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このガイドブックに関するお問い合わせは

京田辺市産業振興課
〒610-0393 京都府京田辺市田辺80番地

電話0774-64-1319　FAX0774-64-1359

E-mail:sangyo@city.kyotanabe.lg.jp

令和３年４月改訂



＊『田園都市』…19世紀末にイギリスの社会学者エベネザー＝ハワードが提唱した理想都市の構想。自然豊かで食
糧自給率が高く、かつ工業などにより雇用が確保されるなど、都市と農村の両方の長所を兼ね備え、さらには中

心都市とも幹線鉄道で結ばれた、利便性の高い都市

＊『コンパクトシティ』…郊外に分散した居住や商業、医療・福祉、教育・文化などの都市機能を中心市街地や各
拠点に集約して、生活に必要な諸機能が近接した効率的で持続可能な都市を目指す考え方。車移動を基本とする
地方都市の分散型構造のまちを、公共交通、徒歩、自転車で日常の用事を済ませられる、人や環境に優しい集約
型構造のまちに転換を図ることを目的としている。

京田辺市

京田辺市

京都府南部のまち、京田辺市は大阪府と奈良県との境に位置

し、東には木津川が悠々と流れ、西には生駒山系に連なる甘南

備山が控える、豊かな自然に囲まれたまちです。

明治39年、田辺村が町制施行により田辺町になり、昭和26年に

は大住村、三山木村、草内村、普賢寺村を編入・統合、平成9

年4月1日、市制を施行し、京田辺市となりました。

古くから交通の要衝として栄えた本市は、大都市への高い利便

性と優れた自然環境を兼ね備えた「田園都市＊」の理想を基礎

として、これまで産業機能や生活機能がバランスよく配置さ

れ、２１世紀の文化・文明を創造する新文化首都－関西文化学

術研究都市の一翼を担う、まさに「文化田園都市」と呼ぶにふ

さわしい都市を目指し、着実な発展を続けてきました。

現在も甘南備山などの森林や優良な農地の豊かな自然環境との

バランスを大切にしながら、近い将来予定されている北陸新幹

線の新駅設置や新名神高速道路の全線開通等ますます高まる交

通利便性を生かした新産業の創出を図り、「自然と調和した活

力あるまちづくり」を進めています。また、市中部に公共サー

ビスや商業施設が集積した新たな市街地を整備することで、便

利で快適な集約型都市構造の構築を目指すコンパクトシティ＊

の形成に力を入れております。

さらに関西文化学術研究都市のまち、大学のあるまちとしての

地域特性を生かし、Ｄ-ｅｇｇ（同志社大学連携型起業家育成

施設）を核とした大学と市内企業等との連携による第二創業な

ど、新産業創出に向けた機運を高めるとともに、起業に向けた

取組みを支援しています。

今後も、高い交通利便性、関西文化学術研究都市との連携、大学

発の起業を支援するなど、本市の特性を活かした産業の活性化を

図るべく、積極的に企業の皆様をサポートしてまいります。

［支援機関によるネットワーク網］

同志社大学連携型起業家育成施設 京田辺市商工会

厚生労働省・京都労働局

ハローワーク

経営支援 展 示 会

合同出展

創業支援
事業補助金

ネットワークを生かした支援風景

公益財団法人 京都産業 21

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構京都支部

京都就職能力開発促進センター

ポリテクセンター京都
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創業支援
事業名 内　　　　容 お問い合わせ先

京都やましろ創業塾

窓口相談

日本政策金融公庫の

創業支援

D-egg

( 同志社大学連携型

　起業家育成施設 )

企業立地マッチング

促進事業

京田辺市大学連携型

起業家育成施設入居

支援事業補助金

京都府開業・経営承継支援資金にかかる指定

セミナーです。創業希望者に向けて基礎的知

識からマーケティングや数値計画まで幅広く

学ぶことができ、開業後も手厚い支援が受け

られます。（毎年実施・全６回程度）

創業予定者に向けた個別相談業務を実施して

います。（平日８：３０～１７：１５　京田辺

市商工会館内）

日本公庫は、地域の身近な金融機関として、

創業前及び創業後間もない方を支援する政策

金融機関です。

創業者向け融資制度のほか、創業に役立つ様々

な情報提供も行っています。

同志社大学京田辺キャンパスの一角に位置す
るＤ-ｅｇｇは、「創業した方」、「大学の技術
を応用して事業化を目指す方」、「第二創業を
目指す方」の入居者を募集しています。
入居後は、起業の伴走者として常駐する３名
のインキュベーションマネージャーが皆様の
事業拡大のお手伝いをいたします。
また、セミナーや交流会等を随時開催してお
りますので、お気軽にお越しください。

同志社大学連携型起業家育成施設 D-egg に入

居するための賃料の一部を補助します。

市内で事業用地をお探しの方に、京都府宅地

建物取引業協会、全日本不動産協会京都府本

部に協力いただき、土地情報の提供を行って

います。

京田辺市商工会
℡0774－62－0093
山城地域ビジネスサポー
トセンター
℡0774-68-1120

京田辺市商工会
℡0774－62－0093
山城地域ビジネスサポー
トセンター
℡0774-68-1120

日本政策金融公庫
京都支店 国民生活事業
℡075-211-3230

同志社大学連携型起業家
育成施設 D-egg IM 室
℡0774-68-1378

京田辺市役所
産業振興課
℡0774-64-1319

京田辺市役所
産業振興課
℡0774-64-1319

経営相談
事業名 内　　　　容 お問い合わせ先

窓口・巡回相談

集団・個別講習会

経営安定特別相談事業

（専門家派遣）

経営相談

（経営アドバイス）

経営支援員が企業の課題・悩みを解決すべく

様々な相談にスピーディーに対応します。

（原則無料　秘密厳守）

IT 活用、店づくり、労基法改正等事業者のニー

ズの高い内容をテーマとしてセミナーを開催。

（参加費無料～ 3,000 円程度　ＨＰ等で通知）

倒産の恐れがあるような企業に対し、商工調

停士を中心に弁護士、公認会計士、税理士、

中小企業診断士等の専門家がアドバイスを行

います。（相談無料）

経営コンサルタントや実務家など、経営に関

する様々なご相談について直接アドバイスを

いたします。

京田辺市商工会
℡0774-62-0093

京田辺市商工会
℡0774-62-0093

京田辺市商工会
℡0774-62-0093

中小機構近畿本部
企業支援課　
ＴＥＬ：06-6264-8613

KYOTANABE KYOTANABE

ー 1 ー ー 2 ー

個別相談会

IT 活用（HP の開設から SEO 対策、ネット販売、

テレワーク対応等々）や経営全般の相談会を

課題毎に専門家を招聘し支援を行います。

京田辺市商工会
℡0774-62-0093

事業承継支援

事業承継計画の作り込み支援と計画に基づく

実施支援を事業承継が完了するまで伴走して

行います。

京田辺市商工会
℡0774－62－0093
山城地域ビジネスサポー
トセンター
℡0774-68-1120



経営改善・経営革新支援
事業名 内　　　　容 お問い合わせ先

会計システムの活用

インターネットを利用した経理システムで操

作方法から記帳・経理指導までをサポートし

ます。

京田辺市商工会
℡0774-62-0093

各種認定制度の

申請支援

「知恵の経営報告書」「経営革新」「元気印」「経

営力向上計画」「事業継続力強化計画」等の申請

から認証後の実施支援まで伴走して行います。

補助金活用

経営改善のため中小企業知恵の経営ステップ

アップ事業費補助金、小規模事業者持続化補

助金、革新的ものづくり・商業・サービス開

発支援補助金の申請、活用支援を行います。

また、自然災害等の発生による緊急的に創設

される補助金の活用支援を行います。

京田辺市商工会
℡0774-62-0093

やましろ異業種交流会

毎年 11 月、山城地区 ( 八幡市、京田辺市、井
手町、宇治田原町 ) の商工会員の交流を目的
に開催。異業種間の情報交換や取引・技術マッ
チングの場を提供しています。（会員のみ）

京都府元気印

中小企業の認定に

向けた支援

京都府中小企業応援条例に基づく自らの強み

を活かした研究開発等事業計画の認定支援及

び計画認定企業に対するフォローアップ支援

をします。

京都産業 21
お客様相談室
℡075-315-8660

経営革新計画の

承認に向けた支援

中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画

承認申請支援及び計画承認企業に対するフォ

ローアップ支援をします。

京都産業 21
お客様相談室
℡075-315-8660

IT 経営簡易診断

中小機構の IT 経営簡易診断では、IT 分野の専

門家が 3 回の「無料相談」を行い、手軽に始

められる IT 活用（パッケージソフトやアプリ

など）の情報提供を行います。

例えば、「ホームページと SNS を連携させて集

客に役立てたい」、「リモートワークを導入し

たい」、「伝票や送付状処理の業務を効率化し

たい」など、幅広い IT 相談に対応しています。

中小機構近畿本部
経営支援課
℡06-6264-8613

京都産業 21
お客様相談室
℡075-315-8660

後継者マッチング
後継者がいない企業の後継者探しをお手伝い

し、マッチングまでサポートします。 

京都産業 21
お客様相談室
℡075-315-8660

事業承継計画策定 
年単位の時間を要すると言われる事業承継を

円滑に進めるための計画作りを支援します。 

専門家派遣
事業名 内　　　　容 お問い合わせ先

中小機構近畿本部
企業支援課
℡06-6264-8613

専門家派遣事業

豊富な経験と実績をもつ専門家を派遣し、ア

ドバイスを実施します。

中小企業者の方々に主体的に取り組んでいた

だくことで、支援終了後も自立的・持続的に

成長可能な仕組み作りをサポートします。

京都産業 21
お客様相談室
℡075-315-8660

ADR

（裁判外紛争解決手段）

機関への取次ぎ

取引に係る紛争を迅速・簡便に解決するため、

ADR 機関（（公財）全国中小企業取引振興協会）

へ取次ぎ、調停手続きを支援します。

京都産業 21
お客様相談室
℡075-315-8660

取引に関わる

苦情紛争等の相談に対応

受発注取引に関する様々な相談に対して、専

門相談員（常勤）がアドバイス。

専任弁護士による無料法律相談を実施します。

京都産業 21
お客様相談室
℡075-315-8660

生産性向上専門家の派遣
IoT 等の活用による生産性向上のため、専門家

派遣により支援します。 

京都産業 21
お客様相談室
℡075-315-8660

事業承継専門家の派遣 

事業承継計画策定や資産承継に関する指導・

助言等、円滑な事業承継のため、中小企業診

断士、 税理士等の専門家を派遣します。 

エキスパートバンク事業

特許・商標登録申請、店舗レイアウトの改善、

ＩＴ活用、就業規則の見直し、ＩＳＯ導入、５

Ｓ改善等、経営や技術力強化を図りたい事業

者への支援として、問題解決のため専門家を

派遣します。（初回無料）

京田辺市商工会
℡0774-62-0093

KYOTANABE KYOTANABE

ー 3ー ー 4 ー

京田辺市商工会
℡0774－62－0093
山城地域ビジネス
サポートセンター
℡0774-68-1120

山城地域ビジネス
サポートセンター
℡0774-68-1120



販路開拓支援
事業名 内　　　　容 お問い合わせ先

京田辺中小企業

売込み隊事業

各種イベント

出展情報提供

まちゼミ in きょうたなべ

ワンコインバル in 京田辺

京田辺市民まつり

京田辺経済倶楽部

商工会部会事業

展示会等出展

事業補助金

大規模展示会への出展支援や近隣商工会、商

工会議所との商談会（業コン）を開催します。

（会員のみ）

全国のイベントへの出店や各種サイトへの登

録情報の提供、手続き等支援します。

(会員のみ）

新規顧客ファンづくりを目指し、店主が講師

となって知識やコツを無料で教えるイベント

を年１回開催します。（会員のみ）

新規顧客獲得のため、ワンコインでバルメ

ニューを提供するイベントを年１回開催しま

す。（会員事業所のみ）

毎年１0 月末に開催されるイベントに出店する

ことで、新商品の販売や新メニューの紹介等々

PR することができます。（会員のみ）

異業種交流団体。毎月例会を開催し、情報交

換を通じて販路・技術等マッチングの場を提

供しています。（会費のみ）

商業部会、工業部会、建設部会、青年部、女

性部の活動を通じて自己の新たなビジネスの

創出につなげられることもあります。

（会員のみ）

製品及び技術の販路開拓を目的とした展示会

等の出展にかかる費用の一部を補助します。

京田辺市商工会
℡0774－62－0093

京田辺市商工会
℡0774－62－0093

京田辺市商工会
℡0774－62－0093

京田辺市商工会
℡0774－62－0093

京田辺市商工会
℡0774－62－0093

京田辺市商工会
℡0774－62－0093

京田辺市商工会
（京田辺経済倶楽部）
℡0774－62－0093

京田辺市役所
産業振興課
℡0774-64-1319

事業名 内　　　　容 お問い合わせ先

海外展開ハンズオン支援

Ｊ－ＧｏｏｄＴｅｃｈ

販路コーディネート事業

受発注取引あっせん

京都ビジネス交流フェア

の開催

広域商談会の開催

海外市場への展開支援

（海外展開支援）

海外ビジネスに悩みを持つ中小企業の皆様に

対し、豊富な実務知識・経験・ノウハウを持

つ海外ビジネスのアドバイザーが、個別具体

的にアドバイスする公的サービスです。ス

ポットでのご相談対応に加え、海外展開に向

けて課題を一つ一つクリアしていく中期的な

サポートや、海外での事業可能性調査等に専

門家が同行することも可能です。

販路開拓に意欲的な中小企業が集結した B to 

B（企業間取引）のマッチングサイトです。

J-GoodTech に登録すると、サイト内に自社の

PR ページを作成したり、ビジネス引き合い情

報満載の掲示板を活用してビジネスを拡げる

ことができるなど、メリットがたくさん。も

ちろんサイトの活用や専門家のサポートもす

べて無料です。

優れた新製品、新技術、新サービスなどの「新

商品」を持つ企業のマーケティング企画の策

定及び近畿圏におけるテストマーケティング

活動を支援し、新たな市場開拓の土台づくり

の支援を行います。

（販売代行ではありません。）

府内ものづくり中小企業の新規取引先開拓を

支援。製品・技術開発のためのビジネスパー

トナーを紹介します。

府内ものづくり中小企業の優れた技術力を国

内外の企業に示す「ものづくり技術ビジネス

マッチング展」等を開催します。

全国各地から発注メーカーを招聘し、広域的

な受発注商談会を開催します。

海外市場の開拓を目指す京都企業を支援する

ため、海外での物産展、商談会等の開催及び

展示会出展、バイヤー招聘による個別商談会

を開催します。

販路開拓支援

KYOTANABE KYOTANABE

ー 5 ー ー 6ー

京都産業 21
お客様相談室
℡075-315-8660

京都産業 21
お客様相談室
℡075-315-8660

京都産業 21
お客様相談室
℡075-315-8660

京都産業 21
お客様相談室
℡075-315-8660

中小機構近畿本部
企業支援課
℡06-6264-8613

中小機構近畿本部
企業支援課
℡06-6264-8624

中小機構近畿本部
連携支援課
℡06-6264-8622



研究開発・新分野進出
事業名 内　　　　容 お問い合わせ先

新製品開発事業補助金

産業財産権取得

事業補助金

IoT/IoE ビジネス推進

ライフサイエンス

ビジネス推進

付加価値の高い新技術又は新製品を開発し、

新規市場への参入やシェア拡大への取り組み

にかかる費用の一部を補助します。

製品及び技術の保護を目的として特許権、実

用新案権、意匠権及び商標権の出願を行う際

にかかる費用の一部を補助します。

ものづくり企業の AI・IoT 関連ビジネスへの

参入・新商品開発を促進し、新たなビジネス

展開を 支援するとともに、セミナー、各種情

報提供等により AI・IoT を活用した業務プロ

セスの改善や生産性向上に関する取組を支援

します。

iPS 細胞関連などライフサイエンス分野での新

規参入・事業拡大や生産性向上等を促進する

ため、医療・介護等機器相談やセミナーを開

催し、ビジネス展開等を支援します。 

先端設備等導入計画認定

国の生産性向上特別措置法に基づく、先端設

備等導入計画の策定について、認定すると共

に、所定の条件を満たす場合導入設備の固定

資産税を当初 3年間「ゼロ」とします。

研究開発・新分野進出
事業名 内　　　　容 お問い合わせ先

特許等の外国出願支援

京都中小企業技術顕彰

（技術顕彰）

外国への特許出願又は実用新案・意匠・商標

登録出願に係る費用の一部を助成します。

京都産業の技術水準の向上と研究開発意欲の

高揚のため、優れた技術・製品の開発に成功し、

京都産業の振興に貢献した中小企業及び技術

者を顕彰しています。

KYOTANABE KYOTANABE
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京都産業 21
お客様相談室
℡075-315-8660

京都産業 21
お客様相談室
℡075-315-8660

京都産業 21
お客様相談室
℡075-315-8660

京都産業 21
お客様相談室
℡075-315-8660

京田辺市役所
産業振興課
℡0774-64-1319

京田辺市役所
産業振興課
℡0774-64-1319

京田辺市役所
産業振興課
℡0774-64-1319

中小機構近畿本部
企業支援課
℡06-6264-8613

ものづくり支援

ものづくり中小企業者の方々を対象に、専門

家による技術開発などに関する助言や、戦略

的基盤技術高度化支援事業（以下、「サポイン

事業」）に係る研究開発計画策定から事業化達

成までの一貫した支援を行います。



企業連携・産学連携
事業名 内　　　　容 お問い合わせ先

企業間連携事業補助金

産学連携事業補助金

企業連携支援

企業と大学・研究機関

とをコーディネート

国際的な

オープンイノベーション

拠点の形成

技術開発又は課題解決を目的とした企業間連

携団体を設立する事業にかかる費用の一部を

補助します。

技術開発を促進し、新技術・新製品等の早期

実用化を図るため、大学・公設試験研究機関

等（以下「大学等」という。）と連携して行う

研究及び技術開発事業にかかる費用の一部を

企業連携の意義、効果をテーマにした講演会・

事例発表会の開催や、課題解決しながら新技

術・新製品の開発、新事業・新市場の創出を

図ろうとするグループ活動を支援します。

企業のニーズと大学・研究機関のシーズを活
かした新事業の創出を支援します。

けいはんな学研都市において、健康・医療、

エネルギー・ICT、農業・食糧、文化・教育等

の分野で日本の成長を支えるオープンイノ

ベーションの研究開発拠点を形成し、イノベー

ションを創出します。

京田辺市役所
産業振興課
℡0774-64-1319

京田辺市役所
産業振興課
℡0774-64-1319

京田辺市役所
産業振興課
℡0774-64-1319

融資制度
事業名 内　　　　容 お問い合わせ先

金融相談

金融あっせん

応援隊割引制度

一日公庫

京田辺市中小企業融資

保証料補給金

窓口にて金融や信用保証に関する相談を随時

行っています。

（平日８：３０～１７：１５　京田辺市商工会

商工会の推薦による日本政策金融公庫の「マ

ル経融資」（無担保・無保証・低利・市利子補

給対象）のあっせんを行います。（会員のみ）

府制度融資に係る保証料率の引き下げ制度の

利用を促進します。

（商工会による経営支援証明書の発行）

毎年７月、１１月に日本政策金融公庫の融資

担当者に商工会で直接相談ができる機会を設

けます。（一般貸付や中小企業経営力強化資金、

経営環境変化対応資金等特別貸付）

市内中小企業者が京都府の制度融資を受けた

場合、京都信用保証協会に支払った保証料の

２分の１（上限１０万円）を補助します。

京田辺市商工会
℡0774－62－0093

京田辺市商工会
℡0774－62－0093

京田辺市商工会
℡0774－62－0093

京田辺市商工会
℡0774－62－0093

KYOTANABE KYOTANABE
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京都産業 21
お客様相談室
℡075-315-8660

京都産業 21
お客様相談室
℡075-315-8660

京都産業 21
お客様相談室
℡075-315-8660



事業名 内　　　　容 お問い合わせ先

キャリアアップ助成金

人材育成支援助成金

在職者訓練

（能力開発セミナー）

の実施

指導員派遣・

施設設備貸与

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者

等非正規雇用の労働者の企業内でのキャリア

アップを促進する取組を実施した事業主に対

して助成し労働者の雇用の安定、処遇の改善

を推進するものです。

労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階
的かつ体系的な職業能力開発を促進するため、
雇用する労働者に対して職務に関連した専門
的な知識及び技能の習得をさせるための職業
訓練などを計画に沿って実施した場合等に、
訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成
する制度です。

在職者の方々を対象に、仕事をする上で必要
な専門的な技術・技能・知識のレベルアップ
を図るため、機械・金属、電気・電子などの
ものづくり分野を中心に、設計・開発、加工・
組立、工事・施工、設備保全などに関する訓
練を実施しています。また、事業主様あるい
は事業主団体様のご要望に応じたオーダーメ
イドによる職業訓練にも対応しています。

事業主等の皆様が自ら行う社員教育や研修に

ついて、訓練内容などの専門的知識や技能・

技術を有した講師の派遣をおこなっています。

また、従業員の方の教育訓練や研修等の目的

で施設・設備をお貸ししています。

京都職業能力開発
促進センター訓練第二課
人材育成支援係
TEL075-951-7398
FAX075-951-7393

京都職業能力開発
促進センター訓練第二課
人材育成支援係
TEL075-951-7398
FAX075-951-7393

事業名 内　　　　容 お問い合わせ先

京田辺市中小企業

融資利子補給金

店舗バリアフリー

改修助成

日本公庫の創業関連

融資制度

（１）京都府制度融資

〔内容〕市内中小企業者が京都府の制度融資を

受けた場合、支払った利子の１％相当額を補

給します。

①一般資金融資　②小規模企業おうえん融資

（ベース枠・ステップアップ枠）　③開業・経

営承継支援資金（開業一般型、開業支援型）

（２）政策公庫融資

市内中小企業者が㈱日本政策金融公庫の制度

融資を受けた場合、支払った利子の１％相当

額を補給します。

〔対象となる政策公庫融資〕

①経営改善貸付け　②新創業融資制度

京田辺市内で開業している中小企業等が市内

の施工業者により店舗のバリアフリー改修工

事を行うに対し、工事費の半額（２０万が上限）

を助成します。

営業実績が乏しいなどの理由により、資金調達

が困難な場合が少なくない創業企業に対して、

様々な創業関連融資制度を活用し、女性、若者

起業家など幅広い層への支援を推進しています。

京田辺市役所
産業振興課
℡0774-64-1319

京田辺市役所
産業振興課
℡0774-64-1319

日本政策金融公庫
京都支店 国民生活事業
℡075-211-3230

融資制度 人材育成支援

KYOTANABE KYOTANABE
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京都田辺公共職業安定所
℡0774-65-8609

京都田辺公共職業安定所
℡0774-65-8609



事業名 内　　　　容 お問い合わせ先

人材育成支援 人材確保支援
事業名 内　　　　容 お問い合わせ先

特定求職者雇用

開発助成金

高年齢者や障害者などの就職が特に困難な者

を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者

等の紹介により、継続して雇用する労働者等と

して雇い入れる事業主に対して助成するもので

あり、これらの方の雇用機会の増大を図ること

を目的としています。

京都田辺公共職業安定所
℡0774-65-8609

地域雇用開発助成金

雇用機会が特に不足している地域（同意雇用開

発促進地域や過疎等雇用改善地域等の指定が必

要）等において、事業所の設置・整備や操業を

行うことに伴い、その地域に居住する求職者等

を雇い入れた場合に助成するものであり、その

地域における雇用構造の改善を図ることを目的

としています。

京都田辺公共職業安定所
℡0774-65-8609

トライアル雇用助成金

職業経験、技能、知識の不足等から安定的な
就職が困難な求職者について、ハローワーク
または民間の職業紹介事業者等の紹介により、
一定期間試行雇用した場合に助成するものであ
り、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を
見極め、求職者および求人者の相互理解を促進
すること等を通じて、その早期就職の実現や雇
用機会の創出を図ることを目的としています。

京都田辺公共職業安定所
℡0774-65-8609

求職者情報の提供

ポリテクセンター京都では再就職を目指す求職
者の方に、ものづくりに関連した職業訓練を実
施しており、多くの方が訓練を受講しています。
企業の皆様へは受講生の求職者情報一覧表を配
布しています。また、企業のご担当者様にポリ
テクセンターへお越しいただき、受講生に企業
の概要や求人内容の説明をしていただく企業説
明会の場も提供しています。

【訓練分野】・機械加工・CAD・溶接・電気設備（施
工・保守）・ビルメンテナンス・プログラミング・
生産管理・製造ライン設備の保全

京都職業能力開発
促進センター訓練第一課
訓練支援係
TEL075-951-7397
FAX075-951-7393

生産性向上支援訓練

の実施

生産性向上支援訓練は生産管理､IoT・クラウド活用､

組織マネジメント､マーケティング、データ活用な

どあらゆる産業分野の生産性向上に効果的なカリ

キュラムにより、企業が生産性を向上させるために

必要な知識・スキルを習得する職業訓練です。

個別企業の課題に合わせてカリキュラムをカスタマ

イズする訓練コースや地域のニーズを踏まえた訓練

コースを設定し、専門的知見を有する民間機関等に

委託して実施します。

京都職業能力開発
促進センター
生産性センター業務課
TEL075-951-7434
FAX075-951-7393

在職者訓練
企業等で働いている在職者が技能を習得するための

講座を実施しています。

京都府立京都高等技術専
門校
TEL075-642-4451

中小企業大学校関西校

中小企業の“人財育成”のため、1980 年の開校以来、

蓄積したノウハウを活かし、経営戦略や財務、生

産管理など多岐にわたる分野で「実践的」なカリ

キュラムの研修を緑あふれる快適な環境で実施し

ています。延べ 1 万社、5 万人以上の中小企業の

経営者･管理者の皆様にご利用いただいています。

中小企業大学校関西校
TEL0790-22-5931
（代表）

経営人材育成

現場の課題解決の視点を持ち、イノベーションを

推進する経営人材の育成を通じて経営力の向上を

図ると ともに、中小企業の生産性向上等の取組を

支援するため、階層別に講座を開催します。 

職業紹介事業

新規学卒者や若年離転職者などを対象に、１年

又は２年の職業訓練を行い、企業が求める即戦

力となり得る人材を育成し、紹介しています。

京都府立
京都高等技術専門校
℡075-642-4451

KYOTANABE KYOTANABE
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人材確保事業補助金

人材の確保を目的とした求人広告、合同説明

会への出展及び人材紹介サービスを活用する

事業の一部を補助します。

京田辺市役所
産業振興課
℡0774-64-1319

京都産業 21
お客様相談室
℡075-315-8660

プロフェッショナル

人材確保

「攻めの経営」( 新商品・サービスの開発、新た

な販路開拓、海外展開、生産性の向上等に挑み、

経 人材確保 営革新を遂行する経営 ) を通じて

企業の成長戦略を具現化する人材の確保に向け

て人材ビジネス事業者等と連携し、支援します。 

京都産業 21
お客様相談室
℡075-315-8660

従業員の奨学金返済支援
従業員の奨学金返済支援を行う中小企業の負

担額の一部を助成します。

京都府中小企業団体中央会
℡075-708-3701
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京都支店（国民生活事業）又は専用相談ダイヤル

にお気軽にご相談ください。

＜お問合せ先＞

日本政策金融公庫 京都支店 国民生活事業

住 所：〒６００ ８００９

京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町

アーバンネット四条烏丸ビル

ＴＥＬ：０７５－２１１－３２３０



同志社大学連携型
起業家育成施設

D-eggは、同志社大学キャンパス内の活気あふれた環境にあります。
大学の先生との連携が可能です。新しく起業しようとする方、第二創業で
新しい分野へのチャレンジをお考えの方、お気軽にD-eggへご相談ください。
常駐のインキュベーションマネージャー（IM）が入居の皆様を支援させていただきます。

〒610-0332

京都府京田辺市興戸地蔵谷 1 番地

同志社大学京田辺キャンパス業成館

 D-egg IM 室

Tel.0774-68-1378 Fax.0774-68-1372

同志社大学連携型
起業家育成施設

詳しくはホームページをご覧ください

D-egg

30722
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至宇治田原

京田辺市役所

田辺警察署
郵便局

同志社
女子大学

コーナン

ローソン

ファミリー
マート　

同志社大学
京田辺キャンパス

同志社国際
中学・高校

至西大寺至木津至門真

至久御山

至木津
至精華

（2017年度内 開通予定）

同志社南
二又

京田辺市役所東
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アクセス

● JR 学研都市線「同志社前」駅下車、徒歩 15 分

● 近鉄京都線「興戸」駅下車、徒歩 20 分

● 近鉄京都線「三山木」駅下車、奈良交通バス 5分

● 近鉄京都線「新田辺」駅下車、奈良交通バス 8分

※奈良交通バス、最寄りの停留所は「同志社大学正門」または「同志社北門」です。

●京都市内へ約40分
●大阪市内へ約50分
●奈良市内へ約40分 JR京都線

京田辺

京都

大阪

京橋
西九条

鶴橋大阪
難波

近鉄
奈良西大寺

木津

奈良天王寺

新大阪

同志社前

同志社大学
京田辺
キャンパス

興戸

新田辺

JR三山木 三山木

JR大和路線

JR学研都市線

近鉄京都線

近鉄奈良線

JR環状線

阪神なんば線

J
R
奈
良
線

・共用（トイレ／給湯室）3rd
floor

●天井高 3m（ITオフィスは2.8m)
●床荷重 0.5t/m2

屋外デッキ

302
実験
研究室
（26m2）

301
実験
研究室
（30m2）

非
常
階
段

搬入
デッキ

307
実験研究室
（67m2）

308
実験研究室
（62m2）

309
実験研究室
（62m2）

303
実験研究室
（52m2）

304
実験研究室
（52m2）

共用
312

ITオフィス
（20m2）               

313   ITオフィス
（33m2）

314   ITオフィス
（38m2）

306
IT

オフィス
（28m2）

305
IT

オフィス
（26m2）

311
IT

オフィス
（28m2）

310
IT

オフィス
（31m2）

EV

2nd
 floor

共用

会議室 2

会議室 1

屋外デッキ

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ

　

 
 

コ
ー
ナ
ー

非
常
階
段

211
ITオフィス

（20m2）               

206
実験
研究室
（28m2）

205
実験
研究室
（26m2）

202
実験
研究室
（26m2）

201
実験
研究室
（30m2）

搬入
デッキ

204
実験研究室
（52m2）

203
実験研究室
（52m2）

207
実験研究室
（67m2）

208
実験研究室
（62m2）

209
実験研究室
（62m2）

210
実験研究室
（59m2）

EV

・共用（トイレ／給湯室） ●天井高 3m（ITオフィスは2.8m)
●床荷重 1t/m2

1st
 floor

共用
倉庫

商談室

IM室

104
試作開発室
（54m2）

108
試作開発室
（59m2）

103
試作開発室
（52m2）

107
試作開発室
（62m2）

102
試作開発室
（52m2）

106
試作開発室
（62m2）

101
試作開発室
（56m2）

105
試作開発室
（67m2）

EV

非
常
階
段

・共用（トイレ／多目的トイレ／
　　　給湯室／コインシャワー室）

●天井高 3.5m
●床荷重 2t/m2

エ
ン
ト
ラ
ン
ス

　
　
　

ホ
ー
ル

入居者募集中入居者募集中
～新たなアイデアや技術の実現を
　　　　　　　 目指す起業家へ～

技
術
相
談

販
路
開
拓

産
学
連
携

海
外
進
出

資
金
相
談

展示会 セミナー

IM 室会議室 メールボックス

施設見学会

AccessAccess

京
田
辺
中小企業

KYOTO

京田辺市産業振興課（京田辺市田辺80）

電話0774-64-1319

E-mail:sangyo@city.kyotanabe.lg.jp

お問い合わせは

情報誌による企業紹介

新聞でも紹介されました !!

京田辺中小企業
売込み隊プロジェクト

専門家による展示会出展へ向けた

セミナーから海外展開のためのセ

ミナーなども実施しています。

展示会
共同出展

業コン開催

セミナー開催

京田辺中小企業売込み隊は、京田辺

市、京田辺市商工会、（公財）京都産業

21、同志社大学、（公財）関西文化学術

研究都市推進機構、（独）中小機構近畿

で構成する京田辺市内企業の販路開拓

を総合的にサポートするチームです。 

1施策

2施策

3施策

市内企業と近隣地域企業を

繋げるビジネスマッチング

イベントを開催しています。

東京･大阪・名古屋などの
大都市圏中心の展示会へ
共同出展を行っています。


