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上機嫌を保つことが、 

人生を豊かにする 

１番の近道だ。 

 

    書道家 武田 双雲 
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 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） 

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。 

京都府最低賃金 引き上げのお知らせ 

時間額９６８円 
[令和4年10月9日から適用] 

 最低賃金（地域別最低賃金）

とは、働くすべての人に賃金の

最低額を保障する制度です。 

    【詳細：折込チラシ】 

 最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・ 

小規模事業者への支援施策（助成金・補助金 

等）については、厚労省ＨＰをご覧ください。 

雇用保険料率 引き上げのお知らせ 

 「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に

国会で成立したことを受け､令和4年10月分給与から《労働者負担･

事業主負担の保険料率》が変更になります。年度途中での変更と

なりますのでご注意ください。【詳細：労働局ホームぺージ】 

① 

労働者負担 
（失業等給付・

育児休業給付の

保険料率のみ） 

② 

事業主負担 
   

  

①＋② 

雇用保険料率  

一般の事業 

の場合 

 

失業等給付・ 

育児休業給付の

保険料率 

雇用保険二事業

の保険料率 

一般の事業 5/1,000 8.5/1,000 5/1,000 3.5/1,000 13.5/1,000 

農林水産・ 

清酒製造の事業 
6/1,000 9.5/1,000 6/1,000 3.5/1,000 15.5/1,000 

建設の事業 6/1,000 10.5/1,000 6/1,000 4.5/1,000 16.5/1,000 

 「縁Joy！」  10月13日(木)オープン 予定 

 城陽市内外の多くの方々への情報周知を目的としたポータルサイト

「縁Joy！(エンジョイ)」は、10月13日(木)オープン予定です。当所の

会員企業やお店の情報・イベント情報などを発信していきますので、

サービスや商品のＰＲ、情報収集にぜひご活用ください。 

 更新情報は 

Instagramからも 

お知らせします！ 

掲載情報の提供がお済みでない事業者様は《Googleフォーム》 

より申請、または当所振興課までご連絡ください（℡52-6866） 
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新入会員募集中！お知り合いの未加入事業者様をご紹介ください。 

常議員会開催 

 9月13日(火)第227回常議員会を開催。概要は次のとおり。 

1.第13回臨時議員総会議案について 2.地区の再編成について 3.｢給与規則｣の一部改正(案)について

4.令和3年度事業評価について 5.令和4年度補正予算（案）について 6.令和5年度城陽市商工業施

策要望項目について 7.退任役員・議員への表彰状・感謝状の贈呈について 8 .新入会員について   

それぞれ原案どおり承認された。また、第43回JOYO産業まつりについて、城陽市プレミアム付商品券

発行事業について、城陽日和発行事業について、委員会･部会･地区振興会等報告について、報告を行

なった。 

新入会員情報 【令和4年6月9日～令和4年9月12日】 ※掲載を承認された方のみ 

第１４期１号議員４０名、２号議員２８名が確定しました！ 

事業所名 地 区 業種 

(医)康仁会 西の京病院 市外 医療業 

(株)貴丸 寺田南 
リサイクル 

・引越し 

Te chichi TERRASSE 富野東 婦人服飾 

(株)ゆうハウジング 富野東 
建築業・ 

不動産業 

M's SWEETS 富野西 飲食業 

(有)八幡配送 市外 運送業 

(合)DRAMATICBASIC 久津川東 
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞPR 

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 

(株)F P C 寺田南 保険業 

鍜治塗装工業 富野西 建築塗装業 

カラーハンズ 久津川東 
ｲﾗｽﾄﾚｰﾀｰﾃﾞｻﾞｲﾅｰ 

漫画家 

事業所名 地 区 業種 

(株)ホットスタッフ城陽 寺田北 労働者派遣業 

エヌデン(株) 青谷 
電気工事、 

電気通信工事 

鶴谷啓明 寺田西 医療業 

(株)笠井工務店 富野西 

建設業 

(住宅新築・ 

リフォーム） 

丸井タイル 市外 建築・タイル 

田村商店 久津川東 軽貨物運送 

neotreat 市外 金融業 

湯川農園 寺田西 農業 

杉山医院 寺田南 
内科、呼吸器科 

循環器科 

(株)翔和架設 富野西 建設業、鳶工事 
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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。  

価格高騰に関連する補助金制度 

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･･･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）※対象経費：20万円以上 

補助対象 

事業期間 

申請方法 WEB申請、郵送による申請 
令和4年6月22日(水)～11月15日(火)  

申請締切 【第3回】11月15日(火)まで 

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 

対象者 
高騰している輸入食品原材料を使用している食品製造事業者や飲食事業等。または上記事業者

と共に事業を実施しようとする者。 

対象事業 
①原材料を切り替えた新商品等の生産・販売の取り組み ②原材料の使用コストを削減した新

商品等の生産・販売、新たな生産方法の導入等の取り組み 

対象経費 
新商品開発費、原材料切替等に伴う機械導入、製造ラインの変更・増設費、食品表示変更に伴

う包装資材の更新、新商品PR費、新商品市販のための原材料費等 

補助金額 100万円～2億円（補助率：2分の1） 申請方法 WEB申請 

申請締切 【第2回】10月14日(金)17時まで 事業実施期間 交付決定後～令和5年2月15日(水) 

お問合せ 
輸入小麦等食品原材料価格高騰緊急対策事業コールセンター 

℡03-6626-6597（月～金 10:00～17:00 ※祝日を除く）   

■ 輸入小麦等食品原材料価格高騰緊急対策事業補助金 

 営業時間 ２０:００～２４：００ 

団体３０名様まで 
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 国・地域によって程度の差はあれ世界各国で

インフレ率の上方修正とGDP成長率予想の下方修

正が続いている。特に米欧では、中央銀行が金

融引き締めに動いているものの、想定以上の物

価上昇の中で、景気停滞に陥るかどうかが注目

されている。長期化すれば、経済活動の停滞と

物価の持続的な上昇が併存する状態、つまりス

タグフレーションに陥る可能性が高まる。 

 大和総研の欧州担当エコノミストは2023年を

見据えた欧州経済予測の中で「スタグフレー

ションの可能性が高まっている」としている。

その理由として「ウクライナ問題という地政学

的要因が強く作用しており、EU域内あるいは国

内の政治的混乱を招いて、事態を複雑化させて

いる。人手不足にエネルギー不足、さらには水

不足がサプライサイドの問題の解消を難しくす

る」ことを挙げている。これらの複層的な要因

により、インフレ対応と成長の維持が困難にな

るとしている。ちなみに欧州経済見通しの修

正、特に23年の下方修正の動きが続いており、

直近でも、7月半ばに見通しを改定した欧州委員

会が、23年の成長率を+2.3%から+1.4%へ0.9%ポ

イントも引き下げた。対照的に、欧州委員会に

よるユーロ圏のインフレ見通しは大幅に引き上

げられ、22年は5月時点から+1.5%ポイントアッ

プの+7.6%、23年は+1.3%ポイントアップの4.0%

となっている。 

 米国も同様に物価上昇が加速する中で、景気

停滞に陥るかどうかが注目されている。7月半ば

に公表された6月のCPIは前年比+9.1%と5月の同

+8.6%からさらに加速し、市場予想（Bloomberg 

調査：同+8.8%）を上回った。内訳に関しては、

住宅価格とエネルギー価格による押し上げ分が

大きかった。7月下旬に公表された22年4-6月期

の実質GDP成長率は、主に民間在庫が減少したこ

とに加え、金融引き締めを受けて住宅投資は減

少し、設備投資も小幅ながらマイナスに転じた

ことで、前期比年率-0.9%と2四半期連続のマイ

ナス成長となった。これは金融市場の認識では

景気後退局面を意味する。ただし、大和総研の

米国担当エコノミストは現時点での景気後退期

への突入に慎重な見方を示している。それは

「屋台骨である個人消費は底堅い結果となった

ことから、本格的な景気後退期へ突入したと認

識するのは早計だろう」との理由からである。

とはいえ下期を「魔の6カ月」と表現し、景気後

退のリスクが高まっているとしている。 

 他方、日本は、22年6月の全国コアCPI（除く

生鮮食品）は前年比+2.2%と、伸び率は前月から

0.1%ポイント上昇した。エネルギーによる押し

上げ圧力が弱まる一方、食品・外食による押し

上げ圧力が強まる、という構図が続いている。

22年4-6月期の実質GDP成長率は前期比年率+2.2%

（前期比+0.5%）と、4四半期連続のプラス成長

となり、新型コロナウイルス感染拡大前（19年 

10-12月期）の水準をわずかに超えた。大和総研

の日本担当のエコノミストは、この理由として

「3月下旬に感染拡大が一服し、まん延防止等重

点措置が全面解除されたことで、サービスを中

心に個人消費が増加した」ことを挙げた。その

一方マイナス要因として「中国・上海でのロッ

クダウンを受け、自動車・家電を中心に生産や

供給が滞るなどの影響が表れた」ことを指摘し

ている。 

 欧米のスタグフレーションのリスクは、コロ

ナ後の景気停滞からの回復が不十分な段階で、

供給制約などによってインフレ率が上昇したこ

とで生じたものである。欧米の中央銀行が差し

当たり反インフレを優先して金融引き締めに動

いているが、その効果が出るには時間がかかる

ため、その間、景気がどこまで落ちるかが当面

の最大焦点になっている。これに加えて、ロシ

アとの経済的なつながりが深い欧州では、ウク

ライナ侵攻の影響を比較的強く受けているた

め、その影響が長引けば、景気の落ち込みが相

対的に大きくなることが懸念されている。日本

においても、ウクライナ侵攻の欧州への影響

を、将来想定される台湾有事の影響と置き換え

ると、欧州の現状は対岸の火事とはいえない。

国内のインフレ抑制と成長維持の政策の両立も

重要であるが、中長期的には台湾有事などの影

響を想定した複層的な経済減速の要因への対応

が必要となろう。 

4 

当所LINEアカウント（ID:＠joyo-cci）からも、最新情報を配信中です！ 
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本紙広告主を募集中！お問い合わせは、当所広報担当まで。 
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ベストウイズクラブでは、「福祉制度キャンペーン」を10/3～

11/30に実施いたします。本キャンペーンは、『商工会議所福祉

制度』を会員の皆様にご理解いただき、会員事業所の福祉向上

にお役立ていただくことを主な目的としています。 

『商工会議所福祉制度』は、経営者・役員の皆様の保障や退

職金準備他、入院・介護・老後に備えた様々な保障ニーズにお

応えするものです。 

商工会議所職員とアクサ生命保険株式会社の担当社員がお伺

いした際には、是非ご協力いただきますようお願い申しあげます。 

※「ベストウイズクラブ」は、商工会議所共済制度・福祉制度の普及・推進を目的とし 

全国各地の商工会議所およびアクサ生命保険株式会社により運営されている組織です。 

『商工会議所福祉制度キャンペーン』実施のお知らせ 

担当：城陽商工会議所 

指導課（℡0774-52-6866） 

 ▼振込先 

 京都銀行城陽支店 普通預金 410027 

  名義：社会福祉法人京都府共同募金会 

     城陽市共同募金会会長 奥田敏晴 

～じぶんの町を良くするしくみ。～  赤い羽根共同募金へのご協力をお願いします。 

 共同募金は府内の福祉施設整備等に活用されるほか、募金実績に応じて地元（城陽市）に還元さ

れ地域福祉活動の推進に役立てられています。皆様のご協力をお願いします。銀行振込や、ご訪問

による受付も可能です。 

※この募金は「全額損金算入」できます。振込の場合、募金会までご連絡をいただければ領収書を

後日送付します。 

【お問合せ先】城陽市共同募金会 

 城陽市寺田東ノ口17 市立福祉センター1階 

  (城陽市社会福祉協議会内) 
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ＷＥＢセミナー視聴希望の方は、当所までご連絡ください 

小規模企業振興会 

城陽繁栄会 

 8月28日(日)～29日(月)8名

参加のもと視察研修会を実施。

三井アウトレットパーク北陸

小矢部(富山県小矢部市)や近

江町市場(石川県金沢市)等を

視察しました。 

 9月4日(日)城陽五里五里の

丘にて地域交流事業「和っ祭

2022」を奥田城陽市長を来賓に

迎えて開催。新成人を祝い、願

いを込めたLEDスカイランタン

が夜空を彩りました。  

 8月29日(月)城陽市立福祉セ

ンターにて行政交流事業「シン

カする風会議」を開催。荒木理

事を含む12名の市職員の皆様

と熱い議論を交わしました。 

 8月28日(日)21名参加のも 

と日帰り親睦旅行を開催。京丹

後市・久美浜方面へ赴き、海鮮

料理と温泉、買い物等を楽し

み、親睦を深めました。  

企業説明会 

城陽商工物産協会 

 9月8日(木)から4日間、城陽

CCにて日本女子プロゴルフ選

手権が開催されました。当協会

では、来場者へ地元物産品のPR

販売を行ないました。 

会員大会 

 9月13日(火)文化パルク城

陽にて、第36回会員大会を開

催。総勢334名にご参加いただ

き演芸会や福引大会で会員間

の親睦、交流を図りました。  

金融部会 

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。審議の結果全て

の議案が承認されました。 

 

■ 8月29日(月)：建設部会  

■ 8月30日(火)：商業部会 

■ 書面決議：サービス部会 

 9月6日(火)文化パルク城陽

にて城陽市企業説明会を開

催。当日は8社の地元企業と25

名の求職者が参加され、仕事

内容や特徴について熱心に聞

き入っておられました。 

 9月7日(水)に城陽市まちづ

くり活性部を講師にお招き

し、13名参加のもと『明日の城

陽産業のために』をテーマに

研修会を開催しました。 

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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 はじめまして、湯川薫と言います。城陽の奈

島周辺で無農薬・無化学肥料のお米・野菜・お

茶を生産しています。新規就農したばかりで、

農地を貸していただくところから始めて、少し

ずつ面積を増やしています。 

 地産地消を目指し、地元の皆様の食卓に、生

活の基本である食の安心・安全をお届けしてい

きたいと思っています。特に子供たちには自分

たちが食べているものがどうやってできている

のか、観て、触って、楽しく知ってもらえたら

と思っているので、田植えや収穫などを体験で

きるイベントなどもやっていきたいです。 

 他にもやりたいことはたくさんありますが、

まだまだ慣れない土質や水はけの悪さで失敗も

多く、少しずつ実現していきたいと思っていま

す。美味しい作物を食べて、元気に笑顔になっ

ていただけるお手伝いが

できたら嬉しいです。 

 現状生産量はそんなに

多くはないですが、機会

がありましたら是非食べ

てみていただけたらと思

います。農法等について

も興味を持っていただけ

たら気軽にご連絡くださ

い。よろしくお願いいた

します。 

湯川農園 

(繁栄) 

  会員データ  [代表] 湯川 薫  [TEL] 080-6162-0805  [Instagram] @yukawa_nouen  

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 

コンサート 吉幾三 ｵﾝ･ｽﾃｰｼﾞ2022 

スマホ決済でお得！城陽市のお店応援キャンペーン 

コンサート 丘みどり コンサート 

日時 12月1日(木) 

    18:30～ 

会場 プラムホール 

料金 6,500円 

       ↓ 

   5,850円 

演奏会 城陽第九フェスティバル 

日時 12月18日(日) 

    14:00～ 

会場 プラムホール 

料金 3,300円 

       ↓ 

   2,970円 

【お問い合わせ】城陽市お店応援キャンペーン事務局 

 ℡0120-975-296（月～金 9時～17時 ※祝日を除く） 

 ＜キャンペーン期間＞ 

2022年11月1日(火)～30日(水) 

 城陽市では、市内対象店舗で

「au PAY」「d払い」「PayPay」

のいずれかを利用された方に、

利用金額の最大20％分のポイン

トを付与するキャンペーンを実

施されます。 
 

【上限】   

  1回1,000円分、期間中3,000円分 

 (各キャッシュレス決済) 
 

【対象】 

対象のキャッシュレス決済手段

を導入している城陽市内の事業

者で、物品・飲食・サービス等

を消費者に提供する店舗 
※対象店舗には、10月中旬頃より

キャンペーンポスター等の告知物

が城陽市から送付される予定です｡ 
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経営に関する各種ご相談は TEL 0774-52-6866 まで。 

第４３回ＪＯＹＯ産業まつり 

10月12日（水）13:30～16:00 

10月13日（木）13:30～16:00 

10月20日（木）13:30～16:00 

10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4年9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 

    当所実施セミナーのご案内 

城陽市プレミアム付商品券 換金について ～利用期間は９月３０日（金）で終了しました～ 

 ■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] ･･･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] ･･･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 ※枚数･合計金額は把握のうえお持ちください。 ② 登録証明書  
  

 ■換金手数料：会員 無料／非会員 5％  換金期限 令和４年１０月３１日(月)まで！ 

わくわくセール２０２２ 参加店舗募集中！ 

■ 日時 10月6日(木) 
    14:00～16:00 
■ 会場 城陽商工会議所 

■ 申込 Tel/Fax/Googleフォーム 

    【詳細：当所ＨＰにて】 

誰でもできる！中小企業のためのDX入門 

経理業務DXｾﾐﾅｰ 
～経理業務から変えていく、業績アップへの処方箋～ 

《講師》加藤 博己 氏 
 

 税理士・経理業務効率化マイスター 

Googleフォーム 

でのお申込みが 

可能です↓ 

■ 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 

■ 申込締切 10月14日(金) 
 【詳細：当所ＨＰにて】 

自店のPR・売出情報を掲載し

集客力ＵＰを図りませんか？

奮ってご参加ください！ 

城陽日和 ｖｏｌ.２０ 

今
月
中
旬
発
行
！ 

｢
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