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第６８回通常議員総会を開催しました 

 3月28日(木)通常議員総会を開催。常議員を退任されました㈱京

都銀行城陽支店 支店長 坂東芳行氏(代理:同社 吉田和男氏)、2号

議員を退任されました㈱長尾組 代表取締役社長 長尾常男氏へ感

謝状の贈呈を行いました。その後、平成31年度事業計画(案)並び

に収支予算(案)等について審議し、原案どおり承認されました。 

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）第13期役員・議員改選への円滑な取り組み 

（６）ホームページリニューアルによる情報発信の強化 

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 

  ①  

  ②(仮称)城陽・｢京の里村｣構想事業化に向けた取り組み 

  ③京都府立木津川運動公園(城陽五里五里の丘)の整備促進 

（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．がんばる小規模事業者への積極的な支援 

（１）  

（２）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 

（３）  

（４）消費税軽減税率対応窓口相談の強化  

（５）キャッシュレス決済導入に係る支援 

（６）人材・労働力確保のための支援 

（７）外国人雇用に関する支援   

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）  

（３）

（４）  

６．商業の魅力づくりと賑わい創出 

（１）  

（２）地元消費拡大・地域経済活性化のための売出し事業の実施    

   と商業活性化ツールとしての情報誌の発行 

（３）プレミアム付商品券事業への協力 

平成31年度事業計画 重点事項 
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常議員会を開催しました 

      小規模事業者持続化補助金（予告） ※内容は変更される場合がございます。 

 3月14日(木)常議員会を開催しました。 

概要は次の通りです｡ 

■第68回通常議員総会提案議案について｢平成31 

年度事業計画並びに収支予算｣(案)について 

｢部会統合に伴う定款及び規約の変更について｣

｢役員の補欠選任について｣ 

■委員会委員の一部改正について 

■平成31年度小規模企業振興委員について 

■平成31年度永年勤続優良従業員表彰について    

■新入会員について 

以上、原案どおり承認。また、承認された新入

会員4事業所(内1件不掲載)は下表の通りです。 

募集期間 4月～5月下旬頃 ≪検討・調整中≫ ※決定次第HPにてお知らせいたします。 

対象者 日本国内に所在する小規模事業者 

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) 

事業期間 交付決定後～12月31日(火)まで  

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 

「外国人雇用」に関する事業を実施いたします 

 昨今、人手不足が広く叫ばれる中、多くの中小企

業において、労働力の確保が大きな課題となってお

ります。そんな中、先般国会にて可決された、外国

人の受け入れを拡大するための、｢出入国管理及び

難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律

(改正入管法)｣が本年4月1日に施行されました。 

 このように外国人雇用は、今や求人難の解決策と

して強い追い風を受け、多くの事業所様に検討・選

択されつつあります。しかし、外国人を雇用するに

あたっては、法律、言語、文化、職業観など留意す

べき事項がたくさん含まれております。 

 こうした状況を踏まえ、当所では、外国人雇用を

お考えの事業所様や外国人雇用に係わる知識を学び

たいとお考えの事業所様をご支援させて頂きたいと

考えております。 

 今後、外国人雇用に向けた基礎知識の習得と、新

設された在留資格等について理解を深めていただく

ための事業を随時実施してまいります。 

新入会員情報【平成31年1月29日～平成31年3月13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 

三協フロンテア㈱   

京都サービスセンター 
京田辺市普賢寺中島6 市外 特別 

ユニットハウスレンタ

ル・販売 

Kyoto BMW 城陽 久世荒内55 久津川西 交通 BMW-MINI新車中古車販売 

Studio FLAVR 寺田西ノ口10 寺田北 サービス スタジオ経営 
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活動報告 

寺田東地区振興会 交通部会 

 3月15日（金）アルプラザ城陽

で交通安全の啓発活動に参加

し、来店客に交通ルールの遵守

と正しい交通マナーの実践を

呼びかけました。  

 3月28日（木）京料理 水度宗

で会員交流会を開催しました。 

当日は地区内外の総勢24名が

参加し、大いに盛り上がり、互

いに交流を図りました。 

部会総会 

❖商業第2部会 

 3月19日(火)当所にて、商業

第2部会総会を開催。上杉浩之

氏（上杉乳販）が2号議員及び部

会幹事に選任されました。 

❖金融部会 

 3月19日(火)当所にて、金融

部会総会を開催。吉田和男氏

(㈱京都銀行)が部会長、東陽二

郎氏(ｱｸｻ生命保険㈱)、吉本尚

司氏(京都中央信用金庫）が部

会幹事に選任されました。 

京都山城造園協同組合 

 営業時間 ２０:００～２４：００ 

サービス・商業・金糸部会 

 3月25日(月)3部会合同視察

研修会を開催。当日は30名が参

加し、ジャズドリーム長島での

買い物や、なばなの里でのイル

ミネーションを楽しみました。 

城陽商工物産協会 

 3月21日(木･祝)木津川運動

公園にて｢ごちそうフェスタ｣

が開催されました。当日は多く

の来場者で賑わう中、物産品の

PR販売を行いました。 

 3月23日(土)本年2月より高

所作業において着用が義務化

されたﾌﾙﾊｰﾈｽ型安全帯の着用

特別講習を開催。83名の参加の

下熱心に受講されていました。  
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商品・サービスのＰＲに｢チラシ同封サービス｣をご利用ください。 

 

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 

℡ 

 3月10日(日)第36回城陽マラ

ソン大会が開催され、ぜんざい

の提供を行いました。当ブース

は大いに賑わい、多くの参加者

から好評を得ました。 

活動報告 

▲積極的に商談を行うメンバー 

「第１回京都インターナショナル ギフト・ショー」に出展しました 

  ｢第1回京都インターナショナル･ギフト･ショー」が3月6日(水)

～7日(木)の2日間みやこめっせにて京都の地で初めて開催されま

した。2月に開催された東京ギフト・ショーに引き続き地域資源で

ある金銀糸を活用し商品開発を行った｢燦彩糸プロジェクト｣が新

たな販路先を求めて出展し、京都ブランドを求めるバイヤーと有

意義な商談を行うことができました。 

燦彩糸（さんさいし）の商品は 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからご購入頂けます。 

https://sansaishi.kyoto.jp/ 

  

 

 

 3月17日(日)当所にて33名参

加のもと、研修事業｢RIZAP健康

ｾﾐﾅｰ｣を開催。講師を招き､有効

な食事指導やﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ方法につ

いて学びました。 

また、研修事業終了後、42名参

加のもと｢城陽YEG卒業式｣を開

催。平成30年度は4名が卒業。 

感謝と敬意を表し、新たな門出

をお祝いしました。 

    ～平成30年度卒業生～ 

木原 好信 君 木村 茂樹 君 

島﨑 英基 君 藤井 育計 君 

▲RIZAP式ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ方法を学ぶﾒﾝﾊﾞｰ ▲現役ﾒﾝﾊﾞｰが卒業生を囲み､集合写真 

https://sansaishi.kyoto.jp/
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 神奈川県横浜市の新横浜駅から横浜市営地下

鉄ブルーラインに乗車し、10分ほど走った｢セン

ター南駅｣近くのオフィスビルの1階に、一般社

団法人AOHが運営する｢ショコラボ｣という名の工

房がある。 

 ここは、障がい者の就労継続支援Ｂ型の就労

移行支援施設(一般型)(※)で、2012年11月に障

がい者が働く全国初のチョコレート専門工房と

してスタートしている。 

 この工房で就労している障がい者は、精神障

がい者や知的障がい者、さらには重複障がい者

など約30人。また彼ら彼女らの就労や生活支援

のためのスタッフは、正規・非正規を含めて18

人だ。 

 現代表(理事)は創業者でもある伊藤紀幸氏

で、創業のきっかけとなったのは、伊藤さんの

お子さんに障がいがあったからだった。もとも

と大手銀行のエリート行員であった伊藤さん

は、子どもの親亡き後を案じ、仲間の支援を得

て工房を夫人とスタートしたのである。 

 障がい者就労継続支援施設で働く障がい者の

月給(工賃)は、全国平均で1万5000円程度(１日

700円程度)ということもあり、なんとしても、

付加価値の高い商品を製造販売し、障がい者の

将来の生活を安定させねば……と、チョコレー

トに注目したのである。 

 そして販売も、メーカーや流通の下請け型で

は利幅が薄くなると考え、ネット通販や有名百

貨店、ホテルなどの小売店へ直接販売する方式

とした。伊藤さんらの苦労と努力と賛同した

チョコレートづくりのプロの支援もあり、創業

以来、今日までほぼ一貫して雇用も業績も伸ば

している。また働く障がい者の月給(工賃)も、

業界の倍の3万1000円という。 

 先日、久方ぶりにチョコレート工房と配送セ

ンターを訪問させていただいたが、皆、自信に

満ち満ちた顔で黙々とチョコレートをつくって

いた。伊藤さんから｢皆に一言……｣といわれた

ので、筆者は｢いつもおいしいチョコレートをつ

くってくれてありがとう。これからも、ほっぺ

たが落ちるほどおいしい、すてきなチョコレー

トをつくり続けてください｣と、お礼を言った。 

 余談ではあるが、その折に一人の女性社員を

紹介された。その女性社員は、東京工業大学の

博士課程を修了し博士号を持った方で、ショコ

ラボの存在と活動を知り著名な大手企業を退職

し、同法人に入社したという。こうした若い社

員の行動を見ると、今や企業の｢物的価値｣など

ではなく、真の｢社会的価値｣を若い人々は求め

ているといえるだろう。 

※就労継続支援B型施設とは、障がいや難病のあ

る方のうち、年齢や体力などの理由から、企業

などで雇用契約を結んで働くことが困難な方

が、軽作業などの就労訓練を行うことができる

福祉サービス。障害者総合支援法に基づく福祉

サービスの一つで、比較的簡単な作業を短時間

から行うことが可能で、年齢制限はなく、障が

いや体調に合わせて自分のペースで働くことが

でき、就労に関する能力の向上が期待できる。

事業所と雇用契約を結ばないため賃金ではな

く、生産物に対する成果報酬の｢工賃｣が支払わ

れる。 
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会議所だより（本誌）広告主を募集中！ 
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 滋賀県東近江市の八日市本町商店街の一角に

｢楓江庵(ふうこうあん)｣という海鮮居酒屋があ

ります。新鮮なサバや伊勢エビ、貝などの魚介

類と地元の野菜を使った料理が人気を呼び、連

日にぎわいを見せています。この居酒屋は、東

近江市と隣接する三重県南伊勢町のそれぞれの

地域商社が連携して企画運営しています。 

 南伊勢町はその名の通り伊勢神宮がある伊勢

半島の南に位置した漁業と農業を中心とする人

口1万5000人ほどのまちです。日本有数のサバの

水揚げを誇る漁港があり、タイやマグロ、小ぶ

りのホタテのようなヒオウギ貝などの養殖も盛

んです。 

 一方の東近江市は、琵琶湖の南岸に位置し、

京都まで電車で1時間程度という利便性からベッ

ドタウンとして人口が徐々に増え続けている地

域です。また、近畿地方で最も耕作地の面積が

大きい農業のまちでもあります。 

 東近江市と南伊勢町は車で2時間強の距離です

が、行政区分は滋賀県と三重県の二つにまた

がっています。楓江庵のプロジェクトはいわゆ

る広域連携の事業です。人口が増えている“海

なし県”のベッドタウンに、近くの漁港のまち

から新鮮な魚介類を運び、単に消費地に卸売り

するだけでなく、付加価値を高めて販売するビ

ジネスモデルです。実は、楓江庵で提供される

サバずしやシメサバ、アジフライなどの加工は

南伊勢町につくられたセントラルキッチンで処

理されています。これにより、南伊勢町にも新

たな雇用を創出する事業が生まれています。 

 東近江市の楓江庵でも居酒屋の業務として新

たな雇用が生まれていますし、シャッターが目

立つ商店街に新しい名物店舗が誕生すること

で、まちのにぎわいにも貢献しています。海な

し県にありながら、漁港に直結したお店で新鮮

な魚介料理と地元の野菜料理が食べられ、消費

者にとっても大きなメリットがあります。 

 この事例には広域連携事業で必要な、それぞ

れの地域にメリットを与え、それぞれにビジネ

スと新たな雇用を創出するという要素が全て含

まれています。何よりもこのモデルが持続する

ために必要な｢消費者の満足｣をベースにしてい

ることが重要です。 

 実は楓江庵の事業に入る前に、南伊勢町の地

域商社・みなみいせ商会は行政と連携して、自

分たちが提供できる魚介の種類と価格をこの地

域の消費者が本当に支持してくれるのか時間を

かけて検証しています。ショッピングモールの

中で、一時的にお店を何度も出店し、どのよう

な種類の魚介に人気が集まるのか、どのような

加工をすれば受け入れてもらえるのかを調べた

のです。そして、地域の消費者の食の嗜好(しこ

う)の情報に基づいて、楓江庵のメニューや調理

法を決めていったのです。 

 全国各地で広域連携の試みが進められていま

す。ビジネスモデルもさることながら、それを

持続的に成立させるのは、消費者の満足である

ことを楓江庵の事例は教えてくれます。 

新入会員募集!!～あなたの経営をサポートします～ 

詳しくは当所まで ℡52-6866 

4月10日（水）13:30～16:00 

4月11日（木）13:30～16:00 

4月18日（木）13:30～16:00 

4月19日（金）13:30～16:00 

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％(平成31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 
24時間365日視聴可能な会員専用

のWEBセミナーです。（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 ℡52-6866 
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 皆様はじめまして。4月1日、京明ビル1階にオー

プン致しました｢ICHIE(イチエ)｣と申します。宇

治市平等院前にて1号店｢ICHIGO(イチゴ)｣を開業

し、この度、城陽の地で2号店を構えることとなり

ました。私たちは一期一会の精神をモットーに、

日々お一人お一人のお客様と接し、お食事の場を

提供しております。料理は、和食を中心とした創

作和食を軸としております。特に出汁には強いこ

だわりがあり、自慢の京風出汁を使用した京料理

の様なおかずをお楽しみいただけます。また、500

円から注文できるモーニング、30品目以上の食材

を使用したスペシャルランチ、豊富なドリンクや

スイーツ、飲み放題・宴会メニュー、女子会プラ

ン、さらにはテイクアウト用お弁当等、メニュー・

プランの充実さも当店の自慢です。さらに、FREE 

Wi-Fiやコンセントもご自由にご利用頂けますの

でデスクワークでのご利用も可能です。席数は41

席(カウンター7席、テーブル16席、座敷18席)あ

り、貸し切りにもご対応できますので様々なシー

ンにご利用いただけます。是非、一度当店をご利

用頂ければと思います。スタッフ一同、皆様のご

来店を心よりお待ちしております。 

❖営業時間❖ 

  8:00～11:00［モーニング］ 

 11:00～17:00［ランチ･カフェ］ 

 17:30～22:00［ディナー］ 

「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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文パルチケット情報 

日時 6月15日(土) 

     14:00開演 

会場 プラムホール 

料金 2,800円 

   ↓ 

     2,520円 

ﾘｻｲﾀﾙ ニュウニュウ ピアノ･リサイタル 

(繁栄) 

ICHIE（イチエ） 

 会員データ [代表]岩間淳悟 [住所]〒610-0111富野荒見田53-1 京明ビル1F [TEL･FAX]0774-25-5157 

       [定休]火曜日  [駐車場]60台(ドラッグユタカと共同利用) 

日時 6月8日(土) 

     18:00開演 

会場 コスモホール 

料金 2,000円 

   ↓ 

     1,800円 

落 語 笑福亭たま独演会 

「永年勤続優良従業員表彰」被表彰者募集 

■表彰日時：6月28日(金) 16時00分～ 

■表彰場所：文化パルク城陽 大会議室 

■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(郵送または持参)ください。 

■申  込：4月12日(金)まで      【詳細：折込チラシ】 

京都文教大学・京都文教短期大学と連携協定を締結 

日時 4月19日(金) 

     10:30/14:00 

会場 プラムホール 

料金 900円 

   ↓ 

     810円 

映 画 嘘八百 

 3月7日(木)京都文教大学に

て、京都文教大学並びに京都文

教短期大学との連携協力に関す

る協定を締結しました。 

 本協定は、まちづくり、教

育、文化、産業、観光の振興等

の分野において相互に協力し、

地域の発展と人材育成に寄与す

ることを目的としており、今後

想定される具体的な事業とし

て、インターンシップ等での協

働や合同企業説明会、事業所見

学会等の実施が挙げられます。 

 堀井会頭は、｢形だけの協定

に終わらせず、地元に魅力的な

企業がたくさんあることを知っ

てもらい、地域の発展にもつな

がるような交流を深めていきた

い｣と述べられました。 

1号店｢ICHIGO｣ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

▲(左から)京都文教大学 平岡学長、堀井会頭、  

       京都文教短期大学 安本学長 
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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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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 

  

①4月28日(日) 14時～ 

 VS 徳島ヴォルティス  

 ☆申込締切 4月10日(水) 

 

②5月12日(日) 14時～ 

 VS ファジアーノ岡山 

 ☆申込締切 4月24日(水) 

 

③5月25日(土) 14時～ 

 VS レノファ山口FC 

 ☆申込締切 5月8日(水) 

 

全地区振興会「親睦グラウンド・ゴルフ大会」開催 企業ＰＲしませんか！ 

 貴社の商品・サービスをPRし

ませんか？本誌は、会員事業所

向けの有効的な宣伝ツールで

す。ぜひご利用ください。 

【担当：指導課】 

・サイズ 縦5cm×横8.5cm 

・広告料(1回)白黒   3,000円 

            カラー 4,000円 

・サイズ A4チラシ(持込) 

・枚 数 1,350枚 

・折込料 13,500円(税込) 

・運用規定に同意が必要です。 

「城陽日和」発行 

 当所9地区振興会の会員が、グラウンド･ゴルフを通して親睦交

流を図るため｢全地区振興会親睦グラウンド･ゴルフ大会｣を開催し

ます。上位入賞者への賞品以外にも、飛び賞や団体賞など豪華賞

品を多数用意しておりますので、ぜひご参加ください。 

■参加資格 当所会員及び会員家族、従業員(※小学生以上) 

■表  彰 団体賞、個人賞、飛び賞他多数賞品を準備 

■定  員 各地区振興会10名(先着順) 

■申  込 5月14日(火)までに、当所事務局又は各地区振興会 

      運営委員までお電話にてお申し込みください。 

  【詳細：折込チラシ】 

 日 時：５月２６日(日)10時開始[9時30分受付開始] 

 場 所：<大会・表彰式・懇親会> 

     一休グラウンドゴルフ倶楽部 

 参加費：無 料 

 ｢城陽日和vol.13｣を発行しま

した。春の特集が満載です!当

所のほか市役所・各コミセン・

市内金融機関等に設置しており

ますので是非ご活用ください。 

働き方改革関連法が順次施行されます 

 ｢働き方改革｣は働く方々の個々の事情に応じ、柔軟な働き方を自分

で選択できるようにするための改革です。 

 本年4月1日から、働き方改革関連法が順次施行されます。 

 ①  

   残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間 

 ②年5日間の年次有給休暇の付与が義務(2019年4月1日～) 

   すべての企業の年10日以上の年次有給休暇が付与される労働 

   者・管理監督者に対し年5日以上については、使用者が時季を 

   指定し取得させることが義務付けられます。 

 ③  

   個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止 

  ※詳細は厚生労働省働き方改革特設ｻｲﾄをご確認下さい。 


