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平和でありますように。 

と願うことも大事だけど 

すでにある平和に感謝する時間を

増やしていきたい。 

書道家 武田 双雲 

城陽市で最も多い犯罪は万引き！ＳＴＯＰ！万引き！ 城陽署 

２０２０ 

３月号 
発行所 城陽商工会議所 
 住 所 京都府城陽市富野久保田1-1 

 ＴＥＬ 0774-52-6866 

 ＵＲＬ http://www.kyo.or.jp/joyo/ 

発行人 生駒智史 

編集人 広報委員会 

 1部100円（購読料は会費に含む） 

新型コロナウイルス感染症に関わる助成金等 

 この度の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、観光関連産

業を始めとした京都の産業への影響が懸念される中、府内中小企

業等への資金の円滑化対策として、｢新型コロナウイルス対応緊急

資金｣を創設されましたのでご案内いたします。融資対象･利率･そ

の他融資要件につきましては、折込チラシをご参照ください。 

【詳細：折込チラシ】 

プレミアム付商品券の換金をお忘れなく！ 

 城陽市プレミアム付商品券の換金期限は3月31日(火)迄です。 

期限後の換金につきましては、一切お受けすることができません

ので、必ず期限内に換金のお手続きをお願い申し上げます。 

＜雇用調整助成金とは＞ 

 雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余

儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練

又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当･

賃金等の一部を助成するものです。 

受給要件･受給額･その他詳細につきましては、厚生労働省HP

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/

koyou/kyufukin/pageL07.html)にてご確認ください。 

（お問い合わせ先） 

京都府労働局 職業対策課助成金センター 

〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1 

井門明治安田生命ビル2階 電話075-241-3269 

 新型コロナウイルスは、飛沫感染と接触感染によるうつるとい

われております。下記の予防対策が重要です。 

①石鹸やアルコール消毒液でこまめな手洗い 

②咳エチケットを行う（咳やくしゃみを手で押さえない） 

③持病がある方･ご高齢の方は人混みを避ける等のより一層の注意 

 また、新型コロナウイルス感染症に関連する情報につきまして

は、京都府HP(https://www.pref.kyoto.jp/kentai/news/

novelcoronavirus.html)をご覧ください。 

（新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口） 

京都府健康福祉部健康対策課 TEL075-414-4726 

山城北保健所 TEL0774-21-2911 

換金金額が… 

①10万円以上の場合 

 京都銀行(城陽･久津川･富野荘) 

②10万円未満の場合 

 城陽商工会議所 

換金窓口について 

新型コロナウイルス対応緊急資金 

雇用調整助成金の特例 

 感染を防ぐには 
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キャッシュレスに関するお問い合わせは、お気軽に当所(℡0774-52-6866)までご連絡ください。 

 全従業員から雇用保険の徴収が必要 

 2019年4月より、多様な働き方ができる社会を目指して、｢働き方改革関連法｣が施行され、年次有

給休暇の5日以上取得や、全労働者の労働時間の把握が義務付けられました。本年4月1日からは、中

小企業においても大企業で、すでに適用となっている長時間労働の是正や雇用形態に関わらない公

正な待遇の確保等について順次適用されるため、その準備が急務となっています。 

◆時間外労働の上限規制(2020年4月～) 

原則として月45時間･年360時間とし、労使間の合意がある場合においても①年720時間以下②複数月

平均80時間以下③月100時間未満とする上限が設けられました。また、原則である月45時間を超える

ことができるのは、年間6回までとなります。 

◆不合理な待遇差の禁止（2021年4月～） 

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パート等)の間で不合理な待遇差をなく

し、非正規雇用社員からの求めに応じ、待遇差の内容・理由を説明しなければなりません。 

◆割増賃金率の猶予措置の廃止（2023年4月～） 

月60時間を超える時間外労働について、25％以上とされましていたが、50％以上に割増賃金率を引

き上げなければなりません。  

 時間外労働の上限が施行（働き方改革） 

 2016年に雇用保険法が改正され、2017年1月1日より、それまで

雇用保険の適用除外となっていた65歳以上の従業員も、雇用保険

の適用対象となりました(雇用保険の適用拡大)。 

 そして、本年4月1日より、 すべての雇用保険被保険者について

雇用保険料の納付が必要となります。 

 現在は経過措置として、高年齢労働者(※)に関する雇用保険料

は免除されていましたが、本年4月1日より、他の雇用保険被保険

者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。 

※高年齢労働者 

保険年度の初日(4月1日)において、満64歳以上である労働者で

あって、雇用保険の一般被保険者となっている方を指します。 

 完全分煙へ 

 本年4月1日より、飲食店では

原則禁煙となります。喫煙は

｢壁と天井で区切られた喫煙可

能な喫煙専用スペース｣または

｢屋外喫煙所｣でのみ可能とな

り、その場合喫煙標識の掲示が

義務付けられます。 

※個人経営･法人の資本金5,000

万円以下かつ客席面積が100㎡

以下の要件を満たす店舗は経過

措置として一時的に喫煙可能 
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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～ 

詳しくは当所まで ℡52-6866 

 

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 

℡ 

「京都ビジネス交流フェア２０２０」に出展しました 会費納入のお願い 

 令和元年度分当所会費の納入

がまだ済まれていない会員事業

所は、誠に恐縮ですが速やかに

納入頂きますよう宜しくお願い

申し上げます。ご連絡いただけ

れば集金にお伺いいたします。 

 なお、会費納入には便利な自

動振替手続きをご検討いただき

ますようお願いいたします。 

【担当：総務課】 

 2月13日(木)･14日(金)京都パ

ルスプラザにて、京都最大規模

のビジネスイベント｢京都ビジ

ネス交流フェア2020｣が開催さ

れました。当所ブースにて｢㈱

山岡製作所｣｢㈱ティ.アイ.プロ

ス｣の2社が出展され、新たなビ

ジネスパートナーの発掘を求め

自社の製品･技術を積極的にア

ピールされました。 ▲自社製品をPRする出展者 

「永年勤続優良従業員表彰」の被表彰者を募集いたします！ 

 永年にわたり勤務されている優良従業員の

方々を対象に、10年･20年･30年勤続表彰を実施

します。本表彰は、事業所のご負担無くご利用

いただけますので是非ご活用ください。  

■表彰式：6月24日(水)16時～ 

     文化パルク城陽 大会議室 

■対象者 

・事業所で上記に掲げる年数勤務している者

(パート及び家族従業員を除く)で事業主が勤務

成績良好と認めた者。 

(※事業所が令和元年度分会費を3月31日までに

完納している事) 

・勤続年数は3月31日現在とします。 

・過去に同年表彰を受けた方は除きます。  

■申込方法：｢永年勤続優良従業員被表彰者名簿

(様式1)｣及び｢永年勤続優良従業員被表彰者略歴

書(様式2)｣を作成し当所までご提出ください。 

■申込締切：4月10日(金)まで 

【詳細：折込チラシ】 

 

※写真はイメージです 

表彰の種類 表 彰 者  対 象 者  

勤続30年 
日本商工会議所会頭 

城陽商工会議所会頭 
勤続30年以上に達した者 

勤続20年 城 陽 市 長  勤続20年以上に達した者 

勤続10年 城陽商工会議所会頭 勤続10年以上に達した者 

 新型コロナウイルスの感染拡大防止のた

め、3月23日(月)の4部会(サービス･商業･飲

食･金糸)合同視察研修会は中止致します。 

 ご理解の程よろしくお願いいたします。 
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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。 

 営業時間 ２０:００～２４：００ 

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2年2月3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 

3月11日（水）13:30～16:00 

要相談 

3月19日（木）13:30～16:00 

3月25日（水）13:30～16:00 

活動報告 

 2月6日(木)八百忠にて、35名

参加のもと新年会を開催。奥田

市長、堀井会頭、城陽市まちづ

くり活性部木谷参事を来賓に迎

え親睦を図りました。 

 2月23日(日)20名参加のも

と、日帰り親睦旅行を開催。東

大寺大仏殿を見学した後、奈良

ホテルにて昼食を堪能。ならま

ちを散策し親睦を深めました。 

寺田南地区振興会 

久津川東地区振興会 

▲参加者全員での記念写真 

 2月21日(金)･22日(土)、OBを

含む総勢21名参加のもと、日本

商工会議所青年部主催｢第39回

全国大会ふじのくに静岡ぬまづ

大会｣へ視察。全国各地の青年

部メンバーが集結した本大会の

登録者数は7,600名を超え、記

念式典には日本商工会議所三村

明夫会頭や沼津市長など多くの

来賓を迎えられ盛大に開催。 

 また、静岡県内において、各

地の名産･名所を用い創意工夫

が凝らされた多くの分科会や大

懇親会を通じて、全国の青年部

メンバーと交流し、懇親を深め

ることができました。 

 

 

 

 2月7日(金)12名参加のもと、

滋賀方面への視察研修会を開催

しました。 

 信楽陶芸村本店にて、たぬき

の置物への絵付けを体験され、

参加者はそれぞれの個性を生か

した思い思いの作品を仕上げら

れました。 

 その後、びわこの千松にて昼

食を堪能し、三井アウトレット

滋賀竜王へ観光を兼ね視察。 

 新入会員も参加された本視察

は、ますます会員間の交流･親

睦を深められた非常に有意義な

一日となりました。 

▲信楽陶芸村本店での集合写真 
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会議所だより（本誌）広告主を募集中！ 
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 今年の｢地方発ヒット｣の芽として私が注目し

ているものがいくつかあります。その一つがこ
んにゃくです。こんにゃくは、ローカロリー

で、食物繊維も多く含まれており、既に美容･健
康のダイエット食として一つのポジションを築
いています。注目すべきは、そこに｢かわいい｣

や｢インスタ映え｣といった要素を取り入れた新
しいこんにゃく商品が登場してきたことです。 

 群馬県のこんにゃく生産者さんが、小さい玉
状に加工したこんにゃくに、天然系色素で、赤
や緑、黄色などのパステル調の色を付けて、透

明なプラスチックのカップに入れたソーダに沈
めた｢蒟蒻(こんにゃく)バブルソーダ｣というお

しゃれな飲み物を商品化しています。ソーダの
泡でこんにゃくの玉がふわふわと動いて、見か
けがとてもかわいい飲みものになりました。

ちょうど、タピオカミルクティーのタピオカが
カラフルになってカップの中で踊っているよう

な感じです。 

 蒟蒻バブルソーダは昨年、草津のホテルと組
んで、観光客向けに提供したり、いきなり

ニューヨークで試飲会を開いて注目されたりし
ています。今年は、東京･銀座の群馬県のアンテ

ナショップをはじめ、さまざまな場所で販路を
広げていく計画だそうです。 

 昨年、台湾から来たスイーツの流れでタピオ

カミルクティーが全国的な大ヒット商品にな
り、それを提供するお店も乱立したのはご存じ

だと思います。こうした商品は一過性のブーム
に終わることも多く、タピオカドリンクについ

ては、既にその兆しが見えています。そうなる

と、お店も次に売りたいおしゃれなドリンクの
登場を求めます。美容･健康、おしゃれアイテム

以外にもそんな背景があり、この商品に注目し
ています。 

 この事例は、単にブームがあったからそこに

乗っかる、というだけではなく、地方発ヒット
商品を考える上で、いろいろな要素を教えてく

れます。ブームやヒットを生むコアとなる若い
女性の心理にフィットした商品企画はもちろん
ですが、拡大するインバウンド市場や将来の海

外展開なども視野に入れて、海外に持ち出した
ときに問題が起きないようにあらかじめ天然素

材を使っています。 

 鍋料理などに日常的に使うこんにゃくは、同
じカテゴリーの競合商品に比べて大幅に価格を

上げるほどの差をつけるのは難しい商品です。
これまでのローカロリー、食物繊維という機能

性を突き詰めて押し出すよりも、｢おしゃれでか
わいい｣を追求して、新しく、持ち運びできるス
ナック飲料の市場で、競争力のある商品企画に

落とし込んだところが秀逸だと思います。 

 同じ商品でも、ターゲットや利用シーンをず

らして、特徴を生かした売り方やパッケージデ
ザインを考え、今までとは違う価格帯の商品を
企画するといった例もあります。例えば、｢美容

液｣として売られているオリーブオイルや入浴用
の塩(バスソルト)などがそれです。同じ素材で

も市場価格がいきなり数倍から数十倍に設定で
きた例もあります。 
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城陽市産業会館(貸会議室)をご活用ください。詳しくは当所(℡0774-52-6866)まで。 

 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。 

    はせがわ  えみ 

 スタッフ 長谷川 江美 

お客様へのメッセージ 

 会社も人も元気にな

れる健康経営を始めて

みましょう！ 

    こしの よしこ 

 スタッフ 越野 美子 

お客様へのメッセージ 

 アクサの医療保険は入

院前後の通院も保障。 

 春の健診前が保険見直

しのタイミングです。 



令和2年3月1日発行（毎月1日発行)    ( ) 会 議 所 だ よ り 第419号（平成3年4月13日 第3種郵便物認可） 

 「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 

木工房 minato.（もっこうぼう みなと） 

日時 5月23日(土) 

     18:00開演 

会場 ふれあいホール 

料金  7,500 円 

   ↓ 

     6,750円 

ｺﾝｻｰﾄ JAM Project LIVE 2020 

(繁栄) 
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日時 4月10日(金) 

     10:30/14:00 

会場 プラムホール 

料金 900円 

   ↓ 

     810円 

映 画 

日時 4月29日(水･祝) 

     14:00開演 

会場 プラムホール 

料金 2,000円 

   ↓ 

     1,800円 

演奏会 羽川英樹と行く映画音楽の世界! 

小規模企業共済 ～小規模事業者のための退職金制度～ 

 はじめまして。木の家具や小物を手づくり･販

売をしております木工房minato.です。 

 当店は、お客様のお好みの木やご用途･ご要望

に合わせ、テーブル･イス･箱ものなど、完全オー

ダーメードにて心を一点一点心を込めてお作り

しています。木の風合いや木の肌を生かしたつく

りや仕上げを施して製作しておりますので、木の

本来の質感・温もりを十分に感じていただけるの

ではないかと思います。 

 お店はまだ不完全ではありますが、家具製作の

ご相談や小物をご覧いただくスペースはござい

ますので、まずはお気軽にお問い合わせの上、ご

来店いただけますと幸いです。 

 また、今後は木工のワークショップの開催も予

定しておりますので、木の良さや楽しさを少しで

も感じて頂ければと思います。 

 皆様からのご連絡、ご来店を心よりお待ちして

おります。 

 会員データ [代表]吉田奈津子 [住所]〒610-0103 城陽市上津屋野上69-7 [TEL･FAX] 0774-26-9786 

       [営業時間]ご予約のみ [駐車場]2台 [備考]ご来店の際はお電話にてご予約ください。 

確定申告 受付期限延長 ～４月１６日まで～ 

 新型コロナウイルスの感染拡大防止

のため、令和元年分の所得税や個人事

業主の消費税などの確定申告受付期限

が4月16日(木)まで延長されました。   

 期限間近になりますと大変混雑が予想

されますので、ご質問やご相談はお早

めにお越しください。期限内のご提出

をお願い申し上げます。 

 

▲制作した木工家具をずらりと展示 ▲工房にて丁寧に手づくり 

引っ越し大名！ 

◆制度概要 

 小規模企業の経営者や役員の
方が、廃業や退職時の生活資金
などのために積み立てる、おト
クで安心な小規模企業の経営者
のための｢退職金制度｣です。 

◆特色 

 ①掛金は全額所得控除 

 ②受取時も税制のメリット 

◆掛金 

・月額1千円～7万円までの範囲
内(500円単位)で自由に選択で
き加入後も増額･減額が可能。  

◆加入資格 

①個人事業主及び共同経営者又
は会社等役員(登記があること) 
②常時使用する従業員数の条件
が以下を満たしていること。 

❖小売業･卸売業･サービス業等   

…5人以下 

❖   

…20人以下 

❖宿泊業･娯楽業  …20人以下 
 

※｢常時使用する従業員人数｣は、雇入期間

の定めがあるパートやアルバイト等の従業

員および個人事業主、共同経営者、専従者

並びに会社役員は含まれません。 



 ( ) 令和2年3月1日発行（毎月1日発行)    会 議 所 だ よ り （平成3年4月13日 第3種郵便物認可） 第419号 

 
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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セミナー 

２４時間３６５日視聴可能な会員専用の 

ＷＥＢセミナーを是非ご活用ください。（無料） 

※視聴にはＩＤとパスワードが必要となります。 

詳しくは当所までお問合せください。 ℡52-6866 

日 時：3月25日(水)14:00～ 

会 場：当所会議室 

講 師：㈱ｿｳﾙｽｳｪｯﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ 

        

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 

【担当：振興課】 

 2月27日(木)リーガロイヤル

ホテル京都にて、寺地拳四朗

WBCライトフライ級王座防衛祝

勝会が開催されました。 

 12月 23日に同級 12位ラン

ディ･ペタルコリン(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ)に4

回1分8秒でTKO勝利し、連続防

衛を国内現役最多となる｢7｣と

した寺地拳四朗選手(28=BMB)を

お祝いするべく、当日は厳重な

衛生管理のもと230名の後援会

関係者らが出席されました。 

 今後の寺地拳四朗選手の益々

のご活躍を祈念いたします。 
▲お礼と今後の決意を述べる寺地拳四朗選手 

みんなで“京都サンガF.C.”を応援しよう！ 

 京都サンガ F.C.ペア観戦チ

ケットを各試合2名様にプレゼ

ントします！ 

▼応募資格：当所会員事業所の

事業主、家族、従業員 

▼応募方法：｢試合日｣｢事業所

名｣｢氏名｣｢電話番号｣を電話又

はFAXにて当所までご連絡くだ

さい。 

※応募多数の場合は、抽選とな

りますのでご了承ください。      

      【担当：振興課】 

 

 城陽市が企画するサンガ応

援バスツアーに参加しません

か？市役所前からスタジアム

まで無料バスを運行！チケッ

ト代は別途必要となります。 

▼サンガサポーター席で観戦 

▼応募多数の場合は抽選 

▼応募は、城陽市在住・在勤

の方が対象 

※お申込み･お問合せは･･･ 

城陽市教育委員会 文化･ス

ポーツ推進課 TEL.56-4048 

  

①3月21日(土) 14時～ 

 VS ザスパクサツ群馬 

 ☆申込締切 3月13日(金) 

 

②4月12日(日) 14時～ 

 VS FC町田ゼルビア 

 ☆申込締切 4月1日(水) 

 

③4月25日(土) 14時～ 

 VS ファジアーノ岡山 

 ☆申込締切 4月15日(水) 

 

寺地拳四朗選手 ～王座防衛Ⅴ７祝勝会～ 


