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自信とは、実績や努力によって 

得る自信もあるが、 

自分の存在そのものを信じると

いうことだと思う。 

 

     書道家 武田 双雲 

９ 
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） 

各種お申込みの詳細は、折込チラシをご覧ください！ 

わくわくセール2022 参加店募集 

健康診断のお知らせ 

 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度の医師による健康

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

ために是非、お申込みください。    【詳細：折込チラシ】 

 ■定  員：各日100名程度（定員になり次第締切となります) 

 ■診断内容：本誌折込チラシをご参照ください。 

 ■申込方法：申込用紙に必要事項をご記入の上、 

       9月30日(金)までに当所までお申込みください。 

日程 １１月１５日（火） １１月１６日（水） １１月１７日（木） 

時間 
 《午前の部》   ９時３０分～１１時３０分  

 《午後の部》 １３時３０分～１６時００分 

場所 
 京都きづ川病院 4階 健康管理センター  

  城陽市平川西六反26-1 Tel･Fax0774-54-1116 

 城陽市内の個店を対象に、ス

クラッチカード＆クーポンブッ

クの発行事業を実施します。

クーポンブックは市内全戸へ配

布します。是非ともご参加くだ

さい！ 

■ 売出(スクラッチ配布)期間 

 12月1日(木)～12日(月) 

■ 参加対象店舗 

 当所会員、および城陽市小売 

 商業連合会会員(個店のみ) 

■ 参加料 １口5,000円 

■ クーポンブック詳細 

 配布日：12月1日(木) 

 市内全戸配布《約33,500部》 

 Ａ４版 カラー印刷１２Ｐ 

■ 申込方法 

 折込チラシ裏面の参加申込書 

 に必要事項をご記入の上、 

 FAXにてお申込みください。 

■ 申込締切 10月14日(金) 

【詳細：折込チラシ】 

    セミナーのお知らせ 

【日時】10月6日(木) 
     14:00～16:00 

【会場】城陽商工会議所 会議室 

【申込】Tel/Fax/Googleフォーム 

【詳細】折込チラシ 

『経理業務DXｾﾐﾅｰ』 

【 講 師 】 

加藤 博己 氏 
税理士・経理業務 

効率化マイスター 

経営経済動向調査 

 令和4年7月期の宇治･城陽･

久御山区域 経営経済動向調査

および賃金実態調査の結果は

10月号折込、または9月1日

(木)より当所ＨＰにてご覧い

ただけます。調査にご協力を

いただきました事業者の皆

様、まことにありがとうござ

いました。 

調査結果はこちらから！ 
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各種補助金に関するお問い合わせは、当所まで。 

新型コロナウイルス感染症関連 国補助金、市給付金 

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、あるいは販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化のための取組｡   

対象経費 
①機械装置等費②広報費③ウェブサイト関連費④展示会等出展費⑤旅費⑥開発費 

⑦資料購入費⑧雑役務費⑨借料⑩設備処分費⑪委託・外注費    

補助率 

上限 

補助率：3分の2（賃金引上げ枠のうち赤字事業者については4分の3）  

 ［通常枠］50万円 ［賃金引上げ枠］200万円 ［卒業枠］200万円 

 ［後継者支援枠］200万円 ［創業枠］200万円 ［インボイス枠］100万円   

申請方法 電子申請システム（jGrants）または郵送 申請締切 【第9回】9月20日(火)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 

℡03-6632-1502（月～金 9:00～12:00、13:00～17:00 ※祝日を除く）  

■ 小規模事業者持続化補助金＜一般型＞ 

■ 城陽市事業者原油価格高騰対策支援給付金        

対象者 
事業に用いる四輪自動車を有する市内事業所（福祉課及び高齢介護課、都市政策課が実施

する同種の給付の対象でないこと、農政課の実施する原油価格高騰対策の支援対象でないこと) 

給付額 
事業に用いている四輪自動車1台あたり 12,000円 
（申請数が予算額に達した場合、給付額を変更することがある） 

申請方法 
郵送またはメールにて、城陽市商工観光課宛に申請書類を提出 

《申請書類》①申請書（4ページ）②事業に用いる四輪自動車の車検証の写し 
 ※給付要件等の確認のため、上記のほかに資料提出が必要となる場合あり 

申請締切 令和4年9月22日(木)まで 

お問合せ 

申請先 

〒610-0195 城陽市まちづくり活性部商工観光課（郵便番号があれば住所記載不要） 

℡56-4018（月～金 9:00～17:00 ※祝日を除く） 

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

新型コロナウイルス感染症関連 府補助金、支援金 

チラシ同封サービスを 

ご利用ください！ 
 ■ 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／ 

■ 京都府道路運送事業者支援金（原油価格高騰対策支援金）  

 支援金の名称  

支給対象者  支給額 

京都府内に営業所を有する中小企業等であって、 

令和4年7月1日時点において、以下の事業を営む者   

京都府内の営業所で事業の

用に供する車両1両につき

以下の金額を支給 

①京都府タクシー事業者 

 原油価格高騰対策支援金  
一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー、福祉タクシー）    10,000円／両  

②京都府トラック協会 

 原油価格高騰対策支援金  

一般貨物自動車運送事業（トラック等） 

特定貨物自動車運送事業（トラック等）  
 11,000円／両  

③京都府バス協会 

 原油価格高騰対策支援金  
旅客自動車運送事業（貸切バス等） 
 ※(一社)京都府バス協会の会員に限る   

 11,000円／両  

④京都府旅客事業者 

 原油価格高騰対策支援金  
旅客自動車運送事業（貸切バス等） 
 ※(一社)京都府バス協会の非会員に限る  

 11,000円／両  

⑤京都府軽貨物運送事業者 

 原油価格高騰対策支援金  
貨物軽自動車運送事業（軽自動車、二輪※の事業者） 

 ※3輪以上の軽自動車及び排気量が125cc超の二輪に限る  
 3,000円／両 

申請方法 申請締切 令和4年9月30日(金)まで  支援金により異なるため、以下までお問合せ下さい 

お問合せ 
支援金コールセンター（京都府道路運送事業者支援金事務局） 

℡075-256-8152（月～金 9:30-17:30 ※祝日を除く） 

対象者 府内に事業所等を有する中小企業者、小規模事業者、個人事業主 等   

対象経費 

◆省エネ機器または経営効率化のためのソフトウエアの導入経費 

 (１)省エネ機器の導入 
  ・対象となる省エネ機器（品目） 

    エアコン、照明器具、電球、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、冷蔵・冷凍ショーケース､ 

    エコキュート（電気温水機器）、ガス温水機器、石油温水機器 

  ・必要とする省エネ性能 

    家電品：「省エネ統一ラベル★★★(3.0)以上」であること 

    業務用：15％以上の省エネ改善効果が認められること 

 (２)経営効率化のための情報システム（ソフトウエア）の導入  

補助率 4分の3以内（上限額：50万円）※補助対象経費が20万円以上のものに限る    

補助対象 

事業期間 
令和4年6月22日(水)～11月15日(火)  
 ※上記期間内の事業完了（発注・購入・納品・支払いまで）が必要  

申請方法 WEBまたは郵送 申請期間 
【第2回】令和4年9月1日(木)～9月30日(金) 

【第3回】令和4年10月1日(土)～11月15日(火) 

お問合せ 
原油価格・物価高騰等小規模事業緊急支援補助金センター 

℡0570-078-222（月～金 9:00～17:00 ※祝日を除く） 

■ 原油価格・物価高騰等小規模事業緊急支援補助金 

城陽商工会議所 LINE公式アカウント 

は、こちらから･･･ 
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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。  

 イノベーションは「技術革新」と一般的に訳

されるが、その発端は60年以上前の1958年の

「経済白書」で「技術革新」という言葉が使わ

れたことらしい。そこでは「技術が進むときに

は次々に新しい機械や生産方式が導入され、新

しい製品が発明される」とされ、技術革新（投

資）は、第二次世界大戦後の「復興建設需要」

に次ぐ「神武景気」を牽引した主な要因として

取り上げられている。現在ではイノベーション

は、単に高度経済成長を牽引する技術革新では

なく、持続可能な経済成長を目指すものとなっ

た。すなわち、規制・規範に沿った上で、幅広

い社会的・経済的・技術的なあらゆる「資源」

を活用した新しいアイデア（発想）から社会的

意義のある新たな価値を創造し、社会的に大き

な変化をもたらす変革を技術革新という。ここ

でいうアイデアとは、これまでに生み出されて

きた物事の「新たな視点・工夫」「これまで組

み合わされたことのない要素を組み合わせるこ

と」「新しい切り口」「新しい捉え方」「新し

い活用法」を創造するものを指す。 

 そのような現代のイノベーションを実現する

ためには、世界中のあらゆる資源を効率よく活

用する必要があり、誰がリソース（資源）のコ

ントロール（維持管理）を担うかが重要とな

る。米国の法学者であり、インターネットに関

する多数の書籍の著者であるローレンス・レッ

シグは「過去100年にわたって、政治的議論にお

ける争点のほとんどは、リソースのコントロー

ル方法としてどれが一番うまく機能するか（― 

国か市場か―）を巡るものだった。冷戦はまさ

にこの種の戦いだ」と、インターネットが本格

的に台頭してきた2001年に出版された書籍の中

で述べている。自由主義の西側諸国は、市場が

「リソース」を「コントロール」できると信用

していた。他方、インターネットの普及ととも

に、「グローバライゼーション」と「オープン

イノベーション」が活性化した。「グローバラ

イゼーション」は国家や地域などの境界を越え

た社会的あるいは経済的なつながりが地球規模

に拡大してさまざまな変化を引き起こす現象で

あり、「オープンイノベーション」はそれに伴

うさまざまな制約からの資源の開放により革新

を生み出すものである。これらの恩恵を受けた

中国は、国が直接リソースをコントロールする

ことを通じて、国際的なイノベーション競争で

台頭し、市場によるコントロールを重視した米

国と比肩する地位を確立した。 

 こうした状況が実現した背景にはインター

ネットの世界におけるイノベーションの秩序の

変化がある。現実の世界では、国あるいは市場

運営者が法規制やルールを定め、リソースをコ

ントロールし、その秩序の下でイノベーション

が生み出される。現在の世代のインターネット

はWeb2.0と呼ばれており、双方向で情報のやり

取りができることが特徴である。そこでは、イ

ンターネットの運営者であるグーグル、フェイ

スブックなどの大手企業が中央集権的にルール

の決定やリソースのコントロールといった機能

を担っており、それら大手企業は国のルールに

従っている。しかし、Web3.0と呼ばれる次の世

代では、中央集権的な組織が法などを決めるの

ではなく、「コードこそがそこの法だ」が秩序

の在り方を表す言葉となる。つまり、プログラ

ム言語の命令を記述した文書通りに全てが実行

され、現実世界の法規制・規範から解放された

世界が構築されようとしている。例えば、複製

できない唯一無二の「秘密鍵」を持てば、誰で

もリソースを利用することができ、かつ誰か一

人にコントロールされることもなくユーザー間

で分散的にリソースを共有できることとなる。

ここにWeb2.0を含む現世代と次世代のWeb3.0に

おけるイノベーションの秩序の違いがある。 

 リソースの配分方法を検討するに当たり、

Web3.0のようなイノベーションを重視するやり

方がいいのか、従来のように国と市場が規則・

規範を定めてコントロールするやり方がいいの

か、判断が求められる分岐点にあるという論調

がちまたでは高まっている。しかし一方を選択

しなければという考えは極論であり、両方の優

れた部分を活用するWeb2.5を目指すべきではな

いか。ウクライナ紛争で国際社会の分断が進む

中、グローバル化が進展していた時期のように

何が“正しい”かの同意を、新興国を含む多く

の国で得ることが難しくなり、極論がはびこり

やすくなる傾向にある。しかし、これまで民主

主義諸国が積み重ねてきた“正しい”規則・規

範の下、“正しい”発想で正しく先端技術を活

用したイノベーションを生み出す必要性がこれ

まで以上に高まっているといえよう。 
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  酒屋さんで買ったお酒を、持ち帰る前に店

頭の一角で飲ませるスタイルのことを角打ち

（かくうち）といいます。その昔、通い徳利を

持ってお酒を酒屋に買いに行くのが普通だった

ころ、持ち帰るまで待ちきれず酒屋の升の角か

ら飲むことから生まれた言葉だともいわれてい

ます。スーパーやコンビニで酒類が売られるよ

うになり、それまで酒販の中心だった酒屋さん

がお店の付加価値向上のサービスとして、缶詰

やナッツなどのおつまみとともに場所を提供し

ているところが多いようです。 

 私の住んでいるところの近くにも、古くから

の酒屋さんと、数年前に開業した販売店の二つ

が角打ちを営んでいます。どちらも平日は勤め

帰りの人たちで、休日には犬を連れた散歩がて

らのご近所さんなどでにぎわっています。新型

コロナウイルス感染症流行の影響でお酒の飲み

方も随分と変化しました。大きな傾向として、

繁華街に出かけて何軒も回りがっつり飲むとい

うよりも、住まいの近場で軽く飲む方向へシフ

トしたと考えられます。 

 ＮＴＴグループが約３万人の社員を対象に、

原則在宅勤務の制度を導入しました。全ての働

き方がテレワークにはなりませんが、一定の割

合でこの先も在宅勤務が定着すると考えられま

す。そうなったときに、注目されるのが「サー

ドプレイス」という概念です。 

 サードプレイスは「自宅でも職場でもない居

心地のよい第三の場所」という意味で、米国の

社会学者が提唱した概念です。自宅と職場をひ

たすら往復するような生活を続けていると、ス

トレスを開放する機会がなく、趣味の世界や広

い人間関係を築く機会が少なくなります。第三

の場所を日常の中に取り込むことで、人生の幅

が広がり豊かになるという考え方です。職場と

自宅間の往復でさえ世界が狭くなってしまうの

に、テレワークが定着して仕事も住まいも自宅

となれば、ますます世界は狭くなってしまいま

す。自宅近くでの買い物がてら、ちょっと立ち

飲みができて、職場や家族とは違った人たちと

交流が持てる角打ちは、アフターコロナ時代の

サードプレイスとして、恰好の条件を備えてい

るといえそうです。 

 私が角打ちに注目しているのは、自宅近くで

イートインできるという場所以外にも理由があ

ります。角打ちは酒屋さんがそれぞれにこだわ

りを持っていて、幅広い品ぞろえだけでなく、

お酒や販売している食品に対する情報や文化を

その場で発信しようとしているケースが多いた

めです。酒屋さんが物としてお酒を売るだけの

スーパーやコンビニに対抗して、それぞれに生

き残りを図っているからだと思います。ですか

ら角打ちへ行けば、お酒に関してより深くて面

白い情報に出合える可能性が高いのです。 

 もう一つは、角打ち自体の進化・多様化で

す。従来の酒屋さんだけでなく、都心部から地

方まで広がったクラフトビールの醸造所や、自

然派ワイン専門の販売店が角打ちを始めるな

ど、角打ちの世界は広がっています。人が集う

場所と情報を提供しつつ、お酒だけでなく、物

を売る角打ちスタイルは、他の業種でも広がる

可能性があると思います。 

 営業時間 ２０:００～２４：００ 

団体３０名様まで 
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新入会員募集中！お近くの未入会事業者様に、ぜひお声がけください。 

 

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。 

各部会 総会実施報告 

 以下日程において各部会の

総会を実施し、全議案審議が

承認されました。 

 

 ■8月22日(月)：工業部会  

 ■8月23日(火)：交通部会 

 ■8月26日(金) 

  ：金糸部会、飲食部会 

城陽商工会議所青年部主催 

地域交流事業 「和っ祭」 開催のお知らせ 

「音楽×食×スカイランタン」

をテーマに、地域交流事業を開

催します。スカイランタンで新

成人を祝い、未来への願いを込

めて、一斉に大空へ打ち上げま

す。 【詳細：折込チラシ】 

      

 日時：令和4年9月4日(日) 

     14時～20時 

 会場：木津川運動公園 

 料金：無料（予約不要） 

         むらた せいこ 

 スタッフ 村田 成子 

お客様へのメッセージ 

 生命保険の見直しが

大きな力に！！リスク

診断を一緒にしてみま

せんか？ 

     そが  ゆうすけ 

 スタッフ 曽我 祐介 

お客様へのメッセージ 

 コロナ渦で、会員企業様か

ら様々な相談を受けます。 

 私たちは常に会員様に寄り

添い、情報提供を心掛けてお

ります。なんでも私たちにお

問い合わせください。 

 7月31日（日）文化パルク城陽

にて、会員交流事業「仲間と繋

がる笑顔の輪」を開催。総勢35

名が参加し、会員相互の親睦を

深めました。 

 8月10日(水)城陽カントリー

倶楽部にて28名参加のもと、交

流会を開催しました。プロゴル

フツアーも開催される絶好の

ロケーションのもと、会員相互

の交流を図りました。 

最新情報はこちらから！ 

新入会員募集中!! 
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 皆さま、はじめまして。合同会社ＤＲＡＭＡ

ＴＩＣＢＡＳＩＣの都築紗矢香と申します。 

 主な事業内容は ◎サービス認知拡大や、商品

売上向上のためにメディアを使った情報発信を

行うマーケティングＰＲ ◎デザイン物、ＳＮＳ

など消費者への接触情報の価値向上のための

コーポレーションブランディング など、皆さま

のあらゆるご要望に応じて「ＰＲ」のお手伝い

をさせていただいております。 

 他にもウェブサイトやフリーマガジンなど自

社メディアの運営、イベント主催、ＦＭうじで

ラジオパーソナリティなどを行っており、城陽

市内では男女共同参画支援センターぱれっとＪ

ＯＹＯから事業委託を受けて女性の起業支援を

数年続けております。なんだか事業紹介だけで

文字数に達してしまいそうですが、これからも

皆さまのお役にたち、城陽の活性化に貢献でき

ればと思っております。 

 皆さまも「ＰＲ」に関してお困り事やお悩み

事がありましたら、ニュースリリース１枚から

でも対応させていただきますので、ぜひお気軽

にご相談くださいませ。どうぞよろしくお願い

いたします。 

合同会社 DRAMATIC BASIC 

(繁栄) 

  会員データ [代表] 都築紗矢香  [TEL] 080-1404-7558  [MAIL] hello@dramaticbasic.jp 

        [ＨＰ] https://www.dramaticbasicpr.com/  [Instagram] ＠sayakatsuzuki_ 

京都城陽ロータリークラブ 社会奉仕事業 講演会 

城陽市プレミアム付商品券２０２２ 換金について 

 ■換金方法 1回の換金額により、換金場所が異なります。 

 [10万円未満の場合] 

  ･･･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] 

  ･･･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％ 

 利用期間 令和４年 ９月３０日(金)まで 

 換金期限 令和４年１０月３１日(月)まで 

【講師】桧山 進次郎 氏（阪神タイガースＯＢ） 

《主催・お問い合わせ》 

  京都城陽ロータリークラブ（℡54-2917） 

 （詳細）https://joyo-rc.jp/archives/1301 

野球は、過去・未来と人を紡ぐ 

 令和4年9月25日(日) 13:00開場 14:00開演 
 ＠文化パルク城陽 プラムホール 

 （申込不要／入場無料／自由席） 

文化パルクチケット 

日時 10月26日(水) 

 ①14:30～ ②18:30～ 

会場 プラムホール 

料金 7,500円 

      ↓ 

   6,750円 

演 歌 吉幾三 ｵﾝ･ｽﾃｰｼﾞ2022 

お申込みは（℡52-6866）まで 

京都サンガＦ．Ｃ．チケット 

 抽選で1組2名様に、観戦ペア

チケットをプレゼント！会員事

業者・家族・従業員等の皆様が

応募対象です。お申込みは当所

振興課(℡52-6866)まで。結果

は当選者にのみご連絡します。 

  

  ① 10月8日（土）14:00～ 

   VS 名古屋グランパス 
  

  ② 10月29日（土）15:00～ 

   VS セレッソ大阪 
 

★申込締切 9月30日（金） 
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最新情報は、当所ホームページ（https://joyocci.or.jp/)でもご確認いただけます。 

第４３回 ＪＯＹＯ産業まつり 

9月14日（水）13:30～16:00 

9月8日（木）13:30～16:00 

9月15日（木）13:30～16:00 

9月16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8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 

山背彩りの市 

【開催日】11月23日(水･祝) 
      10:00～15:00 

 ＠アクティ城陽商店街、 

  JR城陽駅前商店街、その周辺 

手作り出展申込：9月15日(木)〆 

 
      ～城陽商工会議所 会員企業情報 ポータルサイト～ 

       今秋OPEN に向けて、鋭意制作中です◎ 

▶既にお申込みいただいた会員様 ･･･ 9月中旬に、掲載内容確認のご連絡をいたします 

▶お申込みがお済みでない会員様 ･･･ ＱＲコードより、掲載情報のご提供をお願いします 

  （全会員事業所様が対象です）               

城陽秋花火大会 

【開催日】10月2日(日) 
 模擬店：15:00～20:00 

 花火：19:00～(約30分程度) 

 ＠木津川運動公園 
 

■当所にて前売りチケットを販

売中です(1,000円/税込)。 

■会場での出店者を募集中です。 

詳細はQRコードより、城陽秋花火

実行委員会HPをご覧ください。 


