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京都府中小企業団体中央会

ありがとう　きもちつたえる　ことばだよ　こころあたたか　まほうのことば
京都人権啓発推進会議／京都府中小企業団体中央会

第74回中小企業団体全国大会

�※全国大会の詳細は、Ｐ６をご覧ください。

“ つながる　ひろげる　連携の架け橋 ”
～希望の未来　中小企業「光」を結集～

in　長崎県

京都伝統工芸協議会　みやこの粋　京の技展の開催� 2

京都伝統工芸協議会　若手従事者研修会・交流会の開催� 2

京都青年中央会　第37回京都市長杯争奪ボウリング大会�BBQ懇親会が開催されました。� 3

中央会NEWS　改正電子帳簿保存法セミナーの開催� 4

令和4年度�京都府中小企業関係定例表彰/京都府産業功労者表彰� 4

第74回中小企業団体全国大会� 6

京都経済お天気� 7

新加入会員紹介� 8



2 協 同 2022.12

 

 

　本会と京都伝統工芸協議会は、伝統産業の新たなビジネスモデルの創出、京都の伝統産業をPR、販路開拓を図
るため、令和4年 11月 12日（土）～13日（日）、しまだいギャラリーにおいて「第19回みやこの粋	京の技展」
を開催し、京都の伝統工芸品（京仏具 ･京漆器 ･京七宝など約 400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600人の方にご来場いただきました。会員団体からは、
企業や自社商品の紹介を来場者に説明できたほか、来場者から商品に対する評価を聞くことで、新商品を制作する
アイデアが生まれ、モチベーションアップに繋がったとの声を聞くことができました。
　次回は、令和5年 3月 11日（土）～ 12日（日）に「京都文化博物館別館ホール」において開催いたします。
　入場無料ですので、是非お立ち寄りください。

◆出展団体（14団体）
京都府菓子工業組合、京都市伝統工芸連絡懇話会、京都陶磁器協同組合連合会、
協同組合京都表装協会、京七宝協同組合、京都木工芸協同組合、
京都漆器工芸協同組合、京都美術象嵌組合、京都扇子団扇商工協同組合、
京都表具協同組合、京都府仏具協同組合、京都色紙短冊協同組合、
京都金属工芸協同組合、京人形商工業協同組合

　京都伝統工芸協議会では、若手の職人が抱えている共通課題の解決や若手の柔軟な思考力から新しい発想を事業
展開に繋げる等、伝統工芸業界の活性化を目指すため、令和4年 10月 18日（火）に京都経済センターにおいて
若手従事者研修会 ･交流会を開催しました。
　第 1部の研修会では、2021年に全国で最も優れたウェブ解析者「BEST	OF	BEST21」を受賞された京都積
事務所　代表　積高之氏（MBA･IT コーディネータ）を招聘し、「デジタルマーケティングを通して伝統工芸品の
売上を伸ばしていく」をテーマに講演いただきました。講演では、伝統工芸品の売上向上に繋げるための手法とし
て、デジタルマーケティングの種類と特徴、消費者の集客方法や購買意欲を高める方法をご紹介いただきました。
第2部の交流会では、オープンイノベーションカフェ「KOIN」において、若手同士のネットワークを構築する機
会や積講師への「個別相談会」を設けました。
　伝統工芸に携わる若手従事者25名の方にご参加いただき、伝統工芸関係者同士で情報交換を行う等、交流を深
めていただきました。

京都府中小企業団体中央会 ･京都伝統工芸協議会　共催
「第19 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　主催
令和 4 年度　第1回　若手従事者研修会･ 交流会を開催

京都積事務所　代表　積高之氏

しまだいギャラリー　会場入口

研修会の様子

会場風景

交流会の様子

実演風景　建部一雄氏
（京都美術象嵌組合）
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京都青年中央会キズナのチカラ



4 協 同 2022.12

講師：八田美紀子氏

中央会NEWS中央会NEWS
改正電子帳簿保存法セミナーを開催

　令和４年１月に改正施行され 2年間の猶予期間が設けられた電子帳簿保存法について、組合や中小企業･小規模事
業者が正しく理解し対応していくためのセミナーをあおい税理士法人の木村剛士税理士を講師に迎え「改正電子帳簿
保存法の概要と対策」をテーマに開催した。
　セミナーでは、電子帳簿保存法とは国税関係帳簿や国税関係書類（決算関係書類･取引関係書類）について、電子
データによる保存を認める法律で、今回の改正で帳簿の電子データ保存時に求められていた承認制度の廃止、改ざん
防止のための措置であるタイムスタンプ要件の緩和、検索要件の緩和等が改正されたことについて説明が行われると
ともに、電子帳簿保存法の対象書類、保存期間や手続き方法を分かりやすく解説された。
　また、メール、ECサイト経由、アプリ決済等の電子取引については、令和６年１月から保存要件に従った電子デー
タの保存が全ての事業者に対して義務化されるので留意する旨が述べられた。最後に質疑応答が行われ本セミナーを
終了した。
　具体的な実務を含めて対応に必要な知識を得ることが出来、参加者にとって有意義なセミナーであった。

令和4年度 京都府中小企業関係定例表彰
　京都府内における中小企業の組織の一層の強化、中小企業従業員の資質の向上及び中小企業の経営・技術の改善
等の促進・啓発を図ることを目的として、京都府が毎年実施している京都府中小企業関係定例表彰が、11月25日
（金）に開催され、本会会員から以下の組合・組合関係者が表彰の栄に浴されました。

（順不同・敬称略）
特別優良組合
　西陣意匠紋紙工業協同組合	 新大宮商店街振興組合
優良組合
　京北町建設業協同組合	 京都駅近鉄名店街商店街振興組合	 協業組合北京都車検センター
　亀岡軽車両管理協同組合	 京都オートバイ事業協同組合
組合功労者
　岸田　信行（京都府瓦工事協同組合）	氏野　博文（昭和企業組合）
組合優良職員・従業員
　多賀野順子（丹後織物工業組合）	中村　和子（丹後織物工業組合）	 小牧　弘幸（丹後織物工業組合）
　大野　一典（昭和企業組合）	 岡本　優美（昭和企業組合）	 小妻　寿裕（京都府共済協同組合）
　	 　

令和4年度 京都府産業功労者表彰
　商工業団体の運営や事業活動を通じ、京都府の産業の発展に大きく貢献された方々を表彰する京都府産業功労者
表彰式が11月22日（火）に開かれ、本会会員から以下の組合･組合関係者が表彰の栄に浴されました。（本会関係
者のみを掲載。）

（順不同・敬称略）
　小林　明洋　京都府鍍金工業組合　　前理事長	 西村　淑子　京都府菓子工業組合　　　　　組 合 員
　野瀬兼治郎　京都織物卸商業組合　　理 事 長	 横井　洋治　京都府プラスチック協同組合　副理事長
　渡邉　敏和　京都米菓工業協同組合　元理事長	 矢谷　仁史　京北町建設業協同組合　　　　元理事長
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個別労働関係紛争解決制度 ( 個別あっせん ) のご案内
　配置転換や退職で合意に至らない、又は条件が折り合わない場合、パワハラ被害に対する紛争が生じた場合等、事
業主と労働者の間の労働条件等に関するトラブルの円満解決に向け、労働問題に経験豊かな公平・中立の立場のあっ
せん員が労使の話し合いをサポートします。

　手続は簡単・迅速・無料・秘密厳守で
　納得できる解決を目指します

※中丹・丹後地域からのあっせん申請については、福知山市ほか現地にお
いてあっせんを開催します。あっせん員や事務局職員が、あっせんの都度、
現地に出向いて行います。

【お問い合わせ】〒602-8054	京都市上京区出水通油小路東入　京都府庁西別階４階	
　京都府労働委員会事務局総務調整課　　																								
　http://www.pref.kyoto.jp/kyoroi/11000006.html
　ＴＥＬ ０７５- ４１４- ５７３３		受付日時：毎週月～金曜日の8:30～17:15（祝日、年末年始を除
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　“ つながる　ひろげる　連携の架け橋 ”～希望の未来　中小企業「光」を結集～　を大会テーマに、中小企業団体
全国大会が１１月１０日（木）、長崎県長崎市「出島メッセ長崎」において開催され、全国から中小企業団体の代表者約
2,000 名が参集した。
　森洋・全国中小企業団体中央会会長より開会挨拶が述べられた後、小林洋司・厚生労働審議官、平田研・長崎県副
知事、田上富久・長崎市長、関根正裕・株式会社商工組合中央金庫代表取締役社長などのご来賓より祝辞が、西村康
稔・経済産業大臣、野村哲郎・農林水産大臣よりビデオメッセージが贈られた。
　大会は、石丸忠重・長崎県中小企業団体中央会会長が議長に、桑野龍一・福岡県中小企業団体中央会会長、佐藤
勘三郎・宮城県中小企業団体中央会会長がそれぞれ副議長に選任されて議事が進行し、中小企業・小規模事業者等
の経営強靭化・成長促進支援等の拡充、中小企業・小規模事業者の実態を踏まえた労働・雇用・社会保険料対策の
推進、中小企業・小規模事業者の積極的な事業活動を支える環境整備など１４項目を決議した。
　また、晝田眞三･岡山県中小企業団体中央会会長が「総合経済対策の早期執行と地域を支える中小企業の持続的
発展に向けた活力強化」と題して意見発表を行い、本
大会の意義を内外に表明するため、山下顕伸・長崎県中
小企業団体中央会青年部会長が「大会宣言」を高らかに
宣した。
　次期全国大会については、宮城県において開催するこ
とを発表し、大会旗が森洋・全国中小企業団体中央会
会長から佐藤勘三郎・宮城県中小企業団体中央会会長
へ継承され、	同会長が次期開催地会長挨拶を行った。
　これと併せて本大会では、優良組合（40 組合）、組合
功労者（74 名）、中央会優秀事務局専従者（27名）の
表彰が執り行われ、京都府においては組合功労者として、
京都織物卸商業組合の野瀬兼治郎理事長、京都府鍍金
工業組合の小林明洋前理事長、京都ビルメンテナンス協
同組合の森本哲郎理事長、京都府電気工事工業組合の
植田隆夫理事長が全国中小企業団体中央会会長表彰を
受賞された。
　なお、京都からは阪口雄次会長をはじめ１４名が大会
に参加した。
　翌日の午前中には参加者１２名で、長崎開港後に長崎
に来住したイギリス人商人の旧邸跡地であるグラバー園
と国宝に指定されユネスコの世界遺産である大浦天主堂
を見学し、そのまま帰途についた。

第７４回　中小企業団体全国大会

第 74 回中小企業団体全国大会決議
【. 中小企業・小規模事業者等の経営強靭化・成長促進支援等の拡充】
１．�現下の危機的課題の克服に向けた経済再生支援策の拡充
強化	

２．	中小企業・小規模事業者の成長促進、持続的発展に向け
た支援強化	

３．�中小企業団体中央会の指導体制・支援機能の抜本的強
化、中小企業組合制度の拡充・改善	

４．地域経済の好循環の推進、地域課題の解決	

【. 中小企業・小規模事業者の実態を踏まえた労働・雇用・社
会保険料対策の推進】
１．中小企業の人材育成・確保・定着対策
２．	新型コロナウイルス感染症の影響長期化に配慮した社会
保障制度の見直し

３．外国人技能実習制度と特定技能の見直し	

【中小企業・小規模事業者の積極的な事業活動を支える環境整備】
１．中小企業金融施策の拡充
２．中小企業・組合税制の拡充
３．中小製造業等の持続的発展の推進
４．エネルギー・環境対応への支援の拡充
５．卸売・小売業・まちづくりの推進に対する支援の拡充
６．サービス業支援の強化・拡充
７．官公需対策の強力な推進

グラバー園にて記念撮影 大浦天主堂

夕食会場　四海僂受賞された森本理事長大会会場での集合写真
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業界景況
天気図 概　　　　況

全　体 9月	→10月
　　

　全国旅行支援のスタート、入国規制の緩和等により人の動きは活発になっており、旅行需要を中
心に観光関連産業では明るい話題が聞こえた。しかしながら、原油・原材料価格・電気料金の高騰、
部品の調達難、苦慮する価格転嫁、物価上昇による消費マインドの低下等、経営環境に不安材料が
山積している状況は変わらず、先行き不安感は拭えない。

製造業

9月

↓
10月

繊維工業
　　

　白生地、加工、蒸加工など仕入れコストが高騰し、収益状況としては全体的には悪化している。
インクジェット・機械捺染などがウエイトを高め、手描き・型など伝統的技法に伴う高価格友禅に
とっては更に商機が減少している。

出版・印刷
　　

　製本業・印刷物加工業では、仕事量は少しは回復傾向にあるものの、小ロットのためすぐ終了する。
次の仕事がくるまでの間が問題である。

鉄鋼・金属
　　

　前月とほとんど変化はなく厳しい状況である。売上が伸びず、メーカーからの受注（内示を含め）
も不安定である。車関係は依然として悪く、半導体不足や材料不足及び材料価格の高騰が長期化し
ており収益状況が悪化している。

一般機械等
　　

　輸入に依存する我が国は、今の円安において大きな影響を受けており、全ての資材等が値上がり
している。さらに、電力エネルギーの高騰化は、機械金属製造業界への打撃は大きく、結果的に製
造原価が上昇し採算性は徐々に後退しつつある。

その他製造業
　　

　紙製容器製造業では、全体的に前年同月比を上回り好調に推移している。観光キャンペーンなど
の効果もあり、お土産物・和菓子などの需要が増えたことによる外箱の注文が増加した。半導体分
野は忙しいが、今もなお部品入荷遅れで納期の後倒しもある。パン・菓子製造業では、原材料費、
配送料等の値上げが続き利益に結びつかない状態であり、更なる価格改定が必要である。

非製造業

9月

↓
10月

卸　　売
　　

　飲食料品卸売業では、前月同様に冷凍魚の値上がりが止まらず販売価格に転嫁できないため、組
合員の収益状況は大変厳しい状況である。繊維・衣服等卸売業では、全般的にコロナ禍からの回復
基調にあるが、円安や原料高の影響による商品価格の値上げが売上を押し上げている一面もある。

小　　売
　　

　食肉小売業では、10月も引き続き多くの人が動き、海外・国内から多くの観光客が来られ、食肉
の需要は大きく伸びた。しかし、食肉販売業は冷蔵庫、冷凍庫、冷蔵ショーケース、加工室の冷房
など電気を多く使用する。それ以外の包装資材を含む諸経費も高騰しており利益を大きく圧迫して
いる。

商 店 街
　　

　観光客も目に見えて増え、外国人も徐々に増加してきた。おかげで土産物関連のお店もお客様を
見かけるようになってきた。コロナ禍前の年と比較して7割くらい戻ってきた様に感じる。当商店
街では高級品の消費には未だ至っていないようだ。このまま次第に増えていくことを期待する。

サービス
　　  

　旅行業では、10月11日から始まった全国旅行支援は、日程の告知だけが先行し内容発表が伴わ
ず混乱が生じた。バス、観光は前年並み、宿泊は直接手配が多いためか減少している。渡航の規制
が緩和され、海外・国内パッケージ等が大きく増加しているが主にビジネス渡航と思われ、円安や
燃油高騰で個人での旅行はまだまだ厳しい。

建　　設
　　

　新規の仕事の場合、各種資材の高騰及び高止まりにより見積価格が高くなり、職人の手間賃をな
かなか上げることが出来ない。職人にとっては、物価高により実質的に賃金が下がった感覚を持っ
ている。採算性の確保が困難など、依然として経営環境は予断を許さない状況である。

運　　輸
　　

　京都は多くの入洛客で賑わっており、久しぶりに観光地の駐車場に多くの観光バス、タクシー
の姿が見られるようになった。タクシーにおいては、乗務員ひとりひとりの売上はコロナ禍前に
戻りつつある。これは、観光客が増えたいうことも要因として考えられるが、全体的な乗務員不
足により実車率が向上していることが最大の原因であり、事業者としての全体的な売上は頭打ち
をしている状況である。

■不安材料が山積、先行き不安感拭えず
中小企業団体情報連絡員10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「東寺の五重塔色」です。

会　員　名　KYOTOフロンティアゲート協同組合
所　在　地　京都府南丹市園部町新町火打谷1番地3
代　表　者　理事長　森　總治
設 立 年 月　令和2年11月
組合員資格　自動車小売業及び自動車整備業を行う事業者

月刊中小企業連携組織活性化情報　
12/2022　令和4年12月10日発行　通巻912号

●編集・発行●
京都府中小企業団体中央会

〒600-8009　京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地　京都経済センター3階
☎	075-708-3701　		FAX	075-708-3725

URL	http://www.chuokai-kyoto.or.jp　E-Mail	web@chuokai-kyoto.or.jp

一般会員

◆◆◆ 新加入会員紹介（令和4年11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。

会 員 名　　ＤＩＡ事業協同組合
所 在 地　　京都市下京区飴屋町239-2七条烏丸東ビル２階
代 表 者　　代表理事　奥原　眞里子
設 立 年 月　　令和元年5月
組合員資格　　	一般土木建築工事業、食料品製造業、自動車整

備業、印刷、老人福祉・介護事業、金属加工機
械製造業、野菜作農業ほかを行う事業者

組 合 員 数　　111名
主 な 事 業　　共同購買事業、共同宣伝事業、外国人技能実習
　　　　　　　生受入事業等

会 員 名　　キャンバス事業協同組合
所 在 地　　京都市下京区北不動堂町482ＹＭビル４階
代 表 者　　代表理事　青木　一芳
設 立 年 月　　令和4年10月
組合員資格　　	土木工事業、とび・土工工事業、他に分類され

ない教育・学習支援業を行う事業者
組 合 員 数　　4名
主 な 事 業　　	共同購買事業、教育・セミナー業務の共同受注、

外国人技能実習生受入事業等


