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不安なことが全部なくなるまで

安心しないのではなく、 

まず安心からはじめること。 

マインドフルネス。 

 

     書道家 武田 双雲 

８ 
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） 

当所運営事業に、ぜひご参加・ご協力をお願いいたします！ 

第４３回ＪＯＹＯ産業まつり を開催します！ 

第３６回会員大会 参加者募集中！ 

 

商工業製品展示販売（屋外ブース他） 

・暴太郎戦隊ドンブラザーズショー 

・城陽市音楽団ステージ 

・城陽市文化芸術協会ステージ発表 

・城陽市技能功労者表彰式 

・砂で遊ぼう！砂絵づくり 他 

  ※内容は変更される場合がございます 

主なイベント内容 

～ご協賛のお願い～ 

 本事業開催に向け、「協賛

金」を広く募集しております。 

 会員の皆さまのご支援と 

ご協力をお願いいたします。 
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新入会員募集中！お知り合いの未入会事業者様を、ぜひご紹介ください。 

新型コロナウイルス感染症関連 府補助金 

対象者 京都府内に本事業に係る製品開発、生産、営業等の事業活動を遂行する拠点を有する中小企業者 

対象経費 
①旅費②直接人件費③材料費・消耗品費④財産・備品購入費等⑤外注・委託費⑥大学等研究機関

との受託(共同）研究費⑦その他直接経費 

対象事業 

 Ⅰ 事業創生コース  Ⅱ 事業化促進コース   Ⅲ 本格的事業展開コース 

 データ分析や課題調査等

によるプロセス（工程）の

見直し等、事業計画段階で

必要となる取組（研究会、

勉強会、セミナー、ワーク

ショップ、市場調査、その

他の調査、要素技術の可能

性検証、技術研修等） 

 生産性向上・高付加価値化の

同時実現のための試作品・サー

ビス等の開発、テスト販売等に

よる本格的な市場調査・販路開

拓等（本コースの資金支援規模

で実現可能な小規模開発・事業

展開案件も歓迎）  

 実用化に向けた応用研究・生

産技術開発、量産設備投資（生

産体制の構築、販売・サービス

提供の拠点整備等)それらと連

動した販路開拓等（広報、需要

開拓等）※開発の実績・取組の

蓄積等が十分にあることが前提 

補助率 

上限 
 1/2（100万円以内）  1/2 ※（1,000万円以内） 

※土地造成費、建物建設費、量産設備は15％  

 1/2 ※（3,000万円以内） 
※土地造成費、建物建設費、量産設備は15％ 

想定事例 

●自動外観検査システム構

築のための熟練者ノウハウ

のデータ取得・分析 

●食品ロス低減に対応する

在庫管理データの共有化シ

ステムを理解するため、外

部専門家を招聘した研修等

を実施 

●職人の手作業で仕上がりがま

ばらである溶接工程に、ロボッ

トをテスト導入し、省人化と品

質安定の同時実現 

●iPS細胞を用いて、創薬プロセ

スを短縮しながら、革新的な製

剤の生成及び効果検証  

●カメラと画像判別を導入し、

汚れ具合に応じて清掃を実施

し、業務効率化と清掃品質向上

を同時実現 

●高騰する原材料の使用料を最

小限にするための算出 A Iと

3DCADの導入により、省コスト

化と設計力向上を同時実現 

補助期間 交付決定日※～令和5年1月31日(火) ※事前着手が認められた場合は、令和4年4月1日(金)～可 

申請方法 申請締切 令和4年8月12日(金)17時必着 郵送または持参 

お問合せ 
公益財団法人京都産業21 事業成長支援部 

℡075-315-9425（月～金 9:00～17:00 ※祝日を除く）  

■ 京都エコノミック・ガーデニング支援強化事業補助金 

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1回】令和4年8月1日(月)～8月31日(水) 

【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 
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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 市給付金、府支援金 

■ 城陽市事業者原油価格高騰対策支援給付金       【詳細：折込チラシ】 

対象者 
事業に用いる四輪自動車を有する市内事業所 
 ※ただし、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を要件とする 

給付額 
事業に用いている四輪自動車1台あたり 12,000円 
 ※ただし、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 

 

◆郵送宛先：〒610-0195 城陽市商工観光課（郵便番号があれば住所記載不要） 

◆メールアドレス：shokoshinsei@city.joyo.lg.jp 
 ※申請から１週間以上経過しても、商工観光課から受領確認メールが届かない場合は 

  商工観光課までご連絡ください。 

申請締切 令和4年9月22日(木)まで 

お問合せ 

城陽市まちづくり活性部商工観光課 

℡56-4018（月～金 9:00～17:00 ※祝日を除く） 
 ※その他詳しくは、給付要項をご覧ください。給付要項および申請書は、城陽市産業支援 

  サイト「JoInT」よりダウンロード、もしくは商工観光課（市役所本庁舎2階）窓口にて。 

■ 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） 
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新型コロナウイルス感染症関連 国補助金 

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 

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＞ 
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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！ 
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 経営のお悩み、資金調達に関するご相談は、当所経営支援員まで。 

 ６月７日に岸田政権は「経済財政運営と改革

の基本方針２０２２ 新しい資本主義へ～課題

解決を成長のエンジンに変え、持続可能な経済

を実現～」（骨太方針２０２２）と「新しい資

本主義のグランドデザイン及び実行計画～人・

技術・スタートアップへの投資の実現～」を閣

議決定した。現政権が認識している政策課題の

中心は後者の表題にある「人・技術・スタート

アップへの投資の実現」であろう。そこでは、

まず約２０００兆円の家計の金融資産の半分を

占める貯蓄を投資に移行させて、金融資産所得

を倍増させることで、賃金引き上げと合わせて

家計所得を増やすことを目的としている。それ

と同時に、スタートアップ企業によるイノベー

ションを増やし、ＤＸ（デジタルトランス

フォーメーション）とＧＸ（グリーントランス

フォーメーション）を活性化させ、経済成長に

つなげていくことを目指している。そのための

政策パッケージである。ただし、意地悪な見方

をすれば、安倍政権の積み残しである成長戦略

において、重要であるが棚上げされていた中長

期的な政策課題に新たな表現を使って再度焦点

を当てているともいえよう。 

 中長期的に取り組まれても解決に結び付かな

い根本的な政策課題にメスを入れる必要があ

る。「新しい資本主義を実現する上での考え

方」にあるように「分配の目詰まりを解消し、

さらなる成長を実現」することである。具体的

な「目詰まり」として、「成長の果実が、地方

や取引先に適切に分配されていない」「次なる

研究開発や設備投資、そして従業員給料に十分

に回されていない」が挙げられている。「目詰

まり」解消には「積極的な政策関与」が必要で

あり、「賃金引き上げや中小企業への取引の適

正化などのフロー、教育・資産形成などのス

トック両面から中間層への分配を進める」「今

後の人手不足時代に対応したデジタル投資など

への支援」によって「持続可能な分配を下支え

する」としている。 

 これらの目詰まりを解消するための支援・促

進の政策が、過去と同様に今回の政策パッケー

ジでも列挙されている。しかし、それ以上に金

融仲介の役割を担う金融（金融機関と金融・資

本市場）の機能の「目詰まり」を解消し、それ

を回復させることがより重要ではないか。例え

ば、家計の金融資産を所得拡大のために活用す

るには、家計の資金が成長性の高い企業（産

業）に届かなければならない。企業あるいは産

業は持続的な企業価値維持のためにビジネスモ

デルの新陳代謝を高めなければならない。確か

にそこではスタートアップ企業が重要な役割を

担う。ただし、成長性の高い企業を見抜く「目

利き能力」と成長性の高い産業構造に変化する

ように新陳代謝を高めていくためには、金融仲

介機能を向上、高度化させることが非常に重要

であろう。これを伴わない支援策・促進策だけ

では個人投資家は日本の経済成長を見通せない

ため、家計の貯蓄から資産形成への移行は進ま

ず、逆に財政の負担が増えるだけで「目詰ま

り」をひどくすることになりかねない。 

 他方、直近30年間（１９９２～２０２１年）

では、米国は年率名目４.５％の経済成長で、米

国家計の金融資産は６.３倍に増えたが、日本の

経済成長は年率０.３％程度で家計金融資産は２

倍になったにすぎない。約２０００兆円という

莫大な家計の金融資産を経済成長のために活用

できなかったことは深刻な問題といえよう。確

かに、金融リテラシーの向上、ＮＩＳＡの抜本

的な拡充などの貯蓄から資産形成の移行を促進

する政策も重要であるが、金融仲介を健全に機

能させ、高度化を進めていくことが一層重要で

あろう。          （6月17日執筆） 
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 営業時間 ２０:００～２４：００ 

団体３０名様まで 
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 先日、滋賀県の近江八幡市を訪ねてきまし

た。琵琶湖南岸に位置し、「三方よし」で知ら

れる近江商人のふるさとであり、織田信長が築

いた安土城もあります。食べ物としては「近江

牛」や「近江ちゃんぽん」が有名ですが、最

近、徐々に知られるようになった地元のソウル

フードに「赤こんにゃく」があります。 

 その名の通り、赤いこんにゃくで、こんにゃ

くを三二酸化鉄（俗称：べんがら）という食品

添加物で赤く染めたこんにゃくです。その由来

は、「派手好きの信長が好んだから」など諸説

あります。地元のスーパーでは普通に売られて

いるものですが、外からの目にはとても珍しく

映りました。聞けば、これをごま油と塩だれを

合わせて、まるでレバ刺しのように食べる商品

も販売されているそうです。 

 厚生労働省の調査によると、国内の20～40代

の女性の多くが鉄分不足の状態です。日常の食

事の中で十分に鉄分を摂取するのはなかなか難

しいようです。赤こんにゃくは、日常的に食べ

られる食材の中では鉄分の含有量は目立って多

いです。カロリーが少なく食物繊維も多いた

め、健康機能性の面からもっと注目されてよい

食品なのに、まだそうなっていないのにはさま

ざまな理由があると考えられます。一つはサイ

ズやパッケージ形状などが、健康志向で鉄分補

給を求めている女性の生活シーンとニーズに合

致した商品としてつくり込まれていないこと。

次に、健康機能重視のニーズがあるユーザー

に、商品の情報が十分に届く方策が整備されて

いないこと。調理法の情報提供や、機能性の検

証といったことも必要でしょう。 

 日常的に消費される食品の健康機能性に注目

して、ターゲットや消費シーンを変えてヒット

した事例に、「アサヒコ」の「豆腐バー」があ

ります。豆腐はもともと低カロリーで高タンパ

クの食品です。この特徴を打ち出して、食べ応

えを出すためにあえて硬くし、フィットネスク

ラブやジムなどで食器や調味料がなくても食べ

られるように、形状や味付けを工夫しました。

豆腐バーは発売から1年でコンビニを中心に1000

万本を売るヒット商品となりました。 

 かまぼこなどの練り物も低カロリー・高タン

パクです。神奈川県小田原市の老舗「鈴廣」

は、サッカー日本代表の長友佑都選手とコラボ

レーションして、健康志向が強く、体を鍛える

人向けに新たな商品コンセプトを提案し始めて

います。 

 日本の伝統的な食習慣には、発酵食品や魚由

来のオメガ３脂肪酸など最近の健康食のトレン

ドを先取りしているようなものがたくさんあり

ます。すでに定着している食材や食品を別の

ターゲットや消費シーンに向けて応用できる可

能性はいろいろあると思います。その際には、

現時点からの発想ではなく、「上流のものづく

り」と「下流の売り方・伝え方」を逆算してブ

ラッシュアップしていくと、新しい時代に合っ

た伝統食品の新しいヒットが生まれる可能性は

高いでしょう。 

定期相談会を実施しています。ご予約は当所（52-6866）までお電話を 
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8月10日（水）13:30～16:00 

8月10日（水）13:30～16:00 

8月18日（木）13:30～16:00 

8月19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1.22％(令和4年7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 

 

 

 

 
 ℡：0120-417-072（9:00～17:00 ※土日祝を除く) 

メール：kyoto@task-work.com ＨＰ：https://task-work.com/kyoto 

「働き方改革関連法」が施行されています！ご相談は･･･ 

京都働き方改革推進支援センターまで 
～オンライン・個別・出張による無料相談～ 

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／ 
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本紙広告主を募集中！詳細は、当所広報担当までお問い合わせください 

 

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。 

     こしの  よしこ 

 スタッフ 越野 美子 

 企業のメンタルヘルス対

策にご活用頂ける、アクサ

の産業医プログラム。会社

の規模を問わず、法定スト

レスチェック実施の支援を

させて頂きます。 

        はせがわ  えみ 

 スタッフ 長谷川 江美 

 リスクは何時訪れるか

分かりません。皆様の健

康をお守りする為、お力

になれるように尽力いた

します。よろしくお願い

いたします。 

■ 推薦できる方 ※自薦はできません 
 ①技能者が所属する産業団体の長 

 ②技能者を雇用する人が所属する産業団体の長 

 ③技能者を雇用する人 

 ④技能者と同一の職にある人 

 ⑤市長が特に認める人 

■ 表彰対象 
（１）技能功労者 技能者として特に功労が

あったと認められ､令和4年11月1日現在において

次の要件を全て満たす者 

 ①城陽市内に5年以上居住する満60歳以上の者 

 ②城陽市内で5年以上同一の職業に従事し、そ

の職において30年以上の実務経験を有する者 

 ③極めて優秀な技能を有し、他の技能者の模範

と認められる者 

 ④引き続きその職業に従事し、当該職業の指導

的立場にある者 

（２）優秀技能者 技能者として優秀と認めら

れ、令和4年11月1日現在において次の要件を全

て満たす者 

 ①城陽市内に5年以上居住する満30歳以上の者 

 ②城陽市内で5年以上同一の職業に従事し、そ

の職において10年以上の実務経験を有する者 

 ③一級技能士若しくは単一等級技能士又はこれ

と同等以上の技能を有する者 

 ④引き続きその職業に従事する者 

■ 表彰対象職種 
 ①建築、土木、電気工事など 

 ②各種製品の製造、加工、修理など 

 ③理容、美容、マッサージなど 

 ④生産工程職、機械運転職、情報処理技術・通

信技術職など 

■ 選考方法 
 推薦があった表彰候補者の中より、選考委員会

の審議を経て決定します 

■ 申込方法 
 所定の推薦書を、令和4年8月31日(水)までに城

陽市商工観光課にご提出ください（推薦書は城

陽商工会議所、もしくは城陽市商工観光課にて

お渡しいたします） 

■ 問い合わせ先 
 城陽市 まちづくり活性部 商工観光課 

  電話：0774-56-4018 

城陽市技能功労者・優秀技能者を募集します！ 

詳細は、城陽市のＨＰにて！ 

▼技能功労者 

https://www.city.joyo.kyoto.jp/
joint/0000002275.html 

https://www.city.joyo.kyoto.jp/
joint/0000006369.html 

優秀技能者▲ 

 城陽市では、技能功労者・優秀技能者を募集しています。各分野の技能の名人、優秀な技能者を

ご推薦ください。※優秀技能者表彰に推薦される場合は事前に城陽市商工観光課にご相談ください｡ 
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活動報告 

富野西地区振興会 寺田南地区振興会 

久津川西地区振興会 
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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。  

 7月10日(日)～11日(月)親睦

旅行を開催。14名参加のもと、

下呂温泉や飛騨高山等を観光

し親睦を深めました。 

 7月22日(金)都ホテル京都八

条にて親睦ビアガーデンを3年

ぶりに開催。宴席を通じて懇親

を深めました。 

 7月6日(水)東城陽ゴルフ倶

楽部にてゴルフコンペを開催。

14名の参加者らは、ゴルフ日和

の中、プレーを楽しみました。 

城陽商工物産協会 京都山城造園協同組合 

城陽和菓子振興会 

金融部会 

 7月26日（火）京料理 十両に

て総会を開催。 

令和3年度事業報告決算ならび

に令和4年度事業計画予算が承

認されました。 

 また、金融部会の2号議員と

して、㈱京都銀行城陽支店の小

山貴生支店長とアクサ生命保

険㈱京滋支社の角田承子支社

長が選任されました。 

 7月13日（水）さくら寿司にて

総会を開催。令和3年度事業報

告・決算、令和4年度事業計画・

予算について承認されました。 

 野外音楽フェス｢京都大作

戦｣が4日間太陽が丘にて開催

され、来場者へ地元特産品のPR

販売を行ないました。 

文パルチケット情報 

日時 8月21日(日) 

   14:00～ 

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 

チケットのお申込みは 

当所（℡52-6866）まで 

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 

日時 9月17日(土) 

   14:30～ 

会場 ふれあいホール 

料金 800円 

      ↓ 

   720円 

ｺﾝｻｰﾄ 日本の歌100選 

城陽市企業説明会 

 7月6日(水)文化パルク城陽

にて、地元企業の雇用確保と求

職者支援のため、城陽市企業説

明会を開催。25名の求職者が、

事業内容について熱心に聞き

入っておられ

ました。次回

開催は9月6日

(火)を予定し

ています｡ 

▲表敬訪問の様子 

 7月4日（月）城陽市長へ表敬

訪問を行いました。昨年度事業

へのご協力の感謝をお伝えす

るとともに、今後のYEG活動へ

の更なる連携と協力を仰ぎま

した。今後とも城陽市と連携を

深め、地域課題解決を図ってま

いります。 

 7月23日(土)技能検定練習会 

を開催。8月下旬開催の試験合

格に向け当日まで受検生10名

が練習に励んでおります。 
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 「健康経営」とは、従業員の健康を経営的な投資と捉え、健康促進に積極的に取り組むことで会社の活性化や

イメージ、業績を向上させていく企業経営のスタイルを意味します。 

 この取り組みは2014年「日本再興戦略改訂閣議決定」に始まり、国策として経済産業省が積極的に推し進め、

「健康経営優良法人認定制度」などの各種顕彰制度を設けることで、社会的に評価を受けることができる環境づ

くりを行っています。 

 全国の商工会議所では、「日本健康会議」*において日本商工会議所が主導的に推進していることからも、健

康経営に取り組む企業を増やすことの役目を担っております。 

 ＊「日本健康会議」とは、国民一人ひとりの健康寿命延伸と適正な医療について、経済団体、医療団体、保険者などの 

  民間組織や自治体が連携し、行政の支援のもと実効的な活動を行うために組織された活動体です。 

 城陽商工会議所は、健康経営の啓発普及を今年度の事業計画に掲げ、国策であるこの取り組みを、商工会議所

共済制度の引き受け会社であるアクサ生命保険株式会社と共同して、会員企業様におすすめをしております。 

 この度、「京都府」・「全国健康保険協会京都支部」・「京都府商工会議所連合会」の後援する「健康経営セ

ミナー」が下記の通り開催されますのでご案内申し上げます。 

 このセミナーでは、健康経営の実践方法を中心に取り組み事例や進め方を詳しくご説明し、健康経営を企業経

営に戦略的・積極的に取り入れて実践することが、企業メリットを高め企業を強くすることを解説いたします。 

 また、実践企業２社の取り組み事例の紹介、協会けんぽからの健康づくりの取り組みに関する紹介、ならびに

アクサ生命からの健康経営支援プログラムの紹介もあります。 

つきましては、是非この機会に「健康経営セミナー」にご参加（ご視聴）いただき、健康経営の理解を深め健康

経営を始めるきっかけとしていただければ幸いです。 

 

 『健康経営セミナー 実践編』 
 【日時】2022年8月23日(火)14:00～15:50 

 【開催方法】オンラインによるライブ・セミナー 【参加費】無料 

 【主催】アクサ生命保険㈱京滋支社 

 【後援】全国健康保険協会 京都支部、京都府、京都府商工会議所連合会     

 【参加方法】本会報（８月号）折込のチラシ、または城陽商工会議所ホームページから 

「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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 弊社は2020年に

残置物の片付けを

主な業務とし設立

いたしました｡ 

 前職の不動産会

社に勤務している

ときに、引っ越し

後の残置物の扱い

や相続物件、事件・事故物件等の家財の処理に

関してのお問い合わせが非常に多く、困ってお

られるお客様をなんとか手助けしたい！という

一心で設立いたしました。開業してから沢山の

お客様にご利用いただいておりますが、どのお

客様も喜んでくださっていて、この業界で開業

してよかったと日々感じております。 

 最近では、お客様からお譲り頂いた未使用品

の生活雑貨等をNPO法人等に寄付するなどしてゴ

ミを減らすとともに、社会貢献にも力を入れて

おります。家具一点から片付け切れず溜まって

しまいゴミ屋敷状態になった物、どのようなこ

とでもご相談ください｡ 

 

 お客様の喜び

を 我 が 喜 び と

し、痒いところ

に手が届くサー

ビスを提供でき

るよう、今後も

邁進していきた

いと存じます。 

株式会社エコスタンド関西 

(繁栄) 

 会員データ [代表取締役] 栁本 純司  [住所] 市辺南垣内106-2  [メール] ecogp.ya@gmail.com 

       [TEL／FAX] 85-0504    [営業時間] 9:00-18:00   [定休日] 日曜日       

＼ 実際のサービス例 ／ 

「健康経営」のおすすめ ＜アクサ生命保険㈱ オンラインセミナーのご案内＞  

Before  >>  After 
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融資相談会 

 資金繰りが心配・新たな設備

投資を考えている、等… 

公庫担当者と当所経営支援員が

相談に乗ります。 

  開 催 日：8月25日（木） 

      10：00～16：00 

 開催場所：当所 ＊事前予約制 

プレミアム付商品券2022 換金について 

  講師：中島 由雅 氏 
中央税務会会計事務所 税理士 

 日 時 ：８月２３日（火）14:00～16:00 

 会 場 ：城陽商工会議所３Ｆ 会議室 

 申込方法：折込チラシ、またはＱＲコードにて 

 日 時 ：９月５日（月）14:00～16:00 

 会 場 ：城陽商工会議所 or ＺＯＯＭ 

 申込方法：折込チラシ、またはＱＲコードにて 

  講師：田原 玲美 氏 

人事(ﾋﾄｺﾞﾄ)最適化コンサルタント アクシーズ合同会社代表  

    セミナーのお知らせ 

ふぐ処理師試験のご案内 

試験実施日 
 ■学科試験：10月23日(日) 

 ■鑑別試験・実技試験：10月30日(日) 

願書配付  8月1日(月)～9月9日(金) 

願書受付期間  9月5日(月)～9月9日(金) 

お問合せ  山城北保健所衛生室 ℡0774-21-2198 

城陽秋花火大会 

 城陽市の市制施行50周年を

記念し、城陽秋花火大会が城陽

五里五里の丘（京都府立木津川

運動公園）にて開催されます。 
 

【開催日】10月2日(日) 
 模擬店：15:00～20:00 

 花火：19:00～(約30分程度) 

ポータルサイト制作中！ 

 当所会員事業所の各種情報

を取りまとめた『ポータルサイ

ト』の公開を今年秋頃に予定し

ています。掲載申請は随時受付

しておりますので、お店・サー

ビス・企業の紹介にぜひご活用

ください。 【担当：振興課】 

 8月1日(月)より､城陽市プレミアム付商品券の利用が開始とな

りました｡ ■商品券利用期間：2022/8/1(月)～9/30(金) 
【取扱店舗様の換金について】 

 ■1回の換金額が [10万円未満の場合] 

   受付：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。 

 ■1回の換金額が [10万円以上の場合] 

  受付：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 

  登録口座・枚数･合計金額を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％ 

  ■換金期間：2022/8/1(月)～2022/10/31(月) 

山背彩りの市 出展者募集！！ 

 秋の風物詩「山背彩りの市2022」

を3年ぶりに開催いたします。現在

手づくり作品の出店者を募集中で

すので、ぜひお申込みください。 

※募集要項等の詳細は、当所ＨＰ

にてご確認ください。 

        【担当：指導課】 

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

 令和4年11月23日(水･祝) 午前１０時～午後３時 
 開催場所：アクティ城陽商店街・JR城陽駅前商店街およびその周辺 


