平成 31 年 1 月 21 日
各

位
京都北都信用金庫

「ものづくり補助金セミナー」を開催します！
京都北都信用金庫では、中小企業・小規模事業者の皆様を対象に、平成 30 年度 2 次補正予
算事業である「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」に関するセミナーを下記
の 3 会場にて開催いたします。
このセミナーは、公募開始前に「ものづくり補助金」及び「経営力向上計画」の概要・申請
書の書き方・申請書を作成する際のポイント等を分かりやすく説明します。
「ものづくり補助金」は商業・サービス業の方も採択されており、全業種を対象とした活用
しやすい補助金であることから、革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善等に
よる生産性の向上をご検討の事業者の皆様、ご参加お申込み、お待ちしております！

記
【舞鶴会場】 平成 31 年 2 月 4 日（月）14：00～16：00（受付 13：30～）
会場：舞鶴商工会議所 ホール（先着 60 名）

【福知山会場】平成 31 年 2 月 7 日（木）18：00～20：00（受付 17：30～）
会場：市民交流プラザふくちやま 視聴覚室（先着 50 名）

【亀岡会場】 平成 31 年 2 月 8 日（金）17：00～19：00（受付 16：30～）
会場：亀岡商工会議所 2 階会議室（先着 30 名）

以 上

地域元気宣言の

舞鶴市内の事業者の皆様へ！

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
セミナーのご案内

裏面の採択事例を是非ご覧ください！

全業種
対象

セミナーの主な内容

参加無料
定員 60 名

 実践！ 採択される書類作成のポイント
「ものづくり補助金の概要・申請書の書き方・申請書を作成する際のポイント」を分かりやすく解説

 経営力向上計画作成のポイント
「中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の作成方法やポイント」を分かりやすく解説

開催概要

■日時：平成３１年２月４日（月）
１４：００～１６：００（１３：３０受付開始）
■会場：舞鶴商工会議所 ホール（舞鶴市字浜６６ 舞鶴市商工観光センター）
■対象：舞鶴市内の中小企業・小規模事業者
■主催：京都北都信用金庫・京都銀行
■共催：舞鶴市・舞鶴商工会議所

講師紹介
株式会社エフアンドエム 営業推進本部
2007 年
2010 年
2016 年
2017 年

岡本 裕也

氏

株式会社 エフアンドエム入社 財務コンサルティング事業本部に所属
中小企業コンサルティング事業本部に所属 年間 50 回程のセミナー講師を行う
コンサルタントグループ事業部長に就任 メンバー育成と年間 50 回程のセミナー講師を行う
営業推進本部に所属 経営力向上計画の策定支援に従事
他、様々な経営者セミナーに講師として登壇している

※お申込情報は主催及び共催・後援団体で共有し、本セミナーに関する参加申込受付、連絡等にのみ使用させていただきます。

お申込みは、下記を記入の上、京都北都信用金庫のＦＡＸ番号へ送信をお願いします。

ＦＡＸ番号 ： ０７７２‐２５‐１２８２
貴社名
ご住所
参加者名

部署・役職

参加者名

部署・役職

ＴＥＬ：

ＦＡＸ：
【お問合せ先】

京都北都信用金庫 地域創生事業部

担当：中島・川端

TEL 0772-25-3064

福知山市内の事業者の皆様へ！

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
セミナーのご案内

裏面の採択事例を是非ご覧ください！

全業種
対象

セミナーの主な内容

参加無料
定員 50 名

 実践！ 採択される書類作成のポイント
「ものづくり補助金の概要・申請書の書き方・申請書を作成する際のポイント」を分かりやすく解説

 経営力向上計画作成のポイント
「中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の作成方法やポイント」を分かりやすく解説

開催概要

■日時：平成３１年２月７日（木）
１８：００～２０：００（１７：３０受付開始）
■会場：市民交流プラザふくちやま 視聴覚室（福知山市駅前町４００）
■対象：福知山市内の中小企業・小規模事業者
■主催：京都北都信用金庫
■共催：福知山市
■後援：福知山商工会議所・福知山市商工会

講師紹介
株式会社エフアンドエム 営業推進本部
2007 年
2010 年
2016 年
2017 年

岡本 裕也

氏

株式会社 エフアンドエム入社 財務コンサルティング事業本部に所属
中小企業コンサルティング事業本部に所属 年間 50 回程のセミナー講師を行う
コンサルタントグループ事業部長に就任 メンバー育成と年間 50 回程のセミナー講師を行う
営業推進本部に所属 経営力向上計画の策定支援に従事
他、様々な経営者セミナーに講師として登壇している

※お申込情報は主催及び共催・後援団体で共有し、本セミナーに関する参加申込受付、連絡等にのみ使用させていただきます。

お申込みは、下記を記入の上、京都北都信用金庫のＦＡＸ番号へ送信をお願いします。

ＦＡＸ番号 ： ０７７２‐２５‐１２８２
貴社名
ご住所
参加者名

部署・役職

参加者名

部署・役職

ＴＥＬ：

ＦＡＸ：
【お問合せ先】

京都北都信用金庫 地域創生事業部

担当：中島・川端

TEL 0772-25-3064

亀岡市内の事業者の皆様へ！

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
セミナーのご案内

裏面の採択事例を是非ご覧ください！

全業種
対象

セミナーの主な内容

参加無料
定員 30 名

 実践！ 採択される書類作成のポイント
「ものづくり補助金の概要・申請書の書き方・申請書を作成する際のポイント」を分かりやすく解説

 経営力向上計画作成のポイント
「中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の作成方法やポイント」を分かりやすく解説

開催概要

■日時：平成３１年２月８日（金）
１７：００～１９：００（１６：３０受付開始）
■会場：亀岡商工会議所 ２階会議室（亀岡市余部町宝久保１－１）
■対象：亀岡市内の中小企業・小規模事業者
■主催：京都北都信用金庫
■共催：亀岡商工会議所

講師紹介
株式会社エフアンドエム 営業推進本部
2007 年
2010 年
2016 年
2017 年

岡本 裕也

氏

株式会社 エフアンドエム入社 財務コンサルティング事業本部に所属
中小企業コンサルティング事業本部に所属 年間 50 回程のセミナー講師を行う
コンサルタントグループ事業部長に就任 メンバー育成と年間 50 回程のセミナー講師を行う
営業推進本部に所属 経営力向上計画の策定支援に従事
他、様々な経営者セミナーに講師として登壇している

※お申込情報は主催及び共催・後援団体で共有し、本セミナーに関する参加申込受付、連絡等にのみ使用させていただきます。

お申込みは、下記を記入の上、京都北都信用金庫のＦＡＸ番号へ送信をお願いします。

ＦＡＸ番号 ： ０７７２‐２５‐１２８２
貴社名
ご住所
参加者名

部署・役職

参加者名

部署・役職

ＴＥＬ：

ＦＡＸ：
【お問合せ先】

京都北都信用金庫 地域創生事業部

担当：中島・川端

TEL 0772-25-3064

サービス関連事業者の採択事例のご紹介
採択事業者：動物病院
導 入 設 備：超音波診断装置
【計画概要】
獣医療についても高度な診察・治療が求められる中、高精度な診断装置
の導入により病気の早期発見を実現できるようになったことに加え、イ
ンフォームドコンセントの充実により、検査だけでなく検査後の治療ま
で一貫して当院で実施できるようになりました！

採択事業者：歯科医院
導 入 設 備：セレックシステム
【計画概要】
歯科技工士が在籍している強みを活かすため、現在外注している一部の
歯科技工物製造を内製化し時間短縮を図ることに加え、近隣の歯科医院
に対して歯科技工物製作サービスを提供することで、売上向上を実現で
きました！

採択事業者：測量会社
導 入 設 備：ＵＡＶ（ドローン）
【計画概要】
作業効率の悪さ等から人材の育成が不十分な状態でしたが、最先端機器
の導入により作業効率が高まり、良い環境での人材育成に注力できるよ
うになったほか、新分野への参入も見込めるようになりました！

採択事業者：自動車部品販売会社
導 入 設 備：特殊車両タイヤメンテナンス装置
【計画概要】
大型特殊車両等のタイヤメンテナンスについては対応困難なため外注
していましたが、本設備導入により、全ての車両のタイヤメンテナンス
をワンストップで行えるようになりました！

採択事業者：旅行・企画運営会社
導 入 設 備：会員管理システム
【計画概要】
現在実施しているツアーの参加者を分析し、顧客ニーズに合ったツアー
を提案することで、販促費の削減や訪問先の誘客・活性化に繋げること
ができました！

