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人生いろいろあるけど、 

生きてることを喜ぶ。 

生きてることに感謝する。 

生きる。        

     書道家 武田 双雲   

７ 
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://joyoci.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） 

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！ 

ポータルサイト 掲載情報ご提供のお願い 

 

 当所では『人とお店』『企業と企業』の繋がりを

つくり、お店や企業の『情報』や『想い』を市内外

の方々に広く紹介するため、当所会員事業所の情報

を取りまとめた『ポータルサイト』を制作します！ 

 つきましては、以下のQRコードを読み込みGoogle

フォームへアクセスし、掲載情報の提供にご協力を

お願いいたします。      【担当：振興課】 

 ※書面でのご提出も可能です。後日全会員へ送付

する案内をご確認いただくか、当所ＨＰより申請書

をダウンロード・印刷のうえ、ＦＡＸもしくは当所

窓口までご提出ください。 

第３６回会員大会 参加者募集 

 



 ( ) 令和4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447号 

 

2 

新入会員募集中です！お知り合いの事業者様を、ぜひご紹介ください。 

新型コロナウイルス感染症関連 

対象事業 

新型コロナウイルスの影響により経営環境が悪化した飲食店が、今後の事業継続および

需要の喚起のために行う業態転換等（新メニュー開発、感染防止策の強化を前提とした

提供方法の見直し、テイクアウト・デリバリー等）の取組み。 

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専門家派遣費⑤運搬費⑥外注費 

⑦広告宣伝・販売促進費⑧研修費⑨その他の経費⑩委託費 

補助金額 

補助率 

上限：1,000万円以下 下限：100万円以上 ※総事業費200万円以上のもの 

（補助率: 1/2以内） 

応募条件 

以下の①～④すべてを満たすこと 

① 各都道府県の第三者認証制度の認証を取得している飲食店（申請中でも可） 

② 2019年度と2021年度を比較して、売上が５％以上減少した飲食店 

③「資本金5,000万円以下または従業員数50人以下」または「資本金または出資の総額

が10億円未満の法人」のいずれかに該当する事業者 

④ 同じ応募内容で他の補助金等の交付対象になっていないこと  

共同事業者 

コンサルタント、金融機関、中小企業診断士、機械・機器・システムの製造・販売業

者、施設・設備の建設・施工業者、飲食関連サービス提供者および資本関係にない他の

飲食店等（商工会議所等の支援機関も該当する）であって、業態転換等事業実施者と共

同して事業の計画および実施内容の検討や、実施・報告の支援を行う事業者  

申込方法 申請書類の郵送（宅配便や書留など、発送履歴が追えるもの）※持込提出は不可 

申請締切 8月1日(月)17時まで 

お問合せ 

申込先 

株式会社日本能率協会コンサルティング R4 外食業態転換事業 事務局 

〒105-0011 東京都港区芝公園三丁目1番22号 日本能率協会ビル7F  

℡0570-067766（月～日 9:00～17:00） mail : eat_jmac@jmac.co.jp  

■ 外食産業向け 業態転換等補助金 

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 

新入会員募集!! 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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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 

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)  

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＞ 

■ 多様な働き方推進事業費補助金（子育てにやさしい職場づくりコース） 

対象者 
京都府内に事業所を有し、人材確保・定着の促進を目的に、従業員の仕事と家庭の両

立に向け、多様な働き方の推進に取り組む中小企業等 

対象事業 

1．仕事と生活の両立支援のための就業規則等社内制度の整備、年次有給休暇の取得

促進など、多様な働き方の推進に向けたコンサルタントの導入 

2．労働生産性の向上により長時間労働の削減や有給休暇の取得の促進といった多様

な働き方の推進に繋がる機器、ソフトウェアの導入。ただし、通常必要となるもの及

び汎用性のあるものを除く 

3．子連れ出勤の実現に向けた託児スペースの整備など、多様な働き方の推進に向け

た施設整備 

4．多様な働き方の理解促進に向けた社内研修の実施、各種セミナーへの参加 

5．上記1から4に掲げるもののほか、京都府が特に必要と認める事業 

6．新たに実施する上記1から5までの取組を発信し、人材確保に繋げるために行う、

PRグッズの作成、ホームページ又は求人媒体への掲載、企業説明会への出展 

対象経費 

①講師謝金②旅費③消耗品費④印刷製本費⑤教育研修費⑥役務費⑦委託料⑧備品購入

費⑨多様な働き方の推進に繋げる機器のレンタル・リース及び購入経費並びに施設整

備費⑩取組発信経費（広告宣伝費、出展費、ホームページ作成費、求人媒体作成費） 

⑪その他京都府が必要と認める経費 

※外部専門家によるコンサルティング事業に係る経費、就業規則の作成・見直しに係

る経費については、それぞれ補助対象経費として合計20万円を上限とする。  

補助率 

上限 

［中小企業者等］2分の1（上限：50万円）［小規模企業者］3分の1（上限：50万円） 

［複数事業者が共同で事業実施する場合］3分の2（上限：100万円） 

申請の流れ 

1. 京都府「子育て企業サポートチーム」スーパーバイザーへ相談。 

 補助金申請のポイント等について、個別訪問等によりアドバイスを受ける。 

2. アドバイス内容を踏まえ、交付申請書等を作成し京都府へ提出。 

申請締切 
12月28日(水) ※補助金は予算の範囲内で交付するため、期間内であっても募集を終

了する場合、あるいは希望された金額を交付できない場合があります。  

お問合せ 

申込先 

京都府商工労働観光部 労働政策課 雇用企画係 

多様な働き方推進事業費補助金 担当者 

〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町  

℡075-414-5090（月～金 9:00～12:00、13:00～17:00 ※祝日・年末年始を除く）  
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新型コロナウイルス感染症関連 

■ 多様な働き方推進事業費補助金（テレワークコース） 

対象者 
京都府内に事業所を有し、人材確保・定着の促進を目的として、仕事と生活の両立

に向け、テレワークの導入及び利用促進に取り組む中小企業等 

対象事業 

補助対象者が子育て環境日本⼀に向けた職場づくり行動宣言において従業員に対し

て宣言し、京都府内の事業所に勤務する従業員に対して1か月に4回以上新たにテレ

ワークを実施するために行う以下のいずれかに該当する事業 

・テレワークの導入のために行う就業規則等社内規程の整備 

・テレワークの導入のために行う情報通信機器及びソフトの導⼀ 

・テレワークの導入及び利用促進に向けたサテライトオフィスの設置 

・テレワークの導入及び利用促進に向けた社内研修の実施、各種セミナーへの参加 

対象経費 

①講師謝⼀②旅費③消耗品費④印刷製本費⑤教育研修費⑥役務費⑦委託料⑧備品購

入費⑨新たにテレワークを実施するために必要となる機器のレンタル・リース若し

くは購入経費又は施設整備費等  

補助率・上限 ［中小企業者等］2分の1（上限：50万円）［小規模企業者］3分の1（上限：50万円) 

申請の流れ 

1．ホームページを確認 

2．京都府テレワーク推進センターへ電話（℡075-746-5252） 

3．申請書等⼀式をメールで送信（hojokin@kyoto-telework.jp) 

4．京都府テレワーク推進センターにて申請書のチェック（内容により再提出あり） 

5．申請に必要な書類⼀式をインターネット・持参・郵送のいずれかの方法により 

 京都府テレワーク推進センターへ提出 

6．京都府より審査結果通知 

申請締切 
12月28日(水)17時 ※補助金は予算の範囲内で交付するため、期間内であっても募集

を終了する場合、あるいは希望された金額を交付できない場合があります。  

お問合せ 

申込先 

京都府テレワーク推進センター 

〒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  

℡075-746-5252（月～金 9:00～17:00） mail：hojokin@kyoto-telework.jp 

本誌広告主を募集中！お問い合わせは、当所広報担当まで。 
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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） 

■ 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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  労働保険年度更新     の申告納付期限、および 

  社会保険料算定基礎届     の提出期限は 《７月１１日（月）》 まで 

7月13日（水）13:30～16:00 

7月14日（木）13:30～16:00 

7月21日（木）13:30～16:00 

7月15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 
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インボイス制度に関するご相談は当所まで。 

    セミナーのお知らせ 

 

上段：甲斐・曽我・寺田・長谷川 

下段：村田・角田・小田切・越野 

本年度 売り出し事業のお知らせ 

 令和5年10月1日よりインボイス

(適格請求書等保存方式)制度が導入

されます。本制度の改正は免税事業

者を始め、多くの事業者に関わりのあるもので

す。 本セミナーでは、注意すべき点や実務対応

についてわかりやすく説明いたします。 

「城陽日和」 掲載店募集 

 令和4年10月

中旬頃に発行

予定の『城陽

日和vol.20』

紹介記事およ

びクーポン掲載店を募集いたし

ます。当所の会員事業所で城陽

市内に店舗がある方が対象で

す。  【詳細：折込チラシ】 

 企業における人材不足は深刻化し

ています。｢求人を出しても応募が

ない…｣｢採用しても定着しない…｣そんなお悩み

を抱える経営者・総務・人事担当のみなさまへ

現状の課題を解決し、『良い人材』を募集する

ために必要なポイントをお話いたします。 

 毎年秋に実施しておりました「城陽市大謝恩フェア」は昨年度

をもちまして終了といたしました。永きにわたりご参加頂きまし

た店舗様には大変お世話になり、ありがとうございました。 

 なお、クーポンブックにつきましては、城陽日和と合同発行を

予定しておりますので、引き続きご参加をお願いいたします。 

 また、毎年夏に実施しております「JOYOスクラッチ＆クーポン 

わくわくセール2022」については、年末の実施を予定しておりま

す。９月号の会議所だよりにて参加店募集のご案内をいたします

ので、併せてご参加を頂きますようお願いいたします。 

 講 師 ： 中島 由雅 氏  講 師 ： 田原 玲美 氏 

中央税務会会計事務所 税理士 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  

  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 
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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。 

  ロシアのウクライナ侵攻によって地政学リ

スクとＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス《＝経

営および統治体制》）の結び付きが、これまで

以上に意識されるようになった。このため機関

投資家はＥＳＧ投資の評価軸に地政学リスクを

明確に加えることが今後ますます必要となろ

う。つまり、国家間の戦争や紛争下で起きる人

権侵害や、戦争・紛争当事者である国家の統治

体制をＥＳＧの視点で捉える必要性が高まるこ

とを意味する。２００６年に国連が提唱したＥ

ＳＧ投資の任意原則である責任投資原則（ＰＲ

Ｉ＝Principles for Responsible Investment）

を推進する団体の責任者（Chief Responsible 

Investment Officer）[注1]は、今年の３月に、

非公式ではあるが、その具体的な評価軸を提示

している。それらを整理すれば、１）「国家間

の武力行使が起きた際の対応」と２）「将来も

含めた国家間の武力行使のリスクへの対応」に

大きく分けて、評価の枠組みを示したと解する

ことができよう。 

 上記の枠組みの中では、ＥＳＧ、特に「Ｇ」

あるいは「Ｓ」のデータと情報の“正確性”お

よび“客観性”の重要性がこれまで以上に増し

ている。この点、国家の統治体制のデータおよ

び情報は多分に政治的な要素が加わり、主観性

が強い情報になり、投資家などの意思決定に耐

え得る“正確性”と“客観性”が伴わない可能

性がある。例えば、西側諸国対他国という勢力

関係の中での、それぞれの政治的立場に基づく

情報を意思決定に活用しなければならないケー

スが想定できよう。機関投資家としても、どの

ＥＳＧ情報を活用して意思決定を行ったのか、

その過程が重要になってくることとなろう。さ

らに、機関投資家が所属する国によっても意思

決定に活用するＥＳＧ情報が異なる可能性が出

てくる。グローバリゼーションにおけるリベラ

リズム（自由主義）の下では、ＥＳＧという価

値観を共有することができていたが、安全保障

を想定して外交していくリアリズム（現実主

義）の国際情勢の中では、これまで醸成されて

きたＥＳＧの価値観を踏まえた合意形成が難し

い局面も出てくる。 

 このような局面では、地政学リスクに関連す

る「Ｇ」「Ｓ」のデータおよび情報は、特にそ

の生成の仕方がこれまで以上に問題になってく

る。データおよび情報の定義はさまざまあるも

のの、データは加工を施していない数字、音

声、画像、動画といういわゆる“生データ”、

情報はそれらのデータを基にした個人・組織の

仮説・見解などと定義できる。ただし、“生

データ”といっても技術の進歩によって偽造で

きるため、データの発信元の信頼性から疑って

かからないといけない。情報についてもどの立

場の誰の仮説および見解かを精査する必要があ

る。その一方、ビッグデータと呼ばれるよう

に、データおよび情報のデジタル化によって、

その量が飛躍的に増加し、ＥＳＧという概念の

共有が難しくなる中、“正しく”客観的なＥＳ

Ｇデータと情報の見極めが非常に難しい。加え

て、これまでのような国際機関および経済協力

の枠組みの加盟国間でのデータおよび情報の国

境をまたぐ移転に制約が課せられることが実行

に移されつつある。あるいは政府が情報統制を

することで、海外の検索エンジン、情報ベン

ダーなどへのアクセスが難しくなり、地政学リ

スクを正確に評価することが困難になるとも想

定される。 

 グローバリゼーションは人・モノ・資金・情

報の流れを促進していたため、グローバルな課

題に対する問題意識の共有が容易であった。し

かし、地政学リスクの台頭と安全保障への意識

が強まったことを受けて、それらの流れが停滞

あるいは制限されるため、ＥＳＧの価値観がグ

ローバルに共有されない恐れが高まっている。

加えて、既に実体を伴わない見せかけだけのＥ

ＳＧという企業の行動も問題になっている中、

価値観の分断によってさらにＥＳＧデータ・情

報の信頼性が低下するリスクが顕在化し、機関

投資家に混乱をもたらす可能性も否定できな

い。国際的なＥＳＧ評価基準設定機関（開示基

準、報告基準）および格付け会社は、これまで

醸成してきたＥＳＧの価値観を損なわないよう

に、ＥＳＧデータ・情報の正確性と客観性を高

い水準で維持できるような基準統一に向けて、

これまで以上に迅速な対応が求められよう。 

             （5月19日執筆） 

[注１]責任投資原則のナタヤン・ファビアン最

高責任投資責任者「国際紛争の責任投資に対す

る意味合いとは何か？」ＰＲＩブログ、２０２

２年３月17日（Nathan Fabian, Chief Respon-

sible Investment Officer, ＰＲＩ , “What 

does international conflict mean for re-

sponsible investment?” March 17, ２０２

２） 
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 和歌山県の田辺市に「ソマノベース」という

小さな林業ベンチャーの会社があります。社員

は20代半ばの奥川季花さんが一人で、時に応じ

て数名の業務委託チームで活動している会社で

す。この小さな会社が、中小企業庁が発行する

２０２２年版の「小規模企業白書」に『土砂災

害リスクの低い山づくりという地域課題に向け

た取組を収益性も確保しながら事業として進め

る企業』として取り上げられています。経済産

業省や農林水産省が主催する研究会に登壇する

など、多方面で注目されています。 

 近年、集中豪雨などで山林の山崩れによる被

害が毎年のように出ています。この状況に対し

ては、山に木を植えて山林を保全し、災害リス

クを減らす必要があります。一方で、都市部の

大企業や個人の中にはＳＤＧｓの機運の高まり

の中で、なんとか環境対策に貢献したいと考え

るところが増えています。この両者をつない

で、実際に苗を育てて山に植え、山林を維持す

る活動まで面倒を見るという役割を果たすのが

ソマノベースの仕事です。奥川さんは田辺市の

「木を切らない林業」をキャッチフレーズにし

た林業事業所「株式会社中川」に籍を置きなが

ら、個人でソマノベースの事業も展開していま

す。 

 日本では、山林を整備して災害リスクを減ら

すことは、とても大きな社会課題です。これを

解決するには膨大な予算や人手がかかり、それ

こそ国家としての一大事業になります。課題が

大きすぎて、とてもビジネスのベースには乗り

ません。国や自治体としてもなかなか手を付け

られないテーマです。 

 奥川さんは、誰も動かなければ状況は少しも

変わらないと、全体から見ればとても小さな規

模ながら、きちんと事業ベースに乗せたスキー

ムを提案しました。その背景には、奥川さん自

身が、２０１１年に地元の和歌山県を襲った集

中豪雨による山崩れで被災した経験がありま

す。それが小さくても、課題解決に向けて動き

出す動機になっています。 

 ビジネスの世界では、とにかく早く具体的な

アクションを起こして、製品やサービスを形に

して市場に投入し、その反応を素早く取り入れ

ながら改善・改良を繰り返していく「リーンス

タートアップ」や「アジャイル開発」という手

法が注目されています。 

 ビジネス環境が良いときは、じっくり練った

ビジネスモデルを大きな設備投資を伴う方法で

始めても、事業が立ち上がれば成功が見込めま

した。ところが、現在は市場環境がどんどん変

わります。たとえ国内の状況に大きな変化がな

くても海外情勢が急変して、とばっちりを受け

ることも珍しくありません。ビジネスを実現す

る手段としての技術やインフラもどんどん進化

し続けます。 

 こんな時代だからこそ、小さく始めて、品質

や提供方法を改善しながらサステナブルに事業

を展開する考え方が大事なのだと思います。た

だ、行き当たりばったりで右往左往しないよう

ビジョンや志は、しっかり大きく持つ必要があ

ります。囲碁・将棋の世界でいう「着眼大局・

着手小局」は、現代のビジネスにこそ生きてい

る言葉なのだと思います。 

当所ホームページより、各種WEBセミナーを無料でご視聴いただけますのでご利用ください 
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 営業時間 ２０:００～２４：００ 

団体３０名様まで 
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活動報告 

城陽ドローン協会 

城陽市造園建設業協会 

拳四朗後援会 京山城燦彩糸協議会 

交通部会 寺田南地区振興会 

プレミアム商品券抽選会 

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。  

 6月3日(金)城陽市造園建設業

協会総会を全会員8名参加のも

と開催。冒頭に後藤会長が本年

は積極的に会員の交流情報交換

の機会を設けたいと挨拶をされ

たのち、令和3年度事業報告・

決算、令和4年度事業計画・予

算が承認されました。 

 6月1日(水)京都府山城広域振

興局と「災害時等における無人

航空機の運用に関する協定」を

締結。今後は災害などの緊急時

に、府からの要請に応じて出動

予定です。 

 また6月14日(火)和食居酒家

大すけにて令和4年度総会を開

催。新入会員2名を迎え現役員

を再任、新年度に向け事業計画

や予算案の承認を行いました。 

 6月8日(水)グランヴィア京都

にて総会並びにWBCライトフラ

イ級王座奪還祝勝会を開催。祝

勝会では西脇京都府知事らをお

迎えし、見事王座を奪還した拳

四朗選手を約210名の後援会関

係者らで盛大に祝いました。 

 6月21日(火)もち月にて城陽

繁栄会総会を開催し、役員改選

の今期、島本会長を再任。懇親

会では奥田市長、堀井会頭を 

お迎えし、地元商業の活性化に

向け結束を固めました。 

 6月18日(土)一休グラウンド

ゴルフ倶楽部にてグラウンド・

ゴルフ大会を開催しました。16

名のもと、爽やかな汗を流しな

がら、親睦を深めました。 

 6月16日(木)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。 

 6月13日(月)さくら寿司にて

令和4年度通常総会を開催しま

した。土橋会長が再任されたこ

とを始め、全議案審議が承認さ

れました。 

城陽繁栄会 

 6月1日(水)～6月15日(水)の

受付期間中、販売冊数50,000冊

に対して78,083冊(40,900人)の

応募があり、6月27日(月)当所

にて抽選会を行いました。 

現役×ＯＢ交流会を開催！ 

▲第1部ゴルフコンペの様子 

 6月27日(月)青年部OBならびに現役会員にて、2022・OB交流会～

出会いは新たな発見～｢change&challengeゴルフコンペ・懇親会｣を

開催。第1部では東城陽ゴルフ倶楽部にてゴルフコンペを行い、第2

部ではもち月にて懇親会を行いました。第1部・第2部合わせて、総

勢60名の青年部OBと現役会員が参加し、昼はともにゴルフで汗を流

し、夜はともにお酒を酌み交わし、世代を越えて親睦深めました。 

 今後も引き続き、OBとの交流を図り、親睦を深めてまいります。 
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あなたの経営をサポートします！ご相談は当所まで。 

 令和3年度を振り返りますと新型コロナウイルス変異株による感染拡大

を受け緊急事態宣言の発出や、まん延防止等重点を講じるべき事態を幾度

となく繰り返し、また、ロシアによるウクライナ侵攻という新たな問題も

発生し、世界的経済危機により経営環境は厳しさを増しております。当所

では継続的に経営に影響を受ける事業者に対し、ホームページやLINEでの

情報の提供を行い、国・府・市からの補助金や助成金、給付金等の相談受

付や緊急融資などによる支援を積極的に進めて参りました。前年に引き続

き「城陽市プレミアム付商品券2021」発行事業や、「城陽日和」を利用したクーポン売り出しセー

ルなどにより多くの消費喚起を促すことができました。本年も引き続き会員事業所に寄り添った支

援を行い、当所が地域唯一の総合経済団体であることを痛感し地域産業の活性化に向け府・市をは

じめとした関係団体と連携を取りながら諸事業を展開してまいりますので会員の皆様のご支援ご協

力をお願いいたします。 

令和４年度 永年勤続優良従業員表彰式 被表彰者・事業所名簿  

秋山達税理士事務所／20年1名 

伊賀屋食品 株式会社／10年5名 

池本車体工業 株式会社／20年5名          

株式会社 伊保石匠社／10年1名、30年1名 

京南通信工業 株式会社／10年1名、20年2名 

黒川ダイドウ 株式会社／10年7名、20年5名、30年4名 

株式会社 阪本商店／10年1名            

株式会社 サンエイ／10年1名、30年1名 

株式会社 ジェイサービス／10年1名         

城陽商工会議所／10年1名 

公益財団法人 城陽市民余暇活動センター／10年1名 

城陽富士工業 株式会社／20年1名          

星和電機 株式会社／30年12名 

有限会社 辻久ガス／20年1名            

株式会社 デューイテクニカル／10年1名 

株式会社 ナクアス／10年1名、30年1名 

株式会社 ナプラス／10年1名 

日本観光ゴルフ 株式会社／10年3名         

信 登記測量事務所／20年1名 

株式会社 平山宅建／10年1名、20年1名       

ＨＩＬＬＴＯＰ 株式会社／10年8名 

富士高分子 株式会社／10年4名、20年3名、30年2名 

株式会社 藤清／10年1名 

株式会社 碧翆園／10年1名 

豊味食品 株式会社／10年3名、20年1名、30年1名 

株式会社 堀井製作所／20年1名 

株式会社 松原造園／10年1名 

丸江伸銅 株式会社／10年1名 

特定非営利活動法人 水度坂友愛ホーム／10年1名  

有限会社 山田商店／10年4名、20年3名、30年1名 

第226回常議員会・第７５回 通常議員総会開催 ～事業報告並びに収支決算を承認～ 

 6月9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。 

□第75回通常議員総会提出議案について  

□令和4年度永年勤続優良従業員表彰について 

□京都府知事表彰について □新入会員について 

 報告として、地区再編成の進捗について、城

陽市プレミアム付商品券2022発行事業につい

て、全地区親睦グラウンド・ゴルフ大会報告に

ついて、委員会・部会・地区振興会等の活動報

告を行なった｡ 

 6月24日(金)文化パルク城陽大会議室にて、 

第75回通常議員総会を開催。概要は次のとおり｡ 

□第1号議案 

 令和3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14期部会別2号議員の定数配分について 

 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

り承認された｡ 

総括的概要 【報告書より抜粋】 

 6月24日(金)通常議員総会に先立ち、令和4年度 永年勤続優良従業員表彰式を 

開催いたしました。30事業所98名の受賞者の皆様、誠におめでとうございます。 

【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)…8事業所23名】 

【城陽市長表彰(20年表彰)…12事業所25名】【城陽商工会議所会頭表彰(10年表彰)…23事業所50名】 



令和4年7月1日発行（毎月1日発行)    ( ) 会 議 所 だ よ り 第447号（平成3年4月13日 第3種郵便物認可） 

 「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。 

 令和4年5月に市辺にて、障がい福祉サービス

生活介護事業所を開所いたしました「めいる」

と申します。障がい者の方々へ日中の生活等の

お手伝いをし、車いすの方や重い障がいのある

方も一人ひとりが笑顔になれる、そんな明るい

事業所を目指しています。 

 3つの運営方針を念頭におき

日々の利用者さんの生活を支

えていきたいと考えておりま

す。また、地域の方々のお役

に立てる事業所にしていきた

いと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

【運営方針】 

１．利用者さんが明るく安全で安心な生活を 

営むことが出来るよう和やかな雰囲気を作り、 

やりがいや生きがいを少しでも感じられるよう 

真摯に向き合い真心が通う誠実な支援をする 

 

２．日々、新鮮な気持ちで業務を行い、支援に 

関わる専門的な知識や技術の向上に努める。 

 

３．地域や行政との連絡、連携を密にし、関係 

法令に遵守し健全な施設運営を行い主体的に 

尊厳のある生き方を支援していく 

一般社団法人ＡＰＤＯ 「生活介護事業所 めいる」 

(繁栄) 

 会員データ [代表理事] 高谷 凌  [住 所] 市辺南垣内2-39  [営 業] 9-18時  [定休日] 土・日   

       [ＴＥＬ] 66-6663  [ＦＡＸ] 66-6664  [ＨＰ] https://www.meiru-joyo.com 
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新入会員情報【令和4年3月10日～令和4年6月8日】 ※掲載を承認された方のみ  

事業所名 地 区 部 会 所在地 業 種 

梶田組 寺田西 建設 寺田樋尻8 鳶 

ﾖｼｶﾜ(株) 富野西 商業 枇杷庄鹿背田10-21 生地卸 

(株)SEIHO 青谷 建設 中出口24-3 土木 

ケーオーエンジニアリング(合) 寺田東 建設 寺田築留52-2 土木 

京都城陽環境組合 久津川西 サービス 久世荒内160-2 
環境活動に 

寄与する団体 

Salon de filo 寺田東 サービス 寺田水度坂88-90 美容師 

大野建装 青谷 建設 市辺粟谷79-2 外壁工事 

須﨑左官店 富野西 建設 枇杷庄鹿背田27-6 左官 

焼肉 高麗 久津川東 飲食 平川古宮12-1 焼肉 

(株)アスクリサイクル第3工場 青谷 工業 市辺白坂77番 製造業、リサイクル業 

Laugh Design 久津川東 サービス 寺田大谷188-14 
アーティスト、 

マネジメント広告、映像等 

(株)ﾍﾞｽﾄﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 久津川西 サービス 久世荒内160番地2 
産業廃棄物 

収集運搬処理業 

一社)APDO生活介護事業所めいる 青谷 サービス 市辺南垣内2-39 生活介護事業所 

(株)エコスタンド関西 青谷 サービス 市辺南垣内106-2 残置物片付、遺品整理 

楽天モバイル 富野東 商業 富野荒見田112ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ城陽内 携帯電話販売 

大人はズルいと思いませんか？ 富野東 商業 富野荒見田112ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ城陽内 ベーカリー 

COCOHOUSE 富野東 商業 富野荒見田112ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ城陽内 ファンシー雑貨 



 ( ) 令和4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447号 
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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！ 

第４３回ＪＯＹＯ産業まつり ～出展者・出演者募集～ 

水上ステージ出演者募集！ 

❖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） 

❖要  件：＜飲食関係の出展について＞ 

      調理販売を行っていただく事で準備を進めて参り    

      ますが、今後の感染状況により出店に制限を加え 

       させていただく場合がございます。 

 ※詳細は、当所ホームページより 

 「第43回JOYO産業まつり出展規約」をご確認ください。 

ブース出展者募集！ 

新入職員紹介 

 6月1日付けで指導課に配属さ

れました、森本晃輝です。 

 会員企業の皆様のお役に立て

るよう精一杯頑張ります。何卒

よろしくお願い申し上げます。 

指
導
課 

 

森
本 

晃
輝

も
り
も
と 

こ
う
き 

特別経営指導員紹介 

産業会館利用について 

 城陽市産業会館の空調機器に

つきまして、復旧作業が完了し

ましたので、空調機器の使用を

再開させていただきます。休止

期間中はご不便をお掛けし大変

申し訳ございませんでした。 

      【担当：指導課】 

 7月1日付

けで、宇城

久地域ビジ

ネスサポー

トセンター

の特別経営

指導員に配属になりました、

西田隆行です。皆様のお役に

立てるよう精一杯頑張りま

す。何卒よろしくお願い申し

上げます。 

イベント中止のご案内 

京都サンガ Ｆ.Ｃ. 観戦チケット 

 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。 

  

  ① 8月6日（土）18時30分～ 

     VS 柏レイソル 
   ★申込締切 7月8日（金） 

 

◇ 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｡ 

（抽選結果は当選者にのみお

知らせします） 

     【担当：振興課】 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今年度の下記イベ

ントは開催中止とさせていただきます。何卒ご理解賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。 

❖内  容：ジャンルは問いません。 

      ステージに係る経費は原則出演者負担。※雨天中止 

❖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。 

文パルチケット情報 

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 

チケットのお申込みは 

当所（℡52-6866）まで 

 □ＪＲ城陽駅前商店街七夕まつり 
   ※7/1(金)～7/7(木)まで、商店街内で短冊が飾られます｡ 

 □アクティ城陽商店街夏まつり 

 □寺田西夏まつり 


