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    新たな気持ちで、 

 一から出直す覚悟で進もう。 

   

   書道家 武田 双雲 

２ 
２０２３ 

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 

 

■日 時：２月２８日(火) 

     ３月２日(木)、３月６日(月) 

     午後の部 午後１時～５時 いずれも３０分単位 

     夜間の部 午後６時～８時 

     ※要事前予約(52-6866まで) 

■場 所：当所 会議室 

■相談員：近畿税理士会宇治支部派遣税理士 

■費 用：無 料 

■持ち物：直近2期分の申告書･帳簿等 【詳細：折込チラシ】 

確定申告の準備はお済みですか？ 

ビジネスパートナーを見つけませんか？ 

 当所では、近畿税理士会宇治支部派遣税理士による、令和4年分

の所得税および復興所得税と消費税の確定申告にかかる個別相談

会を下記のとおり開催いたします。(無料) 

 この機会に是非ご相談ください。 

※本相談会では｢インボイス｣のご相談には対応いたしかねますの

でご了承ください。 

 ものづくり加工技術、ものづくり先端技術、製品開発技術な

ど、キラリと光る技術と京都特有の知恵を併せ持った京都府内中

堅･中小企業が出展する大規模な展示会です。お探しのビジネス

パートナーがきっと見つかるはずです。是非、お越しください。 

【工業部会出展企業】 

 ㈱山岡製作所、㈱ティ.アイ.プロス、㈱三嶋製作所 

【担当：振興課】 
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 各種補助金に関するお問い合わせは当所まで 

補助金のご案内 
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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か月間の内、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】【回復･再生応援枠】【最低賃金枠】【グリーン成長枠】につい

ては公募要領にてご確認ください 

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 
申請締切 

【第9回】 

 令和5年3月24日(金)18:00 

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)    

対象者 日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する一定の要件を満たすもの  

基本要件 

＜事業計画期間において以下の要件を全て満たす3～5年の事業計画の策定が必要＞  

・給与支給総額を年率平均1.5％以上増加 

・事業場内最低賃金を毎年地域別最低賃金+30円以上の水準とする 

・事業者全体の付加価値額を年率平均3％以上増加  

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ほか(類型により異なります) 

補助金額 

・補助率 

【通常枠〉100万円～1,250万円（従業員規模により異なります） 

     1/2、※小規模企業者･小規模事業者、再生事業者 2/3 

【回復型賃上げ･雇用拡大枠】【デジタル枠】【グリーン枠】【グローバル市場開拓  

 枠】については公募要領にてご確認ください 

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 
申請期間 

【第14次】3月24日(金)17時～ 

     4月19日(水)17時 

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 

(10:00～17:00 ※土･日･祝を除く) 
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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 

城陽市造園建設業協会 

 1月14日(土)京都文教大学に

て、総勢49名(YEG会員26名、大

学職員2名、学生19名、城陽市職

員2名）参加のもと、行政交流事業

｢シンカする官民学の交流会｣を

開催。｢地域経済の発展における

ライフワークバランス」をテーマに、

働く・生活・支援の3つのグループ

に分かれ、熱い議論を交わしまし

た。普段接することのない三者が

気軽に触れ合うことのできる交流

会を企画し、両者ならではの視点

から、互いに多くの気づきを得るこ

とができ、YEG会員、学生、城陽市

の三方に大変実りのある有意義

な交流会となりました。今後も、青

年部活動を通して、城陽市の発展

及び活性化に努めてまいります。 

 1月16日(月)城陽市のシンボ

ルである正面玄関前の紅白梅

がよりきれいに咲くように、剪

定･施肥などの樹木管理をボラ

ンティア活動として実施いた

しました。 

サービス部会 

 1月17日(火)十両にて新年会

を開催し、当日は17名が参加し

ました。藤井部会長の新年の挨

拶の後、部会員同士が情報交換

や親睦交流を深め、大変有意義

な時間を過ごしました。 

寺田地区振興会 

 1月5日(木)シェルにて、奥田

市長をはじめとする多くの来

賓にご臨席頂き、総勢36名参加

のもと合併後初となる新年会

を開催。初参加の方も多くおら

れ相互の親睦を深めました。 

青谷地区振興会 

 1月13日(金)もち月にて、地

区役員と青谷地区内の当所議

員との懇親会を開催。17名参加

のもと、親睦を深めるとともに

今後の青谷地区の活性化に向

けた意見交換を行いました。 

 営業時間 ２０:００～２４：００ 

団体３０名様まで 
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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 

 

常議員会を開催しました 

新春名刺交換会 

 1月5日(木)文化パルク城陽に

て、城陽商工会議所･城陽市･京

都やましろ農業協同組合城陽市

運営協議会の3者共催で、城陽

新春名刺交換会を開催。延べ

250名が参加され、新春の挨拶

を兼ねて交流を図られました。 

新春経済講演会・交歓会 

新入会員情報【令和4年11月25日～令和5年1月24日】 ※掲載を承認された方のみ 

 1月25日(水)常議員会を開催。内容は次のとおりです。 

■令和4年度補正予算について、原案どおり承認されました。 

■新入会員について、5件の加入が承認されました。(下表参照) 

 その他、委員会･部会･地区振興会等について報告を行いました。 

事業所名 地 区 部 会 所在地 業 種 

Village㈱ 青谷 交通 市辺出川原4-9 自動車販売 

和楽 寺田西 飲食 寺田今堀62-59 飲食店 

大翔工業 久津川東 建設 久世上大谷115-28 建築板金 

ﾊｯﾋﾟｰｶｰｽﾞ京都城陽店 久津川西 商業 平川大将軍22-15 自動車の買取業 

 1月25日(水)文化パルク城陽

コスモホールにて中野雅至氏を

講師にお迎えし｢混迷する日本

経済と中小企業の課題｣をテー

マに新春経済講演会を開催。 

当日は約120名の参加者が熱心

に聞き入っておられました。 

 講演終了後、大会議室に場所

を移し、新春交歓会を開催。 

稲垣山城広域振興局長、奥田城

陽市長をはじめ経済関係者の

方々を来賓としてお招きし、当

所役員議員との交流歓談をされ

ました。 
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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！ 

 川口商工会議所が主催した2022年｢第2回川口

の元気経営大賞｣の審査員をさせていただいたご

縁で、大賞を受賞したフジムラ製作所とチャレ

ンジみらい賞を受賞したレボルの社長に話を伺

いました。フジムラ製作所は従業員が110人の板

金加工の会社で、少量多品種の製品を短納期で

提供することで急成長しています。先代が起こ

した小さな町工場がリーマンショックの影響で

苦境に陥ったとき、大手がやらないこと、でき

ないことを必死で模索した結果、試作品などの

少量品の加工を請け負うことに活路を見いだし

たそうです。その後、設計データ受け入れから

製造の自動化までデジタル化を徹底して、現在

は1日500種類の製品を手掛け、少量多品種の短

納期での製造を実現しています。 

 もう1社、話を伺ったレボルは、美容室チェー

ンを展開しているほか、創業時からの主力事業

である美容室向け薬剤の製造卸の会社です。VR

技術を取り入れた美容師の教育のための施設を

つくってサービスの品質を高めたり、鏡にデジ

タルディスプレーを採用してお客さんの髪型を

自由に変えてシミュレーションして見せたりす

ることで顧客満足度を上げています。地元の福

祉施設と連携して、美容室で子どもたちの絵を

飾るなど、地域との関わりも深めています。 

 両社とも、低価格勝負ではなく、相応の利益

を出しながら急成長を続けています。話を伺い

ながら、顧客のわがまま(個別のニーズ)に向き

合うことこそが高付加価値なビジネスを実現す

る鍵になっていると感じました。顧客のわがま

まをとは何かをもう少し考えてみると、｢顧客の

夢をかなえる｣か、｢困りごとを解決する｣かの二

つに分けられるでしょう。 

 ｢夢をかなえる｣とは顧客にとって新たに手に

入れたいものを提供したり、顧客が目指す姿の

実現を後押ししたりすることです。｢困りごとの

解決｣は文字通り、顧客に不足しているものや行

き詰まっていることに対するソリューションの

提供です。どちらにしても、前提となるのは｢顧

客の夢｣や｢困りごと｣というややエモーショナル

な部分への共感が大切になってきます。単にモ

ノやサービスをやりとりするだけでなく、顧客

の満足の基となる考え方や状況に対して共感を

持って向き合っていることが重要なのです。 

 先に挙げた両社とも、社員の教育や待遇の改

善にとても力を入れています。営業職のように

直接顧客と接するポジションでなくても、常に

顧客を意識して求めるところや困りごとが理解

できるよう、個々のスタッフのコミュニケー

ション力や対応できるスキルの向上を重視して

います。何より、モチベーションを高く持ち、

仕事に取り組んでもらうためには｢とにかく給料

を上げること｣(フジムラ製作所の藤村智広社長)

だと言います。今回、話を伺った2社とも、業界

の常識から見れば｢そんな非効率なことをしたら

会社がつぶれる｣(藤村社長)と言われたことに挑

戦し、そこを乗り越えた先で成功をつかんでい

ました。 

 

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。 
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        はせがわ  えみ 

 スタッフ 長谷川 江美 

お客様へのメッセージ 

 会員の皆様のより良

い未来へ。 

 アクサ生命は皆様に

寄り添います。 

     こしの  よしこ 

 スタッフ 越野 美子 

お客様へのメッセージ 

 3月24日(金)～26日

(日)宮崎にて、アクサ

レディスゴルフ開催し

ます。アクサレディス

アンケートキャンペー

ン実施中です！  
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 今の世の中、“移行”(トランジション)、

“変革”(トランスフォーメーション)という言

葉がまん延している。主な例として、パワー･ト

ランジション（＝大国間のパワーバランスが崩

れることによる新たな国際秩序への移行）、エ

ネルギー･トランジション(＝化石燃料からの脱

却)、トランジション･ファイナンス(＝脱炭素社

会に向けて温室効果ガス削減の長期的な企業の

取り組みを支援する新しいファイナンス手法)、

デジタル･トランスフォーメーション(既存のビ

ジネスモデルの変革を伴うデジタル化)などが挙

げられる。当然ながら、移行･変革が多ければ多

いほど現在の体制、状態は全部ではないにしろ

否定されることとなり、将来の予見可能性が低

くなる。それ以上に、移行･変革に取り組んでい

る主体(国、産業、企業、専門家など)の多く

が、移行そのものに注力し、その後の状態を必

ずしも明確に描いていないことが、将来に対す

る不透明感をさらに強めている。 

 その上、急激な移行･変革への揺り戻しが発生

していることも移行･変革後の見通しを不透明に

している。まずは、エナジー･トランジションで

ある。ロシアのウクライナ侵攻の長期化によ

り、安定したエネルギーを安全に供給すること

も必要であり、エナジー･トランジションとは、

ただ化石燃料を減らして再生可能エネルギーに

切り替えればそれで事足りるわけではないこと

が明らかになった。脱炭素と安定供給の両方の

バランスを維持することが最大の課題となって

きている。 

 またトランジション･ファイナンスにも移行へ

の反動がある。新たなファイナンス実施の基準

となるグローバル化によって、それまで共有で

きていたESG、SDGSの価値が自明ではなくなって

いるため、移行の道筋が見えにくくなってい

る。 

 デジタル･トランスフォーメーションについて

も変革への揺り戻しがある。GAFAがグローバル

企業として企業価値の成長を謳歌(おうか)して

いたが、グローバリゼーションの後退により

人、モノ、カネ、情報、技術の自由なグローバ

ルな移動が制限されてきたことで、ビジネスモ

デルに陰りが見え始めている。既存の大手上場

企業の多くが、ユニコーンが創出したイノベー

ションによって、デジタル･トランスフォーメー

ションの名の下、事業ポートフォリオの見直

し、あるいはコア事業の変革まで迫られていた

が、変革の先の見通しが不透明になっている。 

 最後が米国の一強体制を突き崩しつつある中

国の台頭がもたらすパワー･トランジションであ

る。この“移行”の背景には行き過ぎたグロー

バリゼーションの反動があろう。グローバリ

ゼーションは産業再編を促す一方で、一部のグ

ローバル企業や個人の富を増大させ、競争力が

相対的に低い産業を退出させることになり、両

者の所得･資産の格差を拡大させることにつな

がってきた一面も否定できない。確かに中国

は、既存の国際秩序に異を唱えて、新たな秩序

の構築を目指している側面があるが、それは既

存の国際秩序をけん引してきた英国のEU離脱、

米国ではトランプ政権の誕生とその政策に代表

されるような保護主義的な風潮の隙を突いたも

のでもある。 

 このように将来の予見可能性が低下している

世界では、あらゆる事態を想定しておくことが

必要になる。その中でも、短期的に急激な変化

を促す、あるいはもたらす移行･変革には必ず反

動があり、成功に至ってもその成功は事前に想

定されたものとは似ても似つかないものになる

と考えておいた方がよい。 

 筆者は、金融機関を中心とした企業の経営層

向けに講演会･レクチャーを年間100回程度行っ

ている。そうして得た知見によれば、この反動

を想定することに長けている経営者が取り組ん

でいるビジネスモデルの移行･変革は正しく進展

している事例が多い。この移行･変革そのものに

注力するよりも、この移行･変革後の状態を正確

かつ詳細に見通すことこそが、移行･変革の本質

を見極めることではないだろうか。 
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～ 京 都 の 新 し い 縁 起 物 ～ 
燦彩糸（さんさいし）プロジェクトが金銀糸を活用し商品開発

を行ったアイテムがインターネットでご購入頂けます！ 

 

 

 

 

 

   

燦彩糸ホームページ https://sansaishi.kyoto.jp/ 
京山城燦彩糸協議会 電話 52-6866(城陽商工会議所内) 

多くの幸運アイテムをご用意しております 

経営に関するご相談は、お気軽に当所(℡0774-52-6866)まで 

詳しくは当所まで 

専用電話52-5000 

https://sansaishi.kyoto.jp/


令和5年2月1日発行（毎月1日発行） ( ) 会 議 所 だ よ り 第454号 

 
「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 

文パルチケット情報 

Cocco Coffee＆Flower 

 会員データ [代表]田中優子  [住所]〒610-0112 城陽市長池北裏57 

       [営業時間]10:00～16:00  [定休]月曜日･金曜日･日曜日 

(繁栄) 
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日時 2月19日(日) 

     14:00開演 

会場 プラムホール 

料金 3,300円 

  ⇒2,970円 
※未就学児入場不可 

落 語 米朝一門会  

日時 2月17日(金) 

     ①10:30上映 

   ②14:00上映 

会場 プラムホール 

料金 900円 

 ⇒810円 

映 画 異動辞令は音楽隊！  

令和５年度 城陽市立図書館ＨＰバナー広告募集中！ 

■ 規 格 GIF・JPEG・PNG形式・4キロバイト以内 

  （縦45ﾋﾟｸｾﾙ×横160ﾋﾟｸｾﾙ ※アニメーション･透過型不可） 

■ 募集枠 トップページ右10枠(令和5年4月1日～令和6年3月31日) 

■ 広告料 月額3,000円または年額33,000円 

■ お申込 令和5年2月18日(土)必着 

     所定の用紙に広告原稿を添え下記まで郵送または持参 

■ 問合せ 城陽市立図書館 〒610-0121 城陽市寺田今堀1 

   ℡0774-53-4000 https://library.city.joyo.kyoto.jp/ 

 1月10日(火)第43回JOYO産業
まつり｢いいもの発見フェア｣
の収益金(10万円)を社会福祉
法人 城陽市社会福祉協議会に
寄付しました。 

 2022年5月9日、長池駅近くの路地裏に｢お花に

癒されながらゆっくり珈琲を愉しむ｣そんな豊か

で彩りのあるライフスタイルを提案する｢Cocco 

Coffee&Flower｣をオープンしました。友達夫婦2

組で一年間かけて古民家をセルフリノベーショ

ンしたお店です。 

 陶器の焙煎器で丁寧に手焙煎したハンドド

リップ珈琲を召し上がっていただけるほか、ご

希望日に合わせて焙煎豆のオーダーをお受けし

ております。 

 ドライフラワーは一本から購入でき、ご予算

やイメージに合ったリースやスワッグ等のオー

ダーも承っております。 

 また、週末には公園などで行われるイベント

にも出店しており、店舗とはまた違った｢Cocco 

Cofffee&Flower｣をお楽しみいただけます。 

 店舗の営業日やイベント出店などの情報は、 

｢cocco_coffee｣｢cocco_flower｣のインスタグラ

ムアカウントにてお知らせしています。 

 皆様のご来店をお待ちしております。  

産業まつり 寄付 

 

 

 

 

 

 

貴社サービス･商品PRに 

ぜひご活用ください！ 

 ■ 規格 A4×1,400枚  

 ■ 折込料 通常14,000円が            

＼半額ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中／ 

７，０００円  

チラシ同封サービスを 

利用しませんか？ 

日時 3月21日(火) 

     14:00開演 

会場 ふれあいホール 

料金 1,200円 

 ⇒1,080円 
※3歳～高校生は630円 

大阪交響楽団 ｺﾝｻｰﾄ 



 ( ) 令和5年2月1日発行（毎月1日発行） 会 議 所 だ よ り 第454号 
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セミナー等、各種イベント情報は、当所ホームページでもご確認いただけます https://joyocci.or.jp/ 

2月8日（水）13:30～16:00 

日程は要相談 

2月16日（木）13:30～16:00 

2月17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1.30％(令和5年1月4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 

 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。 

 ｢京都府特定(産業別)最低賃

金｣(令和5年1月27日発効)につ

いては、京都労働局ホームペー

ジ、または折込チラシ

にてご確認下さい。 

最低賃金 特定商工業制度 青谷梅林 梅まつり 

会費納入のお願い 

 
  

 

10：00～15：00 

城陽市観光協会     

TEL 0774-56-4029 

城陽市商工観光課 

TEL 0774-56-4018 

・会 期 

 

・問合せ 

 当所では、商工会議所法の定

めにより、毎年地区内商工業者

の調査を行い、法定台帳を整備

しています。 

 この調査は、商工業者の振興

を目的に設けられており、該当

される事業所様には調査票を送

付させていただきますので、調

査票のご返送ならびに負担金

(年額2,400円)の納付をお願い

申し上げます。 

 ご理解ご協力をよろしくお願

いいたします。 

 令和4年度分会費をお支払い

になられていない会員事業所

は、至急納入いただきますよう

お願い申し上げます。 

 宇治茶や京野菜などの、美味

しい地元食材を紹介するグルメ

イベントが開催されます。ぜひ

お越しください。 

 山城地域で生産された食材を

使った料理やスイーツの販売、

府や、市町村･実行委員会構成

団体による情報発信や特産品販

売のブースが出店されます！ 

㊟持ち帰り用の飲食物の販売です 

 

≪問合せ≫ 

京都府山城広域振興局 

(TEL:0774-21-2049) 

「宇治茶・山城ごちそうフェスタ」開催！ ～山城エリアの 『食』 が大集合～ 

イベント内容 


