会 議 所 だ よ り

第433号（平成3年4月13日 第3種郵便物認可）

令和3年5月1日発行（毎月1日発行)

(1 )

ＬＩＮＥはじめました！

当所からのお役立ち情報を､いち早く会員の皆さまにお届けする
ため､LINE配信サービスを開始しました｡補助金や助成金､コロナ
ウイルス感染症支援策､セミナーやイベント情報等をスピーディー
にお知らせいたします｡ぜひ､友だち追加してください！
【詳細：折込チラシ】

２０２１

５

▼ 当所からのＬＩＮＥを受け取るには？
右記の ＱＲコード を読み取る
or
ＩＤ：ｊｏｙｏ－ｃｃｉ を入力

健康診断 申込受付開始
下記日程にて健康診断を実施いたします｡労働安全衛生法では、
事業者は常時使用する労働者に対し､1年に1度医師による健康診断
を実施すること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。
日時
何気ない日常の中でどれだけの
至福を感じられるか。
その感性を磨いて

場所

令和３年７月１日(木) ～ ２４日（土） ※日祝を除く
午前の部 ９：３０／午後の部 １４：３０ ※完全予約制
医療法人啓信会 京都きづ川病院

住所：城陽市平川西六反26-1 ℡：0774-54-1116

いきたいものです。

書道家
武田 双雲
目 次
LINE/健康診断
･･･1Ｐ
新型コロナ関連施策･･･2～4Ｐ
潮流を読む/トレンド通信
･･･5～6Ｐ
活動報告/寺地拳四朗 ･･･7Ｐ
経済センサス
各種試験案内
･･･8Ｐ
京都サンガチケット ･･･9Ｐ
夏季軽装/貸会議室利用停止
文パルチケット/j-prosper
プレミアム付商品券 ･･･10Ｐ
わくわくセール

【受診料】Aコース：6,000円/1名、Bコース：2,000円/1名
※1事業所6名様以上のお申込みは、6人目の方から
Aコース7,600円/1名、Bコース2,500円/1名 となります
定
員：200名(定員になり次第締切となります)
締
切：令和３年５月２８日(金)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：京都きづ川病院へ､直接お電話にてご予約ください。
予約完了後､本誌折込の｢健康診断申込用紙｣に必要
事項を記入の上､京都きづ川病院 健康管理センター
までＦＡＸ(５４－１１１６)をお願いいたします｡
診断結果：8月下旬頃､受診料のご請求とともに当所よりお送り
いたします。
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】

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/
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第433号

新型コロナウイルス感染症関連 協力金・一時支援金
【府協力金】京都府緊急事態措置協力金（令和3年4月25日～5月11日実施分）
＜飲食店等への協力金について＞ ※特措法第45条第2項に基づく要請
対象施設

要請内容

【飲食店】飲食店(居酒屋を含む)､喫茶店等(宅配･テイクアウトサービスを除く)
【遊興施設】食品衛生法の飲食店営業許可を受けているバー､カラオケボックス等
【カラオケ店】食品衛生法の飲食店営業許可を受けていないカラオケボックス
酒類提供又はカラオケ設備を提供する場合

休業要請

酒類提供又はカラオケ設備を提供しない場合

時短要請（5時から20時）

中小企業

大企業

＜売上高に応じて1日4万円～10万円＞

＜売上高減少額に応じて1日最大20万円＞

（前年又は前々年の時短要請月と同じ月の
1日当たりの売上高）×0.4

（前年又は前々年の時短要請月と同じ月の1日当たりの売上高
― 当該年度の時短要請月の1日当たりの売上高）×0.4

＜飲食店以外への協力金について＞ ※特措法第24条第9項に基づく要請
第4号の一部

映画館､プラネタリウム

等

第9号の一部

ボウリング場､スポーツクラブ､ホットヨガ､ヨガスタジオ､マージャン店､
パチンコ屋､ゲームセンター 等
体育館､スケート場､水泳場､屋内テニス場､柔剣道場

対象施設

要請内容

等

第10号

博物館､美術館､科学館､記念館､水族館､動物園､植物園

第11号の一部

個室ビデオ店､個室付浴場業に係る公衆浴場､射的場､勝馬投票券発売所､
場外車券売場 等

第12号の一部

スーパー銭湯､ネイルサロン､エステティック業､リラクゼーション業

第7号の一部※

大規模小売店､ショッピングセンター､百貨店､家電量販店

建物の床面積が1,000平方メートルを超える場合

等

等

休業要請
（※第7号の一部店舗：生活必需物資を除く）

大規模施設

テナント・出展者

＜支給金額：20万円／日・施設＞

＜支給金額：2万円／日・事業所＞

人流抑制の観点から、特措法第24条第9項に基づく休業
要請に応じた1,000平方メートル超の施設

大規模施設の一部を賃借することにより当該施設に
来場した一般消費者を対象に事業を営む事業所等

お問合せ

等

協力金コールセンター ℡075-365-7780
https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-kyoryokukin10.html

【国支援金】中小法人・個人事業者のための一時支援金
対象者

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出･移動の自粛により、売上が
減少した中小事業者等

要件

以下どちらかの要因により､2021年1～3月のいずれかの売上高が対前年比or前々年比
で50％以上減少していること｡①緊急事態宣言下の飲食店と直接･間接の取引がある
②緊急事態宣言下の不要不急の外出･移動の自粛による直接的な影響を受けている

給付額

中小法人等60万円以内、個人事業者等30万円以内 ※2019年または2020年の1月～3月
の合計売上－2021年の対象月(50％以上減少)の売上×3ヶ月

申請方法
締切
お問合せ

ID発行､事前確認の上WEB申請

※当所での事前確認は､会員･市内事業者に限る

令和3年5月31日(月)まで
一時支援金事業 コールセンター
℡0120-211-240 https://ichijishienkin.go.jp/

城陽商工会議所ＬＩＮＥアカウントから、最新の協力金・支援金情報をお知らせします! （ＬＩＮＥ ＩＤ: @joyo-cci）
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新型コロナウイルス感染症関連 補助金
【国補助金】事業再構築補助金（複数回実施）

※第2回は5月公募開始予定

対象者

新分野展開や業態転換､事業･業種転換等の取組､事業再編又はこれらの取組を通じた規
模の拡大等を目指す企業･団体等

要件

①申請前の直近6か月間のうち､任意の3か月の合計売上高が､コロナ以前(2019年又は
2020年1～3月)の同3か月の合計売上高と比較して10％以上減少している②事業再構築指
針に沿った新分野展開､業態転換､事業･業種転換等を行う③事業再構築に係る事業計画
を認定経営革新等支援機関と策定する④補助事業終了後3～5年で付加価値額の年率平均
3.0%(グローバルV字回復枠は5.0％)以上増加､又は従業員一人当たり付加価値額の年率
平均3.0%(同上5.0％)以上増加の達成を見込む事業計画を策定する｡

類型
補助率

[通常枠] 中小企業2/3以内（補助額100万円～6,000万円）
中堅企業1/2以内（補助額100万円～8,000万円）
[卒業枠] 中小企業2/3以内（補助額6,000万円超～1億円）
[グローバルV字回復枠] 中堅企業1/2以内（補助額8,000万円超～1億円）
[緊急事態宣言特別枠] 中小企業3/4以内 中堅企業2/3以内
(補助額はともに100万円～1,500万円 ※従業員数により異なる)

申請方法 jGrants(電子申請システム)での申請 ※GビズIDプライムアカウントの取得が必要
お問合せ 事業再構築補助金事務局 ℡0570-012-088

https://jigyou-saikouchiku.jp/

【国補助金】小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第5回）
対象事業

策定した｢経営計画｣に基づき､商工会議所の支援を受けながら実施する､地道な販路開
拓等(生産性向上)のための取組｡あるいは､販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率
化(生産性向上)のための取組｡

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設備処分費⑫委託費⑬外注費

補助率
お問合せ

2/3以内(上限額50万円)

締 切

令和3年6月4日(金)まで

小規模事業者持続化補助金＜一般型＞補助金事務局
℡03-6747-4602 https://r1.jizokukahojokin.info/

【国補助金】小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞（第1回）
対象事業

ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス､生産性プロセスの導入等に取り組
み､感染拡大防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな

対象経費

①機械装置等費②広報費③展示会等出展費（オンラインによる展示会等に限る）
④開発費⑤資料購入費⑥雑役務費⑦借料⑧専門家謝金⑨設備処分費⑩委託費⑪外注費

補助率
お問合せ

3/4以内(上限額100万円)

締 切

令和3年5月12日(水)まで

小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞補助金事務局
℡03-6747-4602 https://www.jizokuka-post-corona.jp/

【市補助金】城陽産業おうえん補助金
対象者
対象事業
補助率
お問合せ

城陽市内に施設を有する中小企業者、個人事業主
事業を継続する上での重大なリスクを回避･分散･軽減するために自ら策定したBCP 等
に基づいて行う取組(事業)
10/10以内(上限額10万円)

締 切

令和3年9月30日(木)まで

城陽市役所まちづくり活性部商工観光課
℡0774-56-4018 https://www.city.joyo.kyoto.jp/joint/0000006169.html
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。
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新型コロナウイルス感染症関連 補助金・協力金
【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（第6次）
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

①機械装置･システム構築費②技術導入費③専門家経費④運搬費⑤クラウドサービス利
対象経費 用費⑥原材料費⑦外注費⑧知的財産権等関連経費 ※加えて､以下が各型限定の補助対象
⑨広告宣伝費･販売促進費(一般型/低感染リスク型ビジネス枠)⑩海外旅費(グローバル展開型)

類型
補助率

【一般型】[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)
[低感染リスク型ビジネス枠] 2/3以内(上限額1,000万円)
【グローバル展開枠】中小企業1/2以内､小規模事業者2/3以内（上限額3,000万円）

締

令和3年5月13日(木)まで

切

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 https://portal.monodukuri-hojo.jp/

【府補助金】小規模企業等経営基盤強化支援事業補助金
対象事業 京都府内に拠点を有する中小企業者、小規模事業者
対象経費

人手不足等に起因する生産上の課題解決､WITH･POSTコロナ時代の社会経済環境に対応
するための部材の内製化や販売方法の見直し等の自社の経営基盤の強化に資する取組｡

対象経費

①旅費②直接人件費③材料費･消耗品費④財産･備品購入費等⑤外注･委託費
⑥大学等研究機関との受託（共同）研究費⑦その他直接経費

補助率
お問合せ

1/2以内(上限額500万円)

締 切

令和3年5月31日(月)まで

公益財団法人京都産業21 事業成長支援部
℡075-315-9425 https://www.ki21.jp/kobo/r3/shoukibo/

【府補助金】京都府「京の飲食」安全対策向上事業（協力店登録・補助金・協力金）
(１)CO2濃度モニタリング協力店登録事業(協力店登録)
感染リスク要因の一つである｢換気の悪い密閉空間｣とならないよう､施設(店舗)内の
CO2濃度を測定し､適切に換気等の措置を行い､ CO2センサーによる継続的な測定･
データ提供(CO2濃度モニタリング事業)に協力いただける飲食店等を公募し､申請の
あった飲食店等を｢CO2濃度モニタリング協力店｣として登録･ホームページに掲載する
事業概要 とともに､店舗貼付用のステッカーを交付する｡
(２)CO2濃度モニタリング事業 (※(1)への登録は必須)
上記(1)の登録店舗に対し､
①CO2センサーや換気機器､飛沫防止装置等の整備に係る費用を補助する｡
②CO2濃度モニタリング事業への協力金を交付する｡
(２)CO2濃度モニタリング事業
補助額
①機器整備補助金
協力金額
･･･Aコース:上限２０万円／Bコース:上限３０万円 (※両コース､補助率は3/4以内)
②CO2濃度データ提供協力金･･･Aコース:３万円／Bコース:５万円
(１)CO2濃度モニタリング協力店事業(協力店登録)
令和3年5月7日(金)～6月4日(金) ※当日消印有効
申請期間 (２)CO2濃度モニタリング事業
①機器整備補助金 令和3年5月7日(金)～6月4日(金) ※当日消印有効
②CO2濃度データ提供協力金 令和3年10月1日(金)～12月15日(水) ※当日消印有効
お問合せ

｢京の飲食｣安全対策向上事業事務局
℡075-256-8143 http://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/co2sensor.html

補助金・協力金の詳細な情報は、当所ホームページにてご確認ください！ https://joyocci.or.jp/
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｢まちづくり｣は､地方創生･活性化において非
常に重要な地域の取り組みの一つである｡内閣府
地方創生推進事務局の｢中心市街地活性化基本計
画平成30年度最終フォローアップ報告｣によれ
ば､令和元年7月時点で累計143市2町233計画が中
心市街地活性化基本計画の認定を受け､このうち
119市150計画について計画終了後､最終フォロー
アップ報告書が作成されている｡各自治体が､｢に
ぎわいの創出｣｢街なか居住の推進｣｢経済力の向
上｣｢公共交通の利便の増進｣｢その他｣の5分類で､
複数の目標を掲げて､その達成状況を的確に把握
できるように､定量的な目標指標を設定し､取り
組みが予定通り進捗(しんちょく)したのかを評
価している｡同報告書の事業評価では､評価指標
(450指標)全体の｢目標達成｣は32.7％(147指標)
となった｡そのうち､｢にぎわいの創出｣(242指標)
が同35.5％(86指標)､｢公共交通の利便の増進｣
(16指標)は同50.0％(8指標)と全体の目標達成率
を上回ったものの､｢街なか居住の推進｣(93指標)
は同21.5％(20指標)､｢経済活力の向上｣(77指標)
は同28.6％(22指標)と達成率が全体よりも低い
結果となった｡
中心市街地活性化基本計画の認定を受けた事
業は､大きく1)交流拠点整備等､2)マンション整
備等､3)市街地再開発事業により整備された商業
施設等の三つに分類されるが､同報告書の中で指
摘されていた共通する問題は当初期待されてい
た効果が持続していないことである｡つまり､1)
では､効果は一定のエリアのみで全体の回遊性に
つながらない､イベント開催等だけでは平常時の
再来街にはつながっていない､コロナ禍の影響で
消費が急減して取り組みの効果が限定的､事業間
の連携不足により事業の効果が未発現等､2)では
人口減少･少子高齢化が想定以上に進行したこ
と､また､街なか居住を支援するソフト事業の活
用件数が想定を下回ったこと等で事業の効果が
限られたこと､3)では郊外のショッピングセン
ターの立地やＥコマース市場の普及､高齢化や後
継者不足による閉店などに歯止めがかからな
かったこと等で新たに建設した商業施設の効果
の 発現が 限定的 ､が挙げ られて いる｡1) から 3)
は、いずれもハード整備主体の事業であり、中
心市街地の域内の人･モノ･資金の循環を促進す
ることで､地域全体の活性化につなげるというソ
フト面において当初見込んだ効果の持続性が限
定的であるといえよう｡上記の問題への対応策は
各自治体が考案しているものの､その内容を見る
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と､上記ソフト面の効果を生み出すという視点か
らは､具体性に欠け､効果の持続性を担保するこ
とにつながらないと懸念される｡
すでに事業評価のしっかりした手法は確立し
ているものの､当初の効果を期待通りに実現して
いくためには､いくつかの改善が必要ではない
か｡第一に､これまで以上にリスクの定量化･精緻
化､当事者間での共有が必要であろう｡コロナ禍
のようなテールリスク(発生すれば重大な影響を
及ぼすものの､通常の想定する範囲内では考慮さ
れる必要性が極めて低いリスク)に近いリスクの
顕在化については想定することは難しいが､｢人
口減少･少子高齢化が想定以上に進行したこと｣
｢ソフト事業の活用件数が想定を下回ったこと｣
などはリスクの定量化･精緻化による関係当事者
の共有､具体的対策の事前準備が必要であろう｡
第二に､地域の全体最適視点の当事者間の“強い
共有”が不可欠であろう｡地域内の資源を最大限
生かし､地域の全体最適の観点を踏まえ､政府が
進めるSociety5.0、DX(デジタルトランスフォー
メーション)の時代に即して､まちづくり･地方創
生等の地域の長期的課題を解決していくべきで
あろう｡そのために､第三として､地域全体の最適
を目指すガバナンスの構築と連携の見直しが必
要ではないだろうか｡さまざまな行政・民間サー
ビスの提供者の上層部から現場までDXを徹底さ
せて､データを共有しながらまちづくり･地方創
生に関連する将来的なリスクを精緻化し､対応策
をより具体化することが重要であろう｡当事者間
の連携で注目されるのは､内閣府の｢スーパーシ
ティ｣構想であろう｡さまざまな行政･民間サービ
スの提供者が､ばらばらに収集していた地域のあ
らゆる住民･顧客データを連携してお互いに活用
できる共通のデータ･ネットワークを構築するこ
とで､地域の住民･顧客に迅速かつ適切な質の高
いサービスを提供する都市構想の実現を目指す
ことが､今後､当事者の連携に求められよう｡
最後に､継続的に住民･顧客の特性を把握する
ことで､住民目線のまちづくり･地方創生を目指
すことが重要であろう｡デジタル化する中での地
域の情報･データの共有は当然であるが､それ以
上に住民･顧客との信頼関係によって得ることが
可能な一次情報＝アナログ情報の重要性が増す
ことを強く認識すべきであろう｡アナログとデジ
タルの融合がますます必要になってくる｡地域
住民と顧客の密着をコアの価値として､質と量を
具備したデータの収集､蓄積､(次ページへ続く）

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。
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共有､活用によってデジタル化の時代における新
たなまちづくりの方向性が見いだせれば､デジタ
ルの世界での人の回遊をどのようにリアルの世
界につなげるかという中心市街地活性化施策の
新たな視点も開けてこよう｡
—————————————————————-—————————————————————
内野 逸勢(うちの はやなり)
1990年慶応義塾大学法学部卒業｡大和総研入
社｡企業調査部､経営コンサルティング部､大蔵省
財政金融研究所(1998～2000年)出向などを経て
現職(金融調査部 主席研究員)｡専門は金融･資本

市場､金融機関経営､地域経済､グローバルガバナ
ンスなど｡主な著書･論文に『地銀の次世代ビジ
ネスモデル』2020年5月､共著(主著)､『FinTech
と金融の未来～10年後に価値のある金融ビジネ
スとは何か？～』2018年4月､共著(主著)､『JAL
再生 高収益企業への転換』日本経済新聞出版､
2013年1月､共著｡IAASB CAG(国際監査･保証基準
審 議会 諮問 ･助言 グルー プ )委 員 (2005～ 2014
年)｡日本証券経済研究所｢証券業界とフィンテッ
クに関する研究会｣(2017年)

米子市は鳥取県の西部にあり､県庁所在地の鳥
取市よりもむしろ隣の島根県の松江市や出雲市
などと共に､宍道湖･中海を取り囲む出雲地域に
属しています｡このところ仕事で何度か訪れてい
ます｡同じ場所を何度も訪れていると､ひと通り
地域のおいしいものをいただき､観光面の見どこ
ろも一巡することになります｡
さて､先日､米子を訪れたときのことです｡仕事
が早めに終わり､東京へ帰る飛行機もまだ減便運
行のため少し時間が空きました｡そこでＪＲで一
駅隣の安来(やすぎ)駅から､日本一の庭園が自慢
の足立美術館を巡ってきました｡県境をまたいで
わずか一駅の違いだけで観光客に対する姿勢が
大きく違うことに驚きました｡安来駅には地域の
土産物をひと通りそろえたショップがあり､観光
案内所もあります｡もともと民謡の安来節で知ら
れる場所でもあり､出雲地域の一部として観光客
に大いにアピールしています｡
一方､米子駅は改修工事中のためか､観光客向
けのサービスよりもただ地元の人が普通に暮ら
す生活を支えている実にそっけない駅でした｡駅
前にカフェもなく駅の待合室以外に座る場所も
ありません｡両者のコントラストを感じながら考
えたのは､これからの観光地の在り方でした｡目
玉となる名所旧跡や歴史があっておいしい料理
と数々のご当地の土産物｡これらは確かに観光客
を引き付けます｡
都会の疲れた生活から離れた癒やしを求める
人や､最近注目を集めているワーケーション
(ワークとバケーションを組み合わせた造語)の
ように､いっときの観光というよりも､仕事を含
めた普段の生活のペースを守りながらプラスア
ルファで観光も楽しむというスタイルが出てき
ています｡今はしぼんでしまったインバウンド観

光でも､日本のことが大好きなリピーターは､有
名な観光地より地味な日本の日常に近い暮らし
ぶりに興味を持ち始めていました｡
今回､駅から少し歩いたまち中の普通のおすし
屋さんに入って夕食を取りましたが､日本海有数
の漁港である境港から至近の距離にあるだけ
あって､素晴らしいお寿司をいただきました｡私
は､地方のおすし屋さんではできるだけ地物の安
いネタを中心に選びます｡日本海側でいえばズワ
イガニやノドグロといった高級食材は､高い物流
コストをかけて鮮度を保って運ばれるため､実は
東京でも地元とあまり変わらない味で食べられ
ます｡もちろん値段は張りますが｡これに対して､
アジやサバ､エビやイカといった庶民的なネタ
は､現地へ行くと東京とは比べ物にならない圧倒
的なおいしさを体験できます｡しかも驚くほどの
安さです｡今回､感じの良い大将が実直な仕事を
する街場のおすし屋さんに出会えたことで､次も
必ずこういう店に立ち寄ろうと私は決めました｡
ご当地の名産､名物はもちろん大切です｡しか
しその土地が持つ当たり前の日常が実は価値を
持っていてリピーターを生み出す大きな魅力に
なることもあるのだと､身を持って感じました｡
—————————————————————-—————————————————————
渡辺 和博(わたなべ かずひろ)
日経BP総合研究所 上席研究員。1986年筑波大
学大学院理工学研究科修士課程修了。同年日本
経 済 新 聞 社 入 社。IT 分 野、経 営 分 野、コ ン
シューマ分野の専門誌編集部を経て現職。全国
の自治体･商工会議所等で地域活性化や名産品開
発のコンサルティング、講演を実施。消費者起
点をテーマにヒット商品育成を支援している。
著書に『地方発ヒットを生む 逆算発想のもの
づくり』(日経BP社)。

商品・サービスのＰＲには｢チラシ同封サービス｣をご利用ください！
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寺地拳四朗選手Ｖ８!!

活動報告

4月23日(金)～28日(水)、イ
ンターネット上にて、令和3年
度通常総会を開催し、原案通り
異議なく可決されました。
❖第1号議案:令和2年度事業報
告並びに収支決算承認の件
❖第2号議案:
❖第3号議案:令和3年度事業計
画並びに収支予算承認の件
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いくための今を創る中心的存在
でもあります。YEGが行う事業
は、その繋がりを創り出す事業
に他なりません。YEGの中心的
活動である研鑽と交流を通し
て、会員同士、会員と地域社会
の繋がりを創っていけるような
事業を目指します。(一部抜粋)
会長 河本 大輔

4月24日(土)エディオンア
リーナ大阪にて行われたWBC
世界ライトフライ級タイトル
マッチにて､寺地拳四朗選手が
同級1位の久田哲也選手に3-0で
判定勝ちし､見事8度目の防衛に
成功しました。

～ 会 長 所 信 ～
商工会議所は経済団体です。
その会員である我々にできる一
番の社会貢献とは、自企業を発
展させ、雇用を生み、利益を出
し、納税することであります。
商工会議所青年部の事業はす
べての会員企業のために行われ
ま す。で は、自 企 業 を 発 展 さ
せ、社会貢献するために、必要
な 要 素 と は 何 で し ょ う か。私
は、繋がりと考えます。人と人
との繋がり、会社と会社の繋が
り、会社と地域との繋がりであ
ります。そして、我々青年経済
人は、子供たちの未来を築いて

■役
【会

員

（敬称略）

長】河本大輔

【直前会長】久保京一郎
【副 会 長】青山旦春・大志万智子
南

宏・村田

昌弥

6/1(火)より「経済センサス
(活動調査)」がはじまります。
全国のすべての事業所・企業が
対象となるため、城陽市の調査
員が訪問する場合があります。
調査への回答のご協力をお願い
いたします。

【専務理事】尾方夏子
【理

事】秋田朋德・阿部智昭
木村泰久・田畑成基
天野伸也・奥田英貴
澤井佳彦・平松

亮

前田紘司・望月健太
森
【監

経済センサス-活動調査

雄司・山中博樹

事】福永じゅん・藏貫吉辰

【相 談 役】高橋和巳・毛谷村光秀

経済センサス

https://www.e-census2021.go.jp/

営業時間

会議所だより(本誌)広告主を募集中!!

検索

２０:００～２４：００

会 議 所 だ よ り
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令和３年度 調理師試験・製菓衛生師試験
試験日時

令和3年7月11日(日)
13時30分～15時30分
(※集合時間：13時10分)

申込締切

令和3年5月7日(金) ※当日消印有効

受 験 料

調理師試験
6,100円
製菓衛生師試験 9,400円

試験会場

京都会場：京都大学吉田南構内
〒606-8317 京都市左京区吉田本町

合格発表

令和3年8月20日(金) 13時

受験案内
配布場所

山城北保健所 ℡0774-21-2912
〒611-0021 宇治市宇治若森7-6

お問合せ

関西広域連合
℡06-4803-5669
http://www.kouiki-kansai.jp/

（平成3年4月13日 第3種郵便物認可）
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第１５８回簿記検定・第２２２回珠算検定
簿記検定(1～3級) <令和3年6月13日(日)実施>
申込期間

4月26日(月)～5月14日(金)

受験料

1級 7,850円
2級 4,720円／3級 2,850円

検定会場

城陽市立東部コミュニティセンター

珠算検定(1～6級) <令和3年6月27日(日)実施>
申込期間

5月10日(月)～5月27日(木)

受験料

1級 2,340円／2級 1,730円
3級 1,530円／4～6級 1,020円

検定会場

城陽市立南部コミュニティセンター

詳細は当所ホームページにてご確認ください
検定 城陽商工会議所

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
スタッフ

えみ

長谷川 江美

かい まさき

スタッフ

甲斐 眞樹

お客様へのメッセージ

お客様へのメッセージ

心も体も健康で､活き活
きとした職場づくりを目
指し､ワークエンゲージ
メントを高めるサポート
をさせていただきます。

感 染 防 止 対 策 を徹 底
し 活 動 を さ せ て いた だ
い て い ま す。コ ロ ナ の
早 期 終 息 祈 願 し てい 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～
5月12日（水）13:30～16:00
5月13日（木）13:30～16:00
5月20日（木）13:30～16:00

■融資限度額／２,０００万円
■金 利／年1.21％(令和3年4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
■ 利用の対象

5月21日（金）13:30～16:00
詳しくは当所経営支援員までご相談ください。

新型コロナウイルス感染症対策WEBセミナー配信中!!是非ご覧ください。

会 議 所 だ よ り
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コンサート

① 5月16日（日）14時00分～
VS 水戸ホーリーホック
☆申込締切5月6日（木）
② 5月30日（日）14時00分～
VS ヴァンフォーレ甲府
☆申込締切5月20日（木）
③ 6月13日（日）14時00分～
VS ザスパクサツ群馬
☆申込締切6月3日（木）

夏季軽装を実施します

京都府による緊急事態措置を
受け、下記期間中の産業会館の
貸会議室およびロビーの利用を
停 止 さ せ て い た だ き ま す｡
ご利用の皆様にはご不便をおか
けいたしますがご理解･ご協力
をお願いします｡
【期間：4/25(日)～5/11(火)】

SALT＆SUGAR

日時 5月30日(日)
16:00～
会場 プラムホール
料金 6,000円
↓
5,400円
コンサート

日本の歌100選

日時 6月5日(土)
14:30～
会場 ふれあいホール
料金 800円
↓
720円

貸会議室利用について

当所では、地球温暖化対策お
よび節電対策として夏季軽装を
実施いたします。下記期間中、
職員は原則ノーネクタイ･ノー
ジャケット等の軽装にて勤務し
ておりますので、ご理解いただ
きますようお願いします。
【期間：5/1(土)～10/31(木)】
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文パルチケット情報

みんなで“京都サンガF.C.”を応援しよう！
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)
<対象者> 当所会員事業所の
事業者･家族･従業員等
<申 込> ｢試合日｣｢事業所名｣
｢氏名｣｢電話番号｣を
電話(52-6866)または
ファックス(52-6769)
にてご連絡ください｡
【担当:振興課】

令和3年5月1日発行（毎月1日発行)

シネマ

日時 6月11日(金)
①10:30 ②14:00
会場 プラムホール
料金 900円
↓
810円

(繁栄)

にじの木
山城青谷十六地区の小さな天然酵母パン工房､
開店して１年程の新米パン屋です。おむすびの
ような素朴な味で､お食事やスープ･お惣菜にも
合う、胃腸に優しくて免疫力のサポートになり
得るパンづくりを目指
しています｡
わたし自身が城陽で
過ごした中高生の頃か
ら 虚 弱 体 質 で、今 も 小
麦等での炎症反応があ
りますため、｢素材にこ
だわったパンづくり｣を
心 掛 け て い ま す。国 産
のものやオーガニック
素 材、原 種 に 近 い 小 麦
や地粉全粒粉を使用
し、白 神 こ だ ま 生 酵 母
＆乳酸発酵によるシン
プルな生地のパンです｡

「他にはない」と評判のパンです☝
☜パン以外にも
ひらがい卵やおいしい野菜、
素敵な作品を販売中です♪

胃腸に優しいパンがお好きなナチュラル志向
の方や小さなお子様へ、低糖質・減塩パンの配
達や配送も行っており、おうち時間のワインに
合わせやすいパンとしても、喜んでいただいて
います。城陽市にたくさんあるおいしいパン屋
さんのパンとはまた気風の違う、当店ならでは
のパンをご提供できればと思います。皆様のご
来店をお待ちしております。 インスタグラム
更新しています！

会員データ [代表] 髙福 えみ [住所] 城陽市市辺芝ハヅレ1-2 [TEL] 080-5639-2405
nizinomula
[営業] 10～18時 [定休日] 日・祝(㈭出張販売) [駐車場]5台有
「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。

会 議 所 だ よ り

( 10) 令和3年5月1日発行（毎月1日発行)

わくわくセール２０２１ 参加店募集!!

（平成3年4月13日 第3種郵便物認可）

第433号

５月31日（月）までにお申し込みください

新型コロナウイルスによって影響を受けている地元商店の活性化
を図る為、売出事業を実施します！自店のＰＲ･売出情報を全戸
配布のクーポンブックに掲載し、集客力ＵＰを図りませんか？
今回は、1口目参加料が無料になります。ぜひご参加ください！
【詳細：折込チラシ】

売出
期間
クーポンブック配布のほか、
スクラッチカード＆スタンプラリーチケット
を発行し、城陽のお店を応援します！！

～参加店申込について～
■対 象：当所会員(個店のみ)
および城陽市小売商業連合会会員

■参加料：1口目無料‼(※2口目以降は1口4,000円)
■申 込：本誌折込の参加申込書に
2021
必要事項をご記入の上、
FAXにてお申し込みください。
■締 切：令和３年５月３１日(月)
有効期限 令和3年7月31日

城陽市プレミアム付商品券２０２１ 取扱店募集!!

５月７日(金)までにお申し込みください

「城陽市プレミアム付商品券2021」発行事業を昨年と同規模で実施します。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、ぜひご参加ください！

「城陽市プレミアム付商品券2021」 取扱店舗募集概要
①発行総額

⑥換金手数料

6億5千万円

会 員：無料／非会員：5％

②商品券1冊の内訳

⑦換金期間

全店共通券9,000円・個店限定券4,000円

③使用期間
2021年8月1日(日)～2021年10月15日(金)まで

④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

⑤登録申込み
2021年5月7日(金)まで
※申込期限を過ぎると販売周知チラシに店名
が掲載されません
登録申込書に必要事項を記入・押印のうえ、
当所へご提出ください。

2021年8月2日(月)～2021年11月30日(火)まで
「1回の換金額が10万円未満」
受付：城陽商工会議所 現金でお支払い
「1回の換金額が10万円以上」
受付：京都銀行各支店 後日お振り込み
（久津川・富野荘・城陽支店）

※商品券の販売募集周知チラシは
「広報じょうよう6月1日号」と一緒に
城陽市内へ全戸配布されます。
【詳細:折込チラシ】

親睦グラウンド・ゴルフ大会 ※中止のお知らせ
5月23日(日)に開催を予定しておりました｢全地区振興会親睦グラウンド･ゴルフ大会｣は､新型コロ
ナウイルス感染症拡大の状況を鑑みて､中止とさせていただくことになりました。皆様には､大変ご
迷惑をおかけいたしますが､ご理解の程よろしくお願いいたします。
新入会員募集中!!

～あなたの経営をサポートします～

