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 もっと無邪気に生きよう。 

考えすぎず 子供心を思い出し

てワクワクしよう。 

      書道家 武田 双雲 

大麻は違法で有害な薬物です！正しい知識と断る勇気を！！ 城陽署 

２０１９ 
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第４０回ＪＯＹＯ産業まつり～出展者・出演者募集～ 

 

❖内 容：発表のジャンルは問いません。(但し、屋外のため、 

 打楽器等はご遠慮願います。また、ステージに係る経費は原則 

 出演者負担となります。)※雨天の場合は中止となります。 

❖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） 

水上ステージ 

第３３回会員大会 参加者募集 

日  時：９月１１日（水）１７時３０分～ 
      ※昨年と開始時間が変更となっております。 

会  場：文化パルク城陽 

内  容：第１部 演芸会 第２部 懇親会 

参加資格：当所会員 
  ※当所会員でない方及び 

    お子様の入場はご遠慮ください。 

参 加 費：お１人 ２,０００円 

締  切：８月２３日(金)      
 

【詳細：折込チラシ】 

大好評!! 
合計１００本の 

豪華賞品が当たる 
大福引大会!! 
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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。 

 平成30年度を振り返りますと、わが国経済に

つきましては、雇用・所得環境の改善が続くな

かで、各種政策の効果もあり｢景気は緩やかに回

復している｣とされておりました。しかしなが

ら、中小企業・小規模事業者の業況は、急激な

原油価格上昇など原材料価格の高騰や長期化す

る深刻な人手不足の影響が拡大し、収益改善が

進んでいる企業は有るものの依然として厳しい

状況が続いていると認識しております。 

 本市を取り巻く環境においては、少子高齢化

に加え、人口減少をはじめとする多くの課題に

直面しております。地域商工業につきまして

も、商工業者数の減少が進み経営者の高齢化に

伴う事業承継問題や労働者不足等各事業所は多

種多様の課題に直面しております。 

 しかしながら、当市は今、新名神高速道路が

2023年度に全線供用開始という大きな好機を活

かした数々の大規模プロジェクトが進行し、新

市街地と京都山城白坂テクノパークには多くの

企業が進出し順次操業を開始しております。ま

た、JR奈良線の複線化や東部丘陵地の開発整

備、スマートインターチェンジの設置、アウト

レットモールの進出など新たなまちづくりに向

けて転換期を迎えています。 

 当商工会議所におきましては、本市の少子高

齢化や人口減少に伴い会員の廃業が顕著に表れ

ており、会員の減少に歯止めをかけるため、一

昨年、昨年と継続して会員増強運動を展開いた

しました。皆様のお蔭をもちまして一定の会員

の確保はできましたが、まだまだ廃業による退

会者出てきており今年度も組織基盤の強化のた

め会員増強運動を展開してまいりますので引き

続きご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 昨年は、大阪北部地震、西日本豪雨、台風21

号、24号等々自然災害が多く発生しました。台

風では、当市域も多数の被害を受けていること

から、11月に開催いたしました産業まつり｢いい

もの発見フェア｣を城陽市復興応援フェアと位置

付け、その収益金全額を復旧・復興に役立てて

いただくために義援金を寄附いたしました。 

 新たなまちづくりの転換期を迎え、地域振興

及び産業基盤の整備促進の観点から、商工会議

所として｢まちづくりプロジェクトチーム｣を組

織しアウトレットモール進出により地名のブラ

ンド化が実現する城陽長池エリアを利用して、

地元産業の魅力と優位性を発信できる場として 

 ー総括的概要ー【平成３０年度事業報告書より】 

❖6月13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。 

1.第69回通常議員総会提出議案について 

 ①平成30年度事業報告並びに収支決算(案)に 

  ついて 

 ②第13期部会別２号議員の定数について 

 ③役員の補欠選任について  

2.就業規則の一部改正について 

3.令和元年度永年勤続従業員表彰贈呈について 

4.平成30年度事業評価について 

5.新入会員について 

 報告として、委員会･部会･地区振興会等の活 

 動報告を行った。 

❖6月28日(金)文化パルク城陽にて第69回通常議 

 員総会を開催。概要は次のとおり。 

・第1号議案 平成30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 第13期部会別2号議員の定数につ 

       いて 

・第3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。新常議員に京都金銀糸振 

             興協同組合 理事長の戸山秀樹氏 

             が選任されました。 

平成30年度事業報告並びに収支決算を承認 
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地元産品を販売する道の駅等の観光・商業施設

づくりを目指し、共同商業施設の基本構想や実

現化方策について検討を行いました。 

 がんばる小規模事業者への積極的な支援とし

ては、国の｢経営発達支援計画｣の認定を受け、

その計画に基づいた伴走型支援の強化を図ると

ともに、京都府の中小企業応援隊事業を活用し

た支援や人材・労働力確保のための城陽市企業

説明会の開催、人事・労務対策として賃金実態

調査を新たに実施いたしました。 

 地域ブランド振興による地域経済の活性化に

おきましては、城陽ブランド力の強化を図るた

め、農商工連携･6次産業化の推進を通じた特産

品の開発を｢城陽夢実現プロジェクト｣で実施し

ました。地場産業振興を図る｢燦彩糸プロジェク

ト｣への総合的な支援を行いました。 

 そのほかの主な事業の取り組みにつきまして

は、市内企業の情報を市民に発信することで未

来を担う若い方々に地元で働いていただくため

の情報誌｢ジョーカン｣や毎号大好評を得ていま

す｢城陽日和｣の発行、地元消費の拡大、地域経

済の活性化のための｢大謝恩フェア｣･｢わくわく

セール｣事業は、会員様のご協力により多くの事

業所の参加により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。 

新入会員募集!!～あなたの経営をサポートします～ 

新入会員情報 【平成３1年３月13日～令和元年６月１2日】 ※掲載を了承された方のみ 

事業所名 地区 部会 所在地 業種 

㈲辻商店 富野東 交通 富野南清水52-4 運送業 

庭彩 宮の 久津川東 建設 寺田尼塚43-11 造園業 

服部商店 富野東 金糸 長池北裏27 金銀糸漆引加工 

㈱渡頼国際人材サポート 富野西 サービス 富野西垣内33-74 職業紹介業 

関西・大阪ﾍﾞﾄﾅﾑ人雇用紹介ｾﾝﾀｰ 寺田東 サービス 寺田北山田91-4 ﾍﾞﾄﾅﾑ人材紹介業 

社会保険労務士 今井邦明事務所 富野西 サービス 富野高井39-2 社会保険労務士 

㈱ｱｸﾃｨｵ関西支店 山城営業所 青谷 商業 井手町多賀堀畑13-7 建築器具機械レンタル 

高木鮮魚店 富野東 飲食 富野荒見田112 寿司 

タニタフィッツミー 富野東 サービス 富野荒見田112 フィットネス 

relation 富野東 商業 富野荒見田112 服飾雑貨 

アジアン雑貨LUCU 富野東 商業 富野荒見田112 アジアン雑貨 

㈱ﾛｺﾞｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ﾛｺﾞｽﾗﾝﾄﾞ 寺田東 サービス 寺田大川原24-4 宿泊・ﾚｽﾄﾗﾝ・ｱｳﾄﾄﾞｱ用品販売 

燻煙広場 pace 寺田東 商業 寺田水度坂15-452 燻製 

社会福祉法人南山城学園 富野東 サービス 富野狼谷2-1 社会福祉事業 

西村証券㈱大久保支店 市外 金融 宇治市広野町西裏87 証券 

イーストニューズ 寺田北 商業 寺田垣内後87-4 新聞販売 

㈱このはな 久津川東 サービス 寺田深谷64-300 訪問介護・外国人労働者受入 

陶芸教室 水度工房 寺田東 サービス 寺田市ノ久保33-4 陶芸教室 
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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。 

 営業時間 ２０:００～２４：００ 

令和元年度 表彰式 被表彰者名簿 

 6月28日(金)通常議員総会に先立ち、令和元年

度表彰式を開催しました。受賞者の皆様、誠に

おめでとうございます。 

 永年勤続優良従業員表彰  （順不同･敬称略） 

❖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＞ 

［新井産業株式会社］古川忠久［京都エイドー

工業株式会社］西村隆司［黒川ダイドウ株式会

社］大槻範久・田畑雅章・柳井良信［星和電機

株式会社］麻生光憲・池上綾子・沖野正彦・片

岡祐三子・片岡吉成・川下智久・河田博実・阪

部一之・澤田晃・新田美恵子・初田健治・東浦

美佳・引原智浩・廣瀬秀勝・松室成隆・山村義

雄［株式会社第一工芸］足立芳野［株式会社ナ

クアス］北川隆［日本観光ゴルフ株式会社］伊

藤真由美・関根かおる・箱谷芳子［富士高分子

株式会社］中川直博・東島守男 

❖城陽市長表彰＜20年表彰＞ 

［株式会社久保建築］片山英樹［黒川ダイドウ

株式会社］赤西健太郎・岡本昌則・奥村雅和・

月川俊之［株式会社阪本商店］張本豊彦・李鐘

秀［株式会社城南工建］長田和子［有限会社辻

久ガズ］永田宏江［株式会社杜若園芸］鈴木久

利［株式会社ナクアス］小屋松ひとみ・松村成

朗［株式会社ナプラス］大戸隆・古場謙治［日

本観光ゴルフ株式会社］奥村眞佐栄［富士高分

子株式会社］奥野繁之・品川高宏・菅野融・船

井竜也［有限会社山田商店］久保和博・山下政

雄 

❖城陽商工会議所会頭表彰＜10年表彰＞ 

［伊賀屋食品工業株式会社］池田一也・大山

孝・竹中文代［泉工業株式会社］山田命音［京

南通信工業株式会社］太田知子・齋藤玲子・迫

亜希子［株式会社久保建築］宮川和明［黒川ダ

イドウ株式会社］石橋敏宏・乾和哉・奥田嘉

朗・桜本安里沙・松尾勇輝［株式会社阪本商

店］中願寺孝道［三惠フードサービス株式会

社］藤井信行［公益財団法人城陽市民余暇活動

センター］鹽見一之・西山和彦［株式会社

デューイテクニカル］田中達也・寺田佳憲［長

池工業株式会社］佐竹文栄［株式会社ナクア

ス］湯浅真由美［株式会社ピーマックス］殿拓

郎［HILLTOP株式会社］井田貴久・清水優・竹内

浩司・宮田裕也［富士高分子株式会社］有吉麻

衣・西川優・森村信治・渡辺雄太［株式会社フ

タバ］加藤直樹・西垣洋樹［株式会社碧翠園］

岡本佳子・北川睦子・中村裕子［豊味食品株式

会社］木村久美子・中澤竜一・中山由美［丸江

伸銅株式会社］木村嘉宏・小橋由希子・名和恒

亮［特定非営利活動法人水度坂友愛ホーム］三

王栄子・山岡敦美・山本多可［有限会社山田商

店］里宮尚樹・森下昭美  

▲受賞者を表彰される堀井会頭 



令和元年7月1日発行（毎月1日発行)    ( ) 会 議 所 だ よ り 第411号（平成3年4月13日 第3種郵便物認可） 

 

5 

活動報告 

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。 

京都山城造園協同組合 

 6月2日(日)斡旋物資展示即

売会を開催しました。参加者は

商品を手に取り、使い勝手を確

認しながら購入されました。 

富野西地区振興会 

金糸部会 

 6月6日(木)花登寿司にて総

会を開催しました。当日は15名

が出席し、全議案異議なく承認

され、終了後は会頭をお迎えし

懇親会を行いました。 

 6月10日(月)旅籠屋利兵衛 

by OSHIMAにて、提言事業JOYO 

Meetingを開催しました。当日

は、21名のメンバーが参加。 

城陽市からは 

（企画管理部）より 

荒木正人理事･長谷川雅俊次長･

髭野健治係長･所川弘希主任 

（教育委員会事務局）より 

下岡大輔次長･川俣友博係長の

5名が参加。｢文化パルク城陽の

活性方法｣をテーマに、行政と

企業の垣根を越えた熱い議論

を交わしました。 

 

 

  

 6月14日(金)京都ホテルオー

クラにて第31回関西商工会議

所女性会連合会総会京都大会

が開催されました。関西各地か

ら57女性会666名が参加し、当

会からも久保会長をはじめ、計

14名が参加しました。 

 総会終了後、講演会並びに懇

親会が行われ、各地女性会との

親睦交流を図ることができた

素晴らしい総会となりました。 

 6月14日(金)もち月にて11名

出席のもと部会総会を開催。京

都金銀糸振興協同組合の理事

長交代に伴い、新部会長に戸山

秀樹氏が選任されました。 

城陽繁栄会 

 6月27日(木)もち月にて総会

を開催し17名出席。平成30年度

事業報告決算並びに令和元年

度事業計画予算について承認。 

 6月より入所致しました田中

慎二と申します。皆様のお役に

立てるよう精一杯頑張ります

ので宜しくお願い致します。 

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6月3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10日（水）13:30～16:00 

7月11日（木）13:30～16:00 

7月18日（木）13:30～16:00 

7月19日（金）13:30～16:00 

▲最後は市の方々と青年部メンバーで記念写真 

◆関商女性連 京都大会に参加! 

▲京都ホテルオークラにて 



 ( ) 令和元年7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411号 

 

 ＜ポイント還元制度の進捗＞ 

 中小企業・小規模事業者(中小小売店等)の

｢キャッシュレス・消費者還元事業(ポイント還

元制度)｣への参加に向けて、同事業の制度設計

や周知広報の計画の詳細が固まってきました。

本年5月13日からキャッシュレス決済事業者の本

登録（補助金の交付決定）が開始され、全国127

社(5月24日時点)が登録を完了しました。一方、

中小小売店等の加盟店登録の手続きも5月16日か

ら開始されています。 

 現在、全国各地で、中小小売店等の加盟店登

録に向けた、制度の活用や具体的な参加手続き

等に関する説明会が開催されています。説明会

の日程や開催会場は、専用ウェブサイトから確

認いただき、事前の参加登録をお願いします。

(https://cashless.go.jp/assets/doc/

kameiten_todouhuken_ichiran.pdf) 

 

 ＜“コード決済”とは＞ 

 今回は、ポイント還元制度の対象となる決済

手段の一つ｢コード決済｣(QRコードやバーコード

とスマホアプリを用いた決済手段の総称)につい

て、その特徴や導入を検討いただく際に考慮す

べき事項を紹介していきます。 

 コード決済は、近年多様な業種から参入が相

次いでおり、各社の激しい競争の結果、店舗向

けの魅力的なサービス(決済手数料ゼロ、端末代

不要、翌日入金等)が誕生しています。こうした

環境のもとで、店舗のキャッシュレス決済導入

に対する3つのハードル(導入コスト、運用･維持

コスト、資金繰り)が低くなってきており、今後

ますます店舗の規模を問わずキャッシュレス決

済が広く普及していくことに期待が持てます。 

 そもそも｢コード決済サービス｣とは、どのよ

うなものなのでしょうか。①消費者が自分のス

マホ画面上にQRコードまたはバーコードを表示

させ、店舗側がそれを読み込む方式である｢消費

者提示型(CPM)｣と、②店舗側がタブレットやPOS

画面、又はステッカーや紙媒体等でQRコードを

提示し、消費者が自分のスマホアプリのカメラ

で読み込む｢店舗提示型(MPM)｣に大別されます。 

 さらに①②は、それぞれ2つのパターンに分か

れます。｢①消費者提示型(CPM)｣は、コンビニや

家電量販店を中心に、POS端末に繋がっている

バーコードリーダーで消費者のスマホ画面上に

表示されるバーコードを読み取る｢CPM(バーコー

ド)｣方式と、同じく消費者のスマホ画面上に表

示されるQRコードを店舗側の専用決済端末で読

み取る｢CPM(QRコード)｣方式の二種類がありま

す。一方、｢②店舗提示型(MPM)｣は、決済の都

度、店舗側で金額情報を含むQRコードを生成し

て店舗のタブレットやPOS画面等に表示する｢動

的｣方式と、1つのQRコードをステッカーや紙媒

体等に印刷･掲示して継続的に使用する｢静的｣方

式の二種類があります。 

 店舗では、既存のインフラ(端末、コードリー

ダー、通信環境等)を有効活用できないか、導入

コストやオペレーション負荷、その対価として

見込めるメリット等を考慮して、どの決済サー

ビスを、どのコード決済のパターンで導入する

かを検討してもらえればと思います。 

 特に昨年から、多様な業種の参入や利用者拡

大に向けた大々的な宣伝広告・キャンペーンを

打ち出しているところもあり、消費者のコード

決済に対する認知･利用は大幅に進みつつあると

考えられます。ただし、一部の消費者や店舗か

ら、｢あまりに選択肢(提供サービス)が多いた

め、かえってどれを選択すべきか迷う｣｢次から

次へと新たに誕生する決済サービス内容に店舗

側が即時対応していくのは困難である｣といった

指摘がなされているのも事実です。 

 当協議会では、キャッシュレス決済事業者間

の競争によって｢決済手数料ゼロ｣など、より良

いサービスが提供されることを歓迎しつつも、

サービスの乱立がキャッシュレス普及の阻害要

因とならないよう、技術仕様の標準ガイドライ

ン整備に取組んできました。具体的には、消費

者提示型(CPM)については｢事業者識別コード｣と

いう業界横断的に一意にキャッシュレス決済事

業者を特定できる仕様を導入するとともに、店

舗提示型(MPM)については｢1つのQRコードを複数

のキャッシュレス決済事業者で規格統一｣する仕

様を検討してきました(2019年8月に『JPQR』と

して稼働予定)。加えて、決済現場での混乱を避

けるため｢統一用語集｣の公表も行っています。 

 こうした技術仕様の統一により、中小小売店

等では新たなキャッシュレス決済事業者の追加

契約も容易となり、消費者側では自分の使いた

いどの決済サービスを用いても支払える環境が

整っていきます。 
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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。 

新入会員募集!! 

詳しくは当所まで ℡52-6866 



令和元年7月1日発行（毎月1日発行)    ( ) 会 議 所 だ よ り 第411号（平成3年4月13日 第3種郵便物認可） 

 

     軽減税率対策補助金 

名称 中小企業・小規模事業者等消費税軽減税率対策補助⾦ 

概要 

中小企業・小規模事業者等が複数税率対応レジやモバイルPOSレジシステムの導入・改

修等(A型)、受発注システムの改修等(B型)、区分記載請求書等保存方式に対応する請求

書管理機能の改修(C型)を行うにあたって、その経費の一部を補助する制度です。 

対象者 
軽減税率に対応して区分経理等を⾏う必要がある中⼩の⼩売事業者等(※) 

※旅館・ホテル・料亭等も広く対象になります  

補助率 

原則 3/4以内(※) 

※①タブレット・PC・スマートフォンは 1/2以内 

※②3万円未満のレジ購入の場合は 4/5以内 

補助金額 

1台あたり20万円(※①)、券売機40万円(※②) 

※①商品マスタの設定等が必要な場合にはプラス20万円で上限40万円 

※②平成31年2月から券売機を補助対象化 

完了期限 9月30日 

申請期限 12月16日 ※9月30日までに導入・改修、支払いを完了した後の申請となります 

お問合せ 

軽減税率対策補助金事務局 申請窓口 

℡ 0120-398-111[9:00～17:00(土日祝日を除く] URL http://kzt-hojo.jp/ 

※上記内容はA型となります。 

※B型･C型は内容が異なりますので、HPにて詳細をご確認下さい。 

 消費税増税まであと3ヶ月に迫りました。本年10月1日より消費税率が10％へ引き上げられる予定で

す。また、これに合わせた消費税軽減税率制度導入に伴い、複数税率対象品目を取り扱う中小企業・

小規模事業者等の皆様におかれましては、複数税率対応レジや受発注システムの導入・改修等の対応

が必要となります。下記は、それらに要する経費の一部を補助することにより、導入等の準備が円滑

に進むよう支援する制度です。 

 現在、レジやシステムの導入・改修等は大変混み合っております。今後はさらなる混雑や対象レジ

の欠品等が予想されますので、お早めのご準備、ご対応をお願い申し上げます。 
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新入会員募集!! 
詳しくは当所まで ℡52-6866 

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。 



 ( ) 令和元年7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411号 

 

     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2/3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2/3以内(上限100万円) 

申請期間 令和元年5月15日(水)～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 
前期：令和元年5月15日(水)～令和元年9月27日(金) 

後期：令和元年10月15日(火)～令和元年12月27日(金) 

名称 労働生産性向上推進事業補助金 

対象経費 

労働生産性向上により、長時間労働削減や有給休暇の取得促進等の取組 

(IoTツールの導入による生産設備の稼働率向上、ロボットの導入による不随的業務の効

率化等、ドローンの活用による測量や施工管理の効率化) 

補助率 1/2以内(上限100万円) 

申請期間 令和元年5月15日(水)～令和元年8月28日(水)  

 

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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 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。 

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。 



令和元年7月1日発行（毎月1日発行)    ( ) 会 議 所 だ よ り 第411号（平成3年4月13日 第3種郵便物認可） 

 

 東京･池袋駅から東武東上線で20分ほどの鶴瀬

駅で下車し、そこから車で7分ほど走ったロード

サイドの両側に、大和(やまと)合金株式会社の

実質的な本社工場である三芳工場がある。同社

の主事業は、特殊銅合金材料の開発から製造･販

売まで自社で一貫して行う特殊銅合金の開発型

製造業であり、ニッチ(隙間)市場ではあるが、

この分野では今や著名な企業となっている。 

 同社は1941年、現社長である萩野源次郎氏の

祖父が創業した。創業のきっかけは、勤務して

いた大手鋼材メーカーで特殊な新材料の開発に

成功し、その進化と普及のため、脱サラしたこ

とであった。 

 その後、幾多の困難もあったが、創業者が当

初、高らかに掲げた｢誠実一路｣｢積極一貫｣｢大和

一体｣｢創造開発｣という経営理念を中軸に据えた

｢ぶれない経営｣｢大家族的経営｣を進めてきたこ

ともあり、現在では、グループ会社である三芳

合金工業株式会社と合わせ、社員数140人、売上

高約100億円にまで発展している。 

 特に注目したいのは、この10年間で多くの製

造業が一進一退を繰り返す中、同社は売上高も

社員数も約2倍に増加していることである。 

 そればかりか、これまでの開発努力や提案努

力が企業や研究機関から高い評価を受け、取引

先も国内外の著名な企業など約500社にまで増加

している。中でも近年、欧米の航空機メーカー

から開発や製造の依頼が殺到しているという。 

 同社の発展の要因は理念経営、つまり、大企

業をはじめとする他社との争いを避け、ター

ゲットを少量・多品種かつスピードが要求され

る、いわゆるニッチ市場に特化するとともに、

創業以来、下請けを嫌い、開発・製造・販売を

保有する独立経営をひたすら行ってきたことで

ある。 

 加えて、創業時より、会社は｢家族・社員

ファースト｣を明確に掲げ、社員やその家族が幸

せを実感できるような｢大家族的経営｣や、社員

を伸ばして会社を伸ばすといった社員一人一人

の側に立った｢人財育成経営｣に注力してきたこ

とである。 

 余談だが、同社の親子社員、兄弟･姉妹社員、

夫婦社員の多さには驚かされる。それは言うま

でもなく、同社が家族を就職させたい｢良い会

社｣と、社員に評価されているからにほかならな

い。 
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会議所だより（本誌）広告主を募集中！ 



 ( ) 令和元年7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411号 

 

 インターネット通販を含む通信販売は年々

市場規模を拡大しています。日本通信販売協

会の調べによると2017年度の通販市場は約

7.5兆円で前年に比べて約9％も伸びていま

す。それだけ物流関連のビジネスも梱包(こ

んぽう)材の市場も拡大しています。 

 高知県の小さなポップコーン製造会社が、

ポップコーンを｢食べられる緩衝材｣として売

り出したところ、これがネット上で大きな話

題を呼びました。テレビのバラエティー番組

などで取り上げられたこともあって、注文が

殺到しました。 

 通販で買った商品を運搬する際に隙間を埋

める緩衝材は、商品が届いた途端(とたん)に

捨てられる運命にあります。それをなんとな

く｢もったいない、無駄だな｣と感じている人

が多かったことも、食べられる緩衝材ポップ

コーンがヒットした要因だと思います。 

 そこに目を付けて大真面目に商品化したこ

とが成功を呼び込みました。パッケージも中

身のポップコーンが見えるよう透明にして、

商品説明もちょっとコミカルに｢この緩衝材

は食べられません→食べられます｣とあえて

書いています。こうした遊び心と柔軟なもの

づくりは小規模な会社だからこそ実現したと

もいえます。 

 もう一つの事例を紹介します。静岡県にあ

る小さな家具製造会社が手掛けている長距離

トラックの運転席に置く組み込み家具です。

長距離トラックの運転手は運転席とその後ろ

にある簡易ベッドで何日も泊まり込みながら

仕事をすることがあります。そのため空いて

いる助手席などのスペースに、着替えや

ちょっとした食料などを収納するボックス、

棚などを作り付けている人も多いようです。 

 

 長距離トラックの運転はハードな仕事で、

人材の確保が難しい業種です。運送会社とし

ても、運転手の働く環境が快適になれば安全

性も高まりますし、職場の定着率を上げるこ

とにもプラスに働きます。 

 この家具製造会社は、さまざまな運転手さ

んからの意見を取り入れてトラックの車種に

合わせたオーダーメードの収納ボックスを製

造しています。限られた用途に向けてオー

ダーメードでつくるため、大手の家具メー

カーは参入してきません。当然ながら値引き

競争に巻き込まれることもありません。 

 日本で自動運転が長距離物流の世界に完全

に浸透するにはまだ時間がかかりますから、

当面このビジネスは切実なニーズに支えられ

ていくでしょう。 

 いずれもいわゆるニッチ市場ですが、世の

中のトレンドと合わせてみると、必要とされ

て生まれるべくして生まれた｢隙間｣商品だと

いえます。こうした分野に目を付けて、自社

の持つ商品や技術、企業サイズなどとうまく

マッチングさせることで、新たなヒット商品

を生み出しているのです。 

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。 

 

 

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。 

      こしの   よしこ 

 スタッフ 越野 美子 
お客様へのメッセージ 

 今後もより一層、城陽の皆

様に、お役に立つ情報をお

伝えして参りますので、どうぞ

よろしくお願致します。 

      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 

 経営者ご自身とご家族、会

社をお守りする為の保障をお

届け致します。 
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詳しくは当所まで 

専用電話52-5000 
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 本年6月、｢陶芸を通して人生を豊かにするお手

伝いが出来れば｣という想いから、水度神社参道

に｢陶芸教室・水度工房｣をオープンしました。昔

懐かしい雰囲気の古民家で、粘土のための時間を

過ごしてみませんか。自分で作った器で食事をす

るとより美味しくなります。自分で作った一輪挿

しに花を生けるとより美しくなります。頭の中を

空っぽにして、ろくろに集中すると、抱きしめた

くなるような作品が誕生します。土練り3年、ろく

ろ10年と言われますが、人間国宝を目指さないな

ら、多少の歪みはご愛敬。難しいことは言わず、

楽しく、やさしく、少しずつ上達できるようにサ

ポートしていきます。教室はフリータイム制で

す。時間や回数の制限なしで自分のペースでゆっ

くり楽しんでいただけますので、まずは、お気軽

にご連絡、ご体験ください。 

❖入会金5,000円 ❖月会費10,000円 

 （初回無料、見学無料） 

「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 

陶芸教室・水度工房  

 会員データ [代表]河村光昭 [住所]〒610-0121 城陽市寺田市ノ久保33-4 [TEL]0774-94-6555 

       [営業時間]9:00～17:30 [定休]日曜日･祝日 [駐車場]あり [Email] tougei03@gmail.com 

▲昔懐かしい雰囲気の古民家風の教室 

日時 8月31日(土) 

     14:30開演 

会場 プラムホール 

料金 2,500円 

   ↓ 

     2,250円 

講演会 さかなクンのびっくりお魚教室 

(繁栄) 

日時 8月12日(月) 

     11:30/14:30 

会場 プラムホール 

料金 3,000円 

   ↓ 

     2,700円 

お笑い お笑い・絶品モノマネライブ 

日時 8月25日(日) 

     14:00開演 

会場 プラムホール 

料金 4,000円 

   ↓ 

     3,600円 

演奏会 関西フィルハーモニー管弦楽団  

「城陽秋花火大会」入場チケット好評販売中！ 

［入場チケット］ 

前売り600円、当日800円 

［お問い合せ］ 

城陽秋花火大会2019実行委員会 

TEL 070-5435-0018 
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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。 

12 

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 

  

①7月27日(土) 19時～ 

 VS FC岐阜 

 ☆申込締切 7月10日(水) 

 

②8月4日(日) 18時～ 

 VS 東京ヴェルディ 

 ☆申込締切 7月17日(水) 

 

③8月10日(土) 19時～ 

 VS 栃木SC 

 ☆申込締切 7月24日(水) 

 

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 

【講師】  

横倉 幸司 氏 

アシスト経営研究室・中小企業診断士 

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 

セミナー情報 

❖日 時 7月31日(水) 
     19:00～20:30 
❖場 所 当所 会議室 
❖参加費 無料 
❖定 員 10社(先着順) 
❖内 容 
(1)  
(2)強みを生かす新規事業の仮 
  想ケーススタディ 
(3)  
(4)法認定に係る制度の紹介 

【詳細：折込チラシ】 


