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 努力は、心から楽しめれば 

 苦ではない。 

 最高の遊びとなる。 

       書道家 武田 双雲   

ゆとりある マナーで春めく 京のまち 城陽署 

２０２０ 

４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） 

ぜひご活用ください！ 

 4月1日より、当所ホームページをリニューアルしま

した。スマホやタブレットにも対応し、よりご利用頂

き易くなりました。これからも有益な情報を発信して

まいりますので、今後の経営にお役立てください。 

           

対象者 

城陽市内に主たる事業所(団体)等を有し新型コロナウ

イルス感染症の影響により売上が減少している中小企

業･小規模企業等。 

対象事業 
新型コロナウイルス感染症への対応として行う設備導

入や事業継続･売上向上につながる取組(事業)等。  

具体的な 

対象経費 

◆新型コロナウイルス感染症のさらなる拡大を防ぐた 

 めの取組に係る経費 

・テレワークの実施に係るソフトウェア等の導入経費  

◆ 売上向上や販路開拓に向けた取組に係る経費  

・インターネット販売の強化に要する経費  

・ケータリングやテイクアウト事業の開始に伴い、保 

 冷車や容器、食器等の購入経費  

・のぼり旗等の作成経費  

・新聞折込み、チラシ作成、HP作成に係る経費  

・集客増加を目指す事務所等の修繕経費･備品等の購 

 入経費 

◆固定経費削減につながる取組に係る経費  

・作業効率を大幅に向上させる機器導入や省エネ効果 

 のある機器等への更新経費  

◆固定客を生み出すようなイベント実施に係る経費  

・売り出し等チラシ、イベントなどの粗品に係る経費  

補助率 

補助上限 

中小企業:1/2以内(300,000円) 

小規模企業:2/3以内(200,000円) 

受付締切 

令和2年4月30日 

※募集期間終了後、選考を行い文書により各申請者に 

 交付又は不交付の通知をいたします。  

事業実施

期間 

令和2年2月25日～令和3年1月29日 

※令和2年2月24日以前の取組は対象外となります  

申請先 

お問合せ 

当所 TEL0774-52-6866 

詳細は公募要領をご確認ください。 

新型コロナウイルス対策緊急支援補助金 

 当所では、『新型コロナウイルスに関する経営相談窓口』設置に伴

い、当面の間、相談窓口時間を『9:00～19:00(通常17:00迄)』に延長

しております。当所経営支援員までお気軽にご相談ください。 
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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。 

          小規模事業者持続化補助金 

対象者 
商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる小規模事業者および一定の要件を満たした

特定非営利活動法人 

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車両購入費(買物弱者対策事業の場合に限ります)⑫設備

処分費(補助対象経費総額の１/2が上限)⑬委託費⑭外注費 

補助率 

2/3以内(上限50万円) 

※次の(1)(2)いずれかに当てはまる事業は、補助上限額を100万円に引き上げ 

(1)買物弱者対策事業に取り組む事業 

(2)市区町村による創業支援等事業の支援を受けた事業者の取組 

※共同申請の場合[1事業者当りの補助上限額]×[連携小規模事業者数](上限500万円) 

受付締切 

第2回締切：2020年6月5日(金)※当日消印有効 

第3回締切：2020年10月2日(金)※当日消印有効 

第4回締切：2021年2月5日(金)※当日消印有効 

(第1回の受付は終了しました) 

※2023年2月までの間に全10回の締切を予定しておりますが、第5回以降についてはおっ

てご案内いたします  

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 

〒151-0051東京都渋谷区千駄ヶ谷3-11-8 

電話03-6447-2106 

事業概要 

ものづくり･商業･サービス生産性向上促進補助金は、中小企業･小規模事業者等が今後

複数 年にわたり相次いで直面する制度変更（働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃

上げ、インボイス導入等）等に対応するため、中小企業･小規模事業者等が取り組む革

新的サービス開発･試作品開発･生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援する

ものです。  

対象者 
商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる小規模事業者および一定の要件を満たした

特定非営利活動法人 

対象経費 
①機械・装置、工具・器具の購入、製作、借用に要する経費②専用ソフトウェア・情報

システムの購入・構築、借用に要する経費③改良・修繕又は据付けに要する経費 

補助率 中小企業1/2以内、小規模事業者2/3以内(上限1,000万円) 

受付締切 

◆第2回締切：2020年5月頃     ◆第3回締切：2020年8月頃 

◆第4回締切：2020年11月頃    ◆第5回締切：2021年2月頃 

(第1回の受付は終了しました)  ※変更の可能性がございます  

申請方法 

電子申請システムでの受付のみ 

※電子申請システムを利用するためには、事前に｢GビズIDプライムアカウント｣の取得

が必要です。｢GビズIDプライムアカウント｣をお持ちでない事業者の方は、最初にGビズ

IDの取得申請をお願いします。 

お問合せ 

ものづくり補助金事務局サポートセンター 

受付10:00～17:00/月曜～金曜(祝日除く) 

電話050-8880-4053 

          ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 
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税務・法律・労務・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。 

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2年3月2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 

4月8日（水）13:30～16:00 

4月9日（木）13:30～16:00 

4月16日（木）13:30～16:00 

4月17日（金）13:30～16:00 

          新型コロナウイルス感染症特別貸付 ～無利子無担保～ 

融資対象 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①または

②のいずれかに該当する方。 

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(最近1ヶ月を含む)の平均売上高 

(b)令和元年12月の売上高 

(c)令和元年10月～12月の売上高平均額  

担保 無担保 

融資限度額 

貸付期間 

中小事業3億円(別枠)、国民事業6,000万円(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％、4年目以降基準金利 

中小事業1.11％→0.21％、国民事業1.36％→0.46％ 

(利下げ限度額：中小事業1億円、国民事業3000万円) 

利子補給 

借入後当初3年間は利子補給あり ※下記要件を満たす場合に限る 

①個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る)：要件なし 

②小規模事業者(法人事業者)：売上高▲15％減少 

③中小企業者(上記①②を除く事業者）：売上高▲20％減少  

お問合せ 

平 日：日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル 電話0120-154-505 

土日祝：日本政策金融公庫 電話0120-112-476(国民生活事業) 

             電話0120-327-790(中小企業事業) 

詳細は『経済産業省HP～新型コロナウイルス感染症で影響を受ける 

事業者の皆様へ～(P7)』をご参照ください。※3月24日時点 

融資対象 
最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事

業者の方 

担保 無担保 

融資限度額 

貸付期間 
1,000万円(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 経営改善利率1.21%(令和2年3月2日時点)より当初3年間、▲0.9%引下げ 

利子補給 借入後当初3年間は城陽市から利子補給あり ※要件を満たす場合 

お問合せ 

当所まで 電話0774-52-6866 

詳細は『経済産業省HP～新型コロナウイルス感染症で影響を受ける 

事業者の皆様へ～(P10)』をご参照ください。※3月24日時点 

          新型コロナウイルス対策マル経融資 
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キャッシュレスに関するお問い合わせは、お気軽に当所(℡0774-52-6866)までご連絡ください。 

 3月24日(火)通常議員総会を開催。常

議員を退任されましたサントリープロダ

クツ㈱宇治川工場執行役員工場長 喜田

哲永氏、1号議員を退任されました三和

研磨工業㈱城陽工場 顧問浜本亨氏(代

理:同社 梅原義英氏)へ日本商工会議所

会頭感謝状・当所功労者表彰･当所会頭

感謝状の贈呈を行いました。その後、令

和2年度事業計画(案)並びに収支予算

(案)定款の一部改正について、常議員の

補欠選任について審議し、原案どおり承

認されました。 

第７０回通常議員総会を開催しました 

１．政策提言・要望活動の実施 

（１）政策提言・要望活動の積極的な実施 

２．商工会議所組織基盤の強化 

（１）役職員一丸となった会員増強運動の展開 （２）会員サービス事業の積極的な展開 

（３）共済事業推進等収益事業の充実・強化 （４）経営支援員の能力向上による支援体制の強化 

（５）ホームページを活用した情報の発信 （６）部会・地区振興会活動のさらなる活性化 

３．地域振興及び産業基盤の整備促進 

（１）東部丘陵地の整備促進について （２）城陽井手木津川線道路の早期整備 

（３）駅周辺(近鉄寺田駅・JR山城青谷駅・長池駅)の整備促進 （４）eスポーツ振興事業の創設 

４．がんばる小規模事業者への積極的な支援 

（１）新型コロナウイルスに関する経営相談窓口を設置し、関係機関と連携し必要な対策を講ずる 

（２）巡回・窓口相談や集団指導等による実態把握と分析による適切な支援  

（３）経営発達支援計画に基づいた取り組みと伴走型支援の強化  

（４）城陽チャレンジスクエアネットワークを活用した創業支援の充実  

（５）人材・労働力確保、外国人雇用に関する支援 

（６）小規模事業者支援法に基づく「事業継続力強化支援計画」の策定 

５．地域ブランド振興による地域経済活性化 

（１）農商工連携・6次産業化の推進を通じた特産品開発 

（２）城陽ブランド力の強化を図るため｢城陽夢実現プロジェクト｣への総合的な支援 

（３）地場産業振興を図るため｢燦彩糸プロジェクト｣への総合的な支援 

（４）ものづくり企業のネットワーク構築、情報共有、情報発信等の総合的な支援 

６．商業の魅力づくりと賑わい創出 

（１）魅力ある商店づくりや、商店街への集客や賑わいを図る事業への積極的な支援 

（２）  

令和２度事業計画 重点事項 

 

近鉄寺田駅東出口KJビル2F 

風 恋 人 
フ レ ン ド Snack 

スナック 

スタッフ募集！！ まずはお電話下さい。 

0774-55-4356 
090-3869-1306 

営業時間:20:00～24:00  定休日:日曜･月曜 

℡ 
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会員増強運動実施中！～あなたの経営をサポートします～ 

レジ袋の有料化に向けご準備ください！７月１日～ 職員異動のお知らせ 

第２１５回常議員会を開催しました 

3月12日(木)常議員会を開催｡概要は次の通りです｡ 

■第70回通常議員総会提案議案について｢令和2 

 年度事業計画並びに収支予算｣(案)について 

 ｢定款の一部改正について｣｢常議員の補欠選任 

 について｣ 

■退任役員議員表彰・感謝状の贈呈について 

■令和2年度小規模企業振興委員(案)について 

■令和2年度永年勤続優良従業員表彰について  

 以上、原案どおり承認されました。 

■新入会員について、6事業所の入会が承認され

ました。(※下表参照) 

 

新入会員情報【令和2年1月31日～令和2年3月11日】 ※掲載を承認された方のみ 

事業所名 所在地 地区 部会 業種 

京南ロック 水主南垣内5-3 富野西 商業 鍵全般 

稲田社会保険労務士事務所 寺田中大小91 寺田南 サービス 社会保険労務士業 

大原茂夫 平川長筬9-32 久津川西 工業 機械部品組立 

(有)弘和製作所 富野堀口89-35 富野東 工業 産業用機械部品製造鈑金 

木村農園 枇杷庄大堀83-1 富野西 商業 農産物販売 

ジャック 寺田東ノ口17-146 寺田南 交通 運送業 

～ 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 

 3月9日より、総務課に中溝修

子(なかみぞしゅうこ)が配属と

なりました。職員一同より一層

の努力をしてまいりますので今

後とも宜しくお願い致します。 

 また、3月31日をもって事務

局長の小出孝広が定年退職し、

岡田真基が退職いたしました。

在職中は公私ともに、皆様の温

かいご指導とご厚情に支えられ

勤めさせて頂きましたことを深

く感謝申し上げます。  

 令和元年12月27日、｢小売業に属する事業を行う者の容器包装の

使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する

判断の基準となるべき事項を定める省令｣が改正されました。 

 本改正により、小売業に属する事業を行う事業者は、商品の販

売に際して、消費者がその商品の持ち運びに用いるためのプラス

チック製買物袋(いわゆるレジ袋)を有料で提供することにより、

プラスチック製買物袋の排出抑制を促進することとなります。令

和2年7月1日から全国で一律にプラスチック製買物袋の有料化が開

始されます。 

 つきましては、下記のとおり下記のとおりプラスチック製買物

袋の有料化に向けた準備を進めて頂きますよう、宜しくお願い申

し上げます。 

【詳細：折込チラシ】 

＜お問い合わせ先(コールセンター)＞ 

 相談受付時間月～金曜日(祝日除く)9:00～18:15 

〇事業者の皆様向けの相談窓口 0570-000930 

〇消費者の皆様向けの相談窓口 0570-080180 

＜プラスチック製買物袋の有料化に関するHP＞ 

https://www.meti.go.jp/policy/recycle/plasticbag/ 

https://sansaishi.kyoto.jp/
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最新情報を掲載中！当所ホームページ https://joyocci.or.jp/ 

会員と当所のパイプ役「小規模企業振興委員」のご紹介 

 営業時間 ２０:００～２４：００ 

「永年勤続優良従業員表彰」の被表彰者を募集しております！ 

 当所では、会員の皆様と商工会議所を結ぶパイプ役として小規模企業振興委員会を設置しておりま

す。9地区9名の小規模企業振興委員の方々が、皆様の経営上の課題に対して、随時ご相談をお受けし

ております。経営に関することなら、お近くの振興委員までお気軽にご相談ください。 

茶舗 城洋園 

田邉 良章 

TEL 52-2130 

 

㈱小森 

小森  種治郎 

TEL 52-0005 

 

京都機械刃物㈱ 

森 康高 

TEL 52-1807 

 

 

三隆屋 

高橋 和巳 

TEL 52-0955 

 

だいや㈱ 

中村 康信 

TEL 52-1720 

御生菓子司ふたば 

越田 生雄 

TEL 52-5248 

 

もち月 

望月 博 

TEL 52-0313 

 

 

スギヤマ㈱ 

杉山 實 

TEL 52-0535 
 

マーシ 

古賀  大伸 

TEL 55-9172 

 永年にわたり勤務されている優良従業員の

方々を対象に、10年･20年･30年勤続表彰を実施

します。本表彰は、事業所のご負担無くご利用

いただけますので是非ご活用ください。  

■表彰式：6月24日(水)16時～文化パルク城陽 

■対象者：事業所で上記に掲げる年数勤務して

いる者(パート及び家族従業員を除く)で事業主

が勤務成績良好と認めた者。 

・勤続年数は3月31日現在とします。 

・過去に同年表彰を受けた方は除きます。 

(※事業所が令和元年度分会費を3月31日までに

完納している事)  

■申込方法：｢永年勤続優良従業員被表彰者名簿

(様式1)｣及び｢永年勤続優良従業員被表彰者略歴

書(様式2)｣を作成し当所までご提出ください。 

■申込締切：4月10日(金)まで 

【詳細：折込チラシ】 



令和2年4月1日発行（毎月1日発行)    ( ) 会 議 所 だ よ り 第420号（平成3年4月13日 第3種郵便物認可） 

 

 新幹線徳山駅からJR山陽本線に乗り換え、8分
ほどで下松(くだまつ)という駅に着く。そこか
ら車で約8分走ると現れる海岸沿いの工業団地の
一角に、株式会社山下工業所という中小企業が
ある。同社の主事業は、金属部品の板金加工
で、社員数は40人である。金属の板材を切った

り、曲げたり、溶接したりする金属板金業かと
思われそうだが、同社の実態は、全国各地にあ
るこうした企業とは全く違う。極端に言えば、
同社は日本に1社しかない高度な匠の技を持った
板金加工業者である。 
 このことは、具体的に同社が製造している製
品を挙げれば、多くの人が納得するに違いな
い。それは、新幹線に関する代表的製品で新幹
線の先頭部分、業界用語で｢おでこ｣と呼ばれる
流線形の部位である。製造は、全て｢打ち出し板
金｣と呼ばれる匠の技を駆使して行われ、職人が
手作業であの形状をつくり上げている。私たち
が日常的に見ている、あの特殊な形状の｢おで
こ｣は、かなりの数が片田舎の社員数わずか40人
ほどの中小企業で製造されているのである。 
 同社の創業は東海道新幹線開業前年の1963
年。現社長の山下竜登氏の父が、結婚を機に、

それまで職人として出入りしていた日立製作所
の鉄道車両工場から独立してスタートした。よ

ほど高度な加工技術があったと思われ、独立創
業の際には、日立製作所から全面的な支援を受
けている。 
 以来、日立製作所と協力・共同して各種車両
の一部を製造しているが、新幹線に限ってみる
と、この57年間に製造した｢おでこ｣は18種、約

420両に上るという。 
 先日、機会があって、同社を訪問させていた
だいた折、ショールームを見せていただいた。
同社の熟練職人が求人用PRのために手づくりし
たアルミ合金製のバイオリンやチェロなどの作
品は圧巻であった。まさに、匠の技と“楽し
い”が一体となった工場であった。 
 2代目の山下社長に、多くのものづくり中小企
業が悩んでいる人材の確保や定着について質問
もした。現在いる40人の社員の年齢は、70代が4
人、60代が６人、50代が6人、40代が9人、30代
が5人、20代が7人、そして10代が3人で、実にバ
ランスがとれている。社長は、アルミ弦楽器な
どの作品づくりを通して｢打ち出し板金｣の技の
知名度が上がったことで、職人志望の若者をど
うにか集められるようになった、と答えてくれ
た。ちなみに、下松市は全国的にも珍しい｢鉄道

車両生産のまち｣として勢いづいていることもあ
り、山口県で唯一の人口増加都市である。
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会議所だより（本誌）広告主を募集中！ 
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 2月の5～7日に東京ビッグサイトで今年も｢東
京インターナショナル・ギフト・ショー春2020｣
が開催されました。ご存じのように、商工会議
所関係のブースもたくさん出展する大掛かりな
イベントです。私も定点観測でずっと見てきて
いるため、今回も足を運びました。全国各地か
ら地域資源を生かした新しい商品や新たに打ち
出そうとしている地域ブランドに沿った商品な
どが出品されていました。 
 いろいろなことを感じましたが、一番はやは
り｢お客さん視点｣｢バイヤー視点｣を押さえたも

のはまだ少ないということです。あとは｢この商
品は前にも見たな｣というものが、以前と同じ
形、同じ売り方でいくつも並んでいたのに驚き
ました。 
 商談会や展示会は、一度出てダメだったら諦
めるのではなく、幾度もチャレンジすることは
大切だと思います。実際それでバイヤーさんに
覚えてもらって商機を得た例はいくつもありま
す。ただし、一つ大事な条件があるのです。そ
れは｢同じ商品でも去年とは何かが違う｣ことで
す。中身は同じでもパッケージのデザインや量
を変えるなどの工夫は、展示会や商談会に出す
試作品レベルならさほど難しくなくチャレンジ
できるはずです。 
 去年も見たバイヤーさんは、前回の展示会を

通じて自分が話したアドバイスの成果や競合商
品との関係がどのように改善されているか、す

ぐ気が付きます。そうした市場の声に対して耳
を傾ける姿勢があるかどうかが、取引を得るた

めの大切な要素だと、私の親しいバイヤーは口
をそろえます。 
 商品そのものは変えなくても売り先や売り
方、見せ方を変えることで売れた面白い例にグ
リコの｢ビスコ｣があります。ご存じのように、
ビスコは発売から約90年間も売れ続けているロ
ングセラー商品です。それが今は意外な市場で
大きく売れているそうです。 
 年々、赤ちゃんの出生数が減っている少子化
時代に、幼児向けのお菓子であるビスコが売れ
ているのは、ターゲットをそれまでの幼児から

20代～30代の働く女性にシフトしたためです。
試しにインターネットでビスコの公式サイトを
のぞいてみてください。いきなりタレントの深
田恭子さんのイメージ写真や動画がどーんと出
てきます。つまり深田恭子さんに憧れる女性を
ターゲットに置いていることが分かります。健
康志向が強い、働く若い女性のニーズに、安
全・安心の食品としてビスコがマッチしたので
す。そこで、このターゲットに対して、｢乳酸菌
入り｣と健康機能性もアピールするようになりま
した。 
 同じように、もともと赤ちゃん向けの商品で
あるジョンソン･エンド･ジョンソンのベビーオ
イルも現在、若い女性をターゲットにした販売
戦略を取っています。このように、中身は変わ

らなくても売り方や見せ方を変えると新しい道
が開けることがあるのです。展示会や商談会に

同じ商品を出すときには、少しでも新しい工夫
を加えてみてはいかがでしょうか。 
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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。 
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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。 

文パルチケット情報 

Bakery Cafe  (きち) 

(繁栄) 
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 昨年秋にオープンしました喫茶とパン教室の

｢Bakery Cafe  ｣です。｢食を通じて皆様が笑顔

となりさらに健康になってもらいたい｣その思い

で生まれ育った城陽で開業しました。 

 喫茶では、日々の繁忙を忘れてゆっくりと優雅

なひとときを感じてもらいたいと思い、城陽初と

なるAfternoonTea2,000円税込(全粒粉スコーン･

生チョコ･ケーキ･アップルパイ･ケークサレ･パ

ニーニなど)や、ランチ･スイーツなどをご用意し

ております。また、コーヒー･紅茶は、月に何度で

もご利用可能な月額定額制(サブスクリプショ

ン)3,000円税込もございます(単品380円税込)。

こだわりの全粒粉のパンは、味わい深く、塩分や

脂分を気にされる健康志向の方におすすめです。

前日までのご予約でテイクアウトも可能です。 

 パン教室は、家庭設備を使って簡単にパンづく

りができるよう工夫しており、3名までの少人数

制で、材料費･レシピ･ドリンク･パン4個付きです

(3,800円税込)。みなさまにとって心あたたまる

地域の喫茶でありたいと思っております。 

 皆様のご来店を心待ちに致しております。 

 会員データ [代表]信吉美恵子 [住所]〒610-0121 城陽市寺田丁子口33-15 [TEL]080-6179-1915 

       [営業時間]パン教室9:00～11:45(要予約) 喫茶12:00～17:00 [定休]金曜日 [駐車場]5台 

令和元年分確定申告 ～４月１６日まで～ 

 新型コロナウイルスの感染症の影響

に伴い、令和元年分の所得税及び個人

事業主の消費税等の確定申告受付期限

が4月16日まで延長されております。 

 また、振替納税をご利用の方は、振

替納付日は下記の通りとなります。 

：5月15日 

：5月19日  

 

申請により国税の納税が猶予されます 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付す

ることができない場合、税務署に申請することにより、下記要件

①～⑤のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限

り、換価の猶予が認められます。 

※詳しくは宇治税務署まで TEL0774-44-4141 

①国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持 

 を困難にするおそれがあると認められる。 

②納税について誠実な意思を有すると認められる。 

③猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がない。 

④  

⑤原則として、担保の提供があること。(担保不要な場合あり)  

日時 5月23日(土) 

     18:00開演 

会場 プラムホール

料金 7,500円 

   ↓ 

     6,750円 

ｺﾝｻｰﾄ JAM Project LIVE 2020 

日時 8月23日(日) 

   14:00開演 

会場 プラムホール 

料金 4,000円 

   ↓ 

     3,600

演奏会 関西フィルハーモニー管弦楽団  

日時 6月26日(金) 

     18:30開演 

会場 プラムホール 

料金 5,800円 

   ↓ 

     5,220円 

ｺﾝｻｰﾄ 
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各種セミナー・講習会を開催しておりますので是非ご参加ください。 
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「城陽日和vol.15」発行 

２４時間３６５日視聴可能な会員専用の 

ＷＥＢセミナーを是非ご活用ください。（無料） 

※視聴にはＩＤとパスワードが必要となります。 

詳しくは当所までお問合せください。 ℡52-6866 

みんなで“京都サンガF.C.”を応援しよう！ 

 京都サンガ F.C.ペア観戦チ

ケットを各試合2名様にプレゼ

ントします！ 

▼応募資格：当所会員事業所の

事業主、家族、従業員 

▼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：振興課】 

 

 城陽市が企画するサンガ応

援バスツアーに参加しません

か？市役所前からスタジアム

まで無料バスを運行！チケッ

ト代は別途必要となります。 

▼サンガサポーター席で観戦 

▼応募多数の場合は抽選 

▼応募は、城陽市在住・在勤

の方が対象 

※お申込み･お問合せは･･･ 

城陽市教育委員会 文化･ス

ポーツ推進課 TEL.56-4048 

  

①5月2日(土) 14時～ 

 VS 松本山雅FC 

 ☆申込締切 4月22日(水) 

 

②5月9日(土) 14時～ 

 VS 徳島ヴォルティス 

 ☆申込締切 4月28日(火) 

 

③5月24日(日) 14時～ 

 VS アビスパ福岡 

 ☆申込締切 5月13日(水) 

 

 例年5月に開催しております

｢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

イルス感染防止の為、延期する

ことに決定しました。新型コロ

ナウイルス収束次第、開催時期

等についてご案内いたします。 

ラッピングを寄付 

 この度、京都サンガF.C.を応

援する取組として、城陽市との

協働で、JR城陽駅前の郵便ポス

トにクラブマスコットや市イ

メージキャラクター(じょうり

んちゃん)等をデザインした

ラッピングを寄付しました。 


