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第１３期会頭に堀井美郎氏を再任！ 
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年末年始のお知らせ 

 11月15日(金)、文化パルク城陽にて第12回臨時議員総会･第13期

役員議員披露式及び披露宴を開催しました。総会では、任期満了

に伴う役員の選任など全7議案が可決承認され、次のとおり第13期

新役員体制がスタートしました。         〔敬称略･50音順〕 
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補助金に関するご相談は、お気軽に当所(℡0774-52-6866)までご連絡ください。 

第１３期 堀井美郎会頭 就任のご挨拶 

 去る11月15日に開催されました

第12回臨時議員総会におきまし

て、引き続き第13期会頭にご推挙

いただき、この重責を引き受けさ

せていただきました。地域唯一の

総合経済団体である商工会議所に課せられたそ

の責任の重大さを痛感いたしている次第であり

ます。任期である3年間は、古瀬善啓氏、中川憲

一氏、岩見悦明氏の3名の副会頭と生駒智史専務

理事をはじめ役員･議員･会員の皆様方のご支援

ご協力をいただきながら精一杯商工会議所運営

に努めたいと存じます。 

さて、わが国経済につきましては、雇用･所得

環境の改善がみられるなど各種政策の効果もあ

り大手企業を中心に企業収益や景気は緩やかな

回復基調にあると報告されています。しかしな

がら、中小･小規模事業者の業況は、原材料価格

の高騰や長期化する深刻な人手不足の影響が拡

大し、収益改善が進んでいる企業は有るものの

依然として厳しい状況が続いていると認識して

おります。 

当地域におきましては、地域の事業所を取り

巻く状況が世界情勢の変動など様々な要因で経

済環境が変化する中、事業所の経営課題は多種

多様化しております。また、経営者の高齢化に

伴う事業承継も大きな問題になっています。さ

らには、人口の減少とともに、小規模事業者が

大半である当市の商工業者数も人口と同様に減

少が進んでおり、かつ当商工会議所の退会者は

大半が廃業によるものであります。当商工会議

所としましても、会員の確保は喫緊の重要な課

題であります。 

このような状況を踏まえ、商工会議所の根幹

であります事業者の経営改善に対する支援を強

化するとともに、経営上のあらゆる課題を解決

するため経営支援員が事業者に寄り添った伴走

型支援を推進してまいりますので、お気軽にご

利用いただきたいと存じます。 

本市を取り巻く環境におきましては、2023年

度の新名神高速道路全線供用開始という大きな

好機を活かした数々の大規模プロジェクトが進

行し、サンフォルテ城陽と白坂テクノパークに

は多くの企業が進出し順次操業を開始しており

ます。また、東部丘陵地の開発整備、スマート

インターチェンジの設置、アウトレットモール

の進出など城陽のまちにとって将来の発展に向

け大きく変貌する大切な時期であり、商工会議

所としましてもこれらの整備促進に、行政はじ

め関係機関と連携しながら、最大限努力して行

かなければならないと考えております。 

結びにあたり、京都府、城陽市をはじめ関係

機関などとも連携･協調を深め、地域産業発展の

ために精一杯努力を傾注して参る決意でありま

すので、会員の皆様方の絶大なるご支援･ご協力

を賜りますよう心からお願い申し上げまして就

任のご挨拶といたします。  
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会員増強運動実施中！～あなたの経営をサポートします～ 

小規模事業者の資金調達を応援します。 

～マル経融資のご案内～ 

■ 利用の対象 

詳しくは当所経営支援員までご相談ください。 

■融資限度額／２,０００万円 

■金 利／年1.21％(令和元年11月1日現在) 

■返済期間／運転7年以内・設備10年以内 

■担保・保証人／不要 

12月11日（水）13:30～16:00 

12月12日（木）13:30～16:00 

12月19日（木）13:30～16:00 

12月20日（金）13:30～16:00 

 営業時間 ２０:００～２４：００ 

城陽和菓子振興会 宇治公衆衛生協会城陽支部 

 11月12日(火)秋晴れのゴルフ

日和のなか東城陽ゴルフ倶楽部

にて34名の参加者で、親睦ゴル

フコンペを開催。和気あいあい

と互いの親睦を図りました。 

 11月21日(木)シェルにて23名

出席のもと総会を開催しまし

た。岩見副会頭を来賓にお招き

し全議案は、原案どおり承認さ

れました。 

活動報告 

 11月11日(月)17名にて和歌山

にあるケチャップやソースの製

造会社であるハグルマ株式会社

を視察し、HACCP(ハサップ)の

ノウハウを学びました。 

寺田南地区振興会 

第２１３回常議員会を開催 

 11月26日(火)第213回常議員会を開催。概要は

次のとおり。 

1.令和2年度城陽市商工業施策要望(案)について 

2.役員の京都府知事表彰について 

3.  

4.第13期委員会構成(案)について 

5.第13期顧問・参与(案)について 

6.新入会員について 

それぞれ承認されました。 

 また、報告として、城陽市プレミアム付き商

品券発行事業について、第40回JOYO産業まつり

について、新春経済講演会について、委員会･部

会･地区振興会等の活動報告を行いました。 

 

新入会員情報 【令和元年9月11日～令和元年11月26日】 ※掲載を承認された方のみ 

事業所名 地区 部会 所在地 業種 

ドッペルｙｙ 青 谷 商業 市辺西川原1-16 ペットショップ 

manna 寺田北 飲食 寺田高田23-12 韓国料理店 
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商品・サービスのＰＲに「チラシ同封サービス」をご利用ください。 

 ＜ポイント還元制度の加盟店登録＞ 

 ポイント還元制度開始から約1ヵ月が経過した

ところです。10月末までに約92万店が登録申請

し、うち約64万店(11月1日時点)の加盟店登録手

続きが完了しました。制度開始直前の時期には

申請件数が一日に1万件ありましたが、最近は少

し落ち着いて一日5千件近くの受付となっており

ます。また、都道府県別の件数も公表されまし

たので、自分の地域での登録状況等を確認する

ことができます。 

 

＜地域活性化にも資するキャッシュレス決済＞ 

 今回は、地域活性化を目的にキャッシュレス

決済を活用する取組みを紹介します。 

 キャッシュレス決済への消費者の認知や関心

が徐々に高まるなか、地域単位で推進する動き

が活発になってきました。こうした取組みに共

通するのは、｢地域活性化｣｢人手不足への対応｣

｢インバウンド消費の取込み｣など、地域特有の

課題解決手段の一つとして、キャッシュレス決

済が活用されています。 

 キャッシュレス決済の導入は個別店舗に向け

た施策だと考えがちですが、実は広く｢面｣で活

用することで、地域全体への経済効果や、結果

的に個別店舗の活性化にも繋がっています。 

 

＜観光地と地元商店を繋ぐ＞ 

 ある観光地では、ハイシーズンに多くの観光

客が訪れているのに、地元商店での消費(売上

増)になかなか繋がらないという悩みを抱えてい

ました。そこで、キャッシュレス決済を利用し

た観光客に、地元商店で使えるクーポン券を発

行することにしました。すると、｢せっかくなの

で｣と言って、そのクーポン券を持って地元商店

で買い物をする観光客の誘導に成功し、域内で

の回遊性を実現できました。 

 多くの観光客は、事前に観光施設などを調べ

てから訪れますが、商業地の情報を調べて訪問

するというケースはあまり聞かれません。そこ

で、クーポン券を発行することで、｢せっかくだ

から使ってみよう｣というインセンティブが働い

て、地域の活性化にも繋げることができまし

た。(右図) 

 

＜イベントでの効果的な導入策＞ 

 イベント来場者の多くは、｢財布｣や｢現金｣の

取扱いに煩わしさを感じているようです。他方

で、イベントに出店する店舗等も、キャッシュ

レス決済事業者ごとに導入手続きを行う必要が

あるなど、煩雑さや使いにくさを感じているよ

うです。 

 そこで、個別店舗の事務手続きの煩雑さを解

消しようと、地域の商工団体や観光協会が

キャッシュレス決済事業者との窓口役を務める

動きが出てきました。店舗側にとっては、釣銭

の準備や来場者との金銭授受が不要となり回転

率も向上し、より多くの商品等を販売すること

が可能となります。また、消費者側も今日の財

布に入っている現金残高に制約されることなく

購買できるようになり、より高い客単価も期待

できるようになります。窓口役を務める商工団

体等もキャッシュレス決済によって集まった購

買データを分析することで、イベントの傾向や

人の流れなどを把握でき、次回以降のイベント

運営に役立てることができるようになります。 

 

＜自治体を中核とした推進母体の設置を＞ 

 さらに、イベント単位から地域単位でキャッ

シュレス決済を推進しようという、恒常的な取

組みが拡大しています。 

 自治体、商工団体、観光団体、地域金融機関

等が地域一丸となってキャッシュレス決済推進

に取組むための組織を立ち上げる動きが出てき

ました。課題解決の一助となるような導入、地

理的特性や文化・歴史等への造詣の深い地域な

らではの手触り感ある取組みなど、キャッシュ

レス決済の目的がますます多様化しています。

地域によって普及しやすいサービスの提供方法

は多様です。今後、自治体を中核とした推進母

体の設置により、キャッシュレス決済のさらな

る導入促進と定着を期待しています。 
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 滋賀県湖南市に、株式会社シンコーメタリコ

ンという中小企業がある。創業は1933年。主事

業は溶射施工という、社員数86人のモノづくり

企業である。 

 溶射とは、金属やセラミックスなどを、さま

ざまな熱源により過熱し、溶融またはそれに近

い状態にした粒子を物体(素材)表面に吹き付け

て、皮膜を形成する表面改質技術である。分か

りやすく言えば、劣化や摩耗しやすい部分には

事前に、劣化や摩耗してしまった部分には事後

に溶射し、製品の安全･安心･信頼性を高めるた

めの施工である。縁の下の力持ち的な事業とい

うこともあり目立たないが、航空機でいえば着

陸時に大きな衝撃が加わる車輪部分、橋など各

種インフラ産業、さらには医療機器や自動車産

業でも多用されている。 

 同社の強み･特長は、何といっても、創業以

来、つくり上げ確保してきた独自の高い開発技

術力や製法技術力であるが、近年、同社がとり

わけ各界･各層から注目されているのは、三代目

の立石豊社長が就任した1994年以降、愚直一途

に取り組んできた独自の｢働き方改革｣｢楽しみ方

改革｣によるものである。 

 同社長が就任した当時、すでに技術的には業

界ナンバーワンの企業ではあったが、最大の不

満・心配は離職率が高いことであった。ちなみ

に、当時の離職率は40％に達することもあり、

同社長は、この問題を解決しない限り未来はな

いと考えたのである。大阪芸術大学出身で、か

なりのプラス思考なこともあって、この25年間

働きがいのある、社員満足度の高い、そして社

員が辞めない楽しい企業づくりを行ってきた。 

 こうした努力が実り、今や社員の離職率は実

質ゼロとなり、そればかりか、溶射施工の現場

は、いわゆる3K的職場というイメージである

が、事務･現業を問わず、職場は活気にあふれ、

社員全員が自信と誇りに満ちた顔つき･目つきで

難しい仕事に取り組んでいる。 

 筆者は、このコーナーでも常々、社長の仕事

は｢社員のモチベーションを高めること｣をはじ

めとする五つであり、それ以外は全て社員の仕

事であると言ってきた。同社長のこの言動から

は、まさに、このことだけに全身全霊を注いで

きたことが分かる。 

 同社長が、社員やその家族の幸せづくりのた

めに制度化したことは｢ドリームセブン(7日間連

続休暇取得制度)｣｢イクメンファイブ(5日間連続

男性育児休暇取得制度)｣｢スライドワーク勤務

(通常の勤務時間帯を都合に合わせて前後にスラ

イドしながら働く勤務制度)｣｢誕生日手当(10万

円の現金手渡し)｣｢スーツ手当(5万円)｣｢結婚記

念日カード(社長からの手書きのメッセージカー

ドとホテルの食事券)｣、そして｢全額会社負担の

海外旅行｣など、ここで全てを紹介することは不

可能なほど多く、しかもきめ細かい。 

 先日、名古屋市内で開催された会合に同社長

をお招きし、こうしたお話をしていただいた。

終了後、ある経営者から｢シンコーメタリコンさ

んは立派な業績を実現しているからこそ、そう

したことができる。弊社でもそうしたいが、余

裕がない｣という意見があった。そのとき、同社

長は｢社長さん、違います。社員をトコトン大切

にしようと考え、実践してきたら業績が良く

なったのです｣と語った。 
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会議所だより（本誌）広告主を募集中！ 
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 ｢カッコイイWEBサイトをつくったんですが、

売り上げにつながらなくて。どうしたらいいで

しょうか｣。ある地方都市で料亭とお総菜販売を

手掛ける事業者さんからこんな相談を受けたこ

とがあります。地元のWEBデザイナーに頼んでつ

くったというサイトを見てみると、トップにイ

メージ写真がドーンとあり、会社の経営哲学が

ポエムのように語られています。｢確かに何屋さ

んか分からないですね｣｢そうなんです｣。 

 WEBサイトをつくる目的は、ブランド構築か？ 

商品説明(売り上げ向上狙い)か？これまでにも

何度か受けた相談です。とりあえずつくっては

みたものの、これで良かったのか自信が持てな

いのは、目的よりも｢お客さま｣と｢提供すべき価

値と情報｣がはっきりと意識されていないことが

原因だと思いました。そこで、いくつか質問し

て整理しました。 

 料亭のランチタイムや持ち帰り総菜のメイン

のお客さまは50～60代の女性が中心で、休日に

は法事の会席なども大きな売り上げを占めてい

る。｢提供できている価値は？｣と聞くと、内陸

にありながら独自の仕入れルートで他店より新

鮮な魚介が提供できること。そのため料理や総

菜も大盛りサービスしているとのことでした。 

 整理したのは(1)まずメインの客層となる女性

が満足することを追求しましょう。(2)法事など

の会席は別のサービスメニューとして情報発信

の内容の優先順位を変えましょう。(3)お総菜は

忙しい子育て中のお母さんもターゲットに入れ

ましょう、という３点でした。 

 (1)の50～60代の女性向けランチは、量は少な

くして見た目はかわいらしく、さらにコーヒー

などを付けたセットにしてゆっくり友達とお

しゃべりしてもらえるメニューを用意する。WEB

サイトでは、このメニューを彼女たちがスマホ

で見る前提でごゆっくりどうぞというメッセー

ジとともに発信する。 

 (2)の法事の会席については、お店を選ぶ意思

決定者は同じ客層なので、彼女たちがほかの人

に伝えやすいようコースを説明したチラシをつ

くり、ランチのついでに持ち帰ってもらう。 

 (3)については学校に近いという地の利を生か

して、子どもから親へ情報が伝わるような持ち

帰りしやすいメニューをつくり、栄養バランス

やボリュームの面で子育て支援する考えを、こ

れもスマホ前提で伝える情報をそろえることな

どをお話ししました。 

 ブランドとは｢お客さまの心の中に育った信

頼｣だといえます。今回の場合では、30～60代の

女性から信頼されることが大事です。WEBサイト

のビジュアル･デザインもミドル男性たちのカッ

コイイではなく、忙しい子育て中の女性などが

見て｢信頼できる｣と感じるトーン＆マナーでつ

くるべきです。その信頼は、あくまでも商品や

サービスを通してそこに込められた思いととも

に伝わってこそ形づくられます。 

 たぶんこれくらい整理してターゲットと情報

内容を伝えれば、地元のWEBデザイナーもきっと

良いＷＥＢサイトをつくってくれると思いま

す。さらに同じトーン＆マナーでチラシや広告

などもつくっていけば、おのずとブランドは形

成されていくでしょう。 

 

近鉄寺田駅東出口KJビル2F 

風 恋 人 

フ レ ン ド Snack 
スナック 

スタッフ募集！！ まずはお電話下さい。 

0774-55-4356 
090-3869-1306 

営業時間:20:00～24:00  定休日:日曜･月曜 

℡ 
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税務・法律・労務・経営に関するご相談は、お気軽に当所(℡0774-52-6866)までご連絡ください。 

 

 

        よしだ   あきら 

 スタッフ 吉田 聖 
お客様へのメッセージ 

 8月から活動をスタートしま

した。吉田聖(あきら)です。健

康経営、共済の推進の活動を

させて頂いております。今後と

も、宜しくお願いします。   

        たまの      きよみ 

 スタッフ 玉野 清美 
お客様へのメッセージ 

 11月から活動をスタートし

ました。玉野清美です。 

共済の推進の為に頑張って

参ります。  

会員事業所様へ！企業の経営安定の一助として各種

共済制度を実施しています。是非ご検討ください。 
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 はじめまして。山城青谷で美容室を営んでお

ります、｢hair space Amical｣の村田です。 

 当店は、お一人様貸切で完全予約制の女性専

用のプライベートサロンとなっており、また、

振袖･留め袖の着付けや着物のアレンジも行って

おります。以前よりお客様からご要望もあり、

この度、2階をリフォームし、新たに着付カウン

セリングルームを設けました。当店は、想いを

伝承する｢ママ振袖｣をおススメしております。

ママ振袖とは、新しく購入せず、祖母･母･叔母

といった代々受け継がれている振袖のことを言

います。最初はママ振袖に抵抗があったお客様

でも、着物をアレンジ、コーディネートするこ

とで、今風の振袖姿へと変わり大変ご満足頂い

ております。また、来年2月には、｢お子様に着

せる袴レッスン｣を予定しており、今後もお客様

にワクワク楽しんでいただけるようなイベント

を実施してまいります。 

 ｢女性専用プライベートで｣、｢マンツーマン

で｣、｢お一人様貸切で｣。今後も、おひとりおひ

とりに合った大人可愛いヘアスタイルや着物ア

レンジをご提案致しますので、まずはお気軽に

お問い合わせ下さい。宜しくお願い致します。 

「j-prosper（繁栄）」で事業所の紹介をしませんか？ 掲載無料。１社１回のみ。 

文パルチケット情報 

hair space Amical（ヘア スペース アミカル） 

 会員データ [代表]村田和美 [住所]〒610-0114 城陽市市辺五島7-44 [TEL] 080-3033-8135 

       [営業時間]9:00～18:00 [定休]月・火曜日 [駐車場]あり(2台) [備考]完全予約、女性専用 

日時 2月29日(土) 

     14:00開演 

会場 ふれあいホール 

料金 3,300円 

   ↓ 

     2,970円 

落 語 米朝一門花形落語会  

(繁栄) 
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日時 1月12日(日) 

     15:00開演 

会場 プラムホール 

料金 3,000円 

   ↓ 

     2,700円 

演奏会 関西ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 

日時 1月26日(日) 

     11:00/14:15 

会場 プラムホール 

料金 4,700円 

   ↓ 

     4,230円 

お笑い よしもとお笑いライブ  

令和元年分 給与支払報告書の提出について 

 所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、法人･個人

を問わず、支払いを受ける人(給与受給者)の居住する市町村に、1

年間に支払った給与等の明細｢給与支払報告書｣を提出する義務が

あります。これは、住民税の課税や、諸証明発行の資料となるも

のですので、全ての給与受給者(退職者も含む)について作成し、

必ず期限内に提出してください。            

 期 限：令和2年1月31日(金)まで 

 提出先：給与受給者が令和2年1月1日現在に居住する市区町村 

検定試験のご案内 

※窓口申込は、9時～17時まで(土･日･祝･年末年始を除きます) 

【担当：指導課】 

実施試験 実施級 試験日・申込期間 

簿記 

検定 

2・3級 令和2年2月23日(日) 

当所窓口申込期間12月16日(月)～1月24日(金) 

（郵送1月17日(金)必着、ネット申込1月26日(日)まで） 

そろばん 

検定 

1～6級 令和2年2月9日(日) 

当所窓口申込期間12月2日(月)～1月9日(木) 
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各種セミナー・講習会を開催しておりますので是非ご参加ください。 
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24時間365日視聴可能な会員専用

のWEBセミナーです。（無料） 

※視聴にはＩＤとパスワードが必要となります 

お問い合わせは当所まで ℡52-6866 

本年10月～導入される軽減税率対

策専用のWEBセミナーです。（無料） 

※視聴にはＩＤとパスワードが必要となります 

お問い合わせは当所まで ℡52-6866 

「山背彩りの市２０１９」「ワンコイン商店街」開催！ 

日 時：1月23日(木)14:00～ 

会 場：当所会議室 

講 師：ﾒﾝﾀﾙﾁｬｰｼﾞISC研究所 

       

定 員：50名(先着順) 

参加費：無料 

申 込：同封の折込チラシより 

    FAX、またはTELにて 

主 催：城陽商工会議所 

【担当：振興課】 

セミナー情報 

日 時：1月30日(木)14:30～ 

会 場：文化パルク城陽 

    西館2Fふれあいホール 

講 師：作家・ジャーナリスト 

    門田 隆将 氏 

定 員：200名(先着順) 

参加費：無料 

申 込：同封の折込チラシより 

    FAX、またはTELにて 

主 催：城陽商工会議所 

【担当：振興課】 

日 時：12月12日(木) 

    セミナー13:30～ 

    個別相談会15:00～ 

会 場：宇治市産業会館3階 

講 師：佐山 和弘 氏 

定 員：25名(セミナー) 

参加費：無料 

申 込：同封の折込チラシにて 

主 催：宇治NEXT 

問合せ：宇治商工会議所 

 会期 12月1日(日)～25日(水) 

 場所 城陽市総合運動公園 

 点灯 17：30～21：30 

TWINKLE JOYO 2019 

 城陽の冬の風物詩｢TWINKLE   

JOYO 2019｣が開催中です。 

 城陽商工物産協会は、12月1日

(日)～8日(日)まで特産品の販

売を行います。 

 是非とも出店ブースにお立ち

寄りください。 

「城陽市大謝恩フェア」当選券のご精算について 

 当選券(お買物券)のご精算について下記のとおり実施します。 

【精算日】各日とも9時30分～16時まで(土日祝を除く) 

  第１回：令和元年12月9日(月)～13日(金) 

  第２回：令和2年11月6日(月)～10日(金) 

【場 所】城陽商工会議所 

 ※５００円の当選券及び 

   右記お買物券をお持ちください。 

年末年始のご案内 

 令和元年12月28日(土)～令和

2年1月5日(日)まで、年末年始

休業とさせていただきます。 

 なお、1月6日(月)9時より業

務を開始いたします。 

 ご不便をお掛けしますが、ご

理解の程お願い申し上げます。 

 11月24日(日)に手づくり市

｢山背彩りの市2019｣(主催:にぎ

わいづくりの会)をアクティ城

陽商店街･JR城陽駅前商店街に

て開催。当日は延べ5,000人の方

が来場し、様々な手づくり作品

店でお買い物、芽生え幼稚園の

鼓笛隊などのパフォーマンスや

模擬店を楽しむ姿が見られまし

た。また、昨年度に引き続きお買

物券がもらえるスタンプラリー

やにぎわいづくりの会を構成す

る商店街から参加店が集結した

｢ワンコイン商店街｣も同時開催

致しました。 


