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「永年勤続優良従業員表彰」 被表彰者を募集します 

第４回京都インターナショナル ギフト・ショー開催！ 

 伝統とモダンと革新の商品見

本市｢第4回京都インターナショ

ナル･ギフト･ショー｣がみやこ

めっせで開催されます。城陽市

の地域資源である金銀糸を活用

し商品開発を行った｢燦彩糸プ

ロジェクト｣が新たな販路先を

求めて出展します。 

 次のビジネスへと繋がる様々

な商品やアイデアが集結する京

都開催のギフト･ショーへ是非

お越しください。 

会期：３月８日（水）～９日（木）  

会場：みやこめっせ ３F 

京山城燦彩糸協議会  

ブース番号 衣ー０１８ 

【東側入口から入って正面です】 

【対象者】令和4年度分会費を3月31日までに完納している事業所

において、上記に掲げる年数勤務している者（パートおよび家族

従業員を除く) で、事業主が勤務成績良好と認めた者。 

 ※勤続年数は入社日を起算日とし、3月31日を基準とする 

 ※過去に同年表彰を受けた方を除く  【詳細：折込チラシ】 

勤続年数 表彰者 

30年（1993年4月1日以前に入社） 
日 本 商 工 会 議 所 会 頭 

城 陽 商 工 会 議 所 会 頭 

20年（2003年4月1日以前に入社）  城 陽 市 長  

10年（2013年4月1日以前に入社） 城 陽 商 工 会 議 所 会 頭 

 当所会員事業所において、永年

にわたり勤続されている成績優秀

な従業員様に対し、その功績を称

え、表彰式を行います。対象の従

業員様がおられる事業所はぜひお

申込みください。 

表彰式 
令和5年6月29日(木)16時～ 文化パルク城陽大会議室 

※当日は表彰状・記念品を贈呈致します。 

締 切 令和5年4月14日(金)まで 

▲昨年の表彰式の様子 

 

 真っ白な紙にワクワクしながら 

   書作品を書くように 

 真っ白な未来に 

   新しい夢を描こう。 
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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  

2020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 

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 、中堅企業等：1/2 ※詳細は公募要領にて 

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（月～土 9:00～18:00 ※日･祝を除く)  

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

 営業時間 ２０:００～２４：００ 

団体３０名様まで 

要件 

原料調達に係るリスクとして、価格高騰リスクがあること又は令和4年2月以降において

地政学リスク、輸出規制、災害･異常気象等により輸入に支障が生じたことがあること

を価格要件と使用要件によって証明できる方 

本事業の

支援内容 

A．食品原材料調達先多角化支援 

B．生産性向上によるコスト削減等支援 

C．販路拡大対策 ※詳細は公募要領にてご確認下さい。 

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調査費⑥外注費⑦広

告宣伝･販売促進費⑧包装資材費⑨原材料費(取組A、取組Cのみ) 

補助金額 

・補助率 

補助上限額：2億円、補助下限額：100万円等 

補助率：1/2等 ※応募事業の内容、応募者の企業規模によって異なります。 

申請方法 WEBによる申請 申請締切 
【第1回】3月10日(金)17時 

 ※第2回は4月以降公募予定です 

お問合せ 
食品原材料調達安定化対策事業事務局コールセンター  

℡：03-6705-0260(9:00～17:30 ※平日･土曜日) 
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活動報告 
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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 

拳四朗 ＷＢＣ・ＷＢＡ世界ライトフライ級王座統一 祝勝会 寺田地区振興会 

久津川東地区振興会 

税務委員会 企業説明会 

 2月2日(木)京都八百忠にて、

29名参加のもと3年振りとなる

新年会を開催。奥田市長、堀井

副会頭、城陽市まちづくり活性

部森本参事を来賓に迎え、相互

の親睦を深めました。 

 2月19日(日)19名参加のもと

日帰り親睦旅行を開催。四季

折々の日本庭園が美しい登録

有形文化財の京都洛東迎賓館 

秀岳にてフレンチを堪能し、親

睦を深めました。 

 2月3日(金)10名出席のもと、

当所税務委員と近畿税理士会

宇治支部の派遣税理士の税務

懇談会を開催。税理士の先生に

令和5年度税制改正のポイント

等についてご説明頂きました。 

 1月29日（日）十両にて臨時総会

を開催。本総会議案である青年

部規則一部改正の件及び次期

会長選任の件について説明し、

全会一致で承認されました。 

 

 

 

 

 

 

 また、2月10日（金）もち月にて会

員拡大事業『「魅力を共有」笑う集

いに人来たる』を開催。総勢33名

参加のもと、青年部の現状と会員

拡大の必要性について共有し、

青年部をより良くする方法につい

て議論しました。引き続き、活気あ

る事業を取り組んでまいります。 

 1月31日(火)ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京

都にて、地元城陽市出身の寺地

拳四朗選手のWBC･WBA世界ﾗｲﾄﾌ

ﾗｲ級王者統一祝勝会を開催。西

脇京都府知事、奥田城陽市長、

松村宇治市長、信貴久御山町長

を始め多くの来賓をお迎えす

る中、後援会関係者約200名が

お祝いに駆け付けました。4月

には日本人史上2人目となる 

3団体統一戦に挑む拳四朗選手

を、みんなで応援しましょう。 

 2月8日(水)、文化パルク城陽

にて、今回で17回目となる企業

説明会を開催しました。当日

は、城陽市内にある8社の企業

のほかにも京都ジョブパーク

やハローワークブースも出展

しており、参加された25名の求

職者は参加企業の仕事内容や

特徴を熱心に聞き入っておら

れました。今年度の企業説明会

は今回で最終となり、延べ4回

開催により、計32社と求職者79

人が参加されました。次年度に

ついても継続的な開催を検討

しております。 

▲企業説明会 当日の様子 
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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 

新春経済講演会・交歓会 

ポータルサイト『縁Ｊｏｙ！』の掲載情報の更新をお願いいたします 

 昨年10月、当所会員事業所の情報を取りまとめたポータルサイト｢縁Joy!｣をオープンしました。

｢縁Joy!｣では、城陽市内外の一般市民や企業の皆様に対し、企業のご紹介やイベント情報の発信を

行っておりますので、掲載情報の更新、ご登録をよろしくお願いいたします。(掲載無料) 

 今後、新たな機能を追加していく予定ですのでご活用ください。 

確定申告はお済みですか？ 

 令和4年分の所得税および復興特別所

得税･贈与税の申告･納税は3月15日(水)

まで、個人事業者の消費税および地方

消費税の申告･納付は3月31日(金)まで

ですので、お早めにご準備ください。 

 なお、振替納税をご利用されている

方の口座振替日は次のとおりです。 

◆ 所得税の口座振替日･･･4月24日(月) 

◆ 消費税の口座振替日･･･4月27日(木) 
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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！ 

 商品やサービスの開発現場で議論をしている

と、｢富裕層を相手に展開したい｣という言葉が

よく出てきます。ところが話している人も、聞

いている私も富裕層には属していないので、な

んとなく｢お金持ちはこういうものを好むので

は?｣と想像で話しています。今回は、注目され

ている富裕層市場向けのビジネスについて、少

し考えてみたいと思います。野村総合研究所が

2020年12月に公表した調査によれば、純金融資

産(預貯金、株式、債券など金融資産の合計から

負債を引いたもの)を1億円以上保有している個

人や世帯を富裕層と定義しています。該当する

のは、5億円以上保有する超富裕層を含めて、国

内に約132.7万世帯あると推定しています。これ

は2018年の調査から約0.6万人増です。こうした

人たちの消費を考えると、使えるお金に制約が

ある人との大きな違いは｢選択肢が広いこと｣で

す。古典落語の｢千両みかん｣では、冬が旬の温

州みかんを夏場に食べたいという希望をかなえ

るために大金を積むという話ですが、それは極

端な例としても、明確なニーズがあれば、非常

に幅広い選択肢から最適なものを選べる裁量と

自由度を持っているのが、この層の消費の特徴

といえます。この｢自由に選べること｣というの

がミソで、必ずしも選んだ結果が豪華なものや

高額なものに限られるわけでもないようです。

ただ、ありきたりのものや粗悪なものはそもそ

も選択肢に入らず、ｵﾘｼﾞﾅﾘﾃｨｰのある品質のよい

もの、丁寧につくられた心尽くしのものである

ことが前提で、それらで形づくられるほかには

ない体験を求めていると考えられます。日本政

府観光局では、富裕層をターゲットにしたイン

バウンド市場の拡大を推進しています。その議

論の中で、富裕層を呼び込むには｢テーラーメー

ド｣｢シームレス｣といった対応が必要だと分析し

ています。つまり、国内の消費者を相手にする

ようなマニュアル化された対応ではなく、その

場その場で、客の要望を満たす努力をする臨機

応変な対応(テーラーメード)や、特定の地域や

特定の分野など限られた範囲ではなく、幅広く

情報やサービスを提供できるなめらか(シームレ

ス)な対応が求められているというのです。何で

も選べる立場にある富裕層にとっては当然の要

求だといえます。ところが、富裕層を意識して

高品質なものや上質なものをつくったり提供し

たりするとき、日本では｢一つの分野をとことん

極める｣や｢良いものを出せば説明は不要｣といっ

たスタイルや考え方が、これまで美徳とされて

きました。例えば食事では、高級な店ほど客側

に選択権がなく、提供側が内容や提供順を決め

る｢お任せ｣が売り物になっています。富裕層を

ターゲットにしたビジネスを展開するには提供

するモノやサービスの質はもちろんですが、相

手の嗜好や文化をくんで客ときちんとｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

を取ることが大切になってきそうです。結局、

提供する｢モノやサービス｣は手段であり、それ

を通じていかに個別で特別な体験を提供するか

が成功の鍵になります。 
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     そが  ゆうすけ 

 スタッフ 曽我 祐介 

お客様へのメッセージ 

 

 毎日を大切に、お客

様を大切にどんな状況

でもベストを尽くしま

す。   

     つなき  あつこ 

 スタッフ 綱木 敦子 

お客様へのメッセージ 

 この度、アクサ生命城陽

商工会議所共済推進担当と

なりました、綱木敦子(つ

なきあつこ)と申します。

会員の皆様に寄り添い、有

意義な情報をいち早くご案

内して参ります。  

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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 自由民主党･公明党が2022年12月16日に公表し

た｢令和5年度与党税制改正大綱｣(以下、大綱)で

は、NISA制度(個人投資家のための税制優遇制

度)の抜本的拡充･恒久化が図られた(=新NISA)。

その理由として、｢資産所得倍増プラン｣の実現

に向け、｢貯蓄から投資へ｣の流れを加速し、中

間層を中心とする層が、幅広く資本市場に参加

することを通じて成長の果実を享受できる環境

を整備することが極めて重要であることを挙げ

ている。つまり、資産所得倍増プランの大前提

である貯蓄から投資への資産形成に政府主導の

政策で本格的に取り組むことを意味している。 

 14年1月にスタートした現行NISA制度では、毎

年120万円の非課税投資枠が設定され、株式･投

資信託などの配当･譲渡益などが非課税対象とな

る。通常、株式や投資信託などの金融商品に投

資した場合、これらを売却して得た利益や受け

取った配当に対して約20％の税金がかかるが、

｢NISA口座｣内で、毎年一定額の範囲内で購入し

たこれらの金融商品から得られる利益が非課税

になる。成年が利用できる一般NISA(株式･投資

信託などを年間120万円まで購入でき、最大5年

間非課税で保有可能)･つみたてNISA(一定の投資

信託を年間40万円まで購入でき、最大20年間非

課税で保有可能)、未成年が利用できるジュニア

NISA(投資信託などを年間80万円まで購入でき、

最大5年間非課税で保有可能)の3種類がある。新

NISAは24年からの利用開始が予定されており、

23年末で現行NISAでの買付が終了となる。ただ

し新NISAの枠外で現行NISAの運用が継続できる

こととされた。新NISAの主なポイントとして

は、(1)NISA制度の恒久化、(2)非課税保有期間

の無期限化、(3)累計投資上限の新設、(4)従来

の一般NISA･つみたてNISAの一体化、(5)年間投

資上限の拡大、(6)累計投資枠の復活、(7)成長

投資枠(従来の一般NISA)における投資対象の制

約が挙げられる。上記(1)と(2)だけでもかなり

のインパクトがあるが、上記(3)～(7)では、利

用者のライフイベントを考慮した資産形成目的

を達成するために、投資経験に応じた運用方法

の選択が可能となり、年間上限額が現行のNISA

以上に充足されたといえよう。例えば、上記(4)

では、従来のつみたてNISAを引き継ぐ｢つみたて

投資枠｣、従来の一般NISAを引き継ぐ｢成長投資

枠｣を設け、現行制度は併用不可であった二つの

枠は併用可としたことが挙げられる。これに

よって、投資未経験者がつみたてNISAで投資を

始め、投資経験を積んでから、個別株にも投資

できる｢成長投資枠｣も併せて利用することが可

能となる。加えて、上記(5)では、年間投資上限

額はそれぞれ別枠で設けられており、つみたて

投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万

円となっている。これらを併用することで計年

間360万円までの投資が可能となる。また、非課

税保有期間の無期限化により累計投資額が青天

井になることを防ぐため、累計投資額の上限が

設けられた。累計投資額の上限は新NISAで1800

万円、成長投資枠はNISA制度全体の内枠として

1200万円となった。さらに上記(6)では、NISAで

買い付けた投資信託や上場株式などの簿価残高

につき上限金額内であることを求め、売却した

場合は、その簿価の分だけ累計投資枠が復活す

る制度になる。この累計投資枠が売却により復

活することで、NISAは結婚資金、住宅資金、子

どもの教育資金などライフステージに応じて必

要となる資金を運用して資産形成を進め、一度

その資産を取り崩した後もまた次のライフイベ

ントに向けて資産形成を再開するといった柔軟

な使い方ができることとなる。他方、新NISAで

は、各利用者の資産形成目的に適合した望まし

い資産ポートフォリオ(株式、債券、投資信託、

預貯金などの金融商品の組み合わせ)･資産配分

(各金融商品に割り当てる実際の投資額)の実現

がこれまで以上に重要となり、これを指南する

専門的な助言者(助言機関)が求められている。

金融庁は、金融経済教育推進機構(仮称)を設立

し、金融経済教育の充実･強化と中立的な助言

サービスの提供を行う役割を担う組織として機

能させる予定である。この｢中立的｣とは顧客の

立場に立ち、特定の金融事業者や金融商品に偏

らないことと解釈できるが、これを実現するた

めのハードルは高い。つまり1)多種多様な国内

外の金融商品を網羅し、それらに付随するリス

クを継続的に把握していることと、2)顧客の生

活、所得、財産状況の変化に合わせて、資産形

成の目的を常に把握できる情報を蓄積している

ことの両方が必要となり、どちらかが欠けてい

ても中立的な助言を提供することは難しいであ

ろう。利用者に対する金融経済教育も、中立ア

ドバイザーの研修も、画一的なプログラムでは

大きな効果は期待できない。上記1)と2)の両立

を中長期的に可能とする金融商品および顧客の

情報を助言機関あるいは金融機関に蓄積する仕

組みを構築していくことが必要ではないか。 

6 

経営に関するご相談は、お気軽に当所(℡0774-52-6866)まで 



令和5年3月1日発行（毎月1日発行） ( ) 会 議 所 だ よ り 第455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 

ドッグサロン 棚からぼくもち 

 会員データ [代表]前田千織 [住所]〒610-0121 城陽市寺田水度坂5 Jビル1F 

       [電話]080-3802-1154 [営業時間]10:00～18:30 [定休]金曜日 [駐車場]3台 

(繁栄) 
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京都ビジネス交流フェア２０２３に出展（工業部会） 

 皆様初めまして。ドッグサロン｢棚からぼくも

ち｣です。2023年1月15日に『ワンちゃんと飼い

主様の素敵な関係をずっと支えたい』をモッ

トーに城陽駅徒歩2分の場所にopenしました! 

 飼い主様もワンちゃんも、のびのびと寛げる

ようなストレスフリーの空間を重視し、ふらっ

とお立ち寄り頂けるアットホームな雰囲気のお

店を目指しております。 

 最近では、ワンちゃんはペットとしてではな

く『家族』として考えられており、アレルギー

や歯石、日常のちょっとした事でも我が子のよ

うにお悩みの方が多くおられます。トリミング

サロンは、単にカットやお泊まりだけの場所で

はなく、ご家族に一番近い相談相手でもありま

す。当店では、そのようなお悩みに対するアド

バイスを通じて、ご家族様との信頼関係を築く

事を最も大切にしております。 

 また、当店では肌の弱いワンちゃんにもご利

用して頂けるよう皮膚のバリア機能の｢回復｣と

｢維持｣を目的として開発された植物天然由来の

低刺激シャンプーを使用しております。マイク

ロバブル、炭酸泉も完備しており、オプション

料金を頂いておりません。是非一度お散歩のつ

いでにお気軽にお立ち寄りください♪ 

日時 3月21日(火) 

     14:00開演 

  (13:00開場) 

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  2月16日(木)･17日(金)京都パ

ルスプラザにて、｢京都ビジネ

ス交流フェア2023｣が開催され

ました。(174社18団体出展) 

 当所工業部会ブースでは、㈱

山岡製作所、㈱ティ.アイ.プロ

ス、㈱三嶋製作所の 3社が出

展。自社の製品や技術を積極的

にアピールされました。 ▲自社製品をPRする出展者 

 

 

 

 

 

 

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？ 

奥田市長とのふれあいトーク（城陽ドローン協会） 

 2月21日(火)城陽市からお招きを頂き、城陽市役所にて｢市長ふ

れあいトーク｣に参加して参りました。当日は協会員6名が参加、

『ドローンを活用したまちづくり』をテーマに奥田市長、今西 

副市長、荒木理事ら市

の幹部と意見を交換。 

 東部丘陵地でのド

ローン特区の指定や、

消防活動でのドローン

の活用など様々な提案

をさせて頂きました。 
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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/ 

3月8日（水）13:30～16:00 

日程は要相談 

3月16日（木）13:30～16:00 

3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1.18％(令和5年2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 

京都サンガF.C.を応援しよう！ 

 京都サンガF.C.の観戦チケットを 

各試合【2枚セット】でプレゼント！ 

当所会員事業者・家族・従業員等の 

皆様が応募対象です。 

 

 ◇申込方法 

  ｢事業所名｣｢氏名｣｢電話番号｣と 

 ご希望の｢試合日｣を電話(52-6866) 

 または、FAX(52-6769)にてご連絡 

 ください｡   【担当：振興課】 

   

  ① 4月5日（水）19時～ 

  VS セレッソ大阪 

 

  ② 4月15日（土）16時～  

  VS ガンバ大阪 

 

  ③ 4月23日（日）14時～  

  VS サガン鳥栖 

 

★申込締切 3月14日（火） 

 

会費納入のお願い 

 令和4年度分(令和4年4月1日～令和5年3月31日)会費の納入がま

だお済みでない事業所様は、速やかに納入いただきますようご理

解ご協力の程よろしくお願いいたします。ご連絡をいただければ

集金にお伺いすることも可能です。 

 また、会費納入には便利な自動振替をご検討ください。 

【担当：総務課】 

セミナーのご案内 城陽日和発行！ 

 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。該当される事業所

様におかれましては、調査票を

送付させて頂いております。 

 つきましては、調査票のご返

送ならびに負担金(年額2,400

円)の納付をよろしくお願い申

し上げます。 

特定商工業制度 

 

 3月15日、｢城陽日和｣vol.21

を発行します。今回は84軒の

お店をご紹介します。 

 市内ポスティングの他、当

所や市役所などに設置します

ので、ぜひお手に取りご覧く

ださい。   【担当：指導課】 

｢

城
陽
日
和
」
最
新
号 

ク
ー
ポ
ン
ブ
ッ
ク
付
き
！ 

青谷梅林 梅まつり 

 
  

 

10：00～14：00 

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 

 

オフィスSPIRITS代表 

〜審査員に「伝わる計画」であなたのビジネスが劇的に飛躍！〜 

事業計画書作成の手引き 

3月29日(水) 
14:00～16:00 

日
時 

会場 城陽商工会議所 会議室 

1.準備:補助金を申請する際 

                      心構えとは？ 

2.傾向:持続化補助金の事業計画に 

必要な「３つの要件」 

3.対策①:自社にとっての 

「プラス材料」を探せ！ 

4.対策②:テーマ設定・行動計画・ 

期待効果の「３点セット」 

5.対策③:劇的に読みやすい文章に 

変わる「アレンジ法５選」 


