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コロナ禍の今だからこそ、 

飛翔するための下準備をしよう。 

大空を優雅に羽ばたく心構えを。   

    

    書道家 武田 双雲   

１１ 
２０２１ 

各種お申し込み・お問い合わせは、お気軽に当所まで(℡0774-52-6866) 

１月～2月 健康診断 申込受付を開始します！ 

 定  員：200名(定員に達し次第締切) 

 締  切：令和３年１１月２６日(金)まで 

 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）にてお送りください。【詳細:折込チラシ】 

 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 

令和４年１月１１日(火) ～ ２月１２日（土） ※日祝を除く 

午前の部 ９：３０／午後の部 １４：３０ ※完全予約制 

場所 
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 

【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 

 ◇ 加盟店募集締切：令和3年11月30日(火) 

 ◇ 利用期間：令和3年12月1日(水)～令和4年1月31日(月) 

 ◇ クーポン券額面：1冊6,000円分（1,000円×6枚） 

 ◇ クーポン販売額：1冊5,000円 ※お1人2冊まで購入可 
 

 【お問合せ】京の小売・サービスクーポン事務局  

        ℡075-353-6894（平日10時～17時）   

京の小売・サービスクーポン 

【5,000円で6,000円分使える】 

京都府より、府内小売・サービス

店で利用出来るクーポンが発行さ

れます。対象事業者のみなさまは

ぜひ加盟店にご登録ください！ 

    新春経済講演会のご案内 

令和４年1月28日    
文化パルク城陽 西館２Ｆ 

ふれあいホール    
先着１５０名 
※どなたでもご参加頂けます 

15:00～16:30   

折込チラシを 
ご参照ください 
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地元企業の活性化と地域経済 
～生き残りの道はここにある～ 
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■ 京都府緊急事態措置協力金 

要請期間 9/13(月)～30(木)※延長分 [18日間]  

申請期間 11/8(月)まで 

要請内容 
【酒類提供又はカラオケ設備を提供する店舗の場合】 休業要請 

【酒類提供又はカラオケ設備を提供しない店舗の場合】午前5時～午後8時までの営業  

支給額  4万円～20万円/日(売上規模による)   

 ◎協力金に関するお問い合わせ先  

   協力金コールセンター ℡075-365-7780 ※月～土9:30～17:30  

新型コロナウイルス感染症関連 府協力金 

■ 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 

要請期間 10/1(金)～21(木) [21日間] 申請期間  11/30(火)まで 

要請内容 

【感染防止対策認証制度 の認証店】 

 午前5時～午後9時までの営業 ※酒類提供は、午前11時～午後8時半までの営業 

【上記認証店 以外の店舗】 

 午前5時～午後8時までの営業 ※酒類提供は、午前11時～午後7時半までの営業  

支給額  2.5万円～20万円/日(売上規模による)    

「京都プレミアム中食」開発支援事業補助金 

 京都府が定めた基準に基づく

感染防止対策が実施されている

飲食店を認証する制度です。 

 認証店になるとステッカーの

交付や、京都府のホームページ

でも紹介されるほか｢安心・安全な京の飲食店

応援クーポン｣事業の参加店舗として登録が可

能となります。 ※詳細は右に記載 

 
＜ お問合せ ＞ 

京都府感染防止対策認証制度事務局 

 ℡075-284-0182（月～土/9時半～17時半） 

新型コロナウイルス感染防止対策認証制度 

【5,000円で10,000円分使える】 

テイクアウト・デリバリー・店内での

ランチ利用時に使えるクーポンが京都

府より発行されます。参加店舗のお申

込みは【11/12(金)】まで！ 
 

◇利用期間：令和3年10月12日(火)～令和4年1月16日(日) 

◇クーポン券額面：1冊10,000円分 
         （2,000円×2枚 3,000円×2枚） 

◇クーポン販売額：1冊5,000円 ※お１人１冊のみ購入可 
 

 ＜ お問合せ ＞ 

 京の飲食店応援クーポン事務局  

  ℡075-276-3854（平日10時～17時）   

安心・安全な京の飲食店応援クーポン 

対象者 
【１】京都府内の事業者であって､農業､畜産業､林業､漁業､食料品製造業､飲料製造業､

飲食サービス業等を営む者 【２】【１】が主体となって組織するグループ   

対象取組 

商品を特徴づける主たる原材料に府内産品等(府内産品及びこれを主原料とした加工品)

を使用し､京都のすぐれた加工技術やしつらえ等を施した｢京の食文化｣を体現する最高

品質の加工品(｢京都プレミアム中食｣)の開発や及び販路拡大に係る取組。  

補助区分 

（１）京都プレミアム中食の開発及び開発商品の販路開拓に係る新たな取組 

（２）輸出を目的とした、京都プレミアム中食の開発やEC等販路拡大に係る新たな取組  

 ※補助率：(１)3分の2以内(上限5,000千円)（２)2分の1以内(上限：4,000千円)  

公募締切 11月24日(水)17時必着 事業実施期間 令和3年10月11日(月)～令和4年2月25日(金)  

お問合せ 京都府 農林水産部流通・ブランド戦略課  ℡075-414-4941  
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新型コロナウイルス感染症関連  国・府支援金、国補助金 

対象者 

以下の全てを満たす者 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 

給付額 
2019年または2020年の基準月の売上－2021年の対象月の売上 

（上限金額：中小法人等:20万円/月、個人事業者等:10万円/月） 

申請締切  [9月分] 令和3年11月30日(火)まで [10月分] 令和4年1月7日(金)まで 

申請方法 WEB申請 ※一時支援金又は月次支援金を受給済の方は、一部手順を省略可｡ 

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) 

■ 月次支援金 

■ 京都府酒類販売事業者支援金 

対象者 前年又は前々年と比べ売上が著しく減少した､府内に本社･本店がある酒類販売事業者等  

支給 

上限金額 

支給対象月(令和3年8月､9月)ごとに､以下の金額(※)を上限に､売上減少額から国の月次

支援金の給付額を控除してなお生じる不足分に対して支給｡  
 (※)令和3年8月､9月の各月の売上額が､令和元年又は令和2年の同月の売上額から 

 ① 50％以上減少している場合 ･･･中小法人等：20万円/月 個人事業者等：10万円/月 

 ② 70％以上減少している場合 ･･･中小法人等：40万円/月 個人事業者等：20万円/月 

 ③ 90％以上減少している場合 ･･･中小法人等：60万円/月 個人事業者等：30万円/月  

申請締切  [8月分] 令和3年12月1日(水)まで [9月分] 令和4年1月7日(金)まで 

申請方法 
WEB申請／ 

郵送による申請 
お問合せ 

飲食店酒類提供支援事務局 ℡075-284-0143 

（月～土 9:00～17:00 ※祝日を除く） 

■ 小規模事業者持続化補助金＜一般型＞ 

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) 申請締切 【第7回】令和4年2月4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 ※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) 申請締切 【第4回】11月10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 ※祝日を除く） 

■ 小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞ 



 ( ) 令和3年11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439号 

 
経営に関するご相談は、お気軽に当所(℡0774-52-6866)まで！ 

4 

新型コロナウイルス感染症関連 国補助金 

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 

対象経費 

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

利用費⑥原材料費⑦外注費⑧知的財産権等

関連経費⑨広告宣伝費･販売促進費([低感

染リスク型ビジネス枠]のみ)⑩海外旅費

(【グローバル展開型】のみ) 

補助率 

上限･下限 

【一般型】100万円～1,000万円 
  [通常枠] 中小企業1/2以内 

      小規模事業者2/3以内 

  [低感染リスク型ビジネス枠] 2/3以内 

【グローバル展開型】1,000万円～3,000万円 
 中小企業1/2以内、小規模事業者2/3以内 

締 切 【第8次】令和3年11月11日(木) 

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 

（月～金 10:00～17:00） 

  ※祝日を除く 

■ ものづくり･商業･サービス生産性向上促進補助金 

対象者 

中小企業(飲食､宿泊､卸･小売､

運輸､医療､介護､保育等のサー

ビス業の他､製造業や建設業等) 

対象経費 

①ソフトウェア費②導入関連費 

③ハードウェアレンタル費等

（低感染リスク型ビジネス枠特

別枠:C･D類型のみ） 

補助率 

上限･下限 

【通常枠】1/2以内 

 A類型：30万円～150万円未満  

 B類型：150万円～450万円以下 

【特別枠(C･D類型)】2/3以内  

 C類型：30万円～450万円未満  

 D類型：30万円～150万円以下 

締 切 【第4次】令和3年11月17日(水) 

お問合せ 

サービス等生産性向上ＩＴ導入 

支援事業コールセンター 

℡0570-666-424 

（月～金 9:30～17:30） 

 ※祝日を除く 

■ ＩＴ導入補助金 

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   

補助金額 

【通常枠】従業員数20人以下：100万円～4,000万円／ 

    21～50人：100万円～6,000万円／51人以上：100万円～8,000万円 

【大規模賃金引上枠】従業員数101人以上：8,000万円超～1億円  

【卒業枠】中小企業者等：6,000万円超～1億円  

【グローバルV字回復枠】中堅企業等：8,000万円超～1億円  

【緊急事態宣言特別枠】従業員数5人以下：100万円～500万円／ 

          6～20人：100万円～1,000万円／21人以上：100万円～1,500万円 

【最低賃金枠】従業員数5人以下：100万円～500万円／ 

      6～20人：100万円～1,000万円／21人以上：100万円～1,500万円  

補助率 

【通常枠】中小企業者等：2/3 (6,000万円を超える部分は1/2) 

      中堅企業等：1/2 (4,000万円を超える部分は1/3) 

【大規模賃金引上枠】中小企業者等：2/3 (6,000万円を超える部分は1/2) 

          中堅企業等：1/2 (4,000万円を超える部分は1/3)  

【卒業枠】中小企業者等：2/3  

【グローバルV字回復枠】中堅企業等：1/2  

【緊急事態宣言特別枠】中小企業者等：3/4 ／ 中堅企業等：2/3  

【最低賃金枠】中小企業者等：3/4 ／ 中堅企業等：2/3  

申請方法 jGrants(電子申請システム)での申請 申込期間 【第4回】12月21日(火)まで 

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 ※祝日を除く）  

■ 事業再構築補助金 
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 大和総研が9月に公表したわが国の実質GDP成

長率見通しでは､2021年度が+3.5%､22年度が

+3.3%と予測されており､メインシナリオでは景

気の回復ペースは加速すると見込んでいる｡本予

測では､全国民の約8割がワクチンの2回接種を10

月末に終了し､経済正常化が21年秋から進むこと

が前提となっている｡しかしこの前提はワクチン

接種率と変異株の動向に大きく左右され､仮にワ

クチンの効果が半減する変異株が流行した場合､

22年初に5回目の緊急事態宣言発出を余儀なくさ

れるとしている｡この場合の経済損失は3.3兆円

程度と1回目の緊急事態宣言時と同規模になると

予想されている｡さらに先進国を中心に進んだ経

済正常化は大幅に後退し､変異株に対応するワク

チンの開発･普及が進むまで経済活動は停滞する

というリスクシナリオを想定している｡とはいえ

ワクチンの接種率が高まり､十分な病床が確保さ

れ､軽症の患者向けに自宅で服用可能な治療薬の

提供が開始されるなど､感染･治療対策がさらに

充実していき､感染収束後の景気回復は比較的円

滑に進む可能性が高まっているといえよう｡ 

 今後の政策として注目されるのは､1)コロナ禍

以前から指摘されてきた経済成長を促す上で障

害となっている経済の構造的な問題への対応と､

2)経済成長の促進策としてのグリーン成長戦略

への取り組み方である｡1)に関しては､まず短期

的にはコロナ禍の影響を受けた企業への政策対

応が重視される｡｢追い貸し･金利減免｣企業が増

加し､企業の過剰債務は推計で78兆円程度と膨れ

上がってきた｡この状況への対応が遅れれば､企

業の過小投資に繋がり､経済成長率の低下を招く

恐れがある｡加えて消費の弱さも企業の投資を抑

制することに繋がる｡消費低迷の背景には､コロ

ナ禍での働き手の手取り賃金の伸び悩みや将来

不安の強まりなどがある｡将来の不安に伴う消費

の抑制額は2000年以降の累積で58兆円に上る｡ 

中長期的には､諸外国との比較で低い労働生産性

の｢水準｣を向上していくための政策対応が重要

であろう｡特に非製造業の生産性向上に向けて､

官民一体となったデジタル化の推進が求められ

よう｡  

 2)に関しては､政府の掲げるグリーン成長戦略

を進めるための再生可能エネルギーの導入には､

家計の負担を伴うことが想定されている｡第6次

エネルギー基本計画素案での再エネの大量導入

を踏まえた発電比率目標に基づいて､2030年度の

家計の負担を試算したところ､一世帯当たりの再

エネ賦課金は19年度から30年度に41％増加し､電

気料金全体は5％上昇する｡一方､再エネの発電コ

ストが低下してきていることから､この負担の増

加ペースは鈍化する見通しがある｡グリーン成長

戦略に対する国民の支持を高めていくためには､

さらなる“イノベーション”による一段の発電

コスト削減が重要となろう｡ 

 これらのコロナ禍後を見据えた政策は､新たな

首相に託されることとなった｡中長期的には､コ

ロナ禍前のアベノミクスが残した“第三の矢”

(=民間投資を喚起する成長戦略)への政策対応が

重要となる｡特に民間投資を喚起するためには､

民間企業がグリーン成長戦略の下でイノベー

ションを生み出しながら持続可能なビジネスを

見込めるかが鍵となる｡先端テクノロジーだけで

はイノベーションは生み出せない｡新たな発想が

必要である｡官も民も従来の発想ではなく､新た

な発想に基づく先端テクノロジーを活用した持

続可能なビジネスを生み出し続ける好循環を維

持する必要があろう｡官は､テクノロジーの発展

を阻害しない中立的な規範･規制の立場を維持す

ることが重要である｡感染収束のための政策の維

持は不可欠であるものの､中長期的な政策では､

イノベーションの好循環を生み出すような新首

相の“新たな発想力”も試されるのではないか｡             

5 

本誌 チラシ同封サービスを利用しませんか？ (℡0774-52-6866) 

 営業時間 ２０:００～２４：００  

チラシ同封サービスをご利用ください！ 

 本誌は会員事業所に向けて発行している、有効的

な宣伝ツールです。チラシ同封サービスを利用し、

貴社の商品・サービスをＰＲしませんか？ 

 

 ■ サイズ Ａ４（その他サイズはご相談ください） 
 

 ■ 枚 数 1,350枚  

 ■ 折込料 通常 13,500円 → 6,750円 

 半額キャンペーン 
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 近年､動物性食品を避けるヴィーガン(vegan)

や､プラントベース(植物由来)フードが世界的に

注目されています｡ヴィーガンとは､野菜を中心

とした食生活を送る菜食主義(ベジタリアン､

vegetarian)よりも徹底して卵や乳製品も避ける

考え方です｡ベジタリアンが､カロリーやビタミ

ン摂取の観点で健康志向から発生したのに対し

て､ヴィーガンは環境保護や動物保護といった思

想に基づいたものです｡例えば動物保護の観点か

ら毛皮製品を使わないという考えと同様です｡こ

うした生活習慣の人は､全体から見ればまだ少数

派ですが､欧米諸国では増加傾向にあり､米国で

は人口の6％がヴィーガンで､今後さらに増えて

いくだろうという調査もあります｡ 

 プラントベースフードは､牛肉や豚肉､鶏肉な

どの代わりに､例えば大豆タンパクを使用した代

替肉を食べようというものです｡食物として同じ

量のタンパク質を生産するのに､穀物を飼料にし

て育った牛や鶏などよりも､穀物そのものからタ

ンパク質を取る方が効率が良いため､ヴィーガン

やベジタリアンの受け皿だけでなく､世界的な人

口増に対する栄養学的な見地からも有効な手段

だと注目されています｡ 

 ヴィーガンやプラントベースフードは共に､現

代の健康志向やＳＤＧｓ(持続可能な開発目標)

の流れに乗っています｡こうした考えに共感する

人が世界的に増えて､その結果として日本の伝統

的な食文化や食品が注目を集める要因となって

います｡日本にはもともと肉を食べない精進料理

という食文化があります｡プラントベースでタン

パク質を摂取するための主要食材と考えられて

いる豆腐や納豆､湯葉などの加工食品やこれらに

関する多種多様な調理法のノウハウが長く培わ

れた伝統として根付いています｡また､漬物やみ

そ､甘酒などの伝統的な発酵食品も､健康･環境志

向で今後の注目ジャンルといえそうです｡ 

 米国で豆腐を製造販売しているハウス食品や

森永乳業によれば､1980年代から徐々に定着した

米国の豆腐市場は近年さらに伸びが大きくなり､

ここ10年で売り上げはそれまでの2倍以上になっ

ているそうです｡この2社が米国で展開する豆腐

商品を見ると､なかなか示唆に富んでいます｡ハ

ウス食品が販売する豆腐は､日本国内の豆腐と同

じような水に浮かんだ直方体ですが､違うのは硬

さのバリエーションです｡いわゆる絹ごしに相当

する柔らかいもの､木綿に相当するやや硬いも

の､さらに硬くステーキや炒め物､サラダに使わ

れるものなど6種類もあります｡森永乳業が販売

する豆腐は､牛乳パックのような容器に無菌充填

され､常温で流通販売できます｡硬さは3種類で､

柔らかいものをミキサーにかけて屋台などでス

ムージーとして飲むスタイルも大人気だそう｡両

社とも最初は日本の豆腐をそのまま受け入れて

もらおうとしたようですが､｢郷に入りては郷に

従え｣で､現地のニーズに合わせて売れる商品開

発を続けていきました｡健康志向や環境保護で注

目される日本の食文化｡この先､世界でヒット商

品となるためには､オリジナルの良さを生かしな

がら柔軟に形を変えられる発想も大切でしょう｡ 

新入会員募集!! 
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１１月は「下請取引適正化推進月間」です 企業人権研修会 

日  時 令和3年11月29日（月） 

          13:30～14:30 

テーマ 「新型コロナウイルス感染症 

           と人権 ～浮かび上がった 

            様々な人権の課題～」 

講 師 天理大学人間学部  

総合教育研究センター教職課程研究室    

     冨田 稔 氏 

場 所 城陽市役所 

           西庁舎4階 403会議室 

予 約 11月24日(水)までに、城陽市

役所 市民活動支援課まで、窓口、

電話、メールのいずれかで予約（先

着順・定員あり）。 

予約の際、「氏名」「電話番号」をお

伝えください。 

問合せ 城陽市役所 市民活動支援課    

TEL:56-4001 

MAIL:shiminkatsudo@city.joyo.lg.jp

※要予約、参加無料、一般参加可 

※新型コロナウイルス感染症の状況

等により、中止となる場合があります。 

※当日の講演の模様を録画し､後日

YouTubeにおいて研修動画を配信す

る予定です。 

１１～１２月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です 

 中小企業庁は、全国の下請取引を行う事業者を対象に、下請法

および下請中小企業振興法の趣旨・内容を周知徹底するために

「下請取引適正化推進講習会」(オンラインによる非対面方式）を

開催されます。また公正取引委員会や中小企業庁および地方経済

産業局等では、下請取引に関する相談にも応じています。 

＜ お問合せ ＞ 

 ■中小企業庁 事業環境部取引課 ℡03-3501-1732 

 ■公正取引委員会（不当なしわ寄せに関する下請相談窓口） 

  ℡0120-060-110（9:00～18:00※土日祝を除く） 

◎労働保険は強制保険です！ 

 労働保険とは労災保険と雇用保険を総称した言葉です。労働者

(アルバイト･パートを含む)を1人でも雇用する事業主の方には、

労働保険の成立手続が必要です(農林水産業の一部を除く) 。 

◎労働保険事務組合にお任せください！ 

 当所には、事業主に代わって労働保険に関する事務処理を行う

『労働保険事務組合』があります。①事務の手間が大幅に軽減さ

れる、②保険料を3回に分けて分割納付できる、③本来労災保険

に加入できない事業主や家族従業員なども特別に加入できる等の

メリットがあります。           【担当：指導課】 

11月10日（水）13:30～16:00 

11月11日（木）13:30～16:00 

11月18日（木）13:30～16:00 

11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％(令和3年10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 

 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。 

｢人権の尊重」は、欠かすことのできない 

企業運営の基本です。職場における人権に 

ついて認識と理解を深めていただくため 

に、研修会を開催します。 

 

 

 

 
 ℡：0120-417-072（9:00～17:00 ※土日祝を除く) 

メール：kyoto@task-work.com ＨＰ：https://task-work.com/kyoto 

「働き方改革関連法」が施行されています！ご相談は･･･ 

京都働き方改革推進支援センターまで 
～オンライン・個別・出張による無料相談～ 

     そが  ゆうすけ 

 スタッフ 曽我 祐介 

お客様へのメッセージ 

 「辛抱の時から、城

陽の皆様と共に強く楽

しく歩みます」宜しく

お願い申し上げます。 

        はせがわ  えみ 

 スタッフ 長谷川 江美 

お客様へのメッセージ 

 緊急事態も明け、皆

様に元気をお届けでき

るように笑顔で訪問い

たします。よろしくお

願いいたします。 

http://lggw032/scripts/dneo/zwmljs.exe?_=1597101887694
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    経営革新計画承認企業 ホリモク株式会社 

 当所会員企業であるホリモク㈱は､中小企業新

事業活動促進法に基づく経営革新計画を策定さ

れ､令和3年9月29日京都府より承認されました。 

 計画テーマ及び概要は以下の通りです。 

【事業沿革】 

 1994年12月法人設立、一般建築用木材(構造

材･内装材･造作材等)、オーダー家具、ベニヤ類

の木質建材･石膏ボード製品、断熱材、フロア等

の内装建材､サイディングやキッチン･ユニット

バス等の住宅設備機器など幅広い商品を取り

扱っています。製材事業から始まり、住宅資材

の販売、造作材の製造、木製家具や小物の製造

と事業を拡大してきました。住宅資材は京都府

を中心に建築会社や木製品を扱う流通業者への

販売が主となり、家具や小物は地方公共団体や

教育機関へ主に納品を行なっています。  

【計画テーマ及び概要】 

木質空間コーディネート・プロジェクト 

～生活環境に優しい内装木質化を提案･推進～  

 林野庁が提唱している｢内装木質化｣を背景

に、当社の強みである木材加工の技術と新戦力

の伝統工芸大学校出身者のデザイン力をフルに

生かし、人の健康に寄与する建物内装の木質化

及び手加工のデザイン、そして森の環境を維持

するために可能な限り京都産木材(あるいは他地

域の地産地消型への対応)を使った木質空間コー

ディネート･プロジェクトを立ち上げ、当社の新

規事業として展開していく計画です。 

 近年、商業空間を木質化することで集客率の

上昇など経済効果を実証する研究も発表されて

おり、経営ベースの効果も期待されていること

から、当社ではこれまで蓄積してきた木材加工

及び家具の制作、さらには木造建築のノウハウ

を活用して、環境や健康に優しい木質空間の有

効性を訴求していくことを考えています。  

 【会社名】ホリモク株式会社 【代表者】代表取締役 堀井誠史 【資本金】1,000万円 

 【所在地】〒610-0114京都府城陽市市辺五島84-2 ℡0774-52-0032 Fax0774-55-3536 

 【事 業】一般住宅建築用木材(構造材、内装材、造作材等)の仕入・販売ほか 

 【ＵＲＬ】http://www.horimoku.co.jp 【Ｍail】horimoku@nifty.com 

▲承認書を手にする代表取締役:堀井誠史氏(右)と堀井省吾氏 

木質空間コーディネート・プロジェクト 
～生活環境に優しい内装木質化を提案･推進～ 
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(繁栄) 

Pan de momo （パン デ モモ） 

 2021年9月8日 富野荘に移転オープンしたパン

屋さん「Pan de momo (パン デ モモ)」です。

「幼い頃からあんぱんが好きで好きでたまらな

かった」店主はいつしかパン職人を志し、修行

の末に2011年に横浜の大倉山にPan de momoを 

創業。2020年8月までの9年間、地元のお客様に

支えられて育てていただきました。日本で最も

パンを愛すると言われる舌の肥えた京都の皆さ

まに自信作をお届けするため、城陽での再開業

の道を選択しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 店名は愛娘の名前にちなんだもの。「自分の

子供に食べさせたいパン」をコンセプトに、パ

ン生地に余計なものは入れず、厳選した素材の

持つ旨味を目いっぱいに引き出すことにこだ

わっています。パン作りしか取り柄のない店主

が作るシンプルだけど飽きのこない美味しいパ

ンを、ひとりでも多くの皆さまの食卓にお届け

することに精一杯の魂を注いでまいります。 

 生地には余計なものを一切加えない、風味豊

かなPan de momoのこだわりのパンをどうぞお召

し上がりください。 

活動報告 

寺田南地区 

 10月22日(金)第53回全国商工

会議所女性会連合会オンライン

総会が開催され全国から全356

女性会が参加しました。当所か

らは正副会長が参加しました。 

女性会 城陽秋花火大会２０２１ 

 10月3日(日)城陽秋花火大会

2021が無観客にて実施されまし

た。城陽ドローン協会の協力に

より、打上げ当日の様子は

YouTubeで生配信されました。 

交通部会 

 10月15日(金)イズミヤ大久保

店にて交通安全啓発活動に参加

し、来店客に交通ルールの順守

を呼びかけました。 

▲こだわりの食パンの他、多彩な品ぞろえでお待ちしています   

▼マドレーヌも大人気！！ 

《講師》飯田 章乃 氏 

     (あとりえ ピルツハウス) 
《日時》12/7(火) 13:30～15:30 

《会場》当所 《参加費》1,000円 

《定員》40名(先着順) 

 

 

 

 
     【詳細：折込チラシ】 

フラワーアレンジメント講習会 

 インスタグラム毎日発信中 

フォローをお願いします！ 

▲親睦旅行「志摩ビーチホテル」にて 

 10月17日(日)～18日(月)1泊2日 

の親睦旅行を開催しました。 

20名参加のもと三重県伊勢志摩方

面へ赴き、食事や観光を楽しみ親

睦を深めました。  

 また、10月31日(日)一休グラウ

ンドゴルフ倶楽部にて親睦グラウ

ンド･ゴルフ大会を開催。17名が

参加し親睦を図りました。 

 閲覧は 

こちら 

から＊ 
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セミナー等、各種イベント情報は、当所ホームページでもご確認いただけます https://joyocci.or.jp/ 

 ■ 日時  

     14:00～16:00 

 ■ 会場 当所 会議室 もしくはオンラインにて 

   ※会場でもオンライン視聴 

 ■ 定員 会場２０名(先着) 

 ■ 申込 以下いずれかの方法 

  ・申込書をFAX（52-6769） 

  ・Googleフォーム →→ 

        

  【詳細：折込チラシ】 

    ＩＴセミナー 

 新たなホームページ活用でコロナに打ち勝つ！  

    究極のＷＥＢ集客術！ 

令和3年11月18日(木) 

庄司 誉幸 氏 
㈱Academia Links 代表取締役 

講師 

“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枚ずつプレゼントいたします｡当所会員事業所

の事業者様･ご家族･従業員等の皆様が対象です｡ 

 

◇ 応募方法 
「事業所名」｢氏名」 

「電話番号」と、 

希望される「試合日｣

を電話(52-6866) 

またはFAX(52-6769)

にてご連絡下さい｡ 

          

【担当:振興課】 

 ① 11月14日（日）14：00～ 

VS ブラウブリッツ秋田 

☆申込締切 11月4日（木） 

 

 ② 12月5日（日）13：00～ 

VS ツエーゲン金沢 

☆申込締切 11月25日（木） 

 
 ■換金方法：1回の換金額が 

 [10万円未満の場合]  

 受付：城陽商工会議所（平日9:30～16:30) 

  現金にてその場でお支払いします。 

 [10万円以上の場合]  

 受付：京都銀行 城陽･久津川･富野荘支店 

           （平日9:00～15:00) 

  後日、当所から指定口座へ振り込みます。      

  ※持参物① 使用済み商品券 ② 登録証明書 

 枚数･合計金額は把握のうえお持ちください。 
 
 

 ■換金手数料：会員 無料／非会員 5％ 

城陽市プレミアム付商品券２０２1 

 換金期限 令和３年１１月３０日(火)まで！ 

    販売促進セミナー 

 ■ 日時  

     14:00～16:00 

 ■ 会場 宇治商工会議所 ３Ｆ大会議室 

     もしくはオンラインにて 

 ■ 定員 会場３０名(先着) 

 ■ 申込 12月1日(水)までに 

     宇治商工会議所宛に 

     申込書をFAX（24-6930） 

      

   【詳細：折込チラシ】 

 ウィズコロナ・アフターコロナ時代に  

 「勝ち残る店」 「消える店」 その違いは？

令和3年12月9日(木) 

ハワード ジョイマン 氏 
㈲繁盛店研究所 代表取締役 

講師 

第３８回城陽市大謝恩フェア抽選会 

 10月28日(木)秋の大売り出し事業「大謝恩

フェア」の抽選会を当所にて開催しました｡今回

は通常の3賞に加えて「地域応援特別賞(1万円分

お買物券)48本」を増設しています。 

 当選結果は本誌折込の他、城陽市内新聞折込

や当所ホームページ、専用電話（52-5225）にて

周知いたします。 【抽選結果：折込チラシ】 

日本銀行京都支店との意見交換会 

 10月28日(木)日本銀行京都支店支店長と当所

三役・金融委員並びに金融部会部会長・副部会

長との意見交換会を行い、日銀京都支店長より

「最近の金融経済情勢について」説明の後、出

席者より自社の経営や地域・業界の景気の現状

や先行きの見通しについて活発な意見が交換さ

れました。 

※参加店の皆さまは必ず期限内に換金を行ってください 


