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心の傷を時間が癒やしてくれる。 

自然があなたを癒やしてくれる。      

    

        書道家 

        武田 双雲   

新型コロナウイルス感染症関連 府協力金 

７ 
２０２１ 

対象期間 

①令和3年4月25日(日)0時～5月11日(火)24時 

②令和3年5月12日(水)0時～5月31日(月)24時 

③令和3年6月 1日(火)0時～6月20日(日)24時 

対象施設  

【飲食店等】 

飲食店､喫茶店(宅配･テイクアウトサービスは除く)､

カラオケボックス等(食品衛生法の飲食店営業許可を

受けている店舗) 

【飲食店以外】 

カラオケ店(食品衛生法の飲食店営業許可等を受けて

いない店舗)､特定大規模施設の運営事業者､テナント

事業者､非飲食業カラオケ事業者､映画配給会社 

支給額  

【飲食店等】 

＜中小企業＞売上高に応じて1日4万円～10万円 
※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 

＜大企業＞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－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】 

施設により算出方法が異なりますので､要項や京都府

ホームページにて詳細をご確認ください｡ 

申請期間  

【飲食店等】 

①② 4/25～5/31 実施分：7月8日(木)まで  

③  6/1 ～6/20 実施分：8月2日(月)まで 

【飲食店以外】 

・特定大規模施設の運営事業者：7月19日(月)まで 

・テナント事業者､非飲食業カラオケ事業者､映画 

配給事業者：8月2日(月)まで 

申請方法 WEB申請、郵送による申請 

■京都府緊急事態措置協力金(4/25～6/20実施分) 

■京都府緊急事態措置協力金(6/21～7/11実施分) 

対象期間 令和3年6月21日(月)0時～7月11日(日)24時 

対象施設  

飲食店(居酒屋を含む)､喫茶店等(宅配･テイクアウト

サービスは除く)､遊興施設(接待を伴う飲食店等)で､

食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗  

支給額  

＜中小企業者＞2.5万円～7.5万円/日(売上高による) 

＜大企業＞①②どちらか低い金額(上限額20万円/日) 

⇒①令和2年又は令和元年の時短要請月の1日当たり

の売上高減少額×0.4/日 ②令和2年又は令和元年の

時短要請月の1日当たりの売上高×0.3/日  

協力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 

 協力金のお問い合わせは… ※月～土 9:30～17:30 (日･祝日を除く)  

 ◇協力金コールセンター(飲食店等)  TEL:075-365-7780  
 ◇大規模施設等協力金コールセンター TEL:075-252-1330  
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新型コロナウイルス感染症関連 国支援金・府補助金 

対象者 

以下条件をいずれも満たす者 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/地域を問わない 

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] 令和3年8月15日(日)23時59分まで 

 [6月分]  令和3年7月1日(木)～8月31日(火)まで 

 [7月分]  令和3年8月1日(日)～9月30日(木) 

申請方法 

WEB申請 ※一時支援金又は月次支援金を受給された方は､2回目以降の申請手続きを 

一部省略していただけます(事前確認･書類の添付等)｡マイページへのログイン後､ 

＜STEP5＞から申請を始めてください｡ 

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(4～7月分) 

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｡  

対象者 飲食店／商店街やショッピングモール内のテナント等､不特定多数の者が来店する店舗 

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 

(1)CO2濃度モニタリング協力店登録事業(協力店登録) 

《延長》令和3年7月8日(木)まで 

申請期間   
(1)CO2濃度モニタリング事業 

①機器整備補助金 《延長》令和3年7月8日(木)まで 

②CO2濃度データ提供協力金 

【飲食店等】令和3年10月1日(金)～令和4年1月17日(月) 

【商店街･ショッピングモール等】令和3年11月1日(月)～令和4年1月17日(月)  

申請方法 WEB申請、郵送による申請 

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《対象者拡充･申請期間延長》 
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新型コロナウイルス感染症関連 国補助金・市補助金 

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 

【国補助金】小規模事業者持続化補助金＜一般型＞ 

【市補助金】城陽産業おうえん補助金 

対象者 城陽市内に施設を有する中小企業者、個人事業主 

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 

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 

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 2/3以内(上限額50万円) 締 切 【第6回】令和3年10月1日(金)まで 

お問合せ 
小規模事業者持続化補助金＜一般型＞補助金事務局 

℡03-6747-4602（月～金 9:30～12:00、13:00～17:30 ※土･日･祝日を除く） 

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(オンライン等にて行われる展示会等に限る)

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 

⑫感染防止対策費  

補助率 3/4以内(上限額100万円) 締 切 【第2回】令和3年7月7日(水)まで 

お問合せ 
小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞コールセンター 

℡03-6731-9325（月～金 9:00～18:00 ※土･日･祝日を除く） 

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 
事業再構築補助金コールセンター 

℡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＞ 

【国補助金】事業再構築補助金（複数回実施） 
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第７３回 通常議員総会開催 ～事業報告並びに収支決算を承認～ 

総括的概要【報告書より抜粋】 

 2019年に新型コロナウイルスの最初の症例が

中国で確認されて以降、世界経済は急速に悪化

し、多くの国々では感染の抑制を目的とした渡

航制限や外出制限等が実施されるなど、人とモ

ノの流れに変化が見られることとなりました。

このように、コロナの拡大は需要低迷と供給低

迷が相互に作用する状況となり、東日本大震災

のような災害やリーマンショックのような金融

危機とは異なる、全く新しい種類での経済への

打撃となり、対面接触を行うサービス業を中心

として雇用に大幅な影響を及ぼす事態となりま

した。その結果、世界的に人・モノの動きや経

済活動が制限される中で、経済は歴史的な低迷

に陥っている状況であります。 

 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・少子高齢化対

策、災害への備え、財政基盤の強化など多くの

課題がある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、新名神高速道

路の令和5年度末全線開通という大きな変革を控

え、今後近畿圏と中部圏をつなぐ広域的な交通

の要衝となることから人とモノが行きかうハブ

都市として「ＮＥＷ城陽」の実現に向け様々な

施策を講じた新たなまちづくりを進めておられ

るところです。 

 当商工会議所におきましては、令和2年1月か

ら「新型コロナウイルス特別相談窓口」を開設

したことをはじめとし、国・府・市からの各種

補助金や助成金、給付金等の相談受付並びに緊

急貸付などにより、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。 

 毎年、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｣や、当所会員が

一同に会し、会員相互の親睦と交流を図ってい

ただいております「会員大会」をはじめとした

各種事業を感染症拡大防止のため中止いたしま

したが、感染症との長い戦いに向けて、当時商

品が不足しておりました「非接触型体温計」を

職員により全会員事業所へ配布するとともに状

況の把握のため感染症に関するアンケートにご

協力いただき関係資料として活用させていただ

きました。 

 そのような状況の中、会員の皆様によりきめ

細かな情報をスピーディーに発信できるように

ホームページをリニューアルし、また現在では

「LINE公式アカウント」を開設しております。 

 また、会議やセミナーについては、従前どお

り、より多くの会員の皆様にご参加いただける

ように密を避けるための広い会場での実施や、

オンラインでもご参加いただけるハイブリッド

でのセミナー実施などの工夫を凝らして実施さ

せていただきました。 

 そのほかの主な事業の取り組みとしては、新

型コロナウイルス感染症により落ち込んだ、地

域における消費を喚起することを目的に「城陽

市プレミアム付商品券2020」発行事業を行い、

総額６億５千万円の消費喚起につなげることが

できました。<次頁へ続く> 

 6月10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73回通常議員総会提出議案について  

□令和3年度永年勤続優良従業員表彰について 

□退任議員･専門相談員に対する感謝状の贈呈に

ついて 

□委員会委員の一部変更について 

□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2021について､城陽市プレミアム付商品

券2021発行事業について､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(木)文化パルク城陽ふれあいホールに

て、第73回通常議員総会を開催。概要は次の通

り｡ 

□第1号議案 

 令和2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｡新常議員には､京都金銀糸振興協

同組合理事長の﨑川武雄氏が選任されました｡ 
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 １．京都府知事表彰 
  （当所役員として10年以上在職） 

  松原 春生 氏、古賀 大伸 氏 

  藤井 正泰 氏、木引 一眞 氏 

 

 ２．退任議員感謝状 
  相澤 博 氏、 牛尾 哲也 氏 

 

 ３．退任専門相談員感謝状 
  村瀬 研次 氏 

 

４．永年勤続優良授業員表彰 
 

 ＊日本商工会議所会頭・城陽商工会議所会頭 

  連名表彰(30年表彰)   ･･･3事業所 16名 
 

 ＊城陽市長表彰(20年表彰) ･･･11事業所 23名 

 

 ＊城陽商工会議所会頭表彰(10年表彰) 

              ･･･20事業所 47名 

 

 

 ～事業所別被表彰者数～ ※五十音順 

【伊賀屋食品工業株式会社】10年2名、20年3名 

【イズミヤ株式会社大久保店】10年3名 

【京南通信工業株式会社】10年1名 

【株式会社サワダ寝具工業】10年2名、20年1名 

【城陽富士工業株式会社】10年1名、20年3名 

【星和電機株式会社】30年14名 

【株式会社デューイテクニカル】10年1名 

【株式会社ナクアス】10年1名、20年1名 

【日本観光ゴルフ株式会社】10年6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】10年2名 

【HILLTOP株式会社】10年3名、20年3名 

【富士高分子株式会社】10年4名､20年4名､30年1名 

【株式会社藤清】20年1名 

【株式会社碧翠園】10年2名、20年1名 

【豊味食品株式会社】10年2名、20年3名、30年1名 

【株式会社堀井製作所】20年1名 

【松元工業株式会社】10年1名 

【丸江伸銅株式会社】10年2名 

【特定非営利活動法人水度坂友愛ホーム】10年6名 

【株式会社都給食】10年2名 

【株式会社モリタ】10年2名 

【有限会社山田商店】10年3名、20年2名 

<前頁より> また、毎号市民や商業者に大変好

評を得ております｢城陽日和｣の発行や、市内工

業の情報誌｢フォルテシモ｣の発行に加え、地元

消費の拡大、地域経済の活性化のために実施し

ております｢大謝恩フェア｣・｢わくわくセール｣

事業は、本年度は1口目の参加料を無料とし、よ

り多くの皆様にご参加いただけるように募集し

た結果、例年以上の事業所にご参加いただき実

施することができました。 

 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。 

令和３年度 表彰式 被表彰者・事業所名簿 

 6月24日(木)通常議員総会に先立ち､令和3年度 表彰式を開催いたしました。93名の受賞者の皆様、 

誠におめでとうございます。 

▲京都府知事表彰 

 京都府山城広域振興局 稲垣局長(左)、松原氏(右) 

▲日本商工会議所会頭感謝状・城陽商工会議所会頭感謝状 

 城陽商工会議所 堀井会頭(左)、相澤氏(右) 
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会議所だより（本誌）広告主を募集中！ 
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新入会員情報【令和3年3月15日～令和3年6月9日】 ※掲載を承認された方のみ 

事業所名 地区 業種 

にじの木 青 谷 パン製造、販売 

HIROｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸ 市 外 整体業 

(有)アドホックアネックス 久津川西 美容室 

(株)ほけんプラザ 久津川西 保険代理業 

中松不動産ポインセチア(株) 久津川西 不動産業 

I-MOGAN(株) 市 外 建設業 

GOOD IRON（株） 久津川西 鉄鋼業 

東京靴流通センター城陽店 寺田北 靴 小売 

天鳳 富野西 中華料理 

造形絵画教室 

こどものひみつ基地 
寺田東 造形絵画 

事業所名 地区 業種 

(株)日本旅行 京都四条支店 市 外 旅行業 

(株)日本ティピカル 市 外 
管工事(業務用エアコン 

入替・修理・洗浄他） 

クールカレアン(株) 富野東 レディースウェア 

林工業 寺田南 解体業 

(株)京都山城スポーツクラブ 市 外 
サッカークラブ経営 

スポーツ教室運営 

bain marie 富野東 小売業 

(株)シード（Seod hair) 富野東 美容業 

(株)南星 富野東 土木建設業 

A.Fフォトスタジオ 久津川東 写真撮影 

 営業時間 ２０:００～２４：００  
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新入会員募集中!! お問い合わせは当所まで (℡0774-52-6866) 
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 神奈川県横須賀市の中心市街地にある京浜急

行電鉄横須賀中央駅では､発車メロディーで山口

百恵さんが歌った｢横須賀ストーリー｣の一節が

流れます｡多くの楽曲にうたわれた横須賀も近年

は人口が減少しており､住むまちとしての地域活

性化にあれこれ取り組んでいます｡ 

 横須賀のご当地ヒット商品といえば､よこすか

海軍カレーやスカジャンが代表的です｡古くは江

戸時代の鎖国から開国を促したペリー来航の地

である浦賀や､上陸地の久里浜も横須賀市です

し､現在も海上自衛隊や米海軍の基地などがあり

ます。 

 海軍カレーはこうした歴史や風土を踏まえて

企画されたもので､海上自衛隊の船舶や潜水艦な

どの乗組員向けに出されているカレーのレシピ

に基づいて商品化されています｡これまでの横須

賀が持っているストーリーと手軽にさまざまな

バリエーションのカレーが食べられるという現

代の食生活のニーズが合致していることから､シ

リーズで数十種類が発売されるヒット商品に育

ちました｡ 

 横須賀市ではこうした軍艦や基地といったミ

リタリー調のブランドイメージだけでなく、風

光明媚(めいび)な海の景色や三浦半島の豊かな

野菜などの地域資源をもっと広く知ってもらえ

るような､地域を代表する新しい土産品をつくり

たいと考えています｡ 

 市の関係者とあれこれ話していて感じたのが､

将来的に人口減少に歯止めを掛けたり､持続的な

関係人口を増やしたりするには､現在の｢クール｣

や｢かっこいい｣「強い｣といったイメージだけで

なく､広く若い世代の女性やファミリー層の興味

を引く｢おしゃれ｣や｢かわいい｣｢癒やし｣といっ

た要素も重要になってくるのではないかという

点です｡現状では､まち歩きをしていてもこうし

た要素を感じさせるものはあまり見掛けません｡ 

 商品企画や販促を考えるとき「ストーリー」

が大切だといわれます。ストーリーの中身は商

品・サービスが生まれたいきさつや背景、そこ

に込められたつくり手の思いや技などさまざま

です。こうした情報が伝わることで、消費者の

心の中に驚きや共感、敬意や感動が生まれま

す。重要なのは、ストーリーを受け取る消費者

が心を動かすポイントは、必ずしもつくり手が

良いと思っていることそのままではないという

ことです。同じ内容のストーリーでも伝える相

手が違えば、伝え方も心に響くポイントも違っ

てきます。 

 ですから新しいストーリーづくりのために地

域資源を調べるときは、それが持つ歴史的価値

や希少性だけでなく、伝えたい消費者がどんな

暮らしをしていて、そのストーリーからどんな

驚きと感動を感じてもらえるかを念頭に置いて

発掘する必要があります。 

 そんな視点で横須賀のまちをいろいろと歩い

てみたら、興味深いものがたくさん見つかりま

した。中には地元の人には当たり前過ぎてス

トーリーを持っていると意識されていないもの

もありました。消費者目線でじっくりと育てて

いけば、遠くない将来、「これっきり」ではな

い新しい横須賀ストーリーが生まれてくるだろ

うと感じました。 

 

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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 GW明け以降､インフレ懸念の高まりから米国

の金融資本市場が不安定になり､日本を含む世界

各国の市場に影響を与えている｡米国の労働省が

5月12日に公表した4月の米消費者物価指数(CPI)

が前年同月比4.2%上昇と2008年以来の大幅な上

昇を示し､昨年のコロナ禍の落ち込みの反動から

想定以上の上昇となったことで､インフレ懸念が

高まったといえよう｡当面はインフレ懸念から金

融市場の不安定さは続くと考えられる｡4月27･28

日に開催された米国FOMC(連邦公開市場委員会)

の声明文では､経済の現状や見通しに関して上方

修正し､足元の景気回復が上々の出来であったと

判断したといえるが､1月にパウエル議長が時期

尚早としたテーパリング[注1]の議論の開始時期

を巡って見解の差異がある点 は注意を要する｡

13年のように､テーパリング議論の開始に関して

市場が織り込み切れていなかったことによる混

乱を回避するためには､FRB(連邦準備制度理事

会)が市場と適切なコミュニケーションを取れる

かが鍵となろう｡これに加え､主要国のインフレ

率やその展望も異なり､テーパリングの開始時期

に差が出てくる兆しがある｡このため当面は金融

政策の転換時期などに対する期待に各国間で差

が生まれることで､金融市場は不安定となる状況

が続こう｡ 

 とはいえ､インフレ懸念が高まる以前の金融市

場は､各国･地域において積極的な財政･金融政策

が継続する中､新型コロナウイルス感染症のワク

チン普及への期待や政治情勢を巡る不透明感の

後退などから株式市場や新興国への資金流入が

急拡大した｡この積極的な財政･金融政策の恩恵

を受けてきたのが､超富裕層であり､ビリオネア

(10億ドル以上の資産を持つ超富裕層)･ブームと

なっているとの指摘もある｡4月6日に公表された

米国の経済誌フォーブスの2021年版の世界長者

番付(World's Billionaires)によれば､その数はグ

ローバルベースで前回から660人増えて2755人と

なり､資産額も8兆ドルから13.1兆ドルに膨れ上

がった｡富の集中が進み､資産格差が拡大してい

る証拠といえよう｡ちなみに中国(香港とマカオを

除く)のビリオネアの増加が最も多く､前年比238

人増の626人となった｡実に36時間に1人という割

合でビリオネアが生まれた計算になる｡ 

 ただし､ビリオネアの大幅な増加に伴う格差の

問題は氷山の一角であり､コロナ禍以前の通常の

世帯レベルでも格差は拡大していた｡例えば､所

得格差が相対的に大きいといわれる米国の1990

年から2019年の過去30年の所得階級別世帯数[注

2]を見ると､中間所得層(5万ドル以上7.5万ドル未

満)の世帯数の比率が1990年の19.5%から2019年

には16.5%と低下した｡低所得層(1.5万ドル以下)

の世帯数の比率は11.1%から9.1%に低下する一

方､高所得層(20万ドル以上)の比率が3.7％から

10.3%に上昇した｡全世帯の所得の中央値は5.7万

ドルから6.8万ドルに増加する中､低所得者層の比

率がいくばくか低下したが､高所得者層の比率は

3倍となり､普通の世帯レベルでも所得格差が広

がっていたといえよう｡ 

 一方､日本の状況はどうであろうか｡過去30年

の所得階級別世帯数[注3]を見ると､米国と同様

に中間所得者層(500万円以上750万円未満)の世帯

数の比率は1990年の24.6%から2018年の20％に低

下した｡ただし､高所得者層(2000万円以上)の比率

が1.5%から1.2%に低下し､低所得者層の比率は

9.3%から12.7%に上昇した｡全世帯の所得の中央

値が500万円から437万円に低下する中､富裕層は

富裕化しておらず､貧困層がより貧困化している

といえよう｡所得階級を問わず所得の水準が落ち

てきており､米国よりも状況は深刻と捉えること

もできる｡その一因として金融市場の上昇相場の

恩恵を受けてこなかったことも指摘できよう｡従

前から言われていることではあるが､貯蓄から投

資への資産形成の流れを本格化しないと､上記の

問題がより深刻さを増すことが懸念される｡平均

的な所得水準の世帯が､適切なリスクを取って金

融市場の上昇相場の恩恵を受ける資産形成の環

境を創出する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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最新のお役立ち情報は、当所ホームページでもご確認ください https://joyocci.or.jp/ 
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活動報告 

城陽ドローン協会 

 6月7日(月)～6月21日(月)の

期間中、部会総会を書面決議に

て開催し、原案通り承認されま

した。 

 今回の役員改選に伴い、新た

に選任された役員は次の通り｡ 

・部 会 長：﨑川 武雄 氏(新) 

(京都金銀糸振興協同組合／㈲アクト崎川) 

・幹  事：戸山 秀樹 氏(新) 

(弘和産業㈱) 

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6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 

7月14日（水）13:30～16:00 

7月8日（木）13:30～16:00 

7月15日（木）13:30～16:00 

7月16日（金）13:30～16:00 

 6月24日(木)、城陽市と｢災害

時等における無人航空機の運用

に関する協定｣を締結。今後は

災害などの緊急時、市からの要

請に応じ出動するほか、平時に

も市民の安心・安全に寄与して

いきたいと考えております。 

 6月11日(金)、全会員が出席

し、令和3年度通常総会を開催

し、事業報告・決算並びに新年

度の事業計画予算が承認されま

した。 

 また役員改選に伴い永年にわ

たり会長として尽力された松原

春生氏(㈱松原造園)が勇退され､

新たに後藤勇一氏(後藤造園)が

新会長として選任されました。 

 6月4日(金)、令和3年度通常

総会を書面決議を併用して開催

し、全議案原案通り承認されま

した。 

 なお、役員改選に伴う新三役

は次の通り｡ 

・理 事 長：北村 彦治 氏(新) 

(きんきグリーン㈱) 

・副理事長：山本  浩 氏(再) 

(都造園土木㈱) 

・副理事長：田中 満穂 氏(新) 

    (石豊造園土木㈱) 

 

 

 6月2日(水)オンライン(Zoom)

にて、行政と企業の意見交換会

｢城陽の新しい風会議｣を開催し

ました。城陽市の荒木正人理事

をはじめとする6名の職員の皆

様にご参加いただき、総勢36名

参加のもと、｢変わりゆく城陽

市の街並みと目指すべき将来

像｣をテーマに、官民の垣根を

越え、地域の持続的発展のため

熱い議論を交わしました。 

 今後も継続して城陽市と連携

を深め、地域の課題解決を図っ

てまいります。 

 ▲オンライン配信の様子 

経営に関するご相談は、お気軽に当所(℡0774-52-6866)まで。 

金糸部会 京都山城造園協同組合 城陽市造園建設業協会 
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１．推薦できる方 ※自薦はできません 

 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 

２．表彰対象 
（１）技能功労者 

 技能者として特に功労があったと認められ､ 

 令和3年11月1日現在において次の要件を全て 

 満たす者 

 ①城陽市内に5年以上居住する満60歳以上の者 

 ②城陽市内で5年以上同一の職業に従事し､その 

  職において30年以上の実務経験を有する者 

 ③極めて優秀な技能を有し､他の技能者の模範 

  と認められる者 

 ④引き続きその職業に従事し､当該職業の指導 

  的立場にある者 

（２）優秀技能者 

 技能者として優秀と認められ､令和3年11月1日 

 現在において次の要件を全て満たす者 

 ①城陽市内に5年以上居住する満30歳以上の者 

 ②城陽市内で5年以上同一の職業に従事し､その 

  職において10年以上の実務経験を有する者 

 ③一級技能士若しくは単一等級技能士又はこれ 

  と同等以上の技能を有する者 

 ④引き続きその職業に従事する者 

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生産工程職､機械運転職､情報処理技術･通信 

  技術職など 

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 

 所定の推薦書を､令和3年8月31日(火)までに 

 城陽市商工観光課にご提出ください（推薦書は 

 城陽商工会議所、もしくは城陽市商工観光課に 

 てお渡しいたします） 

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 

 ＨＰ：https://www.city.joyo.kyoto.jp/   

    joint/0000002275.html 

 

 

 

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～ 

 城陽市技能功労者､優秀技能者を募集しています｡ 

各分野の技能の名人､優秀な技能者をご推薦ください｡ 

         むらた せいこ 

 スタッフ 村田 成子 

お客様へのメッセージ 

 アクサ生命は【健康づ

くり】と【ワーク・エン

ゲイジメント】の両輪で

企業をお守りします。  

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。 

       かい まさき  

 スタッフ 甲斐 眞樹 

お客様へのメッセージ 

 保険の力で経済的な

保障と安心をお届けで

きるよう感染防止対策

を徹底し活動していき

ます。 

市のホームページにて 

詳細をご確認ください！ 

～ 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 

当所ＬＩＮＥアカウントから、補助金・協力金・セミナー等の最新情報をお知らせします!  
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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！(応募制) 

 当所会員事業所の事業者･家族･ 

従業員等の皆様が応募対象です。 

 

◇申込方法 

 ｢事業所名｣｢氏名｣｢電話番号｣と 

ご希望の｢試合日｣を電話(52-6866)

または、FAX(52-6769)にてご連絡 

ください｡【担当:振興課】 

 ① 7月17日（土）18時30分～ 

VS アルビレックス新潟 

☆申込締切 7月8日（木） 

 ② 8月9日（月祝）18時30分～ 

VS ＦＣ町田ゼルビア 

☆申込締切 7月29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。 

造形絵画教室こどものひみつ基地 

(繁栄) 

 会員データ [代表] 藤兼和子 [住所] 城陽市寺田水度坂15-114(アクティ城陽商店街内)  

            [Mail] kodomo.no.himitsu.kichi@gmail.com [Tel] 090-8167-1171     
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文パルチケット情報 

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 

みんなで“京都サンガF.C.”を応援しよう！ 

 

ｺﾝｻｰﾄ 水谷千重子ありがとうコンサート 

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 

 ｢ふつうになろうと思わなくていい｡そのまま

でいい｡」ワクワクする創造体験と､チャレンジ

をした経験や出来上がる達成感が自信につなが

る。このモットーを掲げ､2014年～高の原•山科

で造形絵画教室をスタートし､昨年2月に念願

だった地元城陽市で｢城陽教室｣を開講しました｡

幼児から小学生の子どもたちに｢つくるっておも

しろい｣と感じてもらえるよう､そして昨年から

はコロナ禍ということもあり､アートを通して人

を元気にする｢魅せるアート活動｣にも積極的に

取り組んできました｡TWINKLE JOYOや文化パルク

での作品展､市の企画にも協力させて頂く等､ 

つくる楽しみや楽しませる喜びを子どもたちと

ともに実感しています。 

 

 

 

 

 

 

『こどものひみつ基地』の子どもたちは､元気と

アイデアで溢れています｡今後､城陽市の企業や

団体の皆様とも｢〇〇×こどもアート｣といった

おもしろいことが出来たらと思っております｡ 

※追記：廃材等を使った工作も行います｡｢使え

そう？｣と思うモノがあれば､子ども達と喜んで

使わせて頂きますので､ぜひお声がけください｡ 

ＨＰは 

こちら♪ 

日時 8月20日(金) 

 ①10:30 ②14:00 

会場 プラムホール 

料金 900円 

      ↓ 

   810円 

シネマ 心の傷を癒すということ 

「城陽日和」 掲載店を募集します！ 

 令和3年10月中旬頃に発行を予定しております 

『城陽日和』の掲載店を募集いたします。当所の 

会員で、城陽市内に店舗がある方が対象です。 

 

◇掲載料：１ページ  ２万円 

     2/3ページ １万円 

     1/3ページ 無 料 

◇締 切：7月30日(金)まで  

  【詳細：本誌 折込チラシにて】 

ＷＥＢ版は 

こちら！ 
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労働保険 年度更新について 社会保険料 算定基礎届について 

 本年度の｢算定基礎届｣の提出期間は【7/1(木)

～7/12(月)】となっておりますので､お忘れの無

いようにご提出ください。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。 

 

 ｢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【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 

監督署へ郵送するほか､｢口座振替｣ 

や｢電子納付｣も可能です｡ 

第４２回ＪＯＹＯ産業まつり～出展者・出演者募集～ 

❖内  容：ジャンルは問いません。ステージに係る経費は原則出演者負担。※雨天の場合は中止 

❖出演時間：約20分 

❖対  象：城陽市在住又は勤務されている方が含まれており、当所が認めたもの。 

❖対  象：城陽市内の商工業団体または、当所会員事業所であって当所が認めたもの。 

❖出 展 料：1ブース10万円(縦3.6m×横5.4m） 

❖要  件：＜飲食関係の出展について＞ 

     新型コロナウイルス感染防止の観点から、会場内での調理行為･加工(パック等を含む)を 

     伴う出展内容及び試食行為を不可といたします。飲食品は持ち帰りが出来る形態の物販 

     のみ販売可能とします。(産業まつり会場内は飲食行為を禁止いたします) 

     ※詳細は、当所ホームページより｢第42回JOYO産業まつり出展規約｣をご確認ください。 

水上ステージ出演者募集！ 

ブース出展者募集！ 

※プラムホールの出演者募集はございません 

イベント中止のお知らせ 産業会館 貸会議室の利用について 

 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(木)～ 

 7/7(水)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 

 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【令和4年1月23日(日)】までの期間

の土・日・祝日については、貸会議室のご利用を 

停止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よろし

くお願い申し上げます。 

イベントや各募集情報は、当所ホームページでもご確認いただけます https://joyocci.or.jp/ 


