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申請締切 
6月17日(金)まで（当所での事前確認は6/14(火)まで） 

※5月31日(火)までに申請ＩＤを取得している方が対象 

お問合せ 
事業復活支援金コールセンター ℡0120-789-140 

（月～日 8:30～19:00 ※祝日を含む） 
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ネガティブな情報が多い時期だから

こそ、ポジティブに振ること。 

前向きに生きる。        

      書道家 武田 双雲   

６ 
２０２２ 

発行所 城陽商工会議所 

 住 所 京都府城陽市富野久保田1-1 

 ＴＥＬ 0774-52-6866 

 ＵＲＬ https://joyocci.or.jp/ 

発行人 生駒智史 

編集人 広報委員会 

 1部100円（購読料は会費に含む） 

当所LINEアカウント（ID:＠joyo-cci）からも、最新情報を配信中です！ 

■ 事業復活支援金 

新型コロナウイルス感染症関連 国支援金、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海外旅費(グローバル展開型のみ)  

補助金額 

・補助率 

【一般型】 

 [通常枠] 100万円～1,250万円（補助率：1/2 ※小規模企

業者、小規模事業者、再生事業者については 2/3） 

 [回復型賃上げ・雇用拡大枠] 

   100万円～1,250万円（補助率：2/3） 

 [デジタル枠] 100万円～1,250万円（補助率：2/3） 

 [グリーン枠] 100万円～2,000万円（補助率：2/3） 

【グローバル展開型】1,000万円～3,000万円（補助率：1/2 

※小規模企業者、小規模事業者については 2/3）  

申込方法 電子申請システム（jGrants） 

申請締切 【第11回】8月18日(木)17時まで 

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 

  視聴には、ID・パスワードが必要となります。 

  視聴をご希望の方は当所までお問い合わせください。  

 商工会議所会員専用サービス【WEBセミナー】では、『経営実務』 

『社員研修』『労務』『経理』など５００タイトル以上のセミナーを 

パソコンやスマートフォンから無料でご視聴いただけます｡ 

 基準月と対象月の月間事業収入の減少率が「30％以上50％未満」の

区分で既に給付（以下「初回給付」という。）を受けている方で、 

初回給付の対象月の翌月以降に、基準期間の同じ月と比較して 

月間の事業収入等が「50％以上」減少した月が存在する場合に限り、

その月を対象月とした支援金が給付されます。 
 

※対象となる可能性のある方は、マイページ上に『差額給付の申請ボタン』

が表示されます。  

＜申請期間＞ 2022年6月1日(水)～2022年6月30日(木) 
（6月1日以降に初回給付分を受給された方は、受給日の翌日から30日間） 

「差額給付」の申請受付が開始されました！ 
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定期相談会を開催しています。事前にご予約の上、ご参加ください（tel:0774-52-6866） 

 営業時間 ２０:００～２４：００ 

団体３０名様まで 

新型コロナウイルス感染症関連 国補助金、府補助金 

６月８日（水）13:30～16:00 

６月９日（木）13:30～16:00 

６月16日（木）13:30～16:00 

６月17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4年5月2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 
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     

対象経費 
①建物費②機械装置･システム構築費③技術導入費④専門家経費⑤運搬費⑥クラウドサービス利

用費⑦外注費⑧知的財産権等関連経費⑨広告宣伝･販売促進費⑩研修費  

補助金額 

・補助率 

【通常枠】100万円～8,000万円 

  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】8,000万円超～1億円（※従業員数101人以上の企業に限る） 

  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) 

【回復・再生応援枠】100万円～1,500万円 中小企業者等：3/4／中堅企業等：2/3 

【最低賃金枠】100万円～1,500万円 中小企業者等：3/4／中堅企業等：2/3 

【グリーン成長枠】100万円～1.5億円 中小企業者等：1/2／中堅企業等：1/3  

申請方法 電子申請システム（jGrants） 申請締切 【第6回】6月30日(木)18時まで 

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 

対象者 
京都府内に居住又は居住を予定している者で、京都府内で新たに起業する者 

※公募開始日（令和4年5月31日）以降令和5年1月31日までに開業・設立することなどが条件 

対象事業 
京都府内で実施する社会性、事業性、必要性のある社会的事業。 

※京都府では、地域活性化関連、社会福祉・社会教育・子育て支援関連の事業を想定 

補助率 補助率：1/2（上限：200万円）※府内でおおむね15件程度採択の予定  

申請方法 起業予定地を管轄する商工会・商工会議所に計画書等を持参もしくは郵送  

申請締切 6月30日(木)(郵送の場合は締切日当日消印有効) 

お問合せ 
京都府中小企業総合支援課 

℡075-366-4357（月～金 9:00～17:00 ※祝日を除く） 

■ 起業支援事業費補助金 
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インボイス制度に関するお問い合わせは宇治税務署、または当所まで。 

宇治税務署からのご案内 ～インボイス制度について～ 
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商品・サービスのＰＲには、本誌｢チラシ同封サービス｣をご利用ください。  

 このところ日本でも物価上昇の動きが目立ち､

企業業績や家計の購買力に影を落としている｡そ

してその一因が｢急激な円安｣である｡加えて不況

下での物価上昇(スタグフレーション)=｢悪いイ

ンフレ｣が懸念されている｡過去の水準から判断

すると“行き過ぎ”とメディアで騒がれている

対ドルでの急激な円安の背景には､米国では経済

活動の再開やインフレの加速などを背景に金融

政策が正常化へと向かう一方､日本では大規模な

金融緩和が維持されているという問題がある｡1

月13日には､一時1ドル=126円台と2002年5月以来

およそ20年ぶりの円安･ドル高水準を付けた｡こ

のような円安が進む中､その背景の一つに資源価

格の高騰があることもあって､円安のマイナス面

が強調されることが増えているが､大和総研のエ

コノミストは､その影響はマクロ経済的に見れば

わずかであるとしている｡ただし､中小企業非製

造業では円安による悪影響が増大していること

と､それに加えて消費財の輸入品ウエートが上昇

していること､家計では購買力が円安時に低下し

やすくなっていることには懸念を示している｡一

方､円安のプラス面について大和総研では､円安

で輸出数量が増加して貿易収支が改善するとい

う｢Jカーブ効果｣は10年代以降は表れにくくなっ

たものの､主に大企業で為替レートが変化しても

企業は契約通貨建ての輸出価格を据え置こうと

する動きが広がったことで円安局面では企業の

為替差益が拡大しやすくなっていることと､海外

進出などを背景に所得収支の改善効果も高まっ

ていることを挙げ､依然円安のプラス面がマイナ

ス面を上回っているとしている｡ 

 次に｢悪いインフレ｣であるが､大和総研では､

欧米ではそのリスクが意識されているが､日本の

インフレ率は今後も低位にとどまると見られ､ス

タグフレーションの可能性は低いと想定してい

る｡その主な理由として､22年度の生鮮食品を除

く消費者物価指数(コアCPI)を前年比+1.3%と見

込み､資源高で一般物価に上昇圧力がかかるもの

の､名目賃金の上昇ペースが緩やかで､欧米のよ

うに価格転嫁が進みにくいためとしている｡ 

 これらを踏まえた大和総研の22年度の実質GDP

成長率予想では､ウクライナ問題の深刻化によっ

て原油高と対ロシア貿易の停止､株価の大幅な下

落といった悲観シナリオが実現すれば､+3.5%と

見込んでいるベースシナリオの成長率が+2.6%に

低下する可能性があるとしている｡加えて､新た

な変異株の出現による感染爆発で経済活動が抑

制される状況が断続的に発生すれば､個人消費を

中心に一段と落ち込み､成長率の見通しは+1.5%

程度へと低下するとしている｡昨今の日本の平均

的なGDP成長率からすればこの1.5%程度という数

字はさほど低くは見られないかもしれない｡しか

し､この成長率では22年度の実質水準がコロナ禍

前の19年を依然超えることができず､成長力が高

いとはいえない｡ 

 残念なことに､このような日本経済の見通しを

左右する中長期の世界経済シナリオの不透明さ

はより高まっていく｡それは､ウクライナ問題の

長期化だけではなく､仮にウクライナ問題が解決

しても他の地域での地政学リスクが高まる初期

段階とも捉えることができるからである｡確か

に､国際連合安全保障理事会において安全保障問

題解決の枠組みについて変革が求められている

ものの､加盟各国の変革への足並みがそろうかと

いえば､第二次世界大戦の戦勝国のみを常任理事

国とした設立経緯から見て非常に疑わしい｡G20

の機能不全も想定される｡さらに､安全保障上の

問題が民主主義国家と権威主義国家間の外交問

題の中心となっているため､平時の国際協調に基

づく公平な自由貿易を前提とした世界貿易機関

(WTO)協定違反に対する経済制裁から､国家間の

金融と経済両面での既存の依存関係を人質に取

るような一方的な“終わりの見えない経済制

裁”にシフトしている｡これまでのグローバリ

ゼーションで謳歌されてきた自由貿易､経済効率

の高い世界的な供給網(グローバルサプライ

チェーン)への回帰は難しい｡ 

 ただし民主主義国家は､この状態に手をこまね

いているだけではなく､権威主義国家が時代遅れ

と感じるような､グローバルな人､モノ､資金の自

由な移動という国際協調で共有してきた｢公益｣

を守る契機と捉えることが重要であろう｡従前の

ように持続可能なエネルギーへの投資の促進､誰

も取り残さない経済成長の方針を含むSDGsの推

進などの取り組みは前倒しで着実に進めるべき

であろう｡ただし､グローバルサプライチェーン

の再構築では旧来とは違ったアプローチが必要

となろう｡地政学的リスクなどを織り込みつつも

その範囲内で自由貿易のメリットや効率性を追

求した新たなグローバルサプライチェーンや自

国の国際貿易に対する立ち位置の落としどころ

を見極める取り組みが必要であろう｡その意味で

どの民主主義国家もこれらの｢公益｣を守ること

に不作為でいてはならないのではないか｡ 
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上段：甲斐・曽我・寺田・長谷川 

下段：村田・角田・小田切・越野 

 先日､地域の伝統的な資源を原材料として活用

するビジネスを立ち上げようとしている事業者

さんと販路開拓の話をしていました｡環境問題や

自然保護などに高い関心を持つ若い女性をター

ゲットに置いていました｡この層を狙うなら､イ

ンスタグラムやツイッターなどのSNSによる情報

発信は不可欠です。 

 ところが､社長自身はもう60代だということも

あり､｢やらなければいけないと思うけれど､どう

すればいいか分からない｣とのこと｡私は｢社長が

無理して自分でやることはないですよ｡既にSNS

を使いこなして､運用の勘所を押さえた若い人に

任せましょう｣と言いました｡しかし､｢そんな若

い人をどうやって見つけたらいいか分からない｡

雇うお金もない｣との反応でした。よく話を聞い

てみると､地域資源を発掘する社長の取り組みに

共感した近くの大学の先生が､研究室を挙げて応

援してくれていました｡それならば､その研究室

の学生さんをインターンとして受け入れたり､卒

論の研究テーマとして関わってもらったりする

ことで､力を借りることができそうです｡結局､

SNSを使った情報発信の立ち上げと運用もその研

究室の若い学生に相談することにしました｡ 

 自分ではできない能力を持った多様な人材を

どのように集めるかが今回のテーマです｡男女や

国籍の別だけでなく､さまざまなキャリアを持っ

た人材を活用する｢ダイバーシティ｣が注目され

てずいぶんたちます｡都市部の大企業では女性管

理職の登用など､さまざまな取り組みが始まって

いますが､地方の中小企業では､なかなか進んで

いないのが実態です｡人材の供給市場が小さい上

に､多様な職能を持つ人を常時雇用するだけの余

力も企業側にないためです｡ 

 そうした環境の中､多様な人材を取り込むのに

適した方法が登場しています｡副業やフリーラン

スのマッチングサービスも充実してきました｡先

の学生インターン制度なども有効な手段だと思

います｡例えば鳥取県のハローワークでは､都市

部のスキルのある人をオンラインによる“時間

貸し”のような形で､副業で県内の中小企業に関

わってもらうマッチングサービスを始めていま

す｡費用は月額3万円程度で契約期間も1カ月か

ら｡仕事の内容に満足できれば延長するといった

方式です｡これなら、地方の中小企業でも手が出

せる範囲だと思います｡実際に取材したところ､

副業として参加している人は､都市部の大企業で

働きながら､しっかりとしたスキルを持った人が

多いようでした｡ 

 こうした制度を上手に使うにはいくつかのポ

イントがあります｡いきなり重い仕事を任せず､

仕事を切り分けて軽いものから任せること｡本音

でコミュニケーションが取れる｢気の合う｣人を

選ぶことなどです｡こういった注意点を守れば､

うまく導入できるのではないでしょうか｡ 
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サービス部会 青谷地区振興会 京都山城造園協同組合 

 5月18日(水)15名が参加し、

宇治田原カントリー倶楽部に

て親睦ゴルフコンペを3年ぶり

に開催。爽やかな五月晴れの中

プレーを楽しみました。 

 5月22日(日)一休グラウンド

ゴルフ倶楽部にて、総勢72名

（各地区から8名）参加のもと

親睦グラウンド・ゴルフ大会を

3年ぶりに開催しました。天気

にも恵まれ、プレーを存分に楽

しみながら、参加者間の交流を

深めました。 

 開催結果は次のとおりです。 

 

【団体の部】 

・優 勝 久津川西地区振興会  

・準優勝 寺田東地区振興会  

・第３位 寺田西地区振興会 

 

【個人の部】 

・男性優勝 森慎さん 

 (寺田西地区振興会） 

・女性優勝 保日部美恵子さん 

 (久津川西地区振興会) 

全地区振興会 「親睦グラウンド・ゴルフ大会」 開催！ 

 5月13日(金)京都八百忠にて

総会を3年ぶりに組合員参集の

下開催しました。北村理事長の

挨拶の後、議事に入り全議案が

原案どおり承認されました。 

▲始打式を行う東本運営委員長 

 5月17日(火)視察研修会を開

催。14名が参加し、伊勢神宮や

三重県多気町･日本最大級の複

合商業リゾート｢ヴィソン｣の

視察を楽しみました。 
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 5月23日(月)京都八百忠にて

令和4年度通常総会を開催しま

した。新役員は次の通りです。 

会  長･･･北川 美子（新） 

直前会長･･･久保  静代（新） 

副 会 長･･･奥村いず美（再） 

副 会 長･･･西田 詔子（再） 

副 会 長･･･山縣 和子（再） 

理  事･･･天本恵美子（再）   

理   事･･･牛島百合子（再）    

理   事･･･梅川 嘉子（再）    

理   事･･･岡田 隆代（再）    

理   事･･･塩田 昌代（再）    

理   事･･･戸田 慶子（再）    

理  事･･･東本 純子（再）   

理  事･･･堀井須也子（再）   

監   事･･･奥田 倫子（再）    

監   事･･･吉田恵里子（再）    

 5月30日(月)もち月にて14名

参加のもと令和4年度通常総会

を開催しました。全議案審議が

承認され、終了後には懇親会を

行い、親睦交流を図りました。 

 パンプス等の靴資材から、オリジナル作品を作って

みませんか？弊社では靴の材料となる生地の企画・開

発・販売をしております。大手総合スーパーや百貨店

に並ぶ高級な靴等、主に婦人靴に使われています。 

 新型コロナウイルス拡大に伴い、消費者の外出自粛

や冠婚葬祭の縮小でフォーマルな靴の販売が苦戦して

いる状態です。そこで、最近ではネット販売にも力を

入れ、靴資材をハンドバッグやインテリア小物、舞台

衣装やイベント装飾等にも使っていただくようになり

ました。特にパンプスに使われている国産のハード

チュールは、軽くて丈夫なバッグ

が出来ると大変ご好評をいただい

ております。 

 城陽市の特産品である金銀糸を

使った弊社オリジナルのラメ生地

（ラメデニム/スターデニム/リネ

ンテル）は弊社代表が定年退職後

に設立した現在の会社で、一から作り上げた、こだわ

りの詰まった生地です。キラッと光るラメで、高級感

のある作品に仕上がります。 

 その他、装飾にぴったりなグリッター等の輸入生地

も取り扱っています。また様々な柄の転写加工、水

玉・ヒョウ柄等のフロッキー加工、花柄等の刺繍等の

加工を施し、さらにオリジナル性の高い生地作りを目

指しています。生地を必要とされている方はどなたで

も、お得な見切り商品等、50cmからカット販売いたし

ますので、お気軽にお問い合わせください。 

ヨシカワ株式会社 （布のお店yoshikawa）  

(繁栄) 

 会員データ [代 表] 吉川 達夫 [住 所] 枇杷庄鹿背田10-21 [営 業] 9-17時 [定休日] 土日祝   

       [ＴＥＬ] 55-3758 [ＦＡＸ] 55-3735 [メール] yoshikawa.shouten@gmail.com    

 5月24日(火)京都八百忠にて

総会を開催。事業・決算報告、

事業計画・予算の承認と西口会

長以下役員について承認され

ました。 

 5月25日(水)城陽カントリー

クラブにて、ゴルフコンペを開

催しました。絶好のゴルフ日和

に恵まれ、参加者は和気あいあ

いとプレーを楽しみました。 

城親会 翔友会 宇治公衆衛生協会城陽支部 
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最新の情報は、当所ホームページでもご確認いただけます！ 

京都サンガ Ｆ.Ｃ.  

 京都サンガF.C.観戦チケット

を抽選で【1組2名様】にプレゼ

ント！会員事業者・家族・従業

員等の皆様が応募対象です。 

（抽選結果は当選者にのみお知

らせいたします） 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 申込方法 

 事業所名／氏名／電話番号／

希望の試合日を 電話(52-6866)

またはFAX(52-6769)にてご連絡

ください｡ 【担当：振興課】 

       

  

 ① 7月17日（日）18時30分～ 

  VS サンフレッチェ広島 
  ★申込締切 6月17日（金） 

 

社会保険料 算定基礎届 

労働保険年度更新のお知らせ 

 「令和4年度分の概算保険料」

と「令和3年度分の確定保険料」 

「一般拠出金」の申告納付期間は

【6月1日(水)～7月11日(月)】で

すのでお早めに手続きください。

管轄の労働局や労働基準監督署へ

申告書を郵送いただくほか「口座

振替」「電子納付」による受付も

可能です｡  【担当：指導課】  

プレミアム付商品券 文パルチケット情報 

コンサート PACIFIC QUINTET 

日時 7月16日(土) 

    14:00～ 

会場 ふれあいホール 

料金 5,000円 

       ↓ 

   4,500円 

日時 7月9日(土) 

①12:00～ ②16:30～ 

会場 プラムホール 

料金 4,300円 

      ↓ 

   3,870円 

お笑い よしもとお笑いライブ 

産業会館利用について 

 ｢令和4年度の算定基礎届｣ の提出期間は【7月1日(金)～7月11日

(月)】となります。6月中旬より順次様式等が送付されますので

記入後は事業所の所在地を管轄する事務センターまで速やかに郵

送してください。または、手続きの簡素化および迅速化が見込め

る「電子申請」をご利用いただけます。詳細な提出方法について

は、日本年金機構ＨＰをご覧ください。   【担当：指導課】 

 城陽市プレミアム付商品券

2022の購入申込が始まりまし

た！専用サイトでは取扱店舗

（約350店舗）をご紹介してい

ますので、上記ＱＲコードより

アクセスし、ぜひ一度ご覧くだ

さい。 

 また、取扱店舗の登録は随時

受付しております。登録を希望

される事業者様は、当所までお

問い合わせください。 

      【担当：振興課】 

演奏会 関西ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 

日時 8月21日(日) 

    14:00～ 

会場 プラムホール 

料金 3,500円 

       ↓ 

   3,150円 

チケットのお申込みは 

当所（℡52-6866）まで 

チラシ同封サービスを 

利用しませんか？ 

 

 
 

 

貴社サービス･商品PRに 

ぜひご活用ください！ 

 ■ 規格 Ａ４×1,400枚  

 ■ 折込料 

 通常14,000円 → 7,000円 
＼半額ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中／ 

新入会員募集中!! 

 城陽市産業会館

は空調機器の故障

に伴い、現在冷房の

使用を休止させて

いただいておりま

す。ご利用の皆様に

は大変ご不便をお

かけいたしますが、ご理解のほ

どよろしくお願い申し上げま

す。 

 なお冷房使用の再開時期に

ついては、空調機器が復旧次第

改めてご案内させていただき

ます。    【担当：指導課】 


