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こんな時こそ、すべての時間を

心豊かに過ごすこと。                   

         書道家 

         武田 双雲   

２０２０ 

７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 https://joyocci.or.jp/ 

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） 

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。 

対象者 

2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影

響等により、前年同月比で事業収入が50％以上減少し

た月が存在すること。 

給付額 

<法人>最大200万円 <個人事業者>最大100万円 

※昨年1年間の売上からの減少分が上限となる。 

□給付額の算定方法 

前年の総売上-(前年同月比▲50％月の売上×12ヶ月) 

必要書類 

□確定申告書類 □2020年分の対象とする月(対象月)

の売上台帳等 □通帳の写し □本人確認書の写し

(個人のみ) 

【市給付金】休業要請対象事業者支援給付金 

対象者 
府内に事業所を有する中小企業･団体及び個人事業主

(飲食店含む) ※別途定める 

給付額 
<中小企業･団体>20万円 <個人事業主>10万円 

※府支援給付金を受けた事業所に限る 

締 切 2020年7月15日(水) 

お問合せ 
城陽市まちづくり活性部商工観光課 

℡0774-56-4018 

新型コロナウイルス感染症関連支援策 

【国給付金】持続化給付金 

【国給付金】家賃支援給付金(予定) ※決定次第お知らせします 

対象者 

テナント事業者のうち、中堅企業、中小企業、小規

模事業者、個人事業者等であって、5月～12月におい

て以下のいずれかに該当する者。 

①いずれか1カ月の売上高が前年同月比50％以上減少 

②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比30％以上減少  

給付額 

申請時の直近の支払賃料(月額)に基づいて算出され

る給付額(月額)を基に、6カ月分の給付額に相当する

額を支給。 

<法人>最大600万円 <個人事業者>最大300万円 

 
１ 主たる収入を 

雑所得･給与所得 
で確定申告した個人事業主 

最大100万円 

 
２ 2020年1月～3月 

の間に創業した事業者 

中小法人等  最大200万円 

個人事業者等 最大100万円 

 上記対象者も、対象月の収入が50％以上減少していることが

条件であり、必要書類が一部変わっております。当所では、申

請のサポート(パソコン入力等)を行なっておりますので、経営

支援員までご相談いただくか、ホームページをご覧ください。 

城陽商工会議所 ℡0774-52-6866 

 最新の補助金情報や融資制度等を 

 随時ホームページで公開しています。 

 以下の事業者にも支援が拡大されました!! 
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新型コロナウイルス感染症関連支援策 

対象者 小規模事業者 

対象経費 
①機械装置等費②広報費③展示会等出展費④旅費⑤開発費⑥資料購入費⑦雑役務費⑧借

料⑨専門家謝金⑩専門家旅費⑪車両購入費⑫設備処分費⑬委託費⑭外注費 

補助率 2/3以内(上限額50万円) 

締 切 
第3回締切 2020年10月2日(金) 

第4回締切 2021年2月5日(金) 

お問合せ 
日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金事務局 ℡03-6447-2389  

東京都渋谷区千駄ヶ谷3-11-8 

対象者 国内に本社及び補助事業の実施場所を有する中小企業者および特定非営利活動法人 

対象経費 
機械装置･システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用

費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 

補助率 

[通常枠]中小企業1/2以内、小規模事業者2/3以内(上限額1,000万円) 

[特別枠]A類型2/3、B･C類型3/4 

[事業再開枠]定額(10/10、上限額50万円) 

締 切 

第3回締切 2020年8月3日(月) 

第4回締切 2020年11月予定 

第5回締切 2021年2月予定 

お問合せ 
ものづくり補助金事務局サポートセンター ℡050-8880-4053 

URL http://portal.monodukuri-hojo.jp/index.html  

【国補助金】小規模事業者持続化補助金【一般型】 

【国補助金】ものづくり･商業･サービス生産性向上促進補助金 

対象者 小規模事業者等 

対象経費 
①機械装置等費②広報費③展示会等出展費④旅費⑤開発費⑥資料購入費⑦雑役務費⑧借

料⑨専門家謝金⑩専門家旅費⑪車両購入費⑫設備処分費⑬委託費⑭外注費 

補助率 
[コロナ特別対応型A類型]2/3以内 (上限額100万円) 

[コロナ特別対応型B･C類型]3/4以内(上限額100万円) 

締 切 
第3回締切 2020年8月7日(金) 

第4回締切 2020年10月2日(金) 

お問合せ 
日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金事務局 ℡03-6447-5485 

東京都渋谷区千駄ヶ谷3-11-8 

【国補助金】小規模事業者持続化補助金【コロナ特別対応型】 

【府補助金】労働生産性向上推進事業補助金  

対象者 
府内の中小企業者等に該当し、｢中小企業応援隊｣又は｢(公財)京都産業21のコーディ

ネータ｣の推薦を受けたもの  

対象経費 労働生産性向上に資する機器等の導入等に係る経費  

補助率 1/2以内(上限額100万円) 

締 切 2020年7月22日(水)まで 

お問合せ 
京都府中小企業団体中央会 ℡075-708-3701 

京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78 京都経済センター3階  

最新情報を掲載中! 当所ホームページをご覧ください https://joyocci.or.jp/ 

※特例事業者は150万円 
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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。 

 

【府補助金】就労環境改善サポート補助金  

対象者 

府内の労働者災害補償保険の適用事業場のうち中小企業者等に該当し、京都府社会保険

労務士会が実施する就労環境改善サポートアドバイザーの派遣を受け、就労環境改善等

の取り組みを行うもの。 

対象経費 就労環境改善の取組に要する経費 

補助率 1/2以内(上限額30万円) 

締 切 前期:2020年9月25日(金)／後期:2020年10月13日(火)～12月4日(金) 

お問合せ 
京都府中小企業団体中央会 ℡075-708-3701 

京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78 京都経済センター3階  

【府補助金】新型コロナウイルス対策企業等緊急応援補助金 

対象者 2以上の事業者による“中小企業等グループ又は組合” 

対象経費 共同で行う新たな取組(材料･消耗品費ほか)と関連する各々の新たな取組(人件費ほか) 

補助率 2/3以内(上限額1グループ最大500万円) 

締 切 2020年8月31日(月) 

お問合せ 
公益財団法人京都産業21 ℡075-315-8590 

京都市下京区中堂寺南町134 京都府産業支援センター内  

【府補助金】起業支援事業費補助金 

対象者 府内で新たに起業する方(業種制限なし) 

対象経費 人件費、店舗等借入費、設備費、原材料費、借料、知的財産権等関連経費、外注費ほか 

補助率 1/2以内(上限額200万円) 

締 切 2020年7月31日(金) 

お問合せ 
中小企業応援センター事務局 ℡075-366—4357 

京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78 京都府産業支援センター3階 

【府補助金】新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等支援補助金 

対象者 
府内に事業所等を有する①中小企業者②小規模事業者･個人事業者③商工団体等(商店街

振興組合、事業協同組合、企業組合、協業組合、商工組合、商店街等)④病院⑤NPO 

対象経費 

①｢新しい生活様式｣に対応した感染拡大予防ガイドラインに基づく取組：□アクリル

板･透明ビニールカーテンの設置 □店舗、オフィススペースや作業場の配置変更等に

要する経費 □キャッシュレス決済の導入経費 □｢新しい生活様式｣への対応に向けた

研修に要する経費 □検温器、マスクや消毒スプレーなど、衛生用備品、消耗品購入費

など 

②業務改善・売上向上につながる取組：□在宅勤務や出張を削減するための設備･ソフ

ト ウエア等の導入経費 □宅配やテイクアウトの導入に要する経費 □省エネ型保冷

庫等の購入経費 □チラシ配布やホームページ改修に要する経費など  

補助上限

補助率 

①事業再出発支援補助金 10/10(上限額10万円) 

②応援補助金 □小規模事業者、商工団体等、病院、NPO 2/3(上限額20万円) 

       □中小企業者 1/2(上限額30万円) 

締 切 2020年9月15日(火) 

お問合せ 
京都府事業再出発支援補助金センター ℡075-748-0303 

URL http://www.pref.kyoto.jp/shogyo/news/saisyupatu.html 
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対象者 
京都府内に事業所を有し、かつ、｢子育て環境日本一に向けた職場づくり行動宣言｣を行

うものであって、別途定める基準に該当するもの 

対象事業 

①仕事と生活の両立支援のための社内制度の整備、業務効率化による年次有給休暇の取

得促進など、多様な働き方の推進に向けたコンサルタントの導入 ②テレワークの導入

や従業員間での業務共有化など、多様な働き方を推進するために行う情報通信機器の導

入 ③サテライトオフィスの設置、子連れ出勤の実現に向けた託児スペースの整備な

ど、多様な働き方の推進に向けた施設整備 ④多様な働き方の理解促進に向けた社内研

修の実施、各種セミナーへの参加 他 

対象経費 
講師謝金、施設整備費、機器のレンタル･リース及び購入経費、教育研修費、備品購入

費、旅費、印刷製本費、役務費、消耗品費、委託料、取組発信経費ほか 

対象期間 交付決定日～令和3年2月28日(日) 

補助率等 
中小企業等:補助率1/2以内(上限額50万円) 

小規模企業者:補助率2/3以内(上限額50万円) 

お問合せ 
京都府中小企業団体中央会 ℡075-708-3725 

ホームページhttp://www.chuokai-kyoto.or.jp/ 

【府補助金】多様な働き方推進事業費補助金 

【市補助金】城陽産業おうえん補助金 

対象者 
事業継続計画(BCP)またはそれに準ずる計画が記載された書類を提出する市内商工業者

又は農業者 

対象経費 補助対象者が自ら策定したBCP等に基づく取組 

補助率 10/10以内(上限額10万円) 

締 切 2020年9月30日(水)まで 

お問合せ 
城陽市商工観光課 ℡0774-56-4018 

城陽市農政課   ℡0774-56-4005 

【府補助金】就労環境改善アドバイザー派遣 

相談内容 
・時間外労働時間の削減や勤務制度の整備・子育て支援制度の整備・短時間勤務や在宅

勤務など多様な働き方の制度整備・法改正に伴う就業規則等の見直し 等 

派遣回数 原則2回(1回2時間程度) 無料 

申込方法 ｢アドバイザー派遣申込書｣に必要事項をご記入の上、FAX(075-417-1880)  

締 切 2021年3月11日(木) 

お問合せ 
京都府社会保険労務士会 ℡075-417-1881 

京都市上京区今出川通新町下る  

【府補助金】雇用調整助成金の対象となる研修(最大2,400円の加算措置付) 

対象者 
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業所に雇用されている従業員のうち、

事業主が指示する研修を受講される方 

内容 
新入社員･若手職員向け、中堅社員向けといった階層別研修とロジカルシンキングやコ

ミュニケーションといった能力別研修の動画をWebで配信 

受講料 無料 

お問合せ 
京都府商工労働観光部人材確保推進室 

℡075-682-8913 

税務に関するご相談は、お気軽に当所(℡0774-52-6866)までご連絡ください。 
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【融資】マル経融資(小規模事業者経営改善資金) 

対象者 

･城陽市内で最近1年以上営業している方。 

･従業員が20人以下(商業･サービス業(宿泊業および娯楽業を除く)は5人以下)の方。 

･確定申告を行い、法人税･所得税･事業税･住民税について、完納している方。 

･日本政策金融金庫の融資対象業種の方。 

･従前から当所の経営指導を6か月以上受けている方。 

限度額 2,000万円 

返済期間 運転資金:7年以内(据置1年以内)/設備資金:10年以内(据置2年以内) 

金 利 1.21％(令和2年5月1日現在) ※3年間利子補給有り 

担 保 保証人なし･担保不要 

【融資】マル経融資コロナ別枠(小規模事業者経営改善資金) 

対象者 
上記対象者であり、この度の新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヵ月の売上

高が前年または前々年の同期と比較して5％以上減少している方 

限度額 1,000万円 

返済期間 運転資金:7年以内(据置3年以内)/設備資金:10年以内(据置4年以内) 

金 利 【当初3年間】1.21％-0.9％(令和2年5月1日現在) ※3年間利子補給有り 

担 保 保証人なし･担保不要 

【融資】小規模企業共済制度にかかる特例緊急経営安定貸付 

対象者 
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業績が悪化したことにより、1か月の売上高

が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した、貸付資格を有する契約者 

借入額 50万円～2,000万円(掛金納付月数に応じて、掛金の7割～9割) 

借入期間 500万円以下の場合は4年、505万円以上の場合は6年(いずれも据置期間1年を含む) 

金 利 0％(無利子) 

返済方法 据置後、6か月毎の元金均等払い 

お問合せ 
中小機構共済相談室コールセンター ℡050-5541-7171(平日9時～18時) 

ホームページhttps://www.smrj.go.jp/index.html 

対象者 

①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5％以上減少した方 

②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較

して5％以上減少している方 

(a)過去3ヶ月平均売上高(b)令和元年12月売上高(c)令和元年10月～12月売上高平均額  

担 保 無担保 

限度額 

貸付期間 

中小事業6億円(別枠)、国民事業8,000万円(別枠) 

設備資金20年以内、運転資金15年以内(うち据置期間5年以内) 

金 利 当初3年間 基準金利▲0.9％(中小事業1.11％→0.21％、国民事業1.36％→0.46％) 

利子補給 借入後当初3年間は利子補給あり ※要件を満たす場合に限る 

お申込み 郵送もしくはインターネット ※まずはお電話ください。 

お問合せ 
平 日:日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル ℡0120-154-505 

土日祝:℡0120-112-476(国民生活事業)/℡0120-327-790(中小企業事業) 

【融資】新型コロナウイルス感染症特別貸付 

企業PRしませんか？詳細は当所(℡0774-52-6866)までご連絡ください。 
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第７１回 通常議員総会開催 ～事業報告並びに収支決算を承認～ 

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。 

 平成31年度を振り返りますと、平成が終わり

｢令和｣の新しい時代が幕開けしわが国経済は、

個人消費や設備投資、公共投資など内需が堅調

に推移しておりましたが、その内需成長の一部

には10月の消費増税に向けた駆け込み購入の一

時的な影響が含まれており、消費税増税後の反

動と、雇用・所得の改善速度の鈍化などを背景

に消費を中心とした内需の成長度は縮小となり

ました。 

 また2020年の年明けに端を発した新型コロナ

ウイルスの世界への感染拡大は、日本経済に

とっても大きな打撃となっており、未だ先行き

の見通しの立たない状況となっております。 

 本市におきましても、平成から令和に引き継

がれた課題であります人口減少･少子高齢化が進

む中で持続的な成長を高めていくことは喫緊の

課題であります。 

 一方、市東部丘陵地周辺で新たな土地利用計

画が進んでおり、新名神高速道路(令和5(2023)

年度供用予定)、城陽スマートインターチェンジ

の設置等の道路計画、アウトレットモールの進

出、そして府木津川運動公園北側区域の計画な

ど城陽のみならず府南部の将来の発展につなが

る転換期を迎えています。 

 当商工会議所におきましては、昨年11月15日

に開催しました第12回臨時議員総会で皆様のご

協力をいただき第13期の体制が無事整いまし

た。深く感謝申し上げる次第です。組織基盤に

つきましては、まだまだ廃業や市外転出による

退会者が多く今年度も基盤の強化のため会員増

強運動を展開してまいりますので引き続きご協

力のほどよろしくお願いいたします。 

 また、毎年11月に市内商工業者を広く市民に

紹介するとともに商工業者と市民のふれあいの

場を創出しておりますJOYO産業まつりにおいて

は｢いいもの発見フェア｣の収益金全額を城陽市

の防災事業の資金として役立てて頂くよう寄附

いたしました。 

 がんばる小規模事業者への積極的な支援とし

ては、国の｢経営発達支援計画｣の認定を受け、

その計画に基づいた伴走型支援の強化を図ると

ともに、京都府の中小企業応援隊事業を活用し

た支援や人材･労働力確保のための城陽市企業説

明会の開催、人事･労務対策として賃金実態調査

を実施いたしました。 

 令和2年1月からは｢新型コロナウイルス特別相

談窓口｣を開設し、経営に影響を受ける事業者に

対し、積極的に支援を続けております。 

 地域ブランド振興による地域経済の活性化に

おきましては、城陽ブランド力の強化を図るた

め、農商工連携･6次産業化の推進を通じた特産

品の開発を｢城陽夢実現プロジェクト｣で実施し

ました。地場産業振興を図る｢燦彩糸プロジェク

ト｣への総合的な支援を行いました。 

 そのほかの主な事業の取り組みにつきまして

は､消費税･地方消費税率引上げが低所得者･子育

て世帯の消費に与える景況を緩和することを目

的に｢プレミアム付商品券発行事業｣を行い総額2

億円の消費喚起につなげることができました。 

 また、市内工業の情報誌｢ジョーカン｣や毎号

大好評を得ています｢城陽日和｣の発行、地元消

費の拡大、地域経済の活性化のための｢大謝恩

フェア｣･｢わくわくセール｣事業は､会員様のご協

力により多くの事業所の参加により実施するこ

とができました。 

                <次頁へ続く> 

 6月11日(木)通常議員総会に先立ち常議員会を

開催。概要は次のとおり。 

□第71回通常議員総会提出議案について  

□令和2年度永年勤続従業員表彰贈呈について 

□委員会委員の一部変更について 

□令和2年度城陽市プレミアム付き商品券発行事 

 業について 

□新入会員について 

 報告として、JOYOスクラッチ＆クーポンわく

わくセール2020について、令和元年度市プレミ

アム付き商品券発行事業について、令和2年度中

止の事業について、委員会･部会･地区振興会等

の活動報告を行なった。 

 6月24日(水)当所にて第71回通常議員総会を開

催。概要は次のとおり。 

□第1号議案 

 平成31年度事業報告並びに収支決算(案)承認

について 

□第2号議案 

 役員の補欠選任について 

 事業報告と収支決算案の説明、監事による監

査報告がなされ、議案についてすべて原案どお

り承認されました。新監事には、株式会社ミズ

ホ取締役常務執行役員の恩地好晶氏が選任され

ました。 

 
総括的概要【報告書より抜粋】 
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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。 

～ 京 都 の 新 し い 縁 起 物 ～ 
燦彩糸（さんさいし）プロジェクトが金銀糸を活用し商品開発

を行ったアイテムがインターネットでご購入頂けます！ 

 

 

 

 

 

   

燦彩糸ホームページ https://sansaishi.kyoto.jp/ 
京山城燦彩糸協議会 電話 52-6866(城陽商工会議所内) 

多くの幸運アイテムをご用意しております 

 営業時間 ２０:００～２４：００ 
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事業所名 地区 部会 所在地 業種 

Ｇ-ＳＴＥＰ 久津川東 建設 久世下大谷109-10 建設各種足場工事業 

㈱エムコミ 寺田東 サービス 寺田深谷48-15 各種ｲﾍﾞﾝﾄ企画運営 

㈱ヨウケン 市外 特別 京･伏見区向島丸町1-7 解体工事 

ダイヤコーポレーション㈱ 市外 特別 京･伏見区下鳥羽但馬町132 警備業 

さかな屋 平川 久津川西 商業 平川広田5-42 鮮魚販売 

㈱ＯＪフードサービス 寺田北 飲食 寺田垣内後64-4 飲食業 

ケイエム工業 市外 特別 近江八幡市馬淵町433-1 金属部品製造 

お好み焼き･鉄板焼きこいこい 寺田北 飲食 寺田垣内後67-9 飲食業 

㈱エフティー工業 寺田東 工業 寺田大川原22-25 産業機器製造業 

Ｉｒｉｅ 久津川西 サービス 平川大将軍11-9 美容室 

RI’S TEC 寺田東 建設 寺田丁子口72-27 電工(ｾｷｭﾘﾃｨｰ工事） 

はなだや印刷 市外 特別 京･右京区鳴滝安井殿町10-1 印刷業 

Ａプランニング 富野西 建設 水主北ノ口27-7 建設業 

㈱竹井 富野東 飲食 観音堂甲田48-2 飲食業 

武一建材 富野西 建設 水主北ノ口14-1-103 建材店 

<前頁より> 

 最後に、商工会議所は、地域唯一の総合経済

団体として、地域振興を通じた地域産業の活性

化に向けて京都府･城陽市をはじめ関係団体等と

十分連携を図りながら諸事業を積極的に展開し

てまいりますので、会員の皆様方をはじめ役員･

議員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す。 

【伊賀屋食品工業株式会社】10年2名、20年1名 

【株式会社市久八木】10年3名、20年1名、30年1

名【共栄トラスト株式会社】10年1名【京南通信

工業株式会社】20年2名【栄建設工業株式会社】

20年1名【公益財団法人城陽市民余暇活動セン

ター】10年2名、30年2名【城陽商工会議所】10

年2名、30年1名【城陽富士工業株式会社】20年2

名【星和電機株式会社】30年12名【株式会社

デューイテクニカル】10年1名【株式会社杜若園

芸】10年1名【株式会社ナクアス】10年2名、30

年1名【日本観光ゴルフ株式会社】10年2名、30

年1名【有限会社原口クッキングスタジオ】10年

1名【株式会社ピーマックス】20年2名【株式会

社平山宅建】30年1人【HILLTOP株式会社】10年5

名、30年1名【富士高分子株式会社】10年5名、

20年3名、30年１名【株式会社藤清】10年5名、

20年1名【株式会社碧翠園】10年2名【豊味食品

株式会社】10年4名、20年2名【株式会社堀井製

作所】10年1名、20年1名【丸江伸銅株式会社】

10年3名、20年1名、30年1名【マルユキ】20年1

名【特定非営利活動法人水度坂友愛ホーム】10

年2名【有限会社山田商店】10年2名、20年3名 

【山西プラスチックス工業株式会社】30年1名 

 

 

新入会員情報【令和2年3月12日～令和2年6月10日】 ※掲載を承認された方のみ 

令和２年度 永年勤続優良従業員表彰 事業所別被表彰者数 

https://sansaishi.kyoto.jp/
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 感染拡大防止のため一部ご利用に制限があります。 

第1回「激変した生活もこころの持ち方しだい」 

 新型コロナで生活が激変しました。テレワー

クで仕事をすることになり、他の従業員がどの

ように仕事しているのか気になったり、就業時

間を見張られているような感じを持ったり、見

えないところで仕事をしているのでマネージメ

ントをどうしたらいいか等、仕事の環境が変

わったことで気になることが変わったと感じて

いませんか。 

   対処法：ストレスの正体をつかもう! 

＊ポジティブな面を探そう! ＊声にだしてみよう! 

 人がストレス状態に陥ってしまうには順番が

あります｡ストレスを乗り切るためには、まずス

トレスの正体をつかむことが必要です｡ストレス

とは、あるストレス要因(ストレス源)に対する

心身のゆがみ･変化のことです。人はストレスに

さらされると、①最初に身体が適応できない状

態がきます(ショック期)。②次に、予防しよう

とします(反ショック期)。③最後に、ストレス

に耐えて適応しようとします(抵抗期)。④結

果、ストレス要因と抵抗力がバランスを崩しよ

り心身が適応できない状態となります(疲弊期)｡ 

 抵抗力を使わない

といけない反ショッ

ク期や抵抗期は、エ

ネルギーが必要とな

ります。この時のエ

ネルギーはマイナス

のエネルギーなので、楽しくありません。マイ

ナスのエネルギーを使い続けると抵抗できなく

なり疲弊し、意欲がなくなり、前向きになれま

せん。自分は今どの時期にいるのかをチェック

できれば、正体がつかめます。たとえば、｢就業

時間を見張られているのではないかが気になっ

ている｣とチェックできれば｢ショック期｣にいる

と分析できます。 

 分析できれば、反ショック期に進めないよう

にしよう(マイナスのエネルギーを使わないよう

にしよう)とまず決める(ここが大事!)ことがで

きます。決めたら、何が気になっているのか、

なぜそう思うのか、どんな気持ちなのかを書い

てみましょう。次に、書き出したことの横にポ

ジティブな面を探し書き込みます。書き込んだ

ものを声に出してみましょう。｢気持ちよい!｣

｢楽しい!｣と感じる脳の大脳辺縁系はプラスのエ

ネルギーを前向きに考えるように前頭葉に送る

ので脳は活き活きと活性化されるのです。前頭

葉はポジティブが大好きなのです。反対に、｢い

やだな｣｢気分がめげる｣時はマイナスのエネル

ギーを前頭葉に送るので、脳はポジティブに働

けなくなります。脳のメカニズムを知って、ポ

ジティブな面を探す習慣をつけてみませんか。  

<プロフィール> 

 現在、京都文教大学臨床心理学

部教授、そして同大学の産業メン

タルヘルス研究所所長として地域

の活動にも情熱を注ぐ。専門では

脳機能とこころの働きの両面から

アプローチ。脳とこころのつなが

りを研究する第一人者である。 

<皆様へメッセージ> 

 コロナ禍でもより良く仕事し生活を送るた

め、専門分野の見地からイキイキしたこころの

作り方をコラムで皆様にお届けします。 

 

 

中島 恵子 

 

 新型コロナウイルス感染拡大により、ご不安な

日常生活や事業運営を、余儀なくされていらっ

しゃる皆さまに、謹んでお見舞い申しあげます。 

 今般の緊急事態宣言が解除されましたことに伴

い、弊社におきましてもお客様への訪問自粛を解

除し、感染拡大防止の措置を十分に取りながら、

お客様の意向を尊重しつつ、慎重に訪問活動を再

開することとなりました。 

 不要不急の外出を削減するために、訪問に際し

ましては事前にお尋ね申し上げますので、その節

には何卒よろしくお願い申し上げます。 

 また、ご用命の際には何なりとご遠慮なくお申

し付けください。 

アクサ生命保険株式会社からのお知らせ 

京滋支社 京都営業所 

城陽商工会議所 共済推進員一同 
〒604-0845 

京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町538 

ヤサカ烏丸御池ビル3F ℡075-229-6117 
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 静岡県浜松市の郊外に、松川電氣株式会社と

いう社名の中小企業がある。同社の主事業は、

社名の通り、工場や最終処分場などの大規模施

設の電気設備工事や、ハイウエーラジオや通信

設備といった特殊電気工事である。社員数は50

人ながら、この分野では技術力が高く、知る人

ぞ知る超優良企業である。 

 同社は今から53年前の1967年、松川智氏が松

川電氣工事店として個人創業をしている。2003

年からは、生え抜きの一社員であった小澤邦比

呂氏が2代目社長として事業を承継しているが、

｢無理をしない経営｣｢松川一家経営｣は、見事に

引き継がれ、この間、ゆっくりではあるが、着

実に事業を深化・拡大している。 

 一般的に電気工事業というと、大手ゼネコン

の下請け的企業が多く、その結果、値決めがで

きず、見積りとは名ばかりで、中には｢半値･7

掛･2割引｣といった、想像を絶するような発注単

価も多い。 

 同社では、そうした値決めのできない経営で

は事業目的である社員やその家族の幸せを実現

できないばかりか、社会的公器といった企業の

使命である地域や社会に貢献ができないと考え

た。それを実現するために、あえて規模や商圏

の拡大、さらには他社との受注競争を避け、こ

の間、ただひたすら、技術力の強化、そのため

の人柄の良い“人財”の確保・育成と、満足度･

幸せ度の高い企業づくりに注力してきた。 

 そうした努力が次第に報われ、同社の技術

力・管理力、サービス力、さらには、それ以上

に重要な｢信頼･信用力｣と｢社員力｣は年々高まっ

ていったのである。 

 加えて言えば、｢困っている人を見つけたら、

まずは助けよう……｣という行動指針の下、社内

組織として｢社会貢献活動部｣を設け、地味では

あるが、真に地域社会のためになる活動を、こ

の間一貫して全社員参加で行ってきた。 

 こうした努力と正しい経営が地域や社会から

評価されないはずがない。同社の大半の工事

が、エンドユーザーからのまるで逆指名のよう

なダイレクト受注であることもうなずける。 

 余談であるが、同社の入社試験の最後は｢お母

さんの足を洗ってあげてください｣という課題

で、母親の足を洗うことで、今まで気付かな

かった親の恩を感じ、これまでの自分の人生

は、さまざまな人･縁に支えられていたというこ

とを理解するのだ。 

 同社がどういう人財を求めているのか、なぜ

同社には心優しいできる人財が多いのかもよく

分かる。
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会議所だより（本誌）広告主を募集中！ 

7月8日（水）13:30～16:00 

7月9日（木）13:30～16:00 

7月16日（木）13:30～16:00 

7月17日（金）13:30～16:00 
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商品・サービスのＰＲには｢チラシ同封サービス｣をご覧ください。 

 これからの消費者はオンラインを利用した商

品やサービスの消費に慣れてEC(電子商取引)の

新しいフェーズが訪れると思います。 

 実際、これまで通販はもとより遠方への販売

に積極的でなかった京都の和菓子の老舗が生菓

子のインターネット通販を始めたり、有名シェ

フが地元山形の食材を東京のキッチンで調理し

て自らお客さんのところへ足を運んで届ける

サービスを始めたり、なんとかこの苦境を乗り

越えようとするさまざまなチャレンジが始まっ

ています。 

 私が注目したのは、田舎の小さな酒屋｢もりと

よ商店｣が始めたオンライン駄菓子屋という試み

です。紀伊半島の南端に近い人口約2600人の和

歌山県・古座川町。かつてはよろず屋といわれ

ていた食品･日用品を何でも扱う酒屋が、店の駄

菓子コーナーでくじを引く様子やおもちゃの遊

び方・楽しみ方を、申し込んだお客さんに時間

を区切って生中継することで一緒に楽しむとい

うものです。外で遊ぶことも、普段通っている

店に行くこともできない子どもたちのために、

参加型のエンターテインメント･イベントと物販

を組み合わせて提供したのです。 

 インスタグラムによるライブ動画のリアルタ

イム配信機能を使っているため、当事者同士だ

けでなく、第三者もスマホでその様子を見るこ

とができます。これによって離れて住んでいる

おじいちゃん･おばあちゃんも孫の楽しむ姿を同

時に見られます。 

 現状での課題は課金で、買ってもらった商品

や当たったおもちゃは、後で代引きなどで届け

る仕組みです。将来は｢〇〇ペイ｣などの支払い

アプリを利用したバーコード決済も使いやすく

なるでしょう。スマホでできる簡易的な動画配

信ですが、私が注目したのは、主催した｢もりと

よ商店｣の森さんが言う｢売り上げよりも、普段

来てくれている子供たちが遊べる場を作りた

かった｣というところです。大掛かりなSNSやイ

ンターネットの仕組みを使わなくても実現でき

たことに大きな可能性を感じました。 

 レストランや居酒屋などへ行くのは、親しい

人と過ごす時間と場を求めてのことです。今後

は、例えば何人かで行きつけの店の料理やお酒

を取り寄せて、それを同時にその店が主催する

イベントに参加しながら楽しむといったことも

広まるでしょう。オンライン飲み会も、今回の

ステイホームで初めて経験してみて意外と楽し

いという声が多く聞かれます。同じ地域なら物

理的に集まればいいですが、オンラインなら地

域を越えて集まることもできます。地方の小規

模事業者にとってうまく使えば便利な手段だと

いえます。 

 そうなると、必要なのは、モノやサービスを

つくるだけでなく、イベントとしての企画力や

普段からのお客さんとの絆(エンゲージメント)､

情報の発信力が鍵になります。ビジネス環境と

しては大変な時期ですが、次の新しいチャンス

が広がるという側面もあるので、ぜひ次に向け

たアンテナを立てていただきたいと思います。 

10 

新入会員募集!! 

詳しくは当所まで 

℡0774-52-6866 
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 「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。 

ＧｒａｎＤｉｒ（グランディール） 

(繁栄) 

11 

  

 

 

 

 

 当店では、“Head to Toe”トータルビュー

ティーと内面、外面の美を提供するため、肌カウ

ンセリングを大切にしています。肌のメカニズム

を熟知したスタッフが、お肌の状態を確認し、最

適なエステを提案します。時間や料金も分かりや

すくお伝えしますので、安心してエステに臨んで

いただけます。 

 また“素肌自然”肌の組織成分に着目した商品

も取り扱っておりますので、まずはお気軽にご相

談ください。 

<MENU> 

□フェイシャルエステ（税抜） 

ベーシックフェイシャルエステ55分5,000円/ク

イックコース40分3,000円/スペシャルコース80

分8,000円/ブライダルコース115分12,000円 

□ボディエステ（税抜） 

腹部25分2,500円/背中ケア25分3,500円/脚35分

4,500円/デコルテケア30分4,000円/二の腕20分

1,600円 

 会員データ [代表] 中山 幸代 [住所] 〒610-0101城陽市平川横道82-9 [TEL] 0774-55-9090 

       [E-mail]ivy.hh3805@sweet.ocn.ne.jp [営業] 10時～19時 [定休] 不定休 [駐車場]有り 

▲白を基調とした明るいサロン ▲個室のエステルーム 

わくわくセール２０２０ 

 商店の活性化を図る為、売り出し事業を実施します。クーポン

ブックは市内新聞折込いたしますので是非ご利用ください。 

文パルチケット情報 

日時 8月23日(日) 

   14:00開演 

会場 プラムホール 

料金 4,000円 

    ↓ 

     3,600円 

ｺﾝｻｰﾄ 第10回城陽定期演奏会  

日時 9月26日(土) 

     14:00開演 

会場 プラムホール 

料金 2,800円 

    ↓ 

     2,520円 

ｺﾝｻｰﾄ ニュウニュウ ピアノリサイタル 

 当所では、随時新入会員を募

集しています。ご加入いただき

ますと経営に役立つ補助金情報

や各種相談業務、共済制度事

業、イベント情報など様々な

サービスが受けられます。 

 会員の皆様のお知り合いの方

で、未加入事業所様がおられま

したら、加入勧奨のご協力の程

よろしくお願いいたします。 

新入会員募集 イベント中止のお知らせ 

 新型コロナウイルス感染症防

止のため、下記イベントは中止

いたします。ご来場を予定され

ていた皆様には何卒ご理解の程

よろしくお願いいたします。 

□JR城陽駅前商店街七夕まつり

(※7/1(水)～7/7(火)まで商店

街内で短冊が飾られます。 

□アクティ城陽商店街夏まつり 

□寺田西夏まつり 

◆  折込日：7月27日(月) 

日時 8月28日(金) 

   10:30/14:00 

会場 プラムホール 

料金 900円 

   ↓ 

     810円 

映画 
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１２ 

みんなで“京都サンガF.C.”を応援しよう！ 

 

①7月11日(土)18時30分～ 

VS アビスパ福岡 

☆申込締切 7月3日(金) 

 

②7月19日(日)18時30分～ 

VS 愛媛FC 

☆申込締切 7月9日(木) 

 

③8月2日(日)18時30分～ 

VS FC町田ゼルビア 

☆申込締切 7月21日(火) 

 京都サンガF.C.観戦チケット

を各試合2名様に2枚ずつプレゼ

ントします！ 

▼応募資格：当所会員事業所の

事業者･家族･従業員等 

▼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：指導課】 

《発券方法》 

①事前引換券から引換サイトに 

 アクセス頂き、個人情報の入 

 力、QRチケットの発券を行な 

 ってください。 

②ご来場時はQRチケットを携帯 

 端末で表示もしくは、予めプ 

 リントアウトしたものをご用 

 意し、入場ゲートの端末にか 

 ざすことでご入場頂けます。 

③QRチケットの引換は、試合前 

 日までとなります。 

 

新型コロナウイルス感染症対策WEBセミナー配信中!! ぜひご覧ください。 

 本誌のチラシ同封サービスを

利用し、貴社の商品･サービス

をPRしませんか？是非一度ご利

用ください。 

■サイズ A4チラシ(持込) 

■枚 数 1,350枚 

■折込料 通常13,500円 

        ↓ 

        

 6,750円 

新型コロナウイルス対策 

(無料動画)配信中 
視聴にはＩＤとパスワードが必要です。 

詳しくは当所までお問合せください。  

  ℡0774-52-6866 

 

レジ袋有料化スタート 前期健康診断のご案内 

 申込方法 本誌折込チラシ｢申込用紙｣に必要事項をご記入の上､ 

      FAXにてお申し込みください。 

 定  員 各日100名（定員になり次第締切となります。） 

 締  切 7月22日(水)まで       【詳細：折込チラシ】 

企業ＰＲしませんか？ 

半
額 

日 時  
8月24日(月) 8月25日(火) 

午前の部／9:30～11:30 午後の部／13:30～16:00 

場 所 京都きづ川病院 京都きづ川病院 

消費者が購入した商品を持ち

運ぶために用いる、持ち手の

ついたプラスチック製買物袋  

環境性能が認められ、その旨

の表示がある以下3種類の袋 

1.厚さが50マイクロ 

 メートル以上 

2.海洋生分解性プラス 

 チックの配合率100% 

3.バイオマス素材の 

 配合率25%以上  

法令に基づく対象の袋 

法令に基づく対象外の袋 

レジ袋有料化  経産省 


