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競争より共創へ。新しい時代

の在り方だと思う。凸凹が協

力し合うことで単独で創るよ

り素晴らしいものができあが

ります。共に創ろう。       

    書道家 武田 双雲   

各記事のＱＲコードを読み取ると、当所ホームページにて詳細をご覧いただけます！ https://joyocci.or.jp/ 

新型コロナウイルス感染症関連 国支援金・府協力金 

６ 
２０２１ 

対象者 

2021年の4月以降で、①緊急事態宣言又はまん延防止

等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出

自粛等の影響を受けている ②緊急事態宣言又はまん

延防止等重点措置が実施された月のうち､措置の影響

を受けて月間売上が2019年又は2020年の同じ月と比

べて50％以上減少している ※業種/地域は問わない 

支給額 

2019年又は2020年の基準月の売上－2021年の対象月

の売上（中小法人等:上限20万円/月 個人事業者等:

上限10万円/月） 

申請期間 
[4･5月分] 6月中下旬～8月中下旬 

[6月分] 令和3年7月1日(木)～8月31日(火) 

申請方法 WEB申請(6月中旬 ホームページ開設予定) 

お問合せ 
月次支援金事務局 ℡0120-211-240 

（土･日･祝日を含む全日 8:30～19:00) 

【国支援金】月次支援金 

【府協力金】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 

対象期間 令和3年4月5日(月)～4月24日(土) ※山城・乙訓地域  

対象者 
期間中の時短営業要請に協力した飲食店･遊興施設等

(飲食店営業許可を受けた施設) 

協力金額 4万円/日･施設(店舗) ※協力日数に応じて支給 

申請期間 令和3年5月14日(金)～6月15日(火)  

申請方法 京都府協力金ホームページからのWEB申請 

お問合せ 
協力金コールセンター ℡075-365-7780  

（月～土 8:30～19:00 ※日･祝日を除く) 

【府協力金】京都府緊急事態措置協力金 

対象期間 

令和3年4月25日(月)～5月11日(火)   

    5月12日(水)～31日(月) 

       6月 1日(火)～20日(日) 

対象者 

期間中の休業要請､時短営業要請に協力した飲食店･

遊興施設･カラオケ店･結婚式場･商業施設･運動遊戯

施設･サービス業･映画館等 

協力金額 

■飲食店：[中小企業] 売上高に応じて4～10万円/日

(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) [大企業] 売上減少額に応じて最大

20万円/日 [カラオケ店] 2万円/日･施設(店舗) 

■飲食店以外：[大規模施設] 自己利用部分面積

1,000㎡毎に20万円/日･施設 [特定大規模施設及び大

規模施設のテナント事業者等] 店舗面積100㎡毎に2

万円/日･店舗 [特定大規模施設] テナント店舗等が

合わせて10以上存在する施設は､テナント店舗等の数

×2千円を日額加算 

お問合せ 
協力金コールセンター ℡075-365-7780  

（月～土 8:30～19:00 ※日･祝日を除く) 
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新型コロナウイルス感染症関連 国補助金 

【国補助金】事業再構築補助金 第2回公募  

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) 

申請期間 令和3年5月26日(水)～7月2日(金)18:00厳守  

申請方法 jGrants(電子申請システム) ※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 

（月～土 9:00～18:00 ※日･祝日を除く） 

【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2回 

対象者 要件を満たす日本国内に所在する小規模事業者(個人､又は日本国内に本店を有する法人) 

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

投資を行う事業｡ 

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⑫感染防止対策費 

補助率 3/4以内(上限額100万円) 

申請期間 第2回：令和3年7月7日(水)17時まで ※通年公募/複数回の締切が設けられる予定です  

申請方法 jGrants(電子申請システム)のみ受付可能 ※GビズIDプライムアカウントの取得が必要 

お問合せ 
持続化補助金事務局 ℡03-6731-9325 

（月～金 9:30～17:30 ※土･日･祝日を除く） 

 2020年より、補助金申請の手続きに     

 電子申請システム｢jGrants（Jグランツ）｣が導入されました! 

 インターネットを利用した申請･届出の

方法で､いつでもどこでも手続き可能です｡

書類を郵送する手間やコストを省ける上､

過去に申請した情報を自動で転記すること

による入力項目の削減(ワンスオンリー)

や､ログイン時の認証機能により書類への

押印が不要になる等､申請者の負担を軽減

するメリットがあります｡ 

 

Ｊグランツで電子申請するには、 

「ＧビズＩＤ」の発行が必要です！ 

※１つのID・パスワードで様々な行政サービスに 

ログインできるサービスです。発行までに2～3週間 

要する場合がありますので、ご準備はお早めに！ 
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新型コロナウイルス感染症関連 府補助金 

当所ＬＩＮＥアカウントから、最新の補助金・協力金等の情報をお知らせします! （ＬＩＮＥ ＩＤ: @joyo-cci） 

【府補助金】就労環境改善サポート補助金 

事業概要  

(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 

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｡  

補助額 

協力金額 

(２)CO2濃度モニタリング事業 

①機器整備補助金 [上限]Aコース:20万円 Bコース: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 

申請期間  

(１)CO2濃度モニタリング協力店登録事業(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 

(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 

（月～土 9:00～17:00 ※日･祝日を除く） 

【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） 

対象者 

京都府内に事業所を有する労働者災害補償保険の適用事業場で､以下のア～エのいずれ

かに該当し､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､長時間労働の是正や年次有給休暇の取得推進､就労環境改善等の取り組み

を行うもの(ただし､みなし大企業に該当しないもの及び国又は地方公共団体から出資

を受けていないものに限る)｡ 

ア 中小企業者その他の法人であって、別表※に掲げるもの ※要項にてご確認ください 

イ きょうと福祉人材育成認証制度による認証を受けているものの内､会社以外のもの 

ウ ｢京都モデル｣ワーク･ライフ･バランス推進企業認証制度による認証を受けている 

  ものの内､会社以外のもの 

エ 上記ア～ウに掲げるものの他､特に中央会が認めるもの 

対象経費 
就業規則等の作成･変更､所定外労働時間削減のための設備導入経費(労働時間管理適正

化システムの導入等)､就労環境改善のための設備導入経費 等 

補助率 1/2以内(上限額20万円) 

申請期間 
【前期】令和3年5月25日(火)～令和3年9月10日(金) 

【後期】令和3年10月20日(水)～令和3年12月10日(金) 

補助 

対象期間 

【前期】令和3年5月25日(火)～令和3年10月31日(日) 

【後期】令和3年10月20日(水)～令和3年12月31日(金) 

※取組(事業)に係る全ての経費は､補助対象期間内に支払いを完了する必要がありま

す｡なお､リース及びレンタル等による支払いの場合､補助対象期間内に支払われた金額

のみ補助対象となります。 

申請 

お問合せ 

京都府中小企業団体中央会(京都経済センター3階) 

℡075-708-3701 Fax:075-708-3725 

（月～土 9:00～12:00/13:00～17:00 ※祝日・年末年始を除く）  
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新型コロナウイルス感染症関連 府補助金 

 営業時間 ２０:００～２４：００  

【府補助金】多様な働き方推進事業費補助金 

 <テレワークコース> <子育てにやさしい職場づくりコース> 

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､必要要件のいずれかを満たすもの 

※詳細は京都府ホームページにてご確認ください  

対象経費 

①講師謝金②旅費③消耗品費④印刷製本費

⑤教育研修費⑥役務費⑦委託料⑧備品購入

費⑨新たにテレワークを実施するために必

要となる機器のレンタル､リース及び購入

経費並びに施設整備費等 

①規則等作成料②コンサルタント料③講師

謝金④施設整備費⑤機器のレンタル､リース

及び購入経費⑥教育研修費⑦備品購入費⑧

旅費⑨印刷製本費⑩役務費⑪消耗品費⑫委

託料⑬取組発信経費(広告宣伝費､出展費､

ホームページ作成費､求人媒体作成費)⑭そ

の他中央会が必要と認める経費  

補助率 

[中小企業者等] 

 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)  

[中小企業等による個別事業] 

 1/2以内(上限額50万円)  

[複数事業者による共同事業] 

 2/3以内(上限額100万円)  

申請期間 令和3年12月28日(火)まで 令和4年2月28日(月)まで 

申請方法 

①京都府テレワーク推進センターにお電話

の上、事業実施計画書をご提出ください。

[TEL:075-746-5252]提出後､個別訪問･電

話･オンライン･窓口相談等の方法により専

門家からのアドバイスを受けてください｡ 

②アドバイス内容を踏まえて交付申請書等

を作成し､京都府テレワーク推進センター

に提出してください(郵送又は持参)  

①京都府労働政策課にお電話ください｡

[TEL:075-414-5085]補助金申請のポイント

等について､個別訪問による専門家からのア

ドバイスを受けてください｡ 

②アドバイス内容を踏まえて交付申請書等

を作成し､京都府中小企業団体中央会に提出

してください(郵送または持参)  

 

お問合せ 
京都府商工労働観光部労働政策課 

℡075-414-5085  

京都府商工労働観光部労働政策課 

℡075-414-5085  
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【市補助金】城陽産業おうえん補助金 

対象者 

城陽市内に事業を行うための必要な

施設を有する中小企業者や個人事業

主の方 

対象事業 

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､自らが

策定したBCP 等に基づいて行う取組､

事業 

補助率 10/10以内(上限額10万円) 

締 切 令和3年9月30日(木)まで 

申請方法 

城陽市商工観光課へ申請用紙を提出

(持参･郵送･Fax･メール) 

〒610-0195 城陽市寺田東ノ口16･17 

Fax：0774-56-3999 

メール：shoko@city.joyo.lg.jp  

お問合せ 
城陽市役所まちづくり活性部 

商工観光課 ℡0774-56-4018 

新型コロナウイルス感染症関連 補助金 

【府補助金】京都エコノミック・ガーデニング支援強化事業

 Ⅰ事業創生コース Ⅱ事業化促進コース Ⅲ本格的事業展開コース 

対象者 
京都府内に本事業に係る製品開発､生産､営業等の事業活動を遂行する拠点を有する中小

企業者 

対象事業 

新規事業の見極め及びブ

ラッシュアップのためのテ

ストマーケティング等､事

業計画段階で必要となる取

組 (勉強会･研究会､セミ

ナ－､ワークショップ､市場

調査､その他調査､要素技術

の可能性検証､技術研修等)  

試作品･サービス等の開発､

テスト販売等による本格的

な市場調査･販路開拓等 

※本コース資金支援規模の

範囲内で､製品･サービス提

供まで可能な小規模開発･事

業展開案件も歓迎｡  

 

実用化に向けた応用研究･生産

技術開発､量産設備投資(生産

体制の構築､販売･サービス提

供の拠点整備等)､それらと連

動した販路開拓等(広報､需要

開拓等) 

※開発の実績･取組の蓄積等が

十分にあることが前提｡  

補助率 1/2以内(上限額100万円) 1/2以内(上限額1,000万円) 1/2以内(上限額3,000万円) 

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 

申請期間 令和3年6月1日(火)～7月30日(金)まで 

お問合せ 
(公財)京都産業21 事業成長支援部 ℡075-315-9425 

（月～金 8:30～17:15 ※土･日･祝日を除く) 

グループで取り組む事業 が 

対象の補助金はこちら 

 ＜中小企業協同型ものづくり支援事業補助金＞ ＜次世代地域産業推進事業補助金＞ 

対象事業 企業グループ･組合･企業単独 大学等研究機関が参画したグループ(産学) 

支援分野 
情報や機器の共有により生産性･競争力の

向上を目指す取組全般 

分野指定は無し(｢脳科学｣｢AI｣｢iPS細胞｣を

重点テーマとする) 

募集期間･対象期間･対象経費･補助率は､

上記補助金と同様です！ 
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補助期間 交付決定日～12か月間 

mailto:shoko@city.joyo.lg.jp
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新入会員募集中!! ～あなたの経営をサポートします～ 

 ワークとバケーションを組み合わせた造語で

あるワーケーションという働き方が注目されて

います｡都心のオフィスを離れて､どこか気に

入った地方で仕事をこなしつつ､例えば半日は休

暇として過ごすといった働き方です｡ 

 新型コロナウイルス感染症の影響で､テレワー

クによる在宅勤務が増え､オフィスに出勤する必

要がないなら､より環境の良い場所で働いてもい

いじゃないかという考え方です｡観光業が大きな

痛手を受ける中で､これを受け入れる地方にとっ

ても都市部から人がやって来て長期間滞在して

くれるメリットがあります｡また､将来的に移住

につながることも期待できます｡ 

 期待が高まる働き手や受け入れる地方とは対

照的に､働き手を雇う企業はそれほどワーケー

ションの導入に乗り気なわけではありません｡仕

事と休暇の線引きが不明確で､どこまで賃金を支

払っていいのか?働く場所を変えることで本当に

仕事の効率がアップするのか?といったことが今

ひとつはっきりせず､制度として取り入れるには

まだ二の足を踏むところが多いのが現実です｡ 

 ワーケーションにはさまざまな要素が含まれ

ているため､受け入れる地域の自治体の期待も多

方面にわたっています｡ワーケーションを推進し

たい自治体は増えていますが､その事業を担当す

る部署は､自治体によってバラバラです｡観光振

興の部署だけでなく､移住促進や関係人口増加を

担う部署が担当するところもあれば､和歌山県の

ように地域のIT産業育成と捉えて情報政策や産

業政策担当が受け持つ自治体もあります｡ 

 ただ､長い目で見れば､働き方改革の流れとIT

技術の進歩によって､働く場所に縛られないワー

ケーションは徐々に定着していくと考えられま

す｡そうなったときに､地方ではワーケーション

でやって来る人たちとどのように付き合ってい

けばいいのでしょうか｡ワーケーション研究の第

一人者である山梨大学の田中敦教授によれば､

ワーケーションをする人の中には､他人に干渉さ

れず仕事に集中したい“文豪タイプ”もいれば､

地域の人たちや文化･風土と交わりたいと考える

人もいるそうです｡また､一部の企業で見られる

ように､チームの結束を深めたり､発想や創造性

を刺激したりするために､働く環境を変える手段

としてワーケーションを捉えるところもありま

す｡地域課題の解決や､地域発の情報発信やもの

づくりのマーケティングなどで､その地域と関わ

りたいと考える人も少なくないそうです｡ 

 受け入れる側としては､単に通信ネットワーク

環境を整備したワーキングスペースを用意する

だけでは､仕事場からずっと離れない“文豪タイ

プ”の人しか来てくれない可能性もあります。

テレワーク前提のワーケーションでやって来る

人たちは､ITリテラシーが高い貴重な“よそ者”

です｡地方にとっては関わり方次第で単なる観光

客とは違ったメリットをもたらす人材だと考え

られます｡胸襟を開いて持続的な関係を築くこと

が､地域､働き手､企業にとって｢三方よし｣を実現

する方法だと思います｡ 

 

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する｡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)  
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新入会員募集!! 

詳しくは当所まで 

℡0774-52-6866 

     そが ゆうすけ 

 スタッフ 曽我 祐介 

お客様へのメッセージ 

 共済と健康経営の推

進に取り組んで行きま

す。よろしくお願いい

たします。 

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。 

        こしの よしこ 

 スタッフ 越野 美子 

お客様へのメッセージ 

 人生100年時代、他人

事ではない認知症。 

将来を見据えた、安心

確かな保障をご準備く

ださい。 
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 商品・サービスのＰＲには｢チラシ同封サービス｣をご利用ください！ 
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 ロボットが人間の生活にさまざまな影響を与

えており､今後はその影響が甚大なものとなって

いくと想定される｡例えば､2030年までにイン

ターネットにつながる機器･装置の数が5000億個

と､目にするほとんどの機器がインターネットに

つながること(=IoT)が予想されており､AIとビッ

グデータにIoTというキーテクノロジーが本格的

に加わるロボットはあらゆる産業､仕事､日々の

生活の隅々にまで影響を与えていくであろう｡ロ

ボット自体の進化も止まらない｡IoTによって､現

実世界で収集するデータ量が増加すると同時に

常時ネットにつながることでデータ収集の頻度

が高まり､データが多様化することで“ビッグ

データ”化し､データの重要性がこれまで以上に

高まっていく｡この結果､現実の世界のあらゆる

データがAIによって分析され､ロボットを進化さ

せていく｡ロボットの進化の鍵を握るのがAIの発

展であり､最終的には人間の脳の機能に限りなく

近づけること､自分で学習すること(=深層学習)

が研究者によって追求されている｡ 

 このようなロボットの進化は生活の利便性を

継続的に向上させていくことに加え､自動化に

よって労働環境が劣悪な仕事から労働者を解放

するというメリットを生み出す｡その一方､人間

特有の高度な能力､例えば“認識力”“思考力”

“判断力”“実行力”などは代替され､仕事を失

うという脅威につながる｡ここでの認識力とは課

題を認識する力､思考力とはデータあるいは情報

に基づいて考える力(分析力)･思う力､判断力は

認識力と思考力の総合力､実行力とは合理的に判

断して実行に移す力と定義できよう｡四つの能力

によって､人間とロボットは比較され､人間の

“弱み”とロボットの“強み”が明確になり､人

間にとってロボットの脅威は増すこととなる｡ 

 研究者の意見を整理すると､人間の弱みの原因

は人間の理性を上回る感情といえる｡上記の認識

から実行までの一連のプロセスが､その時の感情

によって大きく影響を受ける｡個々人の性格にも

よるが､自分にとって不都合な場合“課題を課題

と認識したくない”､“正しく考えたくない(自

己中心的な考え方)”との感情を持つことが多

い｡この結果“情報”および“データ”を自分に

とって都合の良い入手先から取得する傾向が強

くなる｡正しいか正しくないかではなく都合の良

しあしが判断基準となる｡データの厳格な収集基

準の維持と確立された分析方法の活用によって

得られる科学的な“エビデンス(証拠)”を重視

する科学者でも程度の違いはあれ感情が理性を

上回るケースもあると指摘する科学者もいる｡気

候変動､ゲノム編集､新型コロナウイルスのワク

チン開発などに厳格なモラルが求められる領域

においてもそのような傾向が見られるとしてい

る｡感情によって認識から実行に移すまで時間が

かかり､実行までにたどり着かないという非効率

さも生み出される｡翻ってロボットの“強み”と

しては､感情がないため人種差別､経済的格差な

どの意識もなく多種多様な情報を客観的･公平に

収集できること､インプットされた情報を即座に

分析してアウトプットすることが挙げられよう｡ 

 ただし前述の人間の弱みは人間の強みともい

える｡正しく考える(=公益を中心に据えた考え

方)ために､熟慮･熟考を重ねて認識から実行に移

すまで時間がかかり､実行にたどり着かない､あ

るいは別の行動を実行に移すことで成果を上げ

ることがある｡ロボットの強みも人間の感情に

よって影響を受ける｡製造する人間に悪意があれ

ば､過剰に自己中心的な思考に基づく情報を発信

する､あるいは偽の情報を創出することも可能と

なる｡人間は感情をコントロールしながら正しく

正確な情報を生み出し配信し続け､質の高い情報

をロボットにインプットし続ける必要があろう｡ 

 大量のデータを処理し､科学的根拠を必要とす

る領域ではAIは必要であるが､人間が知らない間

に未知の領域に踏み込ませ､不確実性を増大させ

るラビリンス(迷宮)に誘う危険性が高まる｡ロ

ボットの功罪=人間の功罪を理解した上でロボッ

トをブラックボックス化させないよう､人間とロ

ボットが共存していくことが重要であろう｡ 

 

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)  
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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。 
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活動報告 

城陽ドローン協会 設立報告 

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3年5月6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 

6月9日（水）13:30～16:00 

6月10日（木）13:30～16:00 

6月17日（木）13:30～16:00 

6月18日（金）13:30～16:00 

  

 

 

 

 令和３年度通常総会を書面決

議にて開催し、原案どおり異議

なく承認されました。 

役員は以下の通り。 

■役員 

【会  長】久保 静代   

【直前会長】久保  紀子 

【副 会 長】奥村いず美（新） 

【副 会 長】北川 美子    

【副 会 長】西田 詔子    

【副 会 長】山縣 和子    

 

【理  事】 天本恵美子   

【理  事】 牛島百合子   

【理  事】 梅川 嘉子    

【理  事】 岡田 隆代    

【理  事】 奥西貴代美       

【理  事】 笹井かち子    

【理  事】 塩田 昌代    

【理  事】 戸田 慶子    

【理  事】 中村 水り   

【理  事】 東本 純子   

【理  事】 平岡 孝子   

【理  事】 堀井須也子   

【監   事】 奥田 倫子    

【監    事】 吉田恵里子 (新) 

 5月12日(水)奥田敏晴市長に

｢城陽ドローン協会｣の設立を 

報告｡様々な分野でドローンの

普及が急速に進む中､協会と市

内企業や行政との連携､ドロー

ンの産業利用の必要性を訴えま

した｡市と協会は近く､各社の操

縦技術や機体性能を活かした災

害協定を結ぶ方針です｡ ▲ ドローンを手にする奥田市長と協会役員 

宇治公衆衛生協会 

 宇治公衆衛生協会城陽支部の

令和３年度通常総会を書面決議

にて開催し、原案通り承認され

ました。 

 支部長に、吉田忠康氏（㈲京

都八百忠）が再任されました。 

訃報 

 当所参与である久保稔氏(㈱

クボ)が､去る４月１９日にご逝

去されました。 

 故人におかれましては､当所

設立当時より役員を歴任され､

平成７年１０月より監事､平成

１６年１１月より副会頭､平成

２２年１１月より参与にご就任

頂いておりました。 

 長年に渡り､城陽市の商工業

の活性化と､当所の活動にご尽

力を賜りまし

たことに深く

感謝申し上げ

ますとともに､

心よりご冥福

をお祈り申し

上げます｡ 
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 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】 

① 6月26日（土）18時30分～ 

VS ファジアーノ岡山 

☆申込締切6月17日（木） 

② 7月3日（土）18時30分～ 

VS Ｖ・ファーレン長崎 

☆申込締切6月24日（木） 

 

「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。 

HIROカイロプラクティック 

(繁栄) 

 会員データ [院長] 石井 博 [住所] 宇治市羽戸山3-1-217 [営業時間] 10～19時  

             [定休日] 不定休 [Tel･Fax] 0774-31-5565 [Mail] johdo77@gmail.com     
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文パルチケット情報 

ｺﾝｻｰﾄ 水谷千重子ありがとうコンサート 

日時 8月22日(日) 

   14:00～ 

会場 プラムホール 

料金 4,000円 

       ↓ 

   3,600円 

演奏会 

日時 7月25日(日) 

    15:30～ 

会場 プラムホール 

料金 5,800円 

       ↓ 

   5,220円 

みんなで“京都サンガF.C.”を応援しよう！ 

 日時 7月3日(土) 

 ①12:00 ②15:30 

会場 プラムホール 

料金 4,500円 

      ↓ 

   4,050円 

お笑い よしもとお笑いライブin城陽2021 

 平成23年3月開業の

HIROカ イ ロプラク

ティック石井博です｡

カイロプラクティッ

クは、1895年にアメ

リカで誕生した骨格

矯正の整体で、矯正

に加え運動・食餌・

睡眠環境を含めた総

合的で根本的な予防

医学です。私が所属しているJCA(日本カイロプ

ラクティック連合会)の施術は、テキサスカイロ

プラクティック大学の最新技術がメインです

が、患者さまの症状に応じてオステオパシー、

筋膜リリース、日本独自の操体法なども用いて

おり、どなたさまにも安心して施術を受けてい

ただけます。腰痛、肩こり、膝痛などの治療に

加え、ダイエットや美骨トレーニング、ヘッド

スパといったプログラムもご用意しております｡ 

 施術院での対応に加え訪問施術も可能です。

また企業様のニーズに応じた福利厚生としての

定期施術、健康講座サービスもございますので

社員様の満足度や定着率・仕事効率向上など、

健康経営にお役立て下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 「健康であればこその充実人生」という健康

投資の考え方を支援しております。各種体験会

や１日セミナー(ご家庭に１人の施術者養成)、

無料健康講座(お話と体験)なども実施しており

ますので、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。 

▲1人1人に合わせた施術を行います ▲健康予防をサポートします 

ＨＰは 

こちら♪ 

産業会館 貸会議室の利用停止について 

 緊急事態宣言の延長､ならびに京都府による緊急事態措置を

受け､【6/20(日)】まで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｡ 

 また、新型コロナウイルスワクチン接種会場との兼ね合いに

より､【2022/1/23(日)までの土･日･祝日】に関しては､閉館と

させていただきます。 

 ご利用の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが､ご理解･

ご協力をいただきますようお願い申し上げます。 



 ( ) 令和3年6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434号 

 
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。 

10 

｢城陽市プレミアム付商品券２０２1｣購入申込開始! 

 新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ地域の消費喚起を目的に、｢城陽市プレミアム

付商品券2021｣を販売します。購入は事前申込制ですので､【専用サイト】もしくは｢広報じょうよう 

2021年6月1日号｣とともに投函されている【購入専用ハガキ】へ必要事項をご記入のうえ、郵送にて

お申し込みください。  申込＆取扱店舗一覧は 

専用サイトにて！ 
★参加店登録をご希望の方は、 

当所【振興課】までご相談ください ℡52-6866 

経済センサス-活動調査 について 

 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

場合がありますので、調査への回答のご協力

をお願いいたします。 

経済センサス 検索 

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

算定基礎届の提出について 

 毎年7月は「算定基礎届」の提出月です。事業

所の所在地を管轄する事務センターまで郵送して

ください。記入方法や詳細については、日本年金

機構のホームページをご覧ください。 

【提出期間：7/1(木)～7/12(月)】 

算定基礎届 検索 

https://www.nenkin.go.jp/

労働保険年度更新のお知らせ  

 ｢令和3年度分の概算保険料｣と｢令和2年度分の確定保険料｣､

｢一般拠出金｣の申告納付期間は【2021/6/1(火)～7/12(月)】で

すので､お早めに手続きをお願いします｡申告書は管轄の労働局

や労働基準監督署へ郵送いただくほか､｢口座振替｣や｢電子納付｣

でも受付が可能です｡ 

 尚､新型コロナウイルス感染症等の影響により､労働保険料等

の納付が困難な場合には､労働保険料等の猶予制度が受けられる

場合がありますので､ご検討される際には一度ご相談ください｡ 

【担当:指導課】 

“口座振替” 

“電子納付” 

の案内は 

こちらから 

▼ 


