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 山背彩りの市は平成21年度の開

催から今年で11回を迎える山城地

域最大の手作り市です。 

 開催当日は手作り作家による木

工品･陶器･布製品･革製品などの

作品ブースが大集合し、その他バ

ラエティに富んだ飲食ブースや、

地元バンドの生演奏によるパ

フォーマンスなど楽しみが盛りだ

くさん！ 

 また、｢にぎわいづくりの会｣を

構成する市内5商店街から、各参

加店の｢ウリ｣となる商品･サービ

スや店主の“顔”を広めることを

目的に、ワンコインで提供するワ

ンコイン市も同時開催。 

 他にも翌日から市内の商店街で

使えるお買物券がゲットできるス

タンプラリーも実施します。 

 皆様のご来場をお待ちしており

ます。 
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上を向いて歩いてますか。 

空をながめてますか。 

宇宙を感じてますか。 

書道家 武田 双雲 
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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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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。 

     各種補助金のお知らせ 

補助対象者 

｢職場づくり行動宣言｣を行うもののうち、以下のいずれかに該当するもの 

①府内に事業所を有する中小企業者 

②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 

③｢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 

申請先 

お問合せ 

京都府中小企業団体中央会 

〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入ル函谷鉾町78番地 

      京都経済センター3階 

℡ 075-708-3701／FAX 075-708-3725 

名称 多様な働き方推進事業費補助金 

対象経費 

自社の多様な働き方を推進する事業 

(コンサルタントの導入、情報通信機器や保育施設等の設置、企業説明会への出展・求

人メディアへの掲載、社内研修の実施・各種セミナーへの参加等) 

補助率 

1/2以内(上限50万円) 

※小規模事業者は3分の2以内(上限50万円) 

※複数事業者が共同で事業を実施する場合は3分の2以内(上限100万円) 

申請締切 令和2年1月31日(金)  

名称 就労環境改善サポート補助金 

対象経費 

就労環境改善の取組 

(就業規則等の作成・変更、所定労働時間削減の為の設備投資(タイムレコーダー等の設

備)、就労環境改善の為の設備導入(改修)経費(冷房、暖房、通風等温度調節設備等)) 

補助率 
1/2以内(上限30万円) 

※就業規則の作成・変更については、その他の規定等を含み上限10万円 

申請期間 後期：令和元年10月15日(火)～12月27日(金) 
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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～ 

 パソコン講座（ワード･エクセル･パワー

ポイント･アクセス･ホームページ作成）・

医療関係事務講座等が開講されます。 

活動報告 

会員増強実施中 

 当所では会員増強を実施し

ています。企業経営のお役に

立つような最新情報の提供

や、各種相談業務(税務･法律･

労務･経営)、共済制度事業な

ど、幅広い分野で様々なサー

ビスが受けられます。 

 会員の皆様のお知り合いの

方で、まだ加入されておられ

ない事業所等ございました

ら、是非加入勧奨のご協力の

程よろしくお願い致します。 

富野西地区振興会 京都山城造園協同組合 

 10月8日(火)東城陽ゴルフ倶

楽部にて、ゴルフコンペを開

催。13名が和気藹々とラウンド

を楽しんだ後、花登寿司にて、

表彰式･懇親会を行いました。 

城陽商工物産協会 

 10月6日(日)木津川運動公園

にて｢城陽秋花火大会2019｣が

開催されました。多くの来場者

で賑わう中、物産品のPR･販売

を行いました。 

10月27日(日)緑化フェスティ

バルに出展。会員8名が来場者

に花の苗の販売や、緑の相談を

開催し城陽市の緑化推進の一

端を担いました。 

城陽市造園建設業組合 

 10月18日(金)82名の参加の

下、ボウリング大会を開催し、

親睦を図りました。また併せて

永年勤続表彰を開催し2名が受

賞されました。 

第１３期３号議員 

 第13期3号議員が確定致しま

した。3号議員事業所は次のと

おりです。 
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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。 

 いよいよ還元開始＞ 
 10月1日の消費税率引上げにあわせ、大きな注
目を集めてスタートした｢キャッシュレス･ポイ
ント還元制度｣。最初の週は決済サービス提供事
業者が本制度を活用した様々なキャンペーンを
発表しました。消費者に最大5％のポイントを還
元する本制度に上乗せする形で決済事業者が独
自キャンペーンを実施し更なるポイント還元等
のメリットを消費者に訴求しています。消費者
は税率引上げ以上のお得感を店舗から享受する
ことで｢現金｣から｢キャッシュレスでの支払い｣
に決済手段が移っていく事を期待しています。  
 ＜店舗の参画状況＞  
 10月1日時点の加盟店は全国約50万店、登録申
請は約73万店(9月25日時点)にのぼりました。公
表資料をみると、人口あたり加盟店数は北陸地
方や北海道が多く、近畿、中国、四国地方がこ
れに続きます。逆に北関東や甲信、東北地方は
伸び悩み、｢西高東低｣の傾向がみられます。制
度開始に間に合わなかった登録申請分は、順次
審査･手続きが進められています。今後は原則10
日ごとに加盟店を追加登録していく予定です(下
記スケジュール表参照)。  
 ＜制度の機能強化＞ 
１．店舗の登録情報の精緻化 
（１）正確な店舗情報の提供 
①中小小売店等の情報(5％または2％の還元率・
住所･電話番号･決済手段･区分(固定店舗/移動販
売/EC)等)が誤って登録されているケースが発生
し、ご迷惑をおかけしています。決済事業者に
対して10月中旬を目途に速やかな修正を求めま
した。引き続き、修正には順次個別に対応して
いきます。 

②一つの中小小売店等に複数の決済事業者が
別々の加盟店IDを発行した結果、別々の店舗と
して認識されてしまい、地図アプリ等で同一店
舗の情報が複数表示されるケースが発生しまし
た。本件については、当該店舗からポイント還
元事務局への申請に基づき、11月中旬を目途に
情報の集約(名寄せ)･訂正を行います。 
（２）地図アプリの改善･機能強化 
①地図上に表示される店舗情報のピン位置と、
実際の当該店舗の所在地とが一致しないという
ケースが発生し、現在、修正対応しています。 
②地図アプリで店舗検索できるようにしてほし
いと多くの要望が寄せられています。10 月中を
目途に絞込み検索機能を導入します。 
２．店舗向け対応の強化 
（１）加盟店登録手続きの迅速化 
一部の中小小売店等で本制度への登録手続きの
遅延が発生しています。より早く制度参加頂け
るよう決済事業者に体制強化を求めています。 
（２）加盟店申請手続きに関する周知徹底 
一部の中小小売店等で｢既にキャッシュレス決済
を導入済みの場合、加盟店申請手続きは不要で
ある｣｢複数の決済事業者と契約している場合、
いずれか一社の決済事業者に加盟店申請するだ
けで他の決済事業者への登録も完了する｣などの
誤解が生じています。正しい情報をお届けでき
るよう、引き続き商工会議所や業界団体、自治
体の協力を得ながら周知活動に努めます。 
 中小小売店等におかれては、実施店舗が判別
しやすいようPRポスターを消費者の目に留まる
場所へ掲示するなど、本制度への参加が｢新規顧
客を獲得する絶好の機会｣と捉えていただき、積
極的な制度活用をお願いいたします。 
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 熊本市に本社、銀座に東京事務所のある｢ファ

クトリエ｣というファッションブランドを展開す

るライフスタイルアクセント株式会社という中

小企業がある。主事業はスーツ、ジャケット、

パンツ、シャツなどのファッションアイテムや

靴、バッグ、靴下といったファッション雑貨の

商品企画･小売業で創業は今から7年前の2012

年。現代表である山田敏夫氏がスタートした。 

 同氏は1982年、熊本県生まれ。実家は100年以

上続く老舗婦人服店である。大学在学中にフラ

ンスへ留学し、グッチ･パリ店に勤務。帰国後、

同社を創業した。創業の目的は、実家もそうで

あったが、日本の縫製業界を再生したいという

強い思いからである。 

 日本の縫製業界は、かつては世界各国に輸出

するほど威勢を誇っていたが、今や見るも哀れ

なほど衰退してしまい、縫製品の国産化率は3％

程度にまで落ち込んでしまっている。 

 もとより、それは需要が減退したためではな

い。事実、縫製品の市場供給量は過去30年間、

右肩上がりだからである。つまり、海外進出し

た日本のブランドメーカーや、国内輸入商社、

さらには海外メーカーが、中国やバングラデ

シュなど、海外工場で生産した縫製品を最も安

定したマーケットである日本に怒濤(どとう)の

ごとく流入させたからである。一方で、国内に

わずかに残っている下請け縫製業者には、国際 

価格という名の下に、低単価発注や買いたたき

を行ってきたからである。多くの縫製業者は価

格競争に嫌気が差し、廃業の道を選んだ。 

 こうした現状を踏まえ、何とか国内の縫製業

者を再生したいと、同氏はグッチ･パリ店勤務な

どの経験を生かし、工場直結ファッションブラ

ンド｢ファクトリエ｣を立ち上げたのである。 

 同ブランドは商品企画や開発、さらにはリア

ル店舗やネットでの直接販売を担い、生産は全

て国内縫製業者に依頼している。ユニークなの

は、その値段の決め方で、一般的には小売希望

価格になるが、同ブランドは全てメーカー希望

価格で買い取っている。つまり、依頼した縫製

業者の言いなりの値段で、一切値引きをせず、

引き取っているのである。 

 それでも、その商品が市場で高い評価を得て

いるのは、同ブランドが縫製業者にアドバイス

し、機能性やデザイン性、さらにはコーディ

ネートなどで、その商品に絶大な付加価値を付

けているからである。 

 ちなみに、先日、同ブランドの銀座店に立ち

寄った際、靴下を購入した。１足2000円と少々

高額であったが、商品名には『永久交換保証』

の表示があった。 

 余談であるが、同ブランドのこうした取り組

みにより、すでに30社以上の縫製業者が元気を

取り戻しているという。 
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会議所だより（本誌）広告主を募集中！ 

新入会員募集!! 
詳しくは当所まで ℡52-6866 

 営業時間 ２０:００～２４：００ 
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 今回も、顧客生涯価値(LTV:LifeTimeValue)に

ついて考えてみたいと思います。先日、お葬式

などを手掛ける葬祭業の方々と議論する機会が

ありました。葬祭業は、ほかの多くのサービス

業と違い、これから人口が多い世代が対象とな

り、市場拡大が見込まれるジャンルです。た

だ、祭儀内容の簡素化によって、いわゆる顧客

単価は急落しています。 

 国内の1世帯当たりの平均人数は年々減少を続

け、2015年の一般世帯の平均は2.33人。同時に

単独世帯比率は34.6%と、全体の3分の1を超えて

さらに増加すると予想されています。これは｢〇

〇家｣という単位で消費されていたモノやサービ

スの市場が今後縮小していくことを意味してい

ます。それでは、これまで｢家｣単位の消費がメ

インだった冠婚葬祭に関わるビジネスはどのよ

うに生き残っていけばよいのでしょうか。 

 従来の葬祭業は、葬儀の前後にだけ顧客に

サービスを提供するイベント業の一種だといえ

ます。これを改め、イベントの前後にずっと長

く顧客に価値を提供できるようなサービスを提

供できればイベント自体の単価急落とは無関係

な新しいビジネスモデルをつくれるでしょう。 

 例えば、イベント前のサービスを考えたとき

に、自分が生きた証しを残したいという思いを

受け止めて回想録のような本や冊子をつくるこ

とや、いろいろな地域にバラバラになっている

親戚縁者をもう一度つなぐ橋渡しもできるで

しょう。NHKテレビで放送されている『ファミ

リーヒストリー』の個人版制作のようなイメー

ジです。また、イベントの後では、定期的な法

事を親戚縁者が喜んで参加してもらえるような

旅行ツアーとして企画し、それにまつわる諸手

続きやガイドなどのサービスを提供することも

考えられるでしょう。 

 要するに、今まで提供してきたサービス内容

の延長ではなく、これまで相手にしてきた顧客

のニーズを長く幅広く捉え、新たなサービスを

生み出そうという考え方です。 

 こうした新しいサービスを実現するために

は、おそらくITやオンデマンド印刷や画像編集

といった新しいテクノロジーを導入する必要が

あるでしょう。将来的に法事などはインター

ネット中継で結んだVR(仮想現実)イベントにな

るかもしれません。 

 和歌山県新宮市のある葬祭業者は、地元にあ

る六つのお地蔵さまと地元の伝承物語をベース

に、キャンドルナイトというイベントを発案・

実施しています。地元の子どもたちをはじめ多

くの住民が紙コップに入れた数千もの小さい

キャンドルをまち中に供え、祖先への祈りを共

有します。これは、葬祭にまつわる顧客単価の

急な低下が、そもそも祖先への敬いと弔いの気

持ちが廃れてきたことに原因があり、子どもの

頃から長い目でこうした心を育てていこうとい

う狙いが背景にあります。非常に長期を見据え

た生涯顧客価値をつくる試みともいえます。 
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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％(令和元年11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 

11月13日（水）13:30～16:00 

11月14日（木）13:30～16:00 

11月21日（木）13:30～16:00 

11月15日（金）13:30～16:00 

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。 
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 皆様はじめまして。昨年12月に寺田にオープン

いたしましたリラクゼーションサロン｢ほぐし処 

日向｣です。当店は、府道69号線沿いに位置し、城

陽市役所の向かいにございます。JR城陽駅から徒

歩5分、近鉄寺田駅から徒歩10分と通いやすい場

所にあり、お店の前には駐車場3台分完備してお

りますので、お車でお越しの方もお気軽にご来店

いただけます。 

 当店では、お疲れの箇所をメインにもみほぐす

｢もみほぐしコース｣、足裏の反射区を刺激する

｢足つぼ健康法コース｣、施術者と一緒に行う｢ス

トレッチコース｣、各コースをお好きに組み合わ

せ頂ける｢セットコース｣を30分、45分、60分、90

分、120分でご提供いたしております。肩コリや腰

痛はもちろん、倦怠感やお身体がスッキリしない

という方も60分3,500円(税込)とお求めやすい料

金となっておりますので是非一度お試しくださ

い。予約優先ですので、あらかじめお電話等でお

問い合わせの上、ご来店いただきますとスムーズ

にご案内できますので、お気軽にお問い合わせく

ださい。 

 皆様のご来店を心よりお待ちしております。 

「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 

ほぐし処 日向 

 会員データ [代表]井田 樹 [住所]〒610-0121 城陽市寺田袋尻14-3中甚ビル1階 [TEL] 54-0017 

       [営業時間]11:00～23:00(最終受付22:00) [定休]金曜日 [駐車場]あり(3台) 

日時 1月18日(土) 

     16:00開演 

会場 プラムホール 

料金 6,800円 

   ↓ 

     6,120円 

ｺﾝｻｰﾄ 森山良子コンサート  

(繁栄) 
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日時 12月13日(金) 

     10:30/15:30 

会場 プラムホール 

料金 900円 

   ↓ 

     810円 

映 画 ねことじいちゃん  

日時 12月22日(日) 

     14:00開演 

会場 プラムホール 

料金 3,300円 

   ↓ 

     2,970円 

演奏会 城陽第九フェスティバル  

文化パルク城陽の価値の創造に「eスポーツ大会」を！ 

 10月26日(土)旅籠屋‘利兵

衛’by OHSHIMAにて、30名参加の

もと、｢提言実行事業 意見交換

会｣を開催しました。 

 地元の西城陽高等学校および

城陽高等学校の学生らと青年部

メンバーにて、本市の特産品で

あるイチジクを食しながら、ま

ちの活性化や地元へのUターン

就職等についてグループディス

カッションを行いました。 

 また、10月28日(月)城陽市役

所にて久保京一郎会長から奥田

城陽市長に対し、｢文化パルク城

陽の更なる価値を創造する｣を

テーマとした提言書を手交しま

した。そして、新名神高速道路 

城陽大津間の開通や新市街地整

備、アウトレットモールの進出

等により、今後増加していくで

あろう交流人口の定住化を図る

べく、｢eスポーツを中心とした

消費の拡大｣に関する施策を提

言しました。 

▲意見交換後に高校生とメンバーで集合写真 ▲提言書を手交する久保会長 



 ( ) 令和元年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415号 

 
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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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 

お問い合わせは当所まで ℡52-6866 

本年10月～導入される軽減税率対

策専用の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 

お問い合わせは当所まで ℡52-6866 

第４０回ＪＯＹＯ産業まつり開催御礼 城陽市大謝恩フェア 

(9:30～16:00 土日祝を除く)  

▪場 所 当所 

▪備 考 当選番号は折込チラシ 

    をご覧ください。 

【担当：指導課】 

お買物券 ～精算期間～ 

お買物券 ～取り扱い期間～ 

日 時：11月19日(火)14:00～ 

会 場：宇治商工会議所3階 

講 師：柴田CSマネジメント㈱ 

       

定 員：100名(先着順) 

参加費：無料 

申 込：同封の折込チラシにて 

主 催：  

     商工会広域連携協議会 

【担当：指導課】 

セミナー情報 

日 時：12月4日(水)13:30～ 

会 場：当所会議室 

講 師：㈱杜若園芸 花田純氏 

定 員：35名(先着順) 

参加費：1,000円 

申 込：同封の折込チラシにて 

主 催：城陽商工会議所･ 

    城陽商工会議所女性会 

【担当：振興課】 

 11月3日(日･祝)文化パルク城陽にて、第40回JOYO産業まつりを

開催。当日は天候にも恵まれ、延べ32,000人の来場者を迎え、盛

大のうちに終えることが出来ました。 

 本年は、｢さあ始めよう、明日の城陽｣をテーマに、全国各地か

ら選りすぐった物産展｢いいもの発見フェア｣をはじめ、｢JOYO de 

すなえ！｣｢ホリ ものまね ステージショー｣などのイベントを実施

しました。また、いいもの発見フェアでの収益金は、今後の防災

対策に役立てて頂けるよう城陽市へ全額寄付致します。 

 本まつり開催に伴いご協賛ご協力賜りました皆様方には心より

御礼申し上げます。 

日 時：12月12日(木) 

    セミナー13:30～ 

    個別相談会15:00～ 

会 場：宇治市産業会館3階 

講 師：佐山和弘氏 

定 員：25名(セミナー) 

参加費：無料 

申 込：同封の折込チラシにて 

主 催：宇治NEXT 

問合せ：宇治商工会議所 


