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ありがたいという言葉を 

癖のように頭の中でつぶや

きながら過ごしています。 

 

    書道家 武田 双雲 

１１ 
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） 

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。 

“城陽にこんなお店があったんだ”『縁Joy！』オープン 

山背彩りの市２０２２を開催します 

と き 

場 所 

 山城地域最大の手作り市である「京

都城陽山背彩りの市」を3年ぶりに開

催します! 

 手作り作家による木工品･陶器･布製

品･革製品などの作品ブースが大集合

し、その他バラエティに富んだ飲食

ブースや、地元バンドの生演奏による

パフォーマンスなど楽しみが盛りだく

さん！また、｢にぎわいづくりの会｣を

構成する市内5商店街から、各参加店

の｢ウリ｣となる商品･サービスや店主

の“顔”を広めることを目的に、ワン

コインで提供するワンコイン市も同時

開催。他にも翌日から市内の商店街で

使えるお買物券がゲットできるスタン

プラリーも実施します。 

 皆様のご来場をお待ちしております 。 

 この度、城陽市内外の方へ、城陽市内の魅力あるお店･企業の紹

介や市民向けのイベント情報を広く発信することを目的に、ポー

タルサイト『縁Joy!』をオープンしました。現在会員事業所414社

の皆様にご登録を頂いております。 

  掲載情報の提供がお済みでない方は右記QRコード、または 

 お電話(52-6866)にてご登録をいただけます！ 
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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。 

補助金のご案内 

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 

 ≪対象とならない機器≫ 

 ・製氷機 ・スポットクーラー ・エアーカーテン ・冷風機 等 

 (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  

 ≪対象とならないもの≫ 

  既存ソフトを活かした状態でのバージョンアップ 等 

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 
令和4年6月22日(水)～11月15日(火)  

申請方法 WEB申請、郵送による申請 

申請締切 【第3回】11月15日(火) 

お問合せ 

提出先 

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(平日9:00～17:00 ※土･日･祝を除く) 

E-mail：bukkakoutou@ki21.jp  

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10回】12月9日(金) 

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 

(平日9:00～12:00、13:00～17:00 ※土･日･祝を除く)  
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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。  

補助金のご案内 

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     

補助対象 

要件  

①2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又 

 は2020年1月～3月)の同3か月の合計売上高と比較して10％以上減少していること等 

②経済産業省が示す｢事業再構築指針｣に沿った3～5年の事業計画書を認定経営革新等支援機関等 

 と共同で策定すること  

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（従業員規模により異なります） 

  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  

補助事業 

実施期間 
交付決定日～12 か月以内（ただし、採択発表日から 14 か月後の日まで）   

申請方法 
電子申請システム（jGrants） 

※GビズIDプライムアカウントが必要です  
申請締切 【第8回】令和5年1月13日(金)18時 

お問合せ 

事業再構築補助金コールセンター 

℡：＜ナビダイヤル＞ 0570-012-088  ＜IP電話用＞ 03-4216-4080  

（月～土 9:00～18:00 ※日･祝を除く)    
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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！ 

 20～40代の若い世代を中心にサウナがはやっ

ています。友人同士で一緒にサウナに出かける

「サ活（サウナ活動）」や、サウナ好きを表す

「サウナ―」という言葉もこの世代ではすっか

り定着したようです。この世代がサウナの効用

として挙げる言葉が「ととのう(整う)」です。 

 日常の心身の疲れやストレスを「乱れ」とみ

なし、それを正常な状態に整えるという意味で

しょうか。この「ととのう」という言葉は、サ

ウナ用語の枠を超えて、一般的な価値を表す言

葉として他のジャンルにも広がっています。

「ととのうコスメ」や「ととのうパンツ」など

さまざまな商品が発売されています。 

 この10年ほど、20～40代の働く女性を中心に

定着していたキーワードは「癒やし」でした。

これは現在も続いていますが、「癒やし」とい

う言葉が、ダメージやストレスからの解放や回

復を意味していたのに比べて、「ととのう」の

方がややライトで、そこまで悪い状態になる前

に手当てするというニュアンスがあるように感

じます。また、「癒やし」が非日常からの回復

を感じさせるのに対して「ととのう」は、日常

の範囲の中で生じた乱れを修正するという感じ

でしょうか。 

 もともと若い世代は、お金をかけず賢く長期

的にメリットのあるモノやサービスを好む傾向

があります。年金や投資、保険などに対する意

識がとても高く、自分で自分を守っていくとい

う意識の高い世代です。そのため大きなダメー

ジを受ける前に対処したり、頑張り過ぎて傷つ

くことを避けたりといった感覚が生まれてきた

のだと思います。 

 相変わらず「癒やし」も求められています

が、「ととのう」という価値を想起させる商品

やサービスは、この先もしばらく新しいヒット

の起点になると考えられます。そんな中で、私

が注目しているのがハーブやボタニカル（植物

由来）、プラントベース（植物由来の食べ物を

中心とした食事法）といった「植物」に関連す

る商品やジャンルです。植物由来のものは体に

無理なく受け入れられ心身の健康に良く、日常

的に摂取してもよいという特徴があります。 

 いろいろな地域で商品やご当地グルメを開発

されている現場を訪ねたとき、必ず「来年の春

以降にハーブのブームが来ますから、今から準

備をしておいた方がいいですよ」とアドバイス

しています。それというのも2023年4月から、

NHK朝の連続テレビ小説で、植物学者の牧野富太

郎をモデルにした物語『らんまん』が始まるか

らです。もちろんどんな内容になるかは分かり

ませんが、さまざまな植物の面白さが主人公を

虜（とりこ）にする姿が表現されるでしょう。

以前、日本のウイスキーづくりの礎をつくった

ニッカウヰスキー創業者、竹鶴政孝をモデルに

したＮＨＫ朝の連続テレビ小説が、国産ウイス

キー・ブームの火付け役になったことを思い出

します。 

 美容・健康だけでなくSDGsの視点でも植物に

は注目が集まっており、その関連ジャンルから

新たなヒット商品が生まれる土壌はできていま

す。そこにテレビドラマがきっかけとなった

ヒットが生まれてくる予感がしています。 
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 2022年5月11日に「経済安全保障推進法」が成

立した。その後、同法の第2条に基づく「基本方

針」が公表された。この「基本方針」は同法が

定める「安定供給確保」「特定社会基盤役務」

「特定重要技術研究開発」「特許出願非公開」

の4施策ごとの基本方針の上位に位置する包括的

なものである。つまり、経済的手段によって安

全保障の実現を目指すために、4施策がバラバラ

にならないように、総合的かつ効果的に推進さ

せるために定められている。「基本方針」の

「基本的な考え方」は、「これまでのように自

由で開かれた経済を原則とし、民間活力による

経済発展を引き続き指向しつつも、国際情勢の

複雑化、社会経済構造の変化などに照らして想

定されるさまざまなリスクを踏まえ、経済面に

おける安全保障上の一定の課題については、官

民の関係の在り方として、市場や競争に過度に

委ねず、政府が支援と規制の両面で一層の関与

を行っていくことが必要である」としている。

ここでの問題は、「市場や競争に過度に委ね

ず、政府が支援と規制の両面で一層の関与」を

行うことが「民間活力による経済発展」に結び

付くかであろう。加えて、「特定重要技術の研

究開発の促進及びその成果の適切な活用に関す

る基本指針」では「先端的技術」は「『将来

の』国民生活及び経済活動の維持にとって重要

なものとなり得る先端的な技術」と定義されて

いる。さらに、先端的技術に関係する「バイオ

技術」「先端コンピューティング技術」などの

20分野を技術領域の調査対象とし、これらを参

考に、｢必要な情報の提供」「資金の確保」「人

材の養成及び資質の向上」など資源の配分を柔

軟に実施していくとしている。問題は政府が市

場に代わって先端的技術の進化のために資源の

配分を適切に実施できるかである。 

 これらが問題である背景には、過去20年間

に、先端技術を活用したイノベーションの定義

が変化し、資源配分の役割も政府から市場に明

確に変化してきたことがある。イノベーション

の定義は、単に高度経済成長をけん引する技術

革新ではなく、持続可能な経済成長を目指すこ

とも含むようになった。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技術革新

である。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。そのためには、世界中のあらゆる資源を効

率よく配分し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。 

 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。つまり中国はグローバライゼー

ションやオープンイノベーションの恩恵を受け

ながらも、その果実を主として国家が抱え込

み、かつ再配分することを通じ、ある種異質な

競争形態を持ち込んでいるとも評し得る。 

 前述の経済安全保障推進法の基本方針で指摘

した問題を解決するには、オープンイノベー

ションが制約を受ける中で、市場に代わって過

去20年間に変化したイノベーションの定義とリ

ソースのコントロールの変化を踏まえて、政府

がどこまでイノベーションの推進役を果たせる

かにかかっている。彼らのよって立つものが、

古いままの定義とリソース配分の意識のままで

ないことを願う。 
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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！ 

 営業時間 ２０:００～２４：００ 

団体３０名様まで 
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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 

異業種交流グループ城親会 

ベストウイズクラブでは、「福祉制度キャンペーン」を11/30まで実

施しております。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） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 9月23日(金)･24日(土)日本

商工会議所青年部第40回近畿

ブロック大会紀州たなべ大会

が和歌山県田辺市で開催され

ました。近畿圏から総勢2,089

名の各地青年部会員が参加し、

当会からは17名が参加しまし

た。紀州の歴史や特産物に触

れ、自然の豊かさを感じられた

素晴らしい大会となりました。

最後の大懇親会では、打上げ花

火を観ながら各地の青年部メ

ンバーと交流を深め、親睦を図

りました。  

寺田北地区振興会 

 10月8日(土)ホテルオークラ

京都 鉄板焼ときわにて、寺田

北地区振興会親睦会を2年ぶり

に開催しました。 

 総勢25名の会員が参加し、ホ

テル最上階から、京都の夜景を

楽しみ、長崎産の和牛ステーキ

と海鮮を堪能しました。 

 2年ぶりの開催となりました

が、久々の交流を楽しみなが

ら、和やかな雰囲気の中、親睦

を図りました。 

 10月8日(土)ハイブリッド形

式にて、第54回全国商工会議所

女性会連合会福島大会また、19

日(水)には京都府商工会議所

女性会全体事業として、綾部に

て講演に参加。 

 さらに23日(日)には、亀岡商

工会議所女性会40周年記念式

典に参加し、交流を図ると共に

知見を深めました。 

 10月20日(木)、研修事業とし

て堀井建設が建てられた｢美山

の家｣を見学。高度に計算され

た技術での建築に触れること

ができました。 

寺田北地区・寺田南地区 

 寺田北地区と寺田南地区は、

合併致します。令和4年11月開

催の合併総会を経て、｢寺田地

区振興会｣と名称を改めます。 

 両地区の会員様におかれまし

ては、11月24日開催の合併総会

の案内をご覧ください。 

 10月21日(金)シェルにて、寺

田北地区・寺田南地区振興会の

合同役員会を開催しました。 

 令和4年11月に開催する合併

総会に向けて協議しました。 
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 Hello everyone！ 

アメリカのウィスコン

シン州出身のアンド

リューと申します。

1994年に城陽市のAET

として来日しました。 

日本の子供たちが日本にいながら、沢山の英語

を話したり、聞いたりできる場になればと思

い、2003年に久世で英会話教室を開校しまし

た。英会話は色々な面で子供たちを成長させ、

多くのメリットをもたらします。例えば… 

1. Communication(ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力向上) 

2. Self-expression(自己表現力) 

3. Educational Merits(成績アップ、英検取得) 

4. Exemptions(英検取得で入学試験や学費免除)  

5. International Outlook(国際的な考え方や 

  理解が深まります) 

6. Employment(社会人になってからの就職活動 

  に役に立ちます)  

 英会話はいくつになっても使えるスキルで、

旅行先や様々な国の人と交流する際にも役に立

ちます。当教室では4歳児から大人までを対象と

し、アットホームな雰囲気で、効率的にー人ー

人に会話力を身につけてただくレッスンを心掛

けています。是非一度教室を見に来て下さい！ 

 また、幼稚園・保育園の出張サービスも行っ

ております。ご興味のある方にご紹介いただけ

ると幸いです。  

ＯＡＳＩＳ 英会話 

(繁栄) 

  会員データ [代表] ボーダレー アンドリュー [住所]城陽市平川山道76-17 [TEL] 0774-52-2335 

        [営業時間]10:00～21:00 [定休日] 土・日・月 [HP]http://asiseikaiwa.blogspot.com/ 

文化パルクチケット 

日時 12月2日(金) 

 ①10:30～ ②14:00～ 

会場 プラムホール 

料金 900円(当日) 

      ↓ 

   810円 

シネマ ぼけますから、よろしくお願いします。 

年末調整の準備はお済ですか？ 

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 

第１４期３号議員が決定しました（全12名）(敬称略･順不同) 

 令和4年分の年末調整個別相談会を開催致します。年末調整と

は、従業員が収めるべき1年間の所得税と従業員の毎月の給与や賞

与から控除した所得税額を比較して所得課税の過不足分を調整す

る事です。本説明会では、年末調整で必要な書類の書き方等をご

説明致します。参加をご希望の方は、電話(52-6866)又はメール

(info@joyocci.or.jp)にて、お申込み頂きますようお願い致します。 

【日  時】12月14日(水)13:00～17:00 ※申込者で調整 

【場  所】当所 会議室  【定  員】20名(先着順) 

【担当講師】近畿税理士会宇治支部 派遣税理士 

【持 ち 物】①令和4年の賃金台帳(給料明細)  

      ②記入済の扶養控除等申告書(扶)、基礎控除申告 

       書(基・配・所)、保険料控除申告書(保) 

      ③保険料等の控除証明書 

      ④法定調書合計表  ⑤源泉所得税の納付書 など 

無料体験レッスン、随時受付け中！ 

 

㈱おうすの里、医療法人啓信会 京都きづ川病院、近畿砂利協同

組合、サントリープロダクツ㈱ 宇治川工場、社会福祉法人 城陽

福祉会、星和電機㈱、㈱南都銀行 城陽支店、日本観光ゴルフ㈱城

陽カントリー倶楽部、ホリモク㈱、ヤマトボウ㈱、磊石㈱、ワタ

キューセイモア㈱近畿支店
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経営に関する各種ご相談は TEL 0774-52-6866 まで。 

フラワーアレンジメント 

11月10日（木）13:30～16:00 

日程は要相談 

11月17日（木）13:30～16:00 

11月18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1.13％(令和4年10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 

    販売促進セミナー 

窓口業務短縮について 

【講 師】沖野 功能 氏 

【日 時】12/7(水)  

     14:00～15:40 

【参 加】オンラインによる 

     ライブセミナー 

【定 員】40名(先着順） 

【主 催】アクサ生命保険㈱ 

         京滋支社 

    【詳細：折込チラシ】 

 当所では、第13回臨時議員総

会開催のため、誠に勝手ながら

11月9日(水)に限り窓口業務を

13:00で終了とさせていただき

ます。 

 会員事業所の皆様におかれま

しては、ご迷惑をおかけします

が、何卒ご理解・ご協力のほど

よろしくお願いいたします。 

    健康経営セミナー 

    新春経済講演会のご案内 

第３６回会員大会『お食事券』の換金について  

 ■換金場所 

  城陽商工会議所 

  (平日9:30～16:30) 

  ※現金にてお支払いします 

 ■換金に必要なもの 

  使用済み商品券 
  ※枚数を把握のうえお持ち下さい。 

 ■換金期限 

 

  令和４年１１月１５日(火)まで！ 

▲お食事券の見本 

永
友 
一
朗 

氏 

講
師 

宇治商工会議所    
令和４年12月8日     

14:00～16:00   

 Googleでニーズをつかみ 

     マップで集客する方法 

折込チラシ参照 

1973年生まれ｡中小企業のHP運営実務に精通した

ITコンサルタントとして活躍中。 

【著書】｢Googleマイビジネス集客の王道｣、 

｢ゼロから始める売上アップのためのネット活用｣  

Zoom聴講有   

令和５年1月２５日   

文化パルク城陽    
先着１５０名 
※どなたでもご参加頂けます 

15:00～16:30   
中
野 

雅
至 

氏 

神
戸
学
院
大
学 

現
代
社
会
学

混迷する日本経済と中小企業の課題 
～中小企業が生き残るために必要な政策とは～ 

お申込み・お問い合わせは指導課まで 

  TEL：0774-52-6866 

【講 師】飯田 章乃 氏 

       (あとりえ ピルツハウス) 

【日 時】12/6(火)  

     13:30～15:30 

【会 場】当所 

【参加費】1,000円 

【定 員】40名(先着順） 

 

 

 

 
     

【詳細：折込チラシ】 

完成 

イメージ 

写真 


