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志を大きく持とう。 

大志はエゴを丸め込んで、

活かしてくれるから。               

           書道家 

        武田 双雲   

２０２０ 

８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。 

必要書類 
□確定申告書類 □2020年分の対象月の売上台帳等 

□通帳 □本人確認書(個人のみ) 

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(当所内に｢申請サポート会場｣設置) 

対象者 

テナント事業者のうち、2020年5月～12月において以

下のいずれかに該当する事業者。 

①いずれか1ヶ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 
<法人>最大600万円 <個人事業者>最大300万円 

※6カ月分の給付額に相当する額。 

必要書類 

□確定申告書類 □対象月の売上台帳等 □賃貸借

契約書 □直前3ヶ月間の賃料支払い証明 □通帳 

□本人確認書(個人のみ) □誓約書 

会員の皆様へ 

 うっとうしい梅雨も､ようやく明けたようです。 

 皆様には、このコロナ禍いかがお過ごしでしょ

うか？ 

 新型コロナウイルスがグローバル経済の波に乗

り、全世界に拡大し｢ヒト･モノ･カネ｣の流れが遮

断され、あらゆる業種に甚大な被害を及ぼしてい

ます。まさに経済は｢ボロボロ･ガタガタ｣な状態です。 

 当初、このウイルスは夏場に向けて一旦は下火になり､｢低温･乾

燥｣になる秋から冬にかけて｢第2波｣が来ると言われていましたが､

ウイルスが変異し、すでに｢第2波｣が来ているのかもしれません。 

 ワクチンや治療薬が開発されるまで、我々はこのウイルスと戦

い続け、知恵を出し企業活動を続けていくしかないのです。 

 この度、この新型コロナウイルス感染症との長い

戦いに備えて全会員の皆様へ非接触型体温計の配布

を決定致しました。経営者の皆様はもとより、従業

員の皆様の体調管理に体温計は必須です。あらゆる

シーンに活用して頂ければ幸いです。 

 会議所は頑張る企業を応援します。どんな厳しい

環境下においても｢明けない夜はありません｣。 

 皆様の頑張りに期待しています。 

 暑さ厳しい折、くれぐれもご自愛ください｡〈令和2年7月30日〉 

 

 

      あらゆるシーンで活用できる非接触型体温計を、当所職員が順次

お持ちさせていただきます。地域や場所によっては、多少お時間がかかる場

合が御座いますので予めご了承ください。  (当所連絡先℡0774-52-6866) 

ご留意 

会頭 堀井 美郎 
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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  

ホームページhttps://r1.jizokukahojokin.info/  

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 

ホームページ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 

ホームページhttps://r2.jizokukahojokin.info/corona/  

【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】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  

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9月30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 

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】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 

ホームページhttp://www.pref.kyoto.jp/shogyo/news/saisyupatu.html 

【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、京都府社会保険労務士会が実施する就

労環境改善アドバイザー派遣を受け、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 後期2020年10月13日(火)～12月4日(金) ※前期は受付終了 

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】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 ･在宅勤務など多様な働き方の制度整備 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  

対象者 

府内産農林水産物を使用している商品を製造･加工している事業者及び団体のうち、 

①(一社)京都府食品産業協会に加盟する業種別団体に所属する食品製造･加工業者 

②(一社)京都府食品産業協会に加盟する業種別団体 

③①が主体となって組織する、同種及び異業種の共同体 

対象経費 
｢WITHコロナ｣社会における消費行動の変化に対応できる流通・販売のシステム構築に向

け、京都府内産農林水産物を原材料とした新たな商品及びサービスの開発 

補助率 ①②9/10以内(上限額900万円) ③9/10以内(上限1,800万円) 

締 切 2020年8月26日(水) 

お問合せ 
京都府農林水産部流通･ブランド戦略課 ℡075-414-4941 

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 

【府補助金】京もの食品販売促進対策事業補助金  
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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。 

 

【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7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 

お問合せ 
城陽商工会議所 ℡0774-52-6866 

ホームページhttps://joyocci.or.jp/ 

【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 
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多様な働き方の推進に向けたコンサルタントの導入 ②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多様な働き方の推進に向けた施設整備 ④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 

締 切 2021年12月28日(月) 

補助率等 中小企業等:1/2以内(上限額50万円) 小規模企業者: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 
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【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7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 

お問合せ 
城陽商工会議所 ℡0774-52-6866 

ホームページhttps://joyocci.or.jp/ 

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。 

城陽市技能功労者 ～各分野の技能の名人をご推薦ください～ 

1.推薦できる方 

①技能者が所属する産業団体の長 

②技能者を雇用する人が所属する産業団体の長  

③技能者を雇用する人  

④技能者と同一の職にある人  

⑤市長が特に認める人 

※自薦はできません 

※各分野で活躍されている30年以上の実務経験

を有する60歳以上の技能者を推薦してください 

2.表彰対象者 

 技能者として特に功労があったと認められ、

令和2年11月1日現在において次の要件をすべて

満たす人 

①城陽市内に5年以上居住する満60歳以上の人 

②城陽市内で5年以上同一の職業に従事し、その  

 職業に30年以上の実務経験を有する人 

③極めて優秀な技能を有し、他の技能者の模範

と認められる人 

④引き続きその職業に従事し、当該職業の指導 

 的立場にある人 

3.表彰対象職種 

①建築、土木、電気工事など 

②各種製品の製造、加工、修理など 

③理容、美容、マッサージなど 

4.選考方法 

 推薦があった表彰候補者の中より、選考委員

会の審議を経て決定します 

5.申込方法 

 所定の推薦書(城陽市商工観光課、当所)によ

り令和2年9月10日(木)までに商工観光課に提出

してください  

6.問い合わせ先 

 城陽市 まちづくり活性部 商工観光課 

 電話 0774-56-4018 
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労働保険に関するご相談は、お気軽に当所(℡0774-52-6866)までご連絡ください。 

～ 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 
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 第2回 ｢顔を合わせる機会が減ったからこそ、 

           お互いのサポートを｣ 

 新型コロナの影響で三密を避けるため､人と接

触する機会が減りました。買物は通販で､食事は

自宅で､ネット環境によっては会話が途切れた

り､表情が読めないため意思疎通がうまくいかな

い等、自分が思っている以上に孤立感や孤独感

を感じてしまって、人との接触を減らす生活を

続けていると人との距離感に敏感になっていま

せんか。このような時には、ソーシャルサポー

トという考え方が有効です｡他者をサポートする

ことで人とつながり、気持ちが安定します。 

対 処 法 ： お 互 い に サ ポ ー ト し 合 お う ！ 

※サポートにはいろいろある 

 新型コロナの影響で、人と密に接触すること

ができなくなりました。テレワーク、自宅待機

など、個人あるいは家族集団の中で過ごすこと

が求められます。あたりまえのように学校や仕

事場での生活ができなくなり、人とつながるこ

との大切さ、自分と向き合う時間の必要さ、ど

ちらも考えるようになりました。人と顔を合わ

せる機会が減ったことで、人と顔を合わせるこ

とがいかに大切なことかも学ぶことができまし

た。一人の時間が増えたことで、自分と向き合

えることができました。自分は何を求めている

のか、自分はどんな時幸せと感じるのか、自分

にとって大切なことは何か、それぞれの人が考

えています。自分を大事にしながら、お互いに

サポートし合うことに目が向き始めたのではな

いでしょうか。自分が有形、無形に他者から得

ている援助を4つに分類したソーシャルサポート

をみてみましょう。それらは、情緒的、評価

的、道具的、情報的サポートです。 

･情緒的サポートとは、気持ちが不快になるのを

軽減し、自尊心を維持し、回復する援助。 

･評価的サポートとは、さまざまな評価基準を提

供する援助。 

･道具的サポートとは、自分が抱えている問題を

直接的、間接的に解決する援助。 

･情報的サポートとは、支援のためにつながる情

報を提供する援助。 

 顔を合わせる機会が

減ったからこそ、自分が

他の人のためにできる援

助はいろいろあります。

お互いにサポートし合う

ことで、つながりを深め

ることができます。あな

たはどんな援助(サポー

ト)ができますか。前頭葉は人と関わることで活

性化する社会脳でもあり、人とつながることで

安定します。社会脳が安定すると、自分の気持

ちも安定するので、サポートはウィンウィンな

のです！ 

図：コンボイモデル 

P(個人)にとってソーシャル・サポートの点

から重要な人々が、親密さの程度で異なる

人々(コンボイの成員)が三層をなして取り

囲んでいる。 

 

https://sansaishi.kyoto.jp/
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 名古屋鉄道名和駅で下車し徒歩で5分ほど行っ

たところに、きれいな目立つ建物がある。ここ

がヤマダインフラテクノス株式会社の本社およ

び工場である。 

 同社の主事業は、橋などの鋼構造物の塗装、

各種プラント･発電所の塗装･コンクリートの表

面処理に加えて、橋塗装工事の工法開発や、そ

うした工事の機械開発などである。この分野で

は全国有数の総合企業である。 

 ちなみに、国や都道府県、さらには市区町村

など地方公共団体が業者に委託し、建造した橋

は全国各地に73万あり、そのうち約31万、率に

して約40％は鋼鉄製である。同社がとりわけ行

政をはじめとした関係企業から高く評価されて

いるのは、その新設の塗装や、維持・補修の塗

装であり、この分野ではトップ企業である。 

 同社が成長発展してきた要因の一つは、同社

が単なる塗装屋さんではない点である。同社が

独自に開発した｢循環式エコクリーンブラスト工

法｣と呼ばれる塗装工法が強みである。 

 鋼構造物の長寿命化のための重防食塗装の

際、ポイントとなるのは、塗装をはがし、錆(さ

び)をとる素地調整である。従来の主流は、珪砂

(けいしゃ)やスラグなど、非金属系研削材を使

用するブラスト法と呼ばれる工法で行われてき

た。しかしながら、この方法では、1橋当たり

1000㎡の施工で、約40トンもの再利用不能の有

毒性廃棄物が発生するという問題があった。 

 同社は何とかこの問題を解決しようと取り組

み､試行錯誤の末､スチールグリットという金属

系研削材を循環利用する工法を考案している｡こ

の工法では､廃棄物を剥がした塗装カスのみの発

生で､しかもわずか1トンに抑えることができる｡ 

 同社がすごいのは、この独自開発した工法

を、なんと特許を取らなかった点である。その

訳は、この技術を業界発展のための｢活用促進技

術｣と位置付けたからである。同社が成長発展し

てきたもう一つの要因は、創業以来一貫して、

大家族的経営を実践してきた点である。 

 33歳でバトンを受けた現2代目社長は、創業者

の｢社員は家族｣を重視し、市場はこの間、戦略

的に変えていったが、大家族的経営という考え

方は決して変えなかった。 

 具体的には、同社は96人全社員が正社員であ

るばかりか、残業もほとんどなく、午後5時の定

時に大半の社員は退勤している。これも社長が

｢家族だんらんのひと時｣を大切にしているから

である。 

 こうした温かい経営により、同社の社員の定

着率は極めて高く、過去5年間で離職者はわずか

1人である。もとより業績も抜群である。こうし

た経営が評価され｢第10回日本でいちばん大切に

したい会社｣大賞で、審査委員会特別賞を受賞し

ている。

会議所だより（本誌）広告主を募集中！ 

8月12日（水）13:30～16:00 

8月13日（木）13:30～16:00 

8月20日（木）13:30～16:00 

8月21日（金）13:30～16:00 

 営業時間 ２０:００～２４：００ 
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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。 

     そが ゆうすけ 

 スタッフ 曽我 祐介 

お客様へのメッセージ 

 プラスの成果を生むため

に、マイナスの状況下で、

力に成れる保険をご提案い

たします。  

    むらた せいこ 

 スタッフ 村田 成子 

お客様へのメッセージ 

 企業の永続的な発展と従

業員一人一人の幸せな人生

の為に｢健康経営｣への取組

みを始めてみませんか？ 
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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。 

 東京では新たな新型コロナウイルスの感染者

がまだ出続けていますが、これまで感染者がゼ

ロの岩手県をはじめ、都市部を除いた地域では

感染拡大はいったん収束したように見えます。

今回のパンデミックが生活スタイルや消費に残

した影響はとても大きく、今後も当分続いてい

くと見られます。今回は、コロナ後の生活や消

費で何が変わるのかを考え、地方発でどんな

ヒット商品が求められていくのか、期待されて

いるのかを考えてみます。 

 厚生労働省が公表した｢新しい生活様式｣に

は、｢人との間隔は空ける｣｢遊ぶときは屋外で｣

｢症状がなくてもマスク着用｣｢外出後の手洗いや

シャワーの推奨｣などが挙げられています。これ

以外にも、働き方のスタイルや子育て、エン

ターテインメントの在り方なども、これまでと

違ったやり方が定着していくでしょう。 

 こうした新しい生活は新しいニーズを生み、

そこから新しい地方発ヒットも生まれます。例

えば、北海道･北見の薄荷(はっか)オイルはその

典型的な商品です。これから迎える本格的な夏

に向けて、着けていても清涼感が得られるよう

にマスクにスプレーして使います。メディアで

取り上げられたこともあって問い合わせが殺到

し、通販のサイトはしばらく受け付け停止状態

が続いていたほどです。 

 おそらく今後は手洗い用のせっけんも地方発

で良いものが出てくるでしょう。その土地の天

然素材を生かしたせっけんはいろいろな地域で

商品化されていますが、これまでは素材の個性

を売りにしたものがほとんどです。ウィズコロ

ナ生活でのせっけんに対するニーズは、手洗い

頻度が増えたことによって、さっと必要量だけ

使える工夫、うるおい成分を落とし過ぎず手荒

れしない工夫が求められるでしょう。もともと

素材は良いのですから、新たに生まれたニーズ

に応えられれば、新しいビジネスチャンスが生

まれるはずです。 

 実は今回の外出自粛期間に、ふるさと納税は

大きく増えています。取り扱い業者によっては

これまでの2倍近くにまで達しているそうです。

これは、せっかくお取り寄せするなら地方の良

いものをといった考えや、地方の生産者や事業

者を応援したいという気持ちが背景にあると考

えられます。今回のコロナによる巣ごもり生活

で利用した通販で、地方の良いものに初めて触

れた消費者もたくさんいるはずです。こうした

顧客をきちんとリピーターに育てることも新た

なチャンスを生むでしょう。 

 エンターテインメントや旅行については、当

面は海外旅行よりも安心･安全や衛生面の心配が

少ない国内旅行が増えるでしょう。都心のライ

ブハウスよりも､風通しが良く人との間隔も｢密｣

が避けられる野外のライブが増えるでしょう｡こ

うした分野も地方にとっては新しい市場とやり

方を生み出すビジネスチャンスだと思います。  
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      新型コロナウイルス感染症対策への 

      ご理解とご協力を宜しくお願いします! 

ご来所の 

お客様へ 

 当所では、新型コロナウイルス感染症防止対策の一環として、
下記の取組みを実施しております。ご来所のお客様にもご理解と

ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

 

マスク着用 
当所職員もマスク着用で 

対応させていただきます。 

アルコールでの手指の 

消毒にご協力ください。 

手指消毒 

 



令和2年8月1日発行（毎月1日発行)    ( ) 会 議 所 だ よ り 第424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。 
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株式会社 藤清 

(繁栄) 

 株式会社藤清は、京都でこんにゃく･豆乳･ゆ

ば･かんてん･おだし等の製造･販売を行なってい

ます。天然素材を活かした本物の食品造りから社

会に｢安心｣を提供することを使命としています。 

 そんな当社が、糸こんにゃく｢味しみ贅沢 ちぢ

こん｣と、板こんにゃく｢味しみ贅沢 板こん｣を、

2020年8月17日、新発売します。これら｢味しみ贅

沢シリーズ｣の商品は、当社と日本酒メーカーの

月桂冠とが共同開発した、こんにゃくの画期的な

製法により製造しています。その製法は｢ちぢれ

風製法｣と呼び、今回特許も取得しました。太さの

異なる糸こんにゃくを複数本ランダムに絡め合

わせるもので、こんにゃくを炊き上げるとちぢれ

た状態になり、タレなどの調味料の味染みが25％

もアップします。 

 新商品の開発は、こんにゃく業界積年の｢味が

なかなか染みこまない｣｢アク抜きしなければな

らない｣といった課題を、｢ちぢれ風製法｣を応用

して解決した、画期的な成果となりました。タレ

絡み、味しみが良く美味しいこんにゃくを、是非

とも、家庭用･業務用などで幅広くご活用いただ

けることを期待しています。 

 

 会員データ [代表] 代表取締役 嶋川 賢一 [住所] 〒610-0116城陽市奈島フケ8 [TEL] 0774-52-0071 

       [E-mail] http://www.kyoto-fujisei.co.jp/home [資本金] 1,300万円  

ふぐ処理師試験のご案内 城陽和菓子振興会 

文パルチケット情報 

試験実施日 
□学科試験･鑑別試験 令和2年10月25日(日) 

□実技試験          令和2年11月 1日(日) 

願書配布 令和2年8月3日(月)～令和2年9月11日(金) 

願書受付期間 令和2年9月7日(月)～令和2年9月11日(金) 

合格発表日 令和2年11月26日(木)  

お問合せ先 
山城北保健所衛生課 ℡0774-21-2912 

〒611-0021宇治市宇治若森7-6  

（上の2本） 

特許｢ちぢれ風製法｣により 

製造した糸こんにゃく 

（下の2本） 

通常の糸こんにゃく 

･日時 11月22日(日) 16:30～ 

･会場 プラムホール 

･料金 5,800円→5,220円 

 7月17日(金)もち月にて総会

を開催。令和元年度事業報告･

決算ならびに令和2年度事業報

告･予算が承認されました。 

ガイドライン推進宣言事業所ステッカー交付について 

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて、

ガイドラインを遵守し、衛生対策等に取組む事業者

の｢見える化｣を図るため、｢ガイドライン推進宣言事

業所ステッカー｣の交付が始まりました。 

 

 ①ガイドラインに基づく新型コロナウイルス感染症対策を実施。 

 ②当所(℡0774-52-6866)へ申込みいただくか、京都会議ホーム  

  ページから直接申込みを行う。 

  ※京都会議ホームページURL https://www.kyotokaigi.com 

 ③ステッカーに事業所名等を記入し、見やすいところに貼付。  

 

ガイドライン推進宣言事業所ステッカー入手方法 

▲見本(直径113㎜) 
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みんなで“京都サンガF.C.”を応援しよう！ 

 

①8月12日(水) 18時30分～ 

VS 水戸ホーリーホック  

☆申込締切 8月5日（水） 

②8月23日(日) 18時30分～ 

VS 松本山雅FC  

☆申込締切 8月13日（木） 

※政府方針およびJリーグプ

ロトコルに則り、サンガスタ

ジアムでのホームゲームは、

制限付き(入場5,000人以下、

全席指定)で試合が開催され

ております。 

 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。 

「京都城陽山背彩りの市」中止のお知らせ 生産性向上セミナー 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、本年度の｢京都城陽山

背彩りの市｣ならびに｢ワンコイン商店街｣は開催の中止を決定いた

しました。中止決定について、主催の｢にぎわいづくりの会｣平山

龍男会長のコメントは以下のとおりです。 

 平素は、当会の事業活動に多大なるご理解とご協力を賜り、厚

くお礼を申し上げます。 

 さて、例年秋に開催をしておりました｢山背彩りの市｣｢ワンコイ

ン商店街｣は新型コロナウイルス感染拡大防止のための万全な対応

が困難と判断し、誠に勝手ながら開催を中止させていただく事と

なりました。ご出展やご参加を検討いただいている皆様には、大

変ご迷惑をお掛けすることとなり誠に申し訳ございませんが、事

情ご賢察の上、ご理解くださいますようお願い申し上げます。 

 来年度につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大が収束

し、また平穏な日々が1日でも早く戻ることを切に願いつつ、｢山

背彩りの市｣｢ワンコイン商店街｣が盛会に開催できるよう、ご支援

ご協力賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

日 時 9月14日(月) 13:30～ 

会 場 当所 会議室 

 25名(先着順) 

講 師 ㈱ソウルスウェットカ 

    ンパニー 仲光和之 氏 

【詳細：折込チラシ】 

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 

 

 ｢段取り力｣という

働く人個人の能力、

スキルにフォーカス

し、段取り力の上げ

方について｢2つ｣の

切り口で解説いただ

きます。 

オンライン受講対応 


