモ機器㈱
双和電機㈱
㈱西嶋製作所
㈱富士電工
㈱保全工業
ミタケ電子工業㈱
㈱ミツワ電子器製作所
㈱ラインアイ

木材工芸・木型
㈱つえ屋
㈲廣部機型製作所
㈱ミタテ工房

情報技術・ソフト
シスポート㈱
㈱ソフトクリエイター
㈱とめ研究所
㈱吉蔵エックスワイゼットソリューションズ

試作
アルフォース
北京都大物試作ネットワーク
㈱京装テクノロジ
京都治具ソリューションネット（KJS-Net）
京都試作センター㈱
京都試作ネット
京都制御ソフト工場（KCSF）
京都でんき試作ねっと
京都伝統工芸試作ねっと
三幸総研㈱
㈲杉浦商店
丹後試作隊
㈱長濱製作所
㈲永政
㈱プロト
㈱ヤスダモデル
㈱山科電機製作所

その他
㈱エースデザイン
㈱FTコーポレーション
㈱大木工藝
岡崎電工㈱

（同）CANARIE　（同）NAL
木村染匠㈱
京都帝酸㈱
小林金属興業㈱
三和化工㈱
㈱松栄堂
㈱東洋レーベル
中沼アートスクリーン㈱
ニューリー㈱
フェニックス電子㈱
前橋工業㈱
㈱ヤマコー
㈱渡辺商事

グループ・団体
京都機械金属中小企業青年連絡会（機青連）
京都府電子機器工業会
受注グループ協会　エージィフレンド久御山
丹後機械工業協同組合
日新青研協同製作チーム
協同組合	日新電機協力会

協賛出展
NTT西日本　京都支店
オムロンソーシアルソリューションズ㈱ソリューション事業本部

ものづくり加工技術展　出展企業一覧　126社・15グループ　 大展示場 

※「平成22年度グローバル産学公研究開発成果展開事業（2ヶ年コース）」
「環境・エネルギー分野」や「ライフサイエンス・ウエルネス分野」における技術開発
の成果を実用化し社会に普及するための研究開発等に京都府が支援しています。

【お問い合せ先】 （公財）京都産業 21 事業推進部 市場開拓グループ TEL：075-315-8590  FAX：075-323-5211
E-mail：market@ki21.jp

きょうと連携交流ひろば～新たなビジネスを産み出す創造空間～　 第1・第2展示場 
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【お問い合せ先】 （公財）京都産業 21 連携推進部 TEL：075-315-9425  FAX：075-314-4720
E-mail：renkei@ki21.jp

『京都ビジネス交流フェア2012』のご案内

農商工連携ゾーン
「京都発新ビジネスフェア　食と技の商談会」～農商工連携、地域資源活用ではばたく新ビジネス～
農商工連携や地域資源を活用した商品づくりに取り組む府内の農林漁業者、加工業者（販売者）が出展し、商品の展示、
試食、販売、商談会等を実施します。

㈲アップル・ワイズ、東茶園、㈲アペイロン、天の酒喰、㈱イースタン・トレーディング、㈲今村芳翠園本舗、㈱岩井製菓、㈲
岩本製作所、㈱インデンスタイル、魚又、㈱ELーLISTON 共働spaceふくろう工房、大江観光㈱、㈲大舎人座 蜂蜜専門店ドラー
ト、㈱オクダ・コーポレーション、上鳥羽 橋本、㈱加悦ファーマーズライス、カワバタプリント、㈱北川本家、京菓子司 井津
美屋、京鹿六せんべい本舗（池本車体工業㈱食品部）、㈲京秋桜、㈲京丹後ふるさと農園、京つけもの川久 北尾商店、京都京北
つけもの工房いぶり、京都やましろ農業協同組合、農事組合法人京都養鶏生産組合、京ネクスト㈱、㈱京のくすり屋、㈲京フー
ズ（遊食邸）、㈱京・美山ゆば ゆう豆、清水五条坂ゆば泉 京都観光物産㈱、農事組合法人グリーン日吉、㈲クレア、ＮＰＯ法人
子育ては親育て・みのりのもり劇場、後藤商店、こと京都㈱、㈱笹屋伊織、サンク・センス・ル・プティ・ブーレ、㈲スポット便、
全農京都府本部（畜産酪農課）、全農京都府本部（農産部茶業市場課）、㈲創造工房、㈱髙岡、竹野酒造㈲、太兵衛餅、丹山酒造㈲、
㈲ツア・クローネ、㈱辻岡醸造、㈱テンダーボックス、㈱杜若園芸、㈱とり松、ナカガワ胡粉絵具㈱、中嶋農園、西の鯖街道 
京北食の協議会、㈱ネットワーク平屋、農家レストラン　サラサ、ハクレイ酒造㈱、㈱花折、羽田酒造㈲、平野グループ、㈱フー
ドエディターズ、㈲藤澤永正堂、㈲ベルウッドクリエイツ戦国魂事業部、舞妓の茶本舗、㈱丸八石材、丸和商業㈱、瑞穂農林㈱、
㈱森口加工食品、㈲やくの農業振興団、ヤシマニヤマ㈲、吉川ふとん店、㈱わだまんサイエンス、和茶園、㈱ What's、ワドリー
ワールドジャパン

〈第2展示場…2階〉

応援ファンドゾーン

昨年度の様子

きょうと元気な地域づくり応援ファンド支援事業助成金採択事業者



	 5	 Management	&	Technology	for	Creative	Kyoto	2012.	2

京都ビジネス交流フェア2012同時開催事業

同時開催事業

【お問い合せ先】 （公財）京都産業 21 事業推進部 市場開拓グループ TEL：075-315-8590  FAX：075-323-5211
E-mail：market@ki21.jp

インキュベートのみやこ推進事業
主催：京都産学公連携機構、京都府、京都市
内容：	京都府内のインキュベート施設入居企業の製品・技術展示等による連携・

マッチングの場

 大展示場 
両日開催10:00～ 17:00

京都府商工労働観光部　ものづくり振興課
☎075-414-4852

KYOTO DESIGN WORK SHOW
主催：京都府中小企業技術センター
内容：	中小企業のものづくり・製品開発を支援する立場として、デザイン会社

によるデザインワーク発表の場を設け、課題解決のためのデザインマッ
チングを推進

 大展示場 
両日開催10:00～ 17:00
京都府中小企業技術センター

企画連携課　☎075-315-9506

知恵産業のまち・京都の推進
主催：京都商工会議所　
内容：	知恵ビジネスプランコンテスト認定企業、京商ECOサロン・知恵のチャ

レンジャー登録企業の紹介

 第1展示場 
両日開催10:00～ 17:00

京都商工会議所　知恵産業推進室
☎075-212-6470

下請取引改善講習会
主催：財団法人全国中小企業取引振興協会
内容：「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の概要」等

事前申込みが必要です。詳しくは右記へお問い合わせください。

 5階ラウンジ 
2月23日（木）13:00～ 16:00
㈶全国中小企業取引振興協会

下請取引改善講習係
☎03-5541-6688

「次世代モノづくり経営者」のための人材交流会
主催：京都機械金属中小企業青年連絡会
内容：	企業と事業が大きく成長しているモノづくり企業経営者によるパネル

ディスカッション

 5階ラウンジ 
2月24日（金）13:15～ 15:00
京都機械金属中小企業青年連絡会
☎0774-44-6211　㈱コーシン内

＊詳細については、ホームページをご覧ください。　http://www.ki21.jp/bp2012
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後継者のための『経営者育成大学』を実施しました

平成23年度経営者育成大学開催報告

財団では事業後継者やその予定の方等を対象に実践的なセミナー「経営者育成大学」を、中小
企業診断協会京都支部と一体となって実施しています。3年目となる本年は、１回目と最終回
の７回目は宿泊研修、2回から6回は夜間に実施しました。今回は、修了された受講生の方から、
当研修で学んだこと、決意や感想をいただきましたので、ご紹介します。
また、22年度受講者は『練成会』という組織を立ち上げ、自己研鑽に努めています。

【お問い合せ先】 （公財）京都産業 21 お客様相談室 TEL：0775-315-8660  FAX：075-315-9091
E-mail：okyaku@ki21.jp

経営者育成大学の主なテーマ

23年度受講者の感想

22年度受講者の自主活動報告

①リーダーシップ論　
②経営戦略・計画策定　
③財務と会計管理　
④営業・マーケティング戦略
⑤人材マネジメント　
⑥IT活用の計画と実践   
⑦仮想計画の作成  

講　　義 グループ討議講　　義 グループ討議

１年前に社長である父から「５年後に社長
を譲るから、それまでの期間自分で考えて
勉強しなさい」と言われ、同年代で同じ立場
の人はどのように事業承継について考えて
いるのかと思い、受講しました。初日の宿泊
研修ではお互い打ちとけ合い、相談できる
仲間が出来ました。
有明産業㈱　小田原　伸行さん

私は受講時すでに代表取締役社長でした
が、自己点検の意味も含めて受講させてい
ただきました。実践的に役立つカリキュラ
ムもさることながら、事業承継を念頭に置
き、志をもった素晴らしい仲間と出会えて
良かったです。
㈱エナミ精機　江波　明さん

この研修の一番の意義は仲間が出来るとい
う事です。
同じベクトルを持った方というのは意外と
少ないものです。
経営の悩み、想いが共通項で存在するので、
研修を通して深い絆で結ばれたと感じま
す。関係者の皆様有難うございました。
藤原製本㈱　藤原　幹明さん

経営者育成大学で学ん
だカリキュラムに対し
て、卒業後も頻度を上
げて定着させる事を目
指し、錬成会として立
ち上げ、年3回集まる機
会を設けて鍛えあげ
る。最低5年間は継続
し、5年後の自社の業績
を上げることを目的と
して活動しています。

錬成会事務局
泉工業㈱　福永　順さん

受講生、講師　一同

第１回
工場見学会

第２回
自社プレゼン会

第３回
売り上げ確認会
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●理事長式辞及び来賓祝辞
式辞では、石田理事長がこの10年を振り返り、丹後・知恵のものづくりパークや上海代表処（京都府上海ビジネスサポー

トセンター）の開設など府と連携した中小企業支援の実績を踏まえ、「震災や円高を乗り越え、中小企業が真に頼れるベスト
パートナーを目指す」と挨拶し、その後表彰式が執り行われました。続いて、ご来賓の山田京都府知事から「昨年来の厳しい
経済状況に立ち向かい、京都産業21を中核に皆様と手を携えてぜひとも飛躍の年にしたい」と、次いで、立石京都商工会議
所会頭からは「持続可能な成長社会の実現に向け、『オール京都』による力強いご支援を期待したい」との祝辞を賜りました。
また、設立10周年を機に制定した財団のロゴマーク等を家次専務理事から発表しました（９頁をご参照ください）。

●表彰式
表彰式では、山田京都府知事から歴代理事長に感謝状の贈呈があり、次いで、勤続20年以上の財団職員9名を表彰してい

ただきました。
また、石田理事長より長年に渡り財団に職員を派遣していただいている8企業、技術顕彰委員4名、協力団体並びに協力

企業に対して感謝状の贈呈があり、次いで、勤続30年以上の職員2名を表彰しました。
【表彰・感謝状受賞者】

◆京都府知事感謝状
　　　・歴代理事長

立石　義雄（京都商工会議所会頭）
村田　泰隆（株式会社村田製作所相談役）
石田　明　（大日本スクリーン製造株式会社代表取締役会長）

◆理事長感謝状
　　　・職員派遣企業

オムロン株式会社、大阪ガス株式会社、関西電力株式会社京都支店、株
式会社京都銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、西日本電信電話株
式会社京都支店、株式会社村田製作所

・技術顕彰委員 石原　好之（同志社大学理工学部教授）
垣野　義昭（京都大学名誉教授）
増山　和夫（京都工芸繊維大学名誉教授）
山口　克彦（京都工芸繊維大学名誉教授）

・協力団体 京都産業21環
りんぐ

の会（KSR）

・協力企業 株式会社京都新聞社
株式会社北近畿経済新聞社

◆京都府知事表彰	 （敬称略・順不同）
　　　・（公財）京都産業21職員　9名
◆理事長表彰
　　　・（公財）京都産業21職員　2名

公益財団法人京都産業21
設立10周年記念式典・記念講演・賀詞交歓会
当財団は、平成23年度で設立10周年を迎えました。去る1月6日、ホテルグランヴィア京都
において、設立記念式典・記念講演を執り行うとともに、賀詞交歓会を併せて開催し、300名
を超える多くの方々にご参加いただきました。

石田理事長 山田京都府知事 立石京都商工会議所会頭
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財団設立10周年記念式典報告

●記念講演
式典に続いての記念講演では、西口泰夫氏（博士（技術経営）・同志社大学大学院客員教授、元京

セラ㈱代表取締役会長兼CEO）より「グローバル競争化時代において中堅・中小企業が持続的成長
を図るための新たな技術経営の提言」というテーマでご講演いただきました。京セラ時代を「創造
の歩み」として振り返り、新技術を商品化して事業開発することがいかに難しいか、その経験談
を披露。グローバル競争化時代における日本企業の課題は「低収益性」であり、その原因として研
究開発の多くが事業に役立っていないことを指摘されました。このため経営戦略と技術戦略が一
致する「技術経営」の必然性を説き、高収益企業へのモデルを示されました。講演録については、
後日、財団ホームページに掲載する予定です。

●賀詞交歓会
京都府異業種交流会連絡会議との共催による賀詞交歓会のオープニングアトラクションは、新年にふさわしいめでたい石

見神楽。石田副理事長は、「厳しい時代の中で京都産業21は10周年を迎えたが、新しいロゴマークをもとに20周年、30周
年に向かっていきたい」と挨拶しました。また、ご来賓の太田京都府副知事と門川京都市長よりご祝辞を賜りました。中村
監事による乾杯の後、300名を超える参加者の皆さんは和やかに歓談され、それぞれ交流を深められました。

●10周年記念誌の制作
財団設立10周年を記念し、財団のこの間の取組み、歩みをまとめ、新たなステージに向けて新たに

制定したロゴマーク及び第3次中期計画のキャッチフレーズをご紹介しています。

石田副理事長 太田京都府副知事 中村監事門川京都市長太田京都府副知事 中村監事門川京都市長

設立10周年記念誌
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平成24年1月6日発行

印刷：株式会社 太洋堂

〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町134
TEL : 075-315-9234   FAX : 075-315-9240
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【お問い合せ先】 （公財）京都産業 21 企画総務部 TEL：075-315-9234  FAX：075-315-9240
E-mail：somu@ki21.jp
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財団設立10周年記念式典報告

財団ロゴマーク、第３次中期計画キャッチフレーズを制定しました

ロゴマークの制定
財団設立10周年を記念し、ロゴマークを制定しました。今後、職員章や各種印刷物等、多くの場面で活用し

ていきます。

第3次中期計画（平成24年度から3か年）のキャッチフレーズ
「真に頼りになる」パートナーを目指し，京都府内中小企業の皆様と共にありたいという財団役職員の思いを込めています。

Always together
～活力ある未来のために～

図案について
斜体のかかったロゴは、京都産業界の先進性、時代のニーズにスピーディに対応する力強さを表現しています。

また、Kから右肩上がりに延びるラインは、その成長・躍進などを象徴しています。京都産業21が京都の産業界

のコミュニケーションやサポートの中心となり、一層の飛躍・発展に寄与することを象徴しています。

使用色について
青は未来・革新、オレンジはコミュニケーション、黄緑は調和・サポート体制を表現しています。また、

青は信頼、オレンジは活力、黄緑は新鮮といった印象を与えるため、10周年を迎えた京都産業21が、これから

も企業様から信頼される存在であり、成長・発展する活力にあふれ、いつまでも新鮮な気持ちで存在し続けるこ

との象徴としています。
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設備貸与制度

京都産業21 検索詳しくは、お問い合わせください！

《制度概要》
企業の皆様が必要な設備を導入する場合に、その設備を財団が代わってメーカーやディー
ラーから購入して、長期かつ低利で割賦販売またはリースする制度です。
詳しくは、設備導入支援グループまでお問い合わせください。

区　　分 割賦販売 リース
対　象　企　業 原則、従業員20人以下（ただし、商業・サービス業等は、５名以下）の企業ですが、最大50名以下の企業も利用可

能です。その場合、一定の制限がありますので詳しくはお問い合わせください。
[事業実績が１年未満の場合は、原則として商工会議所、商工会、商工会連合会の経営支援員による経営指導を６ヶ
月以上受けていることが条件になります。]

対　象　設　備 機械設備等（土地、建物、構築物、賃貸借用設備等は対象外）　新品に限ります。
リースの場合は、再販可能なものに限ります。（オーダー製品、構造物に付随するもの等は対象外）

対象設備の金額
（消費税込）

事業実績が１年以上あれば100万円～6,000万円／年度まで利用可能です。
[事業実績が１年未満の場合は、50万円～3,000万円／年度]

割 賦 期 間 及 び
リ ー ス 期 間

７年以内（償還期間）
（ただし、法定耐用年数以内）

３～７年
（法定耐用年数に応じて）

割賦損料率及び
月額リース料率

年2.50％
（設備価格の10％の保証金が契約時に必要です）

3年2.990％　　6年1.592％
4年2.296％　　7年1.390％
5年1.868％

連 帯 保 証 人 ■	原則、法人企業の場合は、代表者１人（年齢が満70歳以上の場合は、原則後継者を追加してください）
　個人企業の場合は、申込者本人を除き1人でお申し込みいただけます。
■なお、審査委員会で、追加連帯保証人・担保を求められることがあります。

設 備 導 入 時 期 審査委員会は、原則月１回開催しています。
当月15日までにお申し込みいただくと翌月の審査委員会に上程します。
お申し込みから設備導入日（契約日）まで約50日かかります。

※割賦損料率（金利）及び月額リース料率は、金利情勢に応じて見直しますので、詳しくは財団にお問い合わせください。
　なお、契約後の料率の見直しはありません。（固定金利）

設備投資なら財団の割賦販売･リースで！
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平成24年度きょうと元気な地域づくり応援ファンド支援事業助成金

対象事業者   
　1	府内において創業をしようとする者
　2	府内に事業所を有し、経営の革新を行おうとする中小企業者
　3	府内に事業所を有し、創業又は経営革新を行おうとするNPO法人等

対象となる事業   
　京都府内の伝統、文化、自然、景観などの地域資源の活用や地域
の課題解決に資する新しい事業で、次に掲げるもの
　1	地域の農林水産物資源を活用した事業
　2	地域の伝統産品資源を活用した事業
　3	地域の鉱工業品の技術を活用した事業
　4	地域の観光資源を活用した事業
　5	商店街の活性化に役立つ事業
　6	福祉向上・子育て支援に役立つ事業
　7	環境対策に役立つ事業　　等

助成金   
　助 成 率	 対象事業費の２/３以内
　助成限度額	 300万円以内

申請方法   
　別途配布の募集要領（平成24年度版は平成24年3月に配布予定）により申請してください。事業の実施区域を所轄する
京都府の広域振興局商工労働観光室（京都市・乙訓地域においては、（公財）京都産業21経営革新部）に持参してください。

審査・採択   
　審査委員会において、書面と面接による審査を行い、事業の新規性、将来性、地域経済への波及効果など
を総合的に判断の上、助成事業を採択します。

ハンズオン支援   
　採択事業者は事業計画の策定や事業化に際して、中小企業診断士や商工会議所、商工会の経営支援員等か
ら指導を受けることができます。

募集期間（予定）   
　平成24年3月12日（月）～	4月20日（金）

【お問い合せ先】

京都府山城広域振興局農林商工部商工労働観光室
京都府南丹広域振興局農林商工部商工労働観光室
京都府中丹広域振興局農林商工部商工労働観光室
京都府丹後広域振興局農林商工部商工労働観光室
各商工会議所・商工会
京都府商工労働観光部産業労働総務課

（公財）京都産業 21 経営革新部 経営改革推進グループ

TEL：0774-21-2103
TEL：0771-23-4438
TEL：0773-62-2506
TEL：0772-62-4304

TEL：075-414-4819
TEL：075-315-8848

地域力の再生につながるビジネスを支援します！
平成24年度きょうと元気な地域づくり応援ファンド支援事業助成金
きょうと元気な地域づくり応援ファンドは、関係機関の出資を受けた基金（50億円）の運用益
を活用し、地域の様々な資源を活用した新しい事業にチャレンジする中小企業者等に対して、
その事業の立ち上げ経費の一部を助成し、事業化を支援することで、地域力の再生を図ろうと
いうものです。平成23年度は157件の応募をいただいた中から、様々な魅力的なビジネスプ
ランの中から50事業について採択しました。平成24年度においても、下記の要領で実施します。
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平成24年度きょうと農商工連携応援ファンド支援事業助成金

異業種交流によるビジネス創出を支援します！
平成24年度きょうと農商工連携応援ファンド支援事業助成金

対象事業者   
府内の農林漁業者と中小企業者の連携体

対象事業   
　府内の農林漁業者と中小企業者が密接に連携し、それぞれの強みを活かして創業や経営の改善・向上を図
る事業で要領で定める事業

助成金   
助 成 率	 対象事業費の2／3以内
助成限度額	 1申請事業あたり300万円以内
助 成 期 間	 原則として１年以内（特認２年）

（※交付決定の日から最長平成26年3月末までの事業実施が可能です。）

申請方法   
　24年3月頃に配布予定の募集要領により申請してください。

審査・採択   
　審査委員会において、書面と必要に応じ面接による審査を行い、事業の新規性、将来性、地域経済への波
及効果などを総合的に判断のうえ、助成事業を採択します。採択決定は7月頃の見込です。

ハンズオン支援   
　採択事業者は、連携体の構築や事業計画の策定、事業化の推進に際して、農業ビジネスセンター京都のサ
ポートチームをはじめ、専門家からアドバイスを受けることができます。

募集期間（予定）   
　平成24年3月中旬～4月下旬

【お問い合せ先】

京都府山城広域振興局農林商工部企画調整室 TEL：0774-21-3211
京都府南丹広域振興局農林商工部企画調整室 TEL：0771-22-0371
京都府中丹広域振興局農林商工部企画調整室 TEL：0773-62-2508
京都府丹後広域振興局農林商工部企画調整室 TEL：0772-62-4315
京都府農林水産部担い手支援課 TEL：075-414-4918
農業ビジネスセンター京都 TEL：075-417-6888

（公財）京都産業 21 連携推進部 産学公・ベンチャー支援グループ TEL：075-315-9425

京都産業21では、関係団体から出資を受けた25.2億円（きょうと農商工連携応援ファンド）
の運用益をもとに、府内の中小企業者の皆さんが農林漁業者と連携し、新商品・新サービスの
創出に向けた取組を支援します。本事業は、平成21～31年度までの10年間実施されるもので、
23年度も14事業が採択され新たな連携が生まれビジネス創出が進められています。
24年度事業の募集を下記のとおり実施しますので、ぜひご活用ください。
なお、連携先の農林漁業者をお捜しの方については、農業ビジネスセンター京都でもサポー
トします。


