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　本会では、助け合い隊連携支援事業として、4月15日（金）に京都経済センターにおいて、2回目となる異業種
交流会を開催し、33組合61名、行政・関係機関34名、計95名が参加した。
　交流会の冒頭には、助け合い隊事業のマッチングによる成果事例として、丹後ちりめんや京友禅の生地を用いた
製品開発の取組み（京都シール印刷工業協同組合）や、組合員企業がインドの民族衣装「サリー」を連携して開発
した取組み（京都工芸染匠協同組合）の発表が行われたほか、京都試作ネットを活用した連携事業についての紹介
や、京都府より、「効果的な換気とCO2センサーの正しい活用法」について説明された。
　その後の自由懇談では、会場内に展示された参加組合の商品・サービスや開発製品などを話題に活発な交流が行
われた。参加者からは、「様々な参加団体があり、各団体の現状や取組みを知ることができた」、「業界は違えど抱
える悩みに共通する部分もあり、とても参考になった」など、実のある時間であったとの声が多く聞かれた。
　異業種交流会後は万全な新型コロナウイルス感染対策を講じ、京都経済センターに入居する各支援機関からも多
くの方に参加いただき、交流
懇親会を開催した。業種を越
えた交流だけでなく、普段接
することのない様々な支援機
関と関わりを持ち、それぞれ
の活動や実施する施策を知る
機会となり、参加者にとって、
新たな気付きを得られる有意
義な機会となった。

京都伝統工芸協議会
「第18回みやこの粋　京の技展（展示・販売・実演会）」を開催
　京都伝統工芸協議会は、本協議会会員の優れた技術・商品を広くPRするため、令和4年3月12日（土）〜13日（日）、
京都文化博物館別館ホールにおいて「第18回みやこの粋　京の技展」を開催し、様々な京都の伝統工芸品（京仏具・
京漆器・京七宝など約250点）の展示・販売・実演を実施しました。おかげさまで、2日間を通して府内在住の方
や観光客等、約1,200人の方にご来場いただきました。出展ブースに立ち寄った来場者からは、「職人さんから直
接作業工程の話を聞くことで、伝統工芸品を作り上げるのに、多くの時間と労力がかかることや、熟練された技術
が必要なことを知り、伝統工芸品の魅力を知る機会になった。」との感想をいただきました。また、出展者からは、
このイベントで多くの方に自社商品の魅力をPRでき、また、参加する度に、新規顧客を獲得できているため、今
後も継続して出展したいとの声をいただきました。

　◆出展団体（11団体）
　　京都漆器工芸協同組合、京都色紙短冊協同組合、協同組合京都表装協会、
　　京都金属工芸協同組合、京七宝協同組合、京都木工芸協同組合、
　　京都府印章業協同組合、京都府菓子工業組合、京都府仏具協同組合、
　　京都市伝統工芸連絡懇話会、京都竹工芸品協同組合

京都文化博物館別館ホール　会場入口 別館ホール　会場風景 実演風景　有限会社中村ローソク
（京都市伝統工芸連絡懇話会）

中央会NEWS中央会NEWS
助け合い隊　連携支援事業　第2回異業種交流会＆懇親会を開催！
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中小企業デジタル化推進事業　取り組み事例紹介

中小企業デジタル化推進事業事例集　　5

WEBサイトをリニューアルし
運用労力の軽減と
発信力強化を実現

を受け付けられるようにしました。
　さらにこれまで別々に運営していたSNSとの連携を強化した
ことも、大きく改善したところです。SNSに各イベントのチケッ
トを販売するECサイトにリンクするURLを掲載することで、チ
ケット販売サイトへの誘導も容易になりました。
　2022（令和4）年1月末に新WEBサイトをオープン。まだ開
設して日が浅いので、イベントのチケット販売数などの集客効果
を実感するまでには至っていないものの、春に開催する「寿会」
のチケットについては、販売サイトからの購入が大幅に増加。こ
れまで全体の半数ほどだった販売サイトの販売数が約9割に増え、
販売サイトへの誘導効果を感じています。また歌舞練場の利用に
関しても、「WEBサイトを見た」と問い合わせをいただき、早
くも案内ページを新設した効果が表れています。
　こうした販促効果以上に実感しているのが、運用に関わる労力
の削減効果です。「舞妓さん募集」フォームの新設によって、郵
送による申し込みが減少しただけでなく、以前のように書類を確
認して、不備があれば電話で問い合わせるといった手間も必要も
なくなり、職員の負担が大幅に軽減されました。今までひんぱん
にかかっていた電話による各種お問い合わせも減少。WEBサイ
トの訴求力が向上した手ごたえを感じています。

新コンテンツも公開予定� �
イベント、お茶屋へのお客さま増加に期待
　今後、社会状況に鑑みながら、少しずつお茶屋の営業やイベン
トの開催を再開・本格化していくことを計画しています。WEB
サイトを通じて開催予定のイベントを告知し、今後はチケット販
売数増加など、目に見える効果にも期待を寄せています。夏のビ
アガーデン、今年は秋に開催予定の「北野をどり」に多くのお客
さまに足をお運びいただくとともに、それを誘い水に、ご贔屓の
お客さまに再びお茶屋に来ていただけたらと願っています。
　さらに近い将来、新たなコンテンツの公開も予定しています。
500年を超える上七軒の花街の伝統と文化を絶やさず次代に引き
継いでいきたい。そのためにWEBサイトを窓口に、これからも
積極的に情報発信していくつもりです。

京都最古の花街・上七軒のお茶屋で組織� �
歌舞練場を舞台にイベントを開催
　当組合は、北野天満宮の門前町にある京都最古の花街・上七軒
のお茶屋が結成した組合組織です。組合員であるお茶屋の事業運
営を支援するとともに、組合の共有施設である歌舞練場を拠点に
イベントを催しています。
　例年3月末、京都にある五花街の先陣を切って始まるのが、「北
野をどり」。2週間にわたって、芸妓・舞妓が日頃の鍛錬の成果
を披露します。また7月から9月にかけては納涼「ビアガーデン」
をオープン。上七軒の芸妓・舞妓がごあいさつにうかがい、通常
一見のお客さまは入れないお茶屋の雰囲気を、多くのお客さまに
楽しんでいただける機会になっています。その他、秋の「寿会」
など、1年を通してさまざまなイベントを実施しています。

SNSとの連携や新設ページにより� �
WEBからのチケット販売・問い合わせが増加
　当組合では、上七軒の花街やお茶屋の文化について多くの方に
知っていただくことを目的としてWEBサイトを開設し、これま
でイベントの告知などを行ってきました。コロナ禍でお茶屋の休業・
営業制限、イベントの中止を余儀なくされる中にあって、ご贔屓
のお客さまをはじめ多くの方に上七軒のお茶屋の活動を伝え、お
客さま離れを防ぐために、WEBサイトの役割はますます重要になっ
ています。しかし既存のWEBサイトでは発信力に限界がある上
に、コロナ禍で職員の出勤も限られ、更新に関わる業務の負担も
増していました。今回の事業は、WEBサイトをリニューアルし、
こうした課題を解決するまたとないチャンスでした。
　まず大きく変更したのが、トップページです。今回新たに
WEBサイトの「顔」になる動画を掲載しました。芸妓・舞妓が
上七軒を代表する名曲「上七軒夜曲」を舞う動画によって、華や
かな花街の雰囲気や文化をビジュアルで伝えられるようになりま
した。
　また新たに二つのコンテンツを追加しました。一つは、歌舞練
場の利用案内ページです。当組合では、公演や会議など各種イベ
ント会場として、歌舞練場の貸し出しを行っています。より多く
の方々の利用促進を図るため、案内ページを新設しました。もう
一つ充実させたのが、「舞妓さん募集」のページです。新たに応
募フォームを作成し、WEBサイトからの申し込みや問い合わせ

上七軒お茶屋協同組合
京都市上京区今出川通七本松西入真盛町742番地
URL

▲

https://www.maiko3.com/
事業内容・業種

▲

�組合員の事業支援、イベント企画・運営

歌舞練場で開催する「北野をどり」

約400席を備えた歌舞練場 伝統建築でもある歌舞練場

スマホ版リニューアルしたWEBサイト

上七軒歌舞練場で開催する「北野をどり」
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組合事務のポイント③
〜総会議事録の作成について〜

特 集

　今回は、通常総会（総代会）開催後の議事録作成について解説します。
　現行の中小企業等協同組合法（以下、組合法）において、総会（総代会）議事録には、次の事項を記載等する
こととなっております。なお、定款に記載がなくとも、法に基づいた作成対応が必要ですので、ご留意下さい。

通常総会（総代会）議事録　　作成例
○○○○組合　

招集年月日　　令和　　年　　月　　日
開催の日時　　令和　　年　　月　　日　午前（後）　　時　　分
開催の場所　　　（住所、会議場名）
理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
　　理事　○人、出席理事　○人（本人出席　○人、WEB出席　○人）
　　監事　○人、出席監事　○人（本人出席　○人、WEB出席　○人）
組合員数（総代数）及び出席者数並びにその出席方法
　　組合員（総代）　○人、出席者　○人、本人出席　○人（うち　書面出席　○人、WEB出席　○人）、委任状出席　○人
出席理事　○○○○、○○○○、○○○○、○○○○
出席監事　○○○○、○○○○
議長　　　○○○○
議事録の作成に係る職務を行った理事　○○○○

議事の経過の要領及びその結果
　定刻に至り（氏　　名）は、司会者となり組合員総数（総代定数）及び出席者数を報告、定足数を満たし
ており本総会（総代会）の成立を宣す。
　まず開会にあたり、議長選任について議場に諮ったところ、司会者一任と決まり、司会者から（氏　　名）
を議長に選任することについて提案全員異議なく賛成した。
　よって、議長は挨拶を行い議事に入る。
第○号議案　令和○○年度決算関係書類及び事業報告書承認の件
　議長は、（氏　　名）より、中小企業等協同組合法第40条第8項に基づき決算関係書類、事業報告書及び監
査報告書を提出並びに説明させ、議場にその承認を求めたところ全員異議なく賛成、可決決定された。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（中　略）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第○号議案　○○○○
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（中　略）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
議長は、本総会の審議を終了した旨を告げ午前（後）　時　分に閉会を宣す。
　本総会の議事の審議要領及びその結果を明確ならしめるため、議長及び出席理事は本議事録を作成し、次
に記名押印す。
　令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議　　長　　　（氏　　名）　　㊞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出席理事　　　（氏　　名）　　㊞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出席理事　　　（氏　　名）　　㊞　　　　

（注1）�各ページの余白部分に捨印を押印すること。また、2枚以上にわたる場合には契印を押印すること。
（注2）�本人出席した組合員のうち、開催場所に存しない方法（書面又は電磁的方法のほか、WEB・テレビ会議方式等）に

より出席がある場合は、その出席方法と出席者数を記載してください。なお、書面又は電磁的方法により出席する
場合には、定款に事前の定めが必要です。

（注3）�この作成例は、定款に「総会の議事録は、議長及び出席した理事が作成し、これに署名するものとする」という記
載がある場合です。なお、現行の組合法対応の定款参考例に準拠した定款の変更を行った組合は、この作成例の下
線部分について次のような記載となります。

本総会の議事の審議要領及びその結果を明確ならしめるため、議事録作成理事は本議事録を作成し、次に記名押印す。
　　令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議事録作成理事　　　（氏　　名）　　㊞
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〜押印の見直しについて〜
　�　令和2年度に「中小企業等協同組合法施行規則の一部を改正する命令」「中小企業団体の組織に関する法律施
行規則の一部を改正する命令」「押印を求める手続きの見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する
省令」が、それぞれ公布・施行されたことに伴い、これまで施行規則の様式（決算関係書類提出書や役員変更届
出書等）において組合に求めていた押印手続きが不要となっています。
　　ただし、議事録や登記に関する押印は引き続き必要です。ご留意ください。

【中小企業等協同組合法施行規則の一部を改正する命令　　令和二年十二月二十八日】
　中小企業等協同組合法施行規則の一部を次のように改正する。

　様式第一から様式第三十三まで及び様式第三十五から様式第四十三までの規定中「㊞」を削る。
　　附　則
（施行期日）
第一条　この命令は、公布の日から施行する。
（経過措置）
第�二条　この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）によ
り使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2�　この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することが
できる。

※�上記と同様に、「中小企業団体の組織に関する法律施行規則の一部を改正する命令」「押印を求める手続き
の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」においても、以下様式の「規定中「㊞」
を削る。」旨が明記され、附則において「旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用
することができる。」ことが規定されています。

今回の命令等により、「規定中「㊞」を削る。」旨が明記された様式。
・�中小企業団体の組織に関する法律施行規則：様式第一から様式第十七まで及び様式第十九から様式
第二十三まで

・商店街振興組合法施行規則:様式第一から様式第十一まで

　この改正により、京都府では以下のとおり取り扱うことになります。
①　施行規則の各様式の見直しに伴い、「㊞なし」での提出を受け付ける。
　�　この場合、袋綴じ・捨印も不要と考えられます。なお、記載に不備があった場合には、捨印がないことから字
句修正による補正はできず、再提出が求められることがあります。
②�　改正命令の「附則」にあるとおり、旧様式も当分の間、これを取り繕って使用することができるため、「㊞あり」
での提出を受け付ける。
　�　この場合、袋綴じ・捨印も従前同様に行うことができると考えており、記載に不備があった場合に、捨印があ
れば職権により字句修正等の補正を行うことがあります。

《組合事務等についてご不明な点がございましたら、以下までお問合せ下さい》
　　　　京都府中小企業団体中央会　連携支援課・企画調整課・総務情報課　☎�075-708-3701
　　　　　　　　　　　　　　　　　北部事務所　　　　　　　　　　　　　☎�0773-76-0759
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■開催日：令和4年6月23日（木）　15時　　　　　■場　所　ウエスティン都ホテル京都（東山区三条蹴上）
　　　　　通常総会　講演会
　　　　　組合永年勤続優良職員表彰式　懇親会
※詳細が決まりましたら別途ご案内いたします。ご予定下さいますようお願い申し上げます。
　本件に関するお問い合わせは総務情報課まで（☎075-708-3701）
　・�発熱（37.5℃以上または平熱を1℃以上超える場合）、咳、のどの痛み、倦怠感、息苦しさなどの自覚症状が
ある方は、参加をご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

　・会場入場時に、非接触型体温計による検温と手指消毒をお願いいたします。
　・ご来場時及び会場内ではマスクの着用をお願いいたします。
　・�懇親会では、会話をされる際はマスクの着用をお願いいたしますとともに、大声での会話や席の移動、お酌は
お控えくださいますようお願い申し上げます。

　体調不良や感染が懸念される場合は、総会への出席を書面出席又は代理人出席とし本人出席をお控えくださいま
すよう、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。

【お知らせ】 京都府中央会　第67回通常総会

◆◆◆◆ 新加入会員紹介（令和4年3月加入） ◆◆◆◆ ※掲載につきましては、掲載のご承諾を頂いた会員及びその内容を掲載しております。

一
般
会
員

一
般
会
員

特
別
会
員

賛
助
会
員

会員名	 西日本住宅地盤事業協同組合
所在地	 京都市山科区大塚元屋敷町62番地46
代表者	 代表理事　西村　伸一
設立年月	 令和4年2月
組合員資格	 とび・土工・コンクリート工事業を行う者
組合員数	 11名
主な事業	 	住宅地盤調査及び補強工事の共同受注、住宅地

盤調査及び補強工事に係る商品の共同購買、住
宅地盤調査及び補強工事の共同宣伝・販売促進

会員名	 あやべ水源の里地域づくり協同組合
所在地	 京都府綾部市睦寄町市場下8番地の2
代表者	 理事長　永井　晃　
設立年月	 令和4年1月
組合員資格	 	耕種農業、旅館・ホテル業、他に分類されない

その他の生活関連サービス業を行う者

会員名	 宮津本町商店街振興組合
所在地	 京都府宮津市本町758番地
代表者	 理事長　宮﨑　崇
設立年月	 昭和51年2月
組合員資格	 	小売業、サービス業その他の事業を行う者
組合員数	 15名

会員名	 京都府木材協同組合連合会
所在地	 京都市中京区西ノ京内畑町41番地3
代表者	 代表理事　小川　宣久
設立年月	 令和3年12月
組合員資格	 木材業、製材業、木製品の製造又はこれらの販売事業
組合員数	 5組合
主な事業	 共同受注事業、共同宣伝・販売促進事業

会員名	 京都三条大橋歯科診療所
所在地	 京都市東山区大橋町115尚美ビル1F
代表者	 所長　川畑　知広
設立（創業）年月	 平成27年3月
従業員数	 4名
事業概要	 歯科診療（歯科、矯正歯科、歯科口腔外科）

会員名	 宇治観光土産品組合
所在地	 京都府宇治市菟道丸山203-3	㈱岩井製菓	内
代表者	 理事長　岩井　正和
組合員数	 34名

会員名	 共栄火災海上保険株式会社　京都支社
所在地	 京都市南区東九条西山王町1番地京都JAビル2階
設立（創業）年月	 昭和17年7月
事業概要	 損害保険業
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中小企業団体情報連絡員11月分報告より

　　 　　 
快晴
 DI値 40以上

晴れ
 20〜40未満

くもり
 20未満〜△20未満

小雨
 △20〜△40未満

雨
 △40以上

京都経済お天気
■不安材料山積、予断を許さない状況

業界景況天気図 概　　　　況

全　体
2月�→3月
　　

　まん延防止等重点措置の解除に伴い人の動きが活発になり、飲食・宿泊業等を中心に明るい話題が聞こえ
始めたが、新型コロナウイルスの感染拡大状況に経営環境は大きく左右されるため、先行き不安感は拭えな
い。また、依然として続く原材料不足や原材料・原油価格の高騰、苦慮する価格交渉、国際情勢不安等、経
営環境に不安材料は山積しており、予断を許さない状況に変わりはない。

製造業

2月

↓
3月

繊維工業
　　

　原材料仕入単価が高騰しているが、売上単価が変わらず経営を一層圧迫している。振袖以外のフォーマル
をはじめ一般呉服の引合いの低迷が続いている。

出版・印刷
　　

　製本業・印刷物加工業では、繁忙期で忙しい時が短くなっている。資材の相次ぐ値上げで製本単価を上げ
てもらえるか心配である。

鉄鋼・金属
　　

　3月度の景況は、やや下降気味である。長引く半導体不足や原材料高騰が影響し、生産調整を強いられ売
上が上らない企業や、先々の受注内示がきているが、原材料の入手困難と更なる高騰が予測され楽観できな
いと心配している企業もある。

一般機械等
　　

　業界の景況は好転しており、売上高の増加は認められるが材料費の高騰が製造原価を押し上げ収益状況を
悪化させている。半導体等部材調達難が継続しており、顧客要求納期に対応できない事例が多発している。
来るべきＤＸ時代に備え研修事業に注力し始めた。

その他製造業
　　

　紙製容器製造業では、紙原紙の値上げに伴う段ボール製品の値上げが4月1日より始まることに絡んで、3
月の駆け込み需要と年度末の需要増加、まん延防止等重点措置の解除による観光、食品市場の需要増加など
いずれもが功を奏して、前年度の売上を大幅に上回る企業が多かった。しかし、値上げに伴う駆け込み需要
は4月の需要を大きく下げることが懸念される。

非製造業

2月

↓
3月

卸　　売
　　

　昨年までと比べて、催事など販売機会が増加し市場の動向は徐々に回復しつつあるが、商材によって格差
がみられる。原油高や為替の急激な変動などの影響もあり、コスト高が商況に影響を及ぼすことで回復傾向
に水を差す懸念がある。

小　　売
　　

　食肉小売業では、まん延防止等重点措置が解除され、食肉を取り扱う飲食店が急回復をした。同時に食肉
小売店の売上は急ブレーキが掛かったような状況も見られた。3月後半は桜の開花がその動きに拍車をかけ
たようにも感じる。原油高からくる諸物価の高騰が、組合員各企業の経営を苦しくしていることは間違いな
い。

商 店 街
　　

　まん延防止等重点措置が解除となり、飲食店には客が戻ってきたように思う。また、商店街内も徐々に通
行量が多くなってきたが、新型コロナウイルス感染者数は下げ止まりで購買意欲は減少した。

サービス
　　  

　旅館・ホテル業では、3月22日にまん延防止等重点措置が解除されると報道されて以降、それを待たずに
観光客は増えてきたようで、19日からの連休も多くの宿泊施設で稼働率は良かったようだ。修学旅行に関
しては3月は元々少ない月で延期する学校もあったが、卒業を前に実施した学校もあった。

建　　設
　　

　ロシアのウクライナ侵攻の影響と考えられるが、ここ最近は建築材料、燃料費など諸物価が高騰している。
これらの価格上昇への対応は、簡単にできるものではなく大変苦慮している。

運　　輸
　　

　人の動きは3月18日頃から活発になり売上も向上してきた。しかしながら、燃料であるＬＰＧやガソリ
ン価格は、ウクライナ情勢等の影響を大いに受けて前年同月比130〜140％となった。せっかく売上が戻
りつつあるが全く利益にならず、車両にかかるパーツ代などの周辺費用も高騰し、先行きは依然として不
透明のままである。

中小企業団体情報連絡員3月分報告より【前年同月比】京都経済お天気

　　 　　 
快晴
 DI値 40以上

晴れ
 20〜40未満

くもり
 20未満〜△20未満

小雨
 △20〜△40未満

雨
 △40以上

※ DIとは、Diffusion Index（ディフュージョン・インデックス）の略で、好転（増加・上昇）したとする割合から、悪化（減少・低下）
したとする割合を差し引いた値です。
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表紙タイトル「協同」背景色は、京都府印刷（工）が京にゆかりのある名前を
付した12色を創作したうちの「若竹色」です。
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京都府中央会メールマガジン

ＫＣインフォメーション配信登録募集中！

　京都府中央会では、行政からの補助金や支援施策情報を
はじめ本会や関係機関等からのイベント情報等について、
最新のホットなニュースを電子メールにより配信していま
す。組合員企業への情報提供にもご活用頂ける内容ですの
で、ぜひご登録下さい！
■配 信 日　　月3回（10日・20日・月末）
　　　　　　　※�但し、配信日が土・日・祝日の場合は、

原則としてその前日に配信

■登録方法　　�京都府中央会ホームページ「メルマガ配信
サービス」よりご登録下さい。

　　　　　　　URL　�http://www.chuokai-kyoto.
or.jp/magazine/

　　　　　　　※�ホームページの閲覧が困難な場合は、本
会までご連絡下さい。

■お問合せ　　京都府中小企業団体中央会　総務情報課
　　　　　　　　☎�075-708-3701

登録はお済みですか？


