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目の前のことにとらわれ

て、遠くから自分を観るこ

とを疎かにしてしまう。 

より遠くから今を観よう。              

           書道家 

        武田 双雲   

２０２０ 

９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。 

城陽市プレミアム付商品券2020 ～取扱店募集!!～ 

 ①発行総額 

 6億5千万円 

 ②有効期間 

 令和2年12月15日(火)～ 

  令和3年2月15日(月)まで 

 ③取扱店資格 

 市内に店舗を有する事業所   

 ※対消費者に係る取引に限る 

 ④登録申込み 

 令和2年9月10日(木)まで 

 ※申込期間を過ぎるとチラシ 

  に店名が掲載されません 

⑤換金手数料 

 会 員：無料／非会員：5％ 

⑥換金期間 

 令和2年12月15日(火)～ 

  令和3年3月15日(月)まで 

⑦申込方法 

 申込用紙に必要事項を記入し

当所までFAXしてください 

⑧お問い合わせ先 

 城陽商工会議所 

 ℡0774-52-6866 

        【詳細:折込チラシ】 

 新型コロナウイルス感染症の影響により冷え込んだ市内の消費

喚起を目的とした｢城陽市プレミアム付商品券2020｣を販売しま

す。城陽市内において、一般消費者を対象とした店舗であれば、

取扱店舗として登録できますので、是非ご参加ください。 

第３７回 城陽市大謝恩フェア ～参加店募集!!～ 

 【クーポンブック 城陽日和と合同発行】 

 大謝恩フェア｢クーポンブック｣とタ

ウン情報誌｢城陽日和｣を特別号(A4版)

にて合同発行！大謝恩フェア参加店の

売出し情報を市内へ全戸配布します。

(約30,000部)       【担当:振興課】 

 城陽日和と合同発行のクーポンブックに、貴社の広告(カ

ラー･1/2ページ約A5サイズ)を1社2万円で掲載することが出

来ます。事業所のＰＲに利用してみませんか。スペースに限

りがございますので先着順とさせて頂きます。詳細は当所ま

でお問い合わせください。           【詳細:折込チラシ】 

 消費者の日頃のご愛顧にお応えするため、本年も大売出

し事業“城陽市大謝恩フェア”を実施致します。今回も総

額５００万円分の商品券が当たる抽選券に加え、参加店で

ご利用頂けるクーポンブックを製作します。 

 今年度は1口目の参加料が無料! 

 お店のＰＲ･売出し情報掲載にご活用ください。 

今年度は１口目参加料無料！ 

 「城陽市プレミアム付商品券2020」の取扱店舗要項  
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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/ 

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/  

【国補助金】小規模事業者持続化補助金【一般型】 

【市給付金】休業要請対象事業者支援給付金 

対象者 

｢京都府休業要請対象事業者支援給付金｣の申請書の｢施設についての情報｣欄に城陽市の

施設を記載し、府の支援給付金を受けた事業者(城陽市内の複数施設で休止等の対応を

された場合でも支給額は同じです。) 

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 

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｢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 

【市給付金】城陽がんばる事業者支援給付金 

対象者 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、2020年2月から11月までのいずれか1ヶ月の売

上が、前年同月比で15％以上減少しており、｢城陽市休業要請対象事業者｣もしくは｢明

日の農業経営支援給付金｣の給付を受けていない城陽市内の中小企業･団体･個人事業主｡ 

給付額 
1事業者あたり10万円(複数店舗を有する場合や、複数事業を実施している場合でも、1

事業者としてカウントします。)  

締 切 2020年12月28日(月) 

お問合せ 
城陽市まちづくり活性部商工観光課 

℡0774-56-4018 
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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10月16日(金)まで延長（補助対象期間：2020年9月30日(水)まで延長) 

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 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  

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】 

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26日(木) 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】ものづくり･商業･サービス生産性向上促進補助金 

※特例事業者は150万円 
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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。 

 

【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 
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

又は農業者で、本補助金事業内容の取材及び城陽市産業支援サイト｢ＪｏＩｎＴ｣への掲

載に応じるもの  

対象経費 
農業者または商工業者が自ら策定したBCPまたはそれに準ずる計画に記載している事業

継続に関する取組  

補助率 10/10以内(上限額10万円) 

締 切 2020年9月30日(水) 

お問合せ 
商工業者:城陽市商工観光課 ℡0774-56-4018 

農業者:城陽市農政課    ℡0774-56-4005 

【市補助金】城陽働く力おうえん補助金 

対象者 
市内に事業所を有する事業者で、対象期間中に市内事業所で新たに城陽市民(2箇月以上

市内在住)を雇用し、申請時に2箇月以上雇用を継続している事業者  

補助額 

1事業者あたり10万円(期間中1回限り)  

※市内に事業所を複数有している場合でも、1事業者としてカウントします。 

※2人以上雇用した場合でも、1事業者あたり10万円です。 

期 間 
対象期間:2020年6月1日(月)～令和2年11月30日(月) 

申請期間:2021年1月31日(日)まで(当日消印有効)  

お問合せ 城陽市商工観光課 ℡0774-56-4018 



令和2年9月1日発行（毎月1日発行)    ( ) 会 議 所 だ よ り 第425号（平成3年4月13日 第3種郵便物認可） 

 

～ 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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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。 

【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 

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 

【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 

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 

 

新型コロナウイルス対策 

(無料動画)配信中 

https://sansaishi.kyoto.jp/
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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。 

 営業時間 ２０:００～２４：００ 
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新入会員募集!! 

詳しくは当所まで ℡0774-52-6866 

第3回 ｢予期せぬ事態が起こった時は、 

            どうしたらいいの？｣ 

 突然思いもよらぬことが人を襲います。10年

ほど前東日本大震災で注目されたのがレジリエ

ンスです。今は新型コロナで注目されていま

す。予期せぬ出来事が、ストレスを生み出すこ

ともあります。外からの大きな刺激は、元々

持っている考え方のクセ(頭に浮かんでくる考

え)を強めてしまいます。｢仕事ができなくなる

のでは｣など言動や態度がネガティブになりがち

です。そんな時こそ、レジリエントになろう！

慣れない環境は新しい事への変化を練習する

チャンスです。 

対処法：レジリエントになろう！ 

＊自分を評価せず少しだけ変えよう  

 レジリエンスとは｢しなやかな強さ｣と訳さ

れ、｢何かあってもまた立ち直れる力｣と捉えら

れるために、さまざまな分野で使われていま

す。予期せぬ自然災害では、人だけでなく、仕

事、組織、国家としてもレジリエンスという使

われ方もされます。予期せぬストレスへの対処

法の一つです。個人とソーシャルサポートの双

方の相互作用にしなやかさを含む時、レジリエ

ンスは柔軟に対応できるようになります。最初

はレジリエントでないと思われる人であって

も、やがてレジリエントになる可能性があり、

時間をかけて回復できる能力もレジリエンスの

一つです。 

 

 コロナ禍の今、先行きが見通せないけれど、

レジリエントになろうとすることで、しなやか

な強さを身につけていくことができます。 

 レジリエントになるには、自分の考え方の癖

(習慣)について、“良い･悪い”と判断をしない

こと、自分を責めないこと、が前提で見直して

みましょう。悲観的に考えてしまいがちな人は

いませんか。⇒まずはその考えた方を止める。

こうしなくてはいけないと考えてしまいがちな

人はいませんか。⇒本当にそうかなと自問す

る。考え方を見直すと、考え方を少しだけ変え

ればいいことに気がつきませんか。考え方をコ

ントロールするのは前頭葉のお仕事です。前頭

葉は脳の中で今も進化し続けている脳なので、

変えようと思えば変えられるところです。も

し、自分は変えられないと思ったら、それは

“信念に基づいているかもしれない”し“新し

い事へ変化ができにくくなった老化”かもしれ

ません。コロナ禍の今、慣れない環境は新しい

事への変化を練習するチャンスであり、新しい

ことに挑戦させる前頭葉を活性化させるチャン

スにもなります。 

 

 

 

たとえ･･･ 課長におこられても･･･ ぬ゛―ん！ 

バイーン！ ストレス 

外部ストレスを受けても弾力で跳ね返す 

レジリエンスの高い健康マインドさん 
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 松山市から車で80分ほど走った愛媛県の西端

の八幡浜市という、人口3万3000人のまちに｢株

式会社あわしま堂｣という社名の和洋菓子の製造

企業がある。 

 創業は1927年、現社長の木綱德勝氏の祖父で

ある木綱勝三郎氏が、売りに出されていた小さ

な和菓子の製造小売店で、和菓子づくりを学ん

だ後、譲り受け、現在の本社工場近くで、個人

でスタートしている。 

 その後、叔父が和菓子の製造･小売を開始し、

現社長の父が卸売りを中心とした営業を開始、

そして現社長へと、タイムリーな事業承継が見

事になされ、93年後の今日では、本社工場のほ

か京都伏見や栃木県佐野市などに計5工場を有

し、社員数は978人、売上高は132.5億円余。八

幡浜市最大で人気企業であることはもとより、

全国でも最大規模の和洋菓子の製造業にまで成

長発展している。 

 より驚くことは、その業績で、この93年間、

社員数は右肩上がりに増加し、黒字経営を持続

していることである。 

 同社の成長発展の理由には、｢無理な成長は追

わなかった｣とか｢製造業に特化した経営｣さらに

は｢ⅠT武装の経営｣など、多々あるが、本質的要

因は、同社が創業以来、高らかに掲げた企業理

念｢美味しさつくり･笑顔つくり｣と、そのための

行動指針に基づいた経営を、どんな時代であっ

てもブレることなく、全社一丸となって実践し

てきたからと思われる。 

 ちなみに、同社の行動指針には、1.｢私たち

は、お客様に笑顔で喜んで頂ける美味しくて感

動のあるお菓子をお届けします｣2.｢私たちは、

ともに働く人々の人格･個性を尊重し、安全で働

きやすく、かつ豊かさとゆとりが実感できる職

場環境をつくります｣、そして3.｢私たちはうそ

をつかず、公正な態度で行動し地域社会や環境

の改善に貢献します｣と書いてある。 

 こうした企業理念や行動指針に基づく経営

は、至る所にちりばめられているが、とりわけ

驚くのが、菓子の価格の安さである。一級の原

材料を使いながら、同種の菓子と比較して、2

割･3割安というならばともかく、半値とか3分の

1程度なのである。 

 かつて、親しい経営者と一緒に同社を訪問し

た折、その経営者が、｢あまりに安過ぎます。倍

にしたって、売り上げが落ちることはないと思

いますが…｣と感想意見を言うと、社長は、｢社

員には恥ずかしくない給与や賞与を支払ってい

るつもりですし、また利益率は、高ければ高い

ほど、いいというものではなく、『ほどほど』

であるべきだ、と考えていますので、この価格

で十分です｣と話してくれた。 

 実際に、同社の理念や行動指針が作られる前

までは、大量生産することで、安くつくろうと

いう思いが強くなりすぎ、おいしいお菓子をつ

くるという本来の目的を見失っていた。おいし

いものをつくれば、顧客も社員も家族もみんな

笑顔になる。その笑顔の輪を広げるのが同社の

使命となった。そのためには、必要以上の価格

や企業の利益を追う必要はないのである。 

 こうした元気な企業の存在を見せつけられる

と、｢経営は需要ではなく供給が決する｣と確信

する。 

会議所だより（本誌）広告主を募集中！ 
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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。 

    よしだ あきら 

 スタッフ 吉田  聖 

お客様へのメッセージ 

 コロナ禍で私共に｢何が

できるか、何をすれば皆様

のお力になれるか｣を第一

に考えて活動して参りま

す。酷暑が続きますがお体

ご自愛下さい。 

     かい  まさき 

 スタッフ 甲斐 眞樹 

お客様へのメッセージ 

 毎日の検温手洗いうがい

密を避けての活動をさせて

頂いております。厳しい時

代ではありますが、皆様の

お役に立てる様邁進いたし

ます。 
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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。 

 近年、梅雨の終わりごろや台風の襲来時に河

川の氾濫などで大きな被害が出ています。温暖

化の影響なのでしょうか、単位時間当たりに降

る雨の量が以前に比べて大きく増えているよう

です。また、林業の衰退で森林のメンテナンス

が行き届かなくなり、森が雨水をキープする能

力が下がったため、降った雨が一気に流れ込

み、河川の増水ペースが速くなっていると関係

者から聞いたことがあります。 

 災害は少ないに越したことはありませんが、

こうした背景を考えると、今後も災害時に必要

になるものや、普段からの備えに関わるものの

ニーズが高まることは間違いなさそうです。 

 防災関連商品では、以前このコラムでご紹介

した防災缶詰の｢黒潮町缶詰製作所｣(高知県)や

アルファ化米の備蓄食品の｢アルファー食品｣(島

根県)のように、防災関連市場で知られる地方発

の企業が少なくありません｡防災用としても役立

つアウトドアグッズの分野も地方の企業が頑

張っています｡木材で組み立て式の簡易トイレな

どをつくる木工関連企業も全国各地にあります｡

防災関連市場は数量と付加価値のバランスから

見て､全国的な大企業よりも地方の中小事業者に

向いているのではないかと私は考えています。 

 防災関連市場というと、非常時に使うためだ

けに大量に備蓄する品物と想像しがちですが、

最近は日常的に使いながら非常時にも備える

ローリングストックという考え方が広まってい

ます。つまり、非常時向けでありながら日常と

同じ商品を使うという考え方です。ただ、防災

用品ではある程度の長期保存性や、停電や断水

時でも簡単に調理できるなど、いざというとき

にすぐに使えるインスタント性などが求められ

ます。アレルゲンフリーや、使用に当たってな

るべくごみを出さないといった視点も重要に

なっています。これらは、防災関連市場に限ら

ず、普段使いの商品でも新たな付加価値として

注目されています。 

 また、防災関連の市場には未解決のテーマが

数多く残されています｡最近の例では、避難所で

の感染症対策はどのようにすればいいのかなど

です｡それ以外にも、日本の避難所ではプライバ

シーや安全の確保が十分でない問題や、要介護

の高齢者が増えている状況で、高齢者も想定し

た非常食とはどのようなものかなども課題です｡

また、ペットと家族同然で暮らしている人が被

災したときは、ペットは避難所に入れるのか？

何を食べて、ほかの人とはどのように共存すれ

ばいいのかなど、課題はまだまだあります。 

 今後さらにニーズが拡大し多様化する防災関

連市場向けに商品やサービスを考えることは、

日常生活用の商品の付加価値を生み出す上で参

考になります。それは、今後も続くヒットのト

レンドを押さえることにもなります。ですから

普段使いの商品を手掛けている事業者でも、防

災関連のシーンで使えないかという視点で、新

たな価値をつくれないか見直してみてはいかが

でしょうか。 
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   新型コロナウイルス感染症対策へのお願い 

 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。 

手指消毒 

 
アルコールでの手指の 

消毒にご協力ください。 

ご来所の 
お客様へ 
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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。 
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定期健康診断のご案内 

有限会社アリムラ塗装店 

(繁栄) 

 会員データ [代表]有村 親 [住所]〒610-0114城陽市市辺西川原1-32 [TEL]0774-55-4960 

       [ホームページ]http://arimuratosou.jp/index.htm [E-mail]info@arimuratosou.jp  

 弊社は城陽市で42年、お客様に愛される会社

を目指し日々努力して参りました。 

 この度、コロナウイルスでお困りの皆様へ少

しでも安心をお届けできればと、長年培ってき

た技術を生かし、抗菌･抗ウイルスコーティング

施工を行っております。 

 コーティング剤は、銚子電鉄、近鉄電車など

でも使用されており、数あるコーティング剤の

中でも信頼できる材料です。光の当たる場所に

は、紫外線と酸化チタンの反応を利用して効果

を発揮する光触媒、暗所やガラスの多い場所に

は、二酸化チタニアが空気と反応して効果を発

揮する無光触媒のコーティングをおすすめして

います。コーティング効果は3～5年持続し、人

体への安全性も証明されています。消臭･化学物

質分解(ホルムアルデヒド等)などにも効果があ

る為、生活空間の向上にもお役に立てます。施

工後には、施工証明書、ステッカー、のれん等

もお渡しさせていただきます。 

 日頃の感謝の思いを込め施工させていただき

ますので、お気軽にお問い合わせください。 

▲施工後の証明書やステッカーなど ▲コーティング施工 

企業人権研修会 

 ｢人権の尊重｣は、欠かすこと

のできない企業運営の基本で

す。職場における人権につい

て、認識と理解を深めていただ

くために研修会を開催します。 

日 時 令和2年9月9日(水)    

    13:30～14:30 

場 所 城陽市産業会館3階 

参加費 無料 

テーマ ｢外国人労働者と 

       その家族の人権｣ 

講 師 (公財)世界人権問題研 

        究センター嘱託研究員 

    古屋 哲 氏 

定 員 10名(先着順)  

申込み 城陽市市民活動支援課    

    電話56-4001 

※要予約(9月7日までに) 

※当日はマスクの着用にご協力

をお願いします。また、風邪の

症状や37.5度以上の体温がある

場合は、参加をお控えいただき

ますようお願いします。 

定  員 各日100名(定員になり次第締切となります) 

締め切り 令和2年10月15日(月)まで 

診断内容 本誌折込チラシをご参照ください。 

申込方法 本誌折込チラシに必要事項をご記入の上、ＦＡＸにて 

     お申し込みください。 

診断結果 12月中旬(1月受診分は2月下旬)頃に受診料のご請求と 

     一緒にお送りします。  

お 願 い 新型コロナウイルス感染防止のため、体温確認・手指 

          消毒、マスク着用にご協力ください。 

【詳細:折込チラシ】 

 当所では下記の日程において健康診断を実施いたします。労働

安全衛生法上、事業者は常時使用する労働者に対し年1回の医師に

よる健康診断の実施が義務付けられています。皆様の健康管理の

ため是非お申込みください。 

受診料（1名様）Aコース：6,000円、Bコース：2,000円 

※1事業所6名様以上のお申込みは、6人目から 

    Aコース7,600円、Bコース2,500円となります。 

 

日時 

令和2年11月10日(火) 令和2年11月11日(水) 令和2年11月12日(木) 

令和3年1月21日(木) 令和3年1月22日(金) 全5日間 

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（住所城陽市平川西六反26-1 ℡0774-54-1116） 
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9月9日（水）13:30～16:00 

9月10日（木）13:30～16:00 

9月17日（木）13:30～16:00 

9月18日（金）13:30～16:00 

みんなで“京都サンガF.C.”を応援しよう！ 

①9月5日（土） 18時30分～ 

VS ジェフユナイテッド千葉 

☆申込締切9月3日（木） 

②9月13日（日）18時30分～ 

VS FC琉球 

☆申込締切9月4日（金） 

③9月23日（水）18時30分～ 

VS 栃木SC 

☆申込締切9月14日（月） 

④9月26日(土)18時30分～ 

VS 大宮アルディージャ 

☆申込締切9月17日（木） 

 京都サンガF.C.観戦チケット

(事前引換制)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。 

 感染拡大防止のため一部ご利用に制限があります。 

西脇知事への要望 

 8月17日(月)京都府西脇知事

と京都府商工会議所連合会との

懇談会が開催されました。 

 当所から堀井会頭が出席し、

令和5年度供用開始を目標に事

業実施されている新名神高速道

路｢城陽～大津｣の整備や城陽ス

マートインターチェンジ(仮称)

の設置、アウトレットモール開

発、京都府立木津川運動公園北

区域の整備促進、国道24号城陽

井手木津川バイパスの早期整備

の実現など、今後のまちづくり

の核となる東部丘陵地エリアの

一層の整備促進に向けた要望を

行った後、コロナ禍における地

元経済に対する今まで以上の支

援の拡充をお願いしました。 

セミナー開催のお知らせ 

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】 

 ｢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 

日 時 10月9日(水) 18:30～

会 場 当所 会議室 

定 員 10社(先着順) 

講 師 アシスト経営研究室 

    横倉 幸司 氏 

【詳細：折込チラシ】 

 
経 営 革 新 セ ミ ナ ー 

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防止に向け、衛生対策等に取組む事業

者の｢見える化｣を図るため、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。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 

 
生 産 性 向 上 セ ミ ナ ー 


