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「笑う門には福来る」と昔から 

言いますが、これは真なり。 

さぁ笑いましょう。 

笑うことから始めましょう。     

    書道家 武田 双雲   
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新年は令和4年1月4日(火)9時からです。 本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。 
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新年のご挨拶 

▲(左から)岩見副会頭、古瀬副会頭、堀井会頭、中川副会頭、生駒専務理事 

  明けましておめでとうございます。 

 会員の皆様方におかれましては、益々ご

健勝で希望に満ちた新春をお迎えのことと

心からお慶び申し上げます。また、平素は

商工会議所の様々な事業活動にご支援ご協

力を賜り、誠にありがとうございます。 

 さて、昨年は、新型コロナウイルス感染

症の拡大が留まらず全世界に影響を与え、

日本経済、そして城陽の経済にも大きな影

響を与えました。 

 会員の皆様におかれましては感染症の流

行により繰り返し発出された緊急事態宣言や、まん延防止等重点

措置の影響により飲食・サービス・卸小売業にとどまらず製造・

建設業などあらゆる業種において、企業活動は大きく制限される

こととなりました。 

 当商工会議所でも、例年、会員の皆様をはじめ市内外の皆様に

もお楽しみいただいております「産業まつり」をはじめとした事

業につきましては、人と人との交流を避けるために誠に遺憾なが

ら中止の決断をせざるを得ない状況でした。その様な事態のなか

市内唯一の「総合経済団体」である当所の役割を果たすためには

どのようにすれば会員の皆様のお役に立てるかを模索し、活動を

行ってまいりました。 

 昨年は「新型コロナウイルス特別相談窓口」の業務の強化や各

種補助金、助成金、給付金等の申請や、緊急融資への迅速な対応

など会員の皆様に寄り添った伴走型支援を継続的に行い、感染症

の影響により落ち込んだ地域における消費を喚起することを目的

に、市より委託を受けた「城陽市プレミアム付き商品券」の発行

については、新たに専用サイトを開設し、インターネットによる

購入申し込みや参加店の検索を可能にしたことにより、一層多く

の市民の方にお申し込み頂きました。 <次頁へ続く>  

 

城陽商工会議所 

会頭 堀井 美郎 

謹賀新年 謹賀新年 謹賀新年 
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 明けましておめでとうご

ざいます。 

 2022年の新春を迎え、謹

んでお慶び申しあげます。 

 昨秋以降、国内では新型

コロナ新規感染者数が低位

で推移し、本格的な日常生活回復に向けた動き

が加速する中で新年を迎えられたことを皆さま

と共に喜びたいと思います。 

 海外での感染再拡大などもあり、先行きの見

通しは予断を許さないものの、商工会議所は、

本年を感染防止と社会経済活動をより高い次元

で両立させる年と位置付け、地域経済ならびに

それを支える事業者の皆さまの発展のため、引

き続き全力を尽くしてまいります。 

 さて、コロナ禍で急激に落ち込んだ経済もよ

うやく回復基調に転じましたが、依然力強さを

欠き、業種や規模により回復度合いが異なる

「Ｋ字型回復」の状況が続いています。国民全

体を覆う閉塞感を真に打開するためにも、昨年

政府が決定した「新たな経済対策」の着実な実

行はもとより、国民が日本の将来について明る

い希望を抱けるような、新たな成長と発展への

道筋を明確に示す必要があります。 

 第2次岸田内閣の発足以降、政府は「新しい 

資本主義」を掲げ、「成長と分配の好循環」

「コロナ後の新しい社会の開拓」に向けて議論

を重ねてきました。私はコロナ禍を通じて、

「強く豊かな国でなければ有事の際に国民を守

ることができない」と改めて認識しましたが、

日本を危機に対するレジリエンスを備えた強い

豊かな国にするためには、コロナ禍で明らかに

なった社会課題の解決と経済成長を車の両輪と

して同時に実現することが必要です。 

 少子高齢化に向かう人口動態等、様々な構造

的課題を抱えるわが国が、社会課題を解決する

と同時に経済成長を図るためには、一国の豊か

さを示す総合的な指標である｢1人当たりＧＤＰ｣

の引き上げを国全体の目標として掲げ、あらゆ

る分野での生産性向上と潜在成長率の底上げを

図る必要があります。特に、雇用の約７割を占

める中小企業の生産性を引き上げることは、ひ

いてはわが国全体の生産性の向上につながる重

要な課題です。他にも、経済・医療安全保障、

成長を支える基盤である人材育成や科学技術研

究への投資、デジタル化の推進､「Ｓ＋3Ｅ」の

原則を踏まえたバランスの取れたエネルギー政

策と技術革新等が不可欠です。通商面では、TPP

やRCEPの成果を踏まえ、同じ考えを持つ国々と

の連携を深めつつ、引き続き日本が自由貿易体

制推進において主導的な役割を果たすべきです｡ 

 こうした課題認識を踏まえ、われわれ商工会

議所は本年、特に以下3点について重点的な取り

組みを実行してまいります。 

 第一は「デジタル活用による中小企業の体質

強化」です。これまでも幾多の困難を乗り越え

てきた日本の中小企業は、様々な変化に柔軟か

つ迅速に対応できる潜在的な変革力を有してい

ます。中小企業経営への <次頁へ続く>  

<前頁より> 他にも外出自粛などによる来店客数

の減少などの打撃を受けておられる小売業者支

援のため一口目の参加料を無料とした「わくわ

くセール」や「大謝恩フェア」に併せクーポン

ブック発行や、市内の事業所を紹介する「城陽

日和」を昨年に引き続き特別号として発行し、

地域経済の回復への支援を行っております。ま

た、会員の皆様を始めとした方々に国や府・市

からの制度や支援の情報をタイムリーにお知ら

せすることを目的に「ＬＩＮＥ公式アカウン

ト」を開設いたしましたのでより多くの会員の

皆様にご登録をお願いしたいと思います。 

 本年も、商工会議所の本来の役割である、地

区内における商工業を営む事業者への総合的な

経営改善に対する支援につきましては、“がん

ばる小規模事業者への積極的な支援”を継続的

に行い、経営支援員が事業者に寄り添った伴走

型支援を推進してまいりますので、お気軽にご

利用いただきたいと存じます。 

 本市では、2023年度の新名神高速道路全線開

通に向け着々と建設工事が進み、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

出など数々の大規模プロジェクトが進行してお

り、城陽のまちが発展に向け大きく変貌する大

切な時期であります。地域総合経済団体であり

ます当商工会議所といたしましてもこれらの整

備促進に、行政をはじめ関係機関と連携しなが

ら、地域の活性化に最大限努力して行かなけれ

ばならないと考えております。 

 最後になりましたが、会員各位の益々のご健

勝とご多幸、そして事業のご発展をご祈念申し

上げまして年頭のご挨拶といたします。 

～地域とともに、 

  未来を創る～ 
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日本商工会議所 

会頭 三村 明夫 

最新情報を掲載中!  当所ホームページをご覧ください  https://joyocci.or.jp/  
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 あけましておめでとうござ

います。府民の皆さまにおか

れましては、つつがなく新し

い年をお迎えのこととお慶び

申し上げます。 

 昨年の新型コロナウイルス

第5波では、これまでに経験したことのない感染

拡大を引き起こしました。この波を乗り越えら

れたのも、すべての府民の皆さま・事業者の皆

さま、そして医療従事者をはじめ関係の皆さま

のご協力の賜であり、心から感謝と敬意を表す

る次第であります。 

 人類が対峙する新型コロナウイルスは、生命

や健康を脅かすだけでなく、世界経済をも混乱

に陥れました。われわれは感染予防対策を日常

生活に取り入れ、ワクチン接種を進め、医療提

供体制を整えるなど、この困難を乗り越えるた

め、力を合わせ立ち向かっています。 

「あなたが一人で見る夢はただの夢だ。みんな

で見る夢は現実になる 

～A dream you dream alone is only a dream. 

A dream you dream together is reality～」 

これは、ヨーコ・オノとジョン・レノンが伝え

るメッセージです。 

 われわれは困難を乗り越えた先に見える

「夢」を現実のものとするため、力強く歩まな

ければなりません。夢の形は人それぞれです

が、誰もが夢を抱き、夢に向かってチャレンジ

することができる社会を築きたい。そのために

は「府民と共に 京都夢実現プラン（京都府総合

計画）」をさらに前進させる必要があります。 

 こうした中、これからの京都発展の原動力と

なる文化庁の京都移転、新名神高速道路の開

通、大阪・関西万博の開催が続きます。時機を

逸することなく、京都が持つ魅力の源泉である

文化の価値をしっかりと国内外に発信すること

はもちろん、基盤整備を活かした産業戦略と一

体となった雇用戦略の展開など、京都の夢を実

現するため、着実に取り組んでまいります。 

 今年は寅年です。「寅」は動くを意味し、芽

の出たものが成長していく年です。明治以来初

の中央省庁の移転となる、文化庁の京都移転と

いう新しい幕開けに向け、この一年がよりいっ

そう弾みとなりますよう、 皆さまと一緒に夢に

向かって邁進してまいります。 

 今年一年の皆さまのご健勝とご多幸を心から

お祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。 

 京都府知事 

 西脇 隆俊 
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税務に関するご相談は、お気軽に当所までご連絡ください。  

 

～府民の皆さまと力を合わせ 

  京都の夢を実現～ 

<前頁より> デジタル活用は、生き残りをかけた

自己変革の有力な手段であり、コロナ禍で加速

したデジタル化の流れを、業務効率化に留まら

ず、越境ＥＣ等を通じた販路拡大、さらには業

態転換などのビジネス変革にまで広げる経営力

向上の柱として強力に支援してまいります。 

 第二は「事業再構築、取引適正化等を通じた

付加価値の向上」です。商工会議所による伴走

型の経営相談体制の強化により、事業承継や事

業の再生・再構築を後押しし、経営の効率化や

付加価値創出力の向上を強力に支援してまいり

ます。また、大企業と中小企業で構成されるサ

プライチェーン全体で、創出した付加価値やコ

ストをフェアに分かち合う取引適正化も不可欠

です。登録企業が４千社を超えた「パートナー

シップ構築宣言」は、官民連携でこれを実現す

るための有力なプラットフォームであり、今後

は宣言の実効性をより高め、中小企業の付加価

値向上、ひいては日本全体の成長力の底上げに

寄与してまいります。 

 第三は「地域ぐるみの地方創生の推進」です｡

東京一極集中と言われますが、実際には一次産

業の成長産業化、インフラ整備を通じた製造業

の集積、インバウンド需要の取り込みなどを進

めてきた地方圏の方が、東京圏よりも高い経済

成長率を実現しております。コロナ禍を契機と

したさらなる地方分散化の動きもみられる中、

政府の「デジタル田園都市国家構想」も踏まえ､

こうしたモメンタムを地方創生の加速化につな

げていくことは、レジリエントな日本の国土形

成のためにも不可欠です。商工会議所は、地域

総合経済団体として地域の多様な主体との連携

を深め、地域ぐるみの地方創生をさらに後押し

してまいります。 

 最後に、日本商工会議所は今年で創立100周年

を迎えます。「地域とともに、未来を創る」を

スローガンに、次の100年に向けて、中小企業の

活力強化と地域活性化による日本経済の持続的

な成長の実現を目指し、515商工会議所と連合

会、青年部、女性会、海外の商工会議所との

ネットワーク力を最大限活用し、新しい時代を

皆さまと切り拓いてまいりたいと思います。引

き続きのご支援、ご協力をお願いして、私の年

頭のあいさつとさせていただきます。  
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 新年おめでとうございます。 

 みなさま方におかれまして

は、令和4年の新春をお迎えの

ことと心よりお慶び申し上げま

す。 

 市内唯一の総合経済団体であ

る城陽商工会議所におかれまし

ては、本市産業の振興と発展に

日夜ご尽力いただき、深甚なる

敬意と感謝を申し上げる次第であります。 

 昨年は秋・冬にかけて新型コロナウイルスの

新規感染者数は減少したものの、社会経済には

今も深刻な影響を与え続けています。市内事業

所のみなさまにおかれましても、経済活動の停

滞で、非常に厳しい状況であるとのお声をお聞

きしております。 

 市といたしましては、コロナ禍で経営状態が

悪化した事業者のみなさまの声に耳を傾けなが

ら、寄り添い、しっかりと支援事業を展開して

まいりますとともに、感染拡大防止と経済活動

の両立を図り、国・府とも連携しながら、市内

事業者のみなさまへの支援を継続的に行ってま

いる所存でございます。 

 さて、本市では、新名神高速道路の令和5年度

末の全線開通に向け、高架橋の工事が着々と進

んでおり、街並みが大きく変化しています。 

 東部丘陵地の長池先行整備地区では、プレミ

アム・アウトレットの整備工事が進むほか、青

谷先行整備地区においても､（仮称）宇治田原IC

物流拠点整備計画の届出があるなど、東部丘陵

地の活性化に向けた取組が動き出しておりま

す。また、近鉄寺田駅西側につきましては、昨

年8月に駅前広場の歩道舗装工事が完了し供用開

始としており、JR山城青谷駅においても、駅舎

橋上化や自由通路の整備を令和4年度夏、東西駅

前広場の整備については令和4年度末の供用開始

に向けて工事を進めております。 

 これらの大規模なプロジェクトが進行する

中、本市の産業振興指針である「京都城陽産業

かがやきビジョン」が令和4年度末に計画期間の

終了を迎えることから、引き続く後期5カ年の計

画策定に向け、取組を進めております。 

 城陽市のさらなる飛躍を目指し､「希望あふれ

る城陽」「誰もが輝いている城陽」、そして新

たな城陽「ＮＥＷ城陽」の実現に向け、すべて

の関係者と連携して産業振興に取り組んでまい

ります。引き続き、本市行政、とりわけ産業振

興にお力添えを賜りますようお願いいたします｡ 

 新型コロナウイルス感染症の収束を願い、新

しい年がみなさまにとりまして、活力に満ち、

より良い年でありますことをご祈念申し上げ、

新年のご挨拶といたします。 

 
城陽市長 

 奥田 敏晴 
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会議所だより（本誌）広告主を募集中！ 
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令和４年度 商工業振興施策を奥田市長へ要望！ 

 

 12月6日(月)奥田敏晴市長をはじめ市幹部と当所役員の懇談会を

開催､令和4年度商工業振興施策について､城陽市の事業計画･予算

に反映していただくよう要望を行いました｡ 

 管内商工業者を取巻く環境は依然として厳しい状況が続いてい

るなか､城陽市と当所の連携をますます密にし､地域商工業の発展

と地域活性化に向け､積極的に取り組んでいくことを確認したうえ

で､双方活発な意見交換を行いました。 

 令和4年度商工業振興施策要望項目は以下のとおりです｡ 

令和４年度 商工業振興施策要望項目 

A.活気あるまちづくりのための施策について 

 1.新名神高速道路(大津･城陽間)を地域産業活性化につなげる取り組みについて 

  ①城陽井手木津川バイパスの早期整備について 

  ②寺田新池交差点から宇治田原間の側道の整備促進について 

  ③建設工事に伴う地元業者の受注機会の向上について 

  ④東部丘陵地整備計画に基づく整備促進について 

  ⑤木津川運動公園北区域の早期整備について 

  ⑥新名神高速道路の遮音壁について 

 2.ＪＲ奈良線の全線複線化実現に向けた継続的な取り組みについて 

 3.駅周辺整備促進について 

  ①近鉄寺田駅周辺の早期整備について 

  ②JR山城青谷駅周辺の整備促進について 

  ③JR長池駅周辺の整備促進について 

 

B.産業振興のための施策について 

 1.新型コロナウイルス感染症により多大な影響を受ける事業者への支援について 

 2.市内商工業者紹介サイト新設に係る支援について 

 3.道の駅等観光･商業ゾーン創りについて 

 4.アウトレットモール内への地元企業出店要望について 

 5.農商工連携の取組に対する支援について 

 6.労働力確保のための企業説明会に係る支援等の充実 

 7.地場産業の金銀糸業界活性化に対する支援について 

 8.城陽ブランド力の強化を図る取組に対する支援について 

 9.公共工事や物品購入時の地元事業者の積極的な活用について 

 10.市内小売業者の振興と活性化に向けた事業に対する支援について 

  ①城陽市プレミアム付商品券発行事業の再実施について 

  ②｢ＪＯＹＯスクラッチ＆クーポンわくわくセール｣の継続支援 

  ③｢城陽市大謝恩フェア｣｢城陽日和｣発行への継続支援 

  ④まちなか商店街にぎわいづくり事業への継続支援 

 11.創業支援ネットワーク｢城陽チャレンジスクエア｣事業への支援について 

 12.商工業振興事業費補助制度の継続 

 13.マル経融資制度に対する利子補給制度の継続 

 14.特定退職金制度に対する補助制度の継続 

 

C.商工会議所組織強化への支援について 

 1.市内商工業者の商工業団体並びに商工会議所への加入促進について 

 2.産業会館の空調設備等の改善について 
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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) 

▲堀井会頭から奥田市長へ要望書を提出 



 ( ) 令和4年1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441号 

 
各種支援施策は、当所ホームページでもご確認いただけます https://joyocci.or.jp/ 
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新型コロナウイルス感染症関連 国支援金、府支援金 

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年又は2020年の基準月の売上－2021年の対象月の売上 
(※)上限：中小法人等:20万円/月､個人事業者等:10万円/月 

申請締切 [10月分] 令和4年1月7日(金)まで（当所での事前確認期間は終了しています） 

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  

支給額 

上限 

支給対象月(令和3年9月､10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｡  
(※)上限：令和3年9月､10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 [9月分] 令和4年1月7日(金)まで [10月分] 令和4年2月1日(火)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） 

新型コロナウイルス感染症関連 市給付金 

 

 城陽市月次支援金対象事業者支援給付金 城陽市休業要請等対象事業者支援給付金 

対象者 

令和3年4月から9月のいずれかの月を対象に

国の月次支援金の給付を受けた城陽市内に

本社・本店がある中小法人等及び個人事業

者等 
※月次支援金の申請時に記載・登録した住所

（中小法人等は登記、個人事業者等は住所）に

より判断されます。  

以下いずれかの期間に対する府の協力金を

受給した､城陽市内に事業所を有する事業者 
１．令和3年4月25日(日)～5月31日(月)  

  （緊急事態宣言期間） 

２．令和3年6月 1日(火)～6月20日(日)  

  （緊急事態宣言期間） 

３．令和3年8月17日(火)～8月19日(木)  

  （まん延防止等重点措置期間） 

４．令和3年8月20日(金)～9月12日(日)  

  （緊急事態宣言期間） 

５．令和3年9月13日(月)～9月30日(木)  

  （緊急事態宣言期間） 

給付額 国の月次支援金を受けた月数×2万5千円  

京都府より定額(緊急事態宣言期間:4万円､

まん延防止等重点措置期間:3万円)で協力金

が支給された日数×1,000円と京都府より定

額以外で協力金が支給された日数×5,000円

の合計額 

申請方法 申請書類をメールもしくは郵送にて提出  

申請締切 令和4年2月28日(月)まで  

お問合せ 城陽市まちづくり活性部商工観光課 ℡0774-56-4018 shoko@city.joyo.lg.jp  



令和4年1月1日発行（毎月1日発行)    ( ) 会 議 所 だ よ り 第441号（平成3年4月13日 第3種郵便物認可） 

 各種補助金に関する相談は、お気軽に当所まで 
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新型コロナウイルス感染症関連  府、国補助金 

資金繰り/販路開拓/経営上のお悩みに対応します  当所では専門相談員（中小企業診断士・弁護士・税理士・

社会保険労務士等）による無料相談（30分事前予約制）を 

実施しています。新型コロナウイルスの感染リスク軽減等

を理由に来所が困難な方は 《オンライン》 にてご参加いた

だけるようになりましたので、是非ご活用ください。 

対象者 感染拡大防止対策を向上させる取組を行う認証店  支給額 5万円／認証店  

感染拡大

防止対策

取組例  

【換気対策】 

 □CO2センサーを設置・増設し、店内のCO2濃度を「見える化」 

 □換気機器（換気扇、換気機能付きエアコン等）、ウイルス除去機能付き空気清浄機等を 

  購入・改修し、換気対策を強化 

 

【来店客や従業員に対する感染対策】 

 □アクリル板、透明ビニールカーテン、パーテーション等の買替・増設等を行い、飛沫防止 

  対策を徹底 

 □キャッシュレス決済に関する機器等を導入し、レジ等での対面接客時の感染リスクを軽減 

 □従業員に対する研修会等を実施し、感染防止対策に関する意識を向上  

 

 ※別途、取組内容についての報告が必要です。 提出期限：令和4年2月18日（金曜日） 

申請方法 WEB申請／郵送による申請 締 切 令和4年1月17日(月)まで 

お問合せ 
応援金コールセンター（京都府新型コロナウイルス感染防止対策応援金事務局）  

℡075-252-1331（平日9:30～17:30) 

■ 京都府新型コロナウイルス感染防止対策応援金 

1月12日（水）13:30～16:00 

1月13日（木）13:30～16:00 

1月20日（木）13:30～16:00 

1月21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12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 

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9次】令和4年2月8日(火)まで 

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 



 ( ) 令和4年1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441号 

 
経営に関するご相談は、お気軽に当所(℡0774-52-6866)まで！ 
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新型コロナウイルス感染症関連 国補助金 

■ 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5回】令和4年1月12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＞ 

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5回】1月中開始予定 

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 



令和4年1月1日発行（毎月1日発行)    ( ) 会 議 所 だ よ り 第441号（平成3年4月13日 第3種郵便物認可） 

 

 気候変動問題解決のための国際協調の枠組み

である｢国連気候変動枠組条約第26回締約国会

議｣(=COP26)が11月13日に閉幕した｡｢主な合意内

容｣として最も注目された温暖化ガス削減のため

の石炭火力発電に関する文言が､今回初めて盛り

込まれた｡しかし､インドと中国の反対によって､

当初の合意文書案の｢段階的廃止｣が最終的には

｢段階的削減｣という表現にとどめられた｡合意内

容の中にある｢途上国への資金支援の拡充｣につ

いても､背景には先進国側から途上国への年1000

億円の資金支援額では不足しているとの指摘が

あったとされている｡このため､一定の成果は

あったものの､先進国主導のカーボンゼロ(=温室

効果ガスの排出量と吸収量を均衡させること)の

議論における先進国と途上国との課題解決を巡

るギャップ(=隔たり)は十分に埋められなかった

と認識できよう｡COP26のような国際協調では､過

去の国際会議でも｢彼方立てれば此方が立たぬ｣

という先進国と途上国の二律背反の状態が続い

ており､昨今の気候変動による大災害の回避の重

要性の高まりに応じたスピーディーな解決に向

かっていない｡ただし気候変動問題への国際協調

の取り組みは､新型コロナ対応のような緊急事態

にあるグローバル･ヘルス(国際保健)を除けば､

国際協調が必要なグローバルな課題の中でも取

り組みが進んでいる優等生的な位置付けである｡

新型コロナのパンデミック対応の国際協調にお

いても､先進国から途上国へのワクチン供給に対

する支援が不足している等の問題を抱えている｡ 

 国際協調が必要な他のグローバル課題でも､先

進国と途上国との解決方法を巡る合意形成が難

しい｡例えば、グローバル貿易の拡大では､米中

対立が深刻化することでWTO(世界貿易機関)のよ

うな国際貿易の枠組みの機能不全がより明白と

なり､グローバリゼーションの進展による自由貿

易の恩恵が享受できなくなってきた｡トランプ政

権の誕生後､2019年頃から先鋭化してきた米中対

立において､米中が経済的な相互依存を交渉カー

ドとして利用しながら“勝者のない”外交を続

けてきた影響が大きい｡米中の首脳はおのおのの

国内情勢を踏まえつつ､その経済的相互依存を一

種の“武器”として利用してきたといえ､強制的

に発動される追加関税措置､為替操作国認定等の

経済的な“制裁ツール”の乱用により米中の分

断が深まってきた｡ このような先進国と途上国

のギャップを埋める､あるいは分断を修復するこ

とで国際協調を促進するためには､改めて国際協

調の目的となる国際的な公益とは何か考えてみ

る必要があろう｡｢論語｣にある｢中庸の徳｣(=過不

足なく極端に走らないバランスの取れた思考と

行動)が国際的な公益を目指すために必要ではな

いか｡バランスの取れた思考と行動がなければ､

気候変動問題のように､将来的な気候大災害のリ

スクを声高に叫ぶことで人々の将来的な不安を

あおることだけに終わり､先進国と途上国が一体

となって具体的な問題解決に誘導していくこと

は難しい｡今後､地政学リスクが顕在化し､国際協

調を取り巻く環境が悪化する可能性を否定でき

ないため､両者が中庸の徳を維持して､具体的な

支援を議論､信頼関係を高める努力を重ねていく

ことが重要であろう｡COP26が｢彼方立てれば此方

が立たぬ｣国際協調からの脱却の大きな一歩とな

ることを望む｡       （11月18日執筆） 
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商品・サービスのＰＲには｢チラシ同封サービス｣をご覧ください。  

 



 ( ) 令和4年1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441号 

 

 最寄り駅から徒歩約2分の商店街に､お昼時に

なるといつも行列ができる食堂があります｡この

お店の開店情報は3カ月くらい前に､地域情報を

伝えるネット経済メディアの記事で知っていま

した｡私自身は行列に並んで食べるくらいならほ

かのお店に行くタイプなので､｢ここが例の店か｣

と思いながら､いつも横目に見て通り過ぎていま

した｡先日､たまたま休日にその店の前を通り掛

かったら行列がなかったので､入ってみました｡ 

 のれんをくぐったとたん､｢このお店は以前､よ

くあるチェーンの居酒屋だった｣ということに気

付きました｡実際､お店のレジのそばに｢この店は

居酒屋の○○チェーンが運営しています｣と書い

てあります｡以前のお店には､何度かランチを食

べに来たことも思い出しました｡店名や看板は

まったく変わってしまっており､昭和からある居

酒屋というよりは､若い人たちが好みそうな白

ベースのシンプルで､“おしゃれレトロ”なテイ

ストのロゴマークを入れた看板になっていまし

た｡しかし､お店の内装やテーブルや椅子､雰囲気

を見ても以前とさほど変わっていません｡ 

 私はおじさんなので､昔ながらの昭和な居酒屋

に違和感もなく､よくランチに利用しています

が､確かに20代､30代の若い人や特に女性はこう

した“おじさん御用達”の居酒屋に入りません｡

外観の看板を替えるだけで突然､昭和な居酒屋が

若い人(特に女性客)が押し寄せる店になるもの

かと興味が湧きました｡そこで､その理由を自分

なりに考えてみました｡｢焼き魚や刺し身､煮物､

丼物から麺類等の昼の気軽な食堂のニーズは根

強くあった｣｢居酒屋には珍しいオムライスやメ

ロンパフェ､アイスクリームやジェラート等のデ

ザートメニューも追加された｣｢定食の価格帯が､

1000円以下で分かりやすくそろえられた｣といっ

たところでしょうか｡外観が明るくおしゃれに

なったことで､私のようなおじさんはむしろ入り

にくくなったかもしれません｡それもリニューア

ルの狙いの一つだと思います｡ 

 店側としてはコロナ禍でお酒が出せない期間

が続いたことから､食堂の看板を掛け替えただけ

ですが､お客さん側から見れば､飲むためだけの

店から飲まなくても飲んでもいい店へと選択の

幅が広がったことになります｡この｢選択の幅が

広がった｣というところが若い世代や女性客に受

けて､行列店になった大きな理由だと思います｡ 

 私が店に入ったのは休日の昼間で､周りを見る

と､カップルや女性の二人連れの比率が高く､子

ども連れもいました｡お酒も飲めるちょっとお

しゃれで気軽な食堂､いわば和風のファミレスの

ようでした｡女性同士のお客さんもほとんどがラ

ンチがてらレモンサワー等を飲んでいます｡きっ

と平日の昼に食べに来てメニューや雰囲気を

知った上で､休日のカジュアルな飲みの場として

選んだのだと思います｡同時に､この店の近くで､

｢飲酒客に限る｣と強く主張していた中華食堂が

閉店していたことにも気付きました｡点心のおい

しい店でしたが､家族連れで行って一人でも飲ま

ない客がいると露骨に嫌な顔をする店でした｡ 

 豊かさとは選べること｡コロナ禍で得た教訓の

一つとして､客の選択肢を増やすのは利益率が下

がるけれど､きちんと向き合わないといけないと

いうことだと感じました｡ 

新入会員募集中！ぜひご紹介ください。 
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 営業時間 ２０:００～２４：００ 

団体３０名様まで 



令和4年1月1日発行（毎月1日発行)    ( ) 会 議 所 だ よ り 第441号（平成3年4月13日 第3種郵便物認可） 

 

 長年、メイクアップアーティストとして多く

の方の美をサポートしてきました。そんな中で

気づいたのは『土台となるお肌が整っていなけ

れば本当の美しさを手に入れることはできな

い』ということでした。そこで、お肌を整える

サロンとして＜サロン肌声IVY＞をオープンし、

開業して２０年が経ちます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 心と身体はつながっています。お肌や身体の

ストレスがなくなれば心も明るくなり、さらな

る輝きが手に入ります。皆様に最高の笑顔に

なってお帰りいただくことをモットーに最高の

施術を心がけてまいります。 

 フェイシャルだけでなく、ウエスト、脚痩

せ、頭皮などお悩みにピンポイントでアプロー

チできる施術をご用意しています。ご相談いた

だければ掲載している以外のコースをご提案す

ることも可能です。理想の自分になるために、

気になる部分はなんでもお伝えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新春より“春の大感謝祭”等も予定していま

す。楽しいひとときをお過ごしいただけるよう

スタッフ一同、お待ちしております。 

 会員データ [オーナー] 水谷 誓子   [住所] 久世南垣内100-1   [Tel/Fax] 0774-51-7474 

       [営業時間] 9:00～17:00  [定休日] 不定休      [駐車場] 1台          

「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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(繁栄) 

サロン肌声 ＩＶＹ （サロン ハダコエ アイビー） 

活動報告 

交通部会 

 12月15日(水)アル･プラザ城

陽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。 

金融部会 

文パルチケット情報 

日時 2月12日(土) 

 開演 14：00 

会場 プラムホール 

料金 3,300円 

       ↓ 

   2,970円 

日時 1月9日(日) 

 開演 15：00 

会場 プラムホール 

料金 3,000円 

      ↓ 

   2,700円 

ｺﾝｻｰﾄ 関西ﾌｨﾙﾊー ﾓﾆー 管弦楽団 

 令和3年度金融部会臨時総会

を書面決議にて開催し、原案通

り承認されました。 

 部会長には、小山貴生氏(㈱

京都銀行 城陽支店 支店長）が

選任されました。 

 12月7日(火)あとりえピルツ

ハウスより飯田章乃さんをお招

きし、毎年恒例となっている

「フラワーアレンジメント講習

会 素敵なお店づくりセミナー｣

を開催しました。参加者40名は

それぞれの個性を活かし、作品

づくりに励みました。 

落 語 

シネマ 

日時 2月18日(金) 

 ①10:30 ②14:00 

会場 プラムホール 

料金 900円 

       ↓ 

   810円 



 ( ) 令和4年1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441号 

 

 弓削 徹 氏 

㈱エスト・コミュニケーションズ 

代表取締役 

    新春経済講演会のご案内 
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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/ 

新入会員募集!! 

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 
 またはオンライン 

先着１５０名 

15:00～16:30   

折込チラシを 
ご参照ください 中村 智彦 氏 

神戸国際大学 経済学部教授 

中小企業応援団 

 

※当日の参加受付は行いませんので、事前にお申込みください。 

 申込締切は【1月21日(金)】です。【詳細：折込チラシ】 

 今回の会員大会では懇親会 

(飲食の提供)を行いませんが、

ご参加いただいた来場者の方に

“お買物券”(4,000円分) をお

持ち帰りいただきます。取扱店

申込は【1月21日(金)】まで！ 

“お買物券”取扱店舗 

 募集中です！ 

発行条件 
城陽商工会議所 

会員大会参加者へ配布 

発行内容 
参加者1名、１セット 

（500円×8枚）を発行 

使用期間 
令和4年2月16日(水) 

   ～3月15日(火) 

第35回会員大会 参加申込＆お買物券取扱店舗 募集中！ 

漫才：スーパーマラドーナ 

音曲漫才： 

 ラニーノーズ 

大道芸： 

もりやすバンバンビガロ 

日 時：令和４年２月１６日(水) 

会 場：文化パルク城陽 プラムホール 

午後５時３０分～午後７時３０分 

 （午後５時より受付開始） 

 

参加費：2,000円 

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～ 

    販売促進セミナーのご案内 

 精算は城陽商工会議所にて行いますので、 

500円の当選券（城くん賞）およびお買物券を 

ご持参ください。 

 

 ※精算時間 9:30～16:00 

  年末年始12/29～1/3、土日祝を除く 

お買物券 ～精算期間～ 

大謝恩フェアの精算について 

令和４年2月14日    
当所 会議室 
 またはオンライン 

先着２０名 

14:00～16:00   

折込チラシを 
ご参照ください 

本当のウリがわかればもっと売れる！

キャッチコピー作成講座 


