http://www.kyoshoren.gr.jp/
E-mail：info@kyoshoren.gr.jp

（平日午前10時
〜午後４時）

1 部10円（購読料は民商会費に含まれています）

京商連事務局が対応し、
各民商に相談をつなぎます

コロナ禍は３年目に入り業者の営業と暮らしはますます厳しくな

っています︒そのうえ︑昨年来の原油・資材高騰に︑ロシアのウク

ライナ侵略の影響による物価上昇が追い打ちをかけています︒各地

の民商は﹁即効性のある消費税５ ％減税を﹂ と運動を広げ︑﹁民商

い︑使えない場合は息子

か ら 行 う︒ ス マ ホ が な

人のスマホ＆タブレット

沿 っ て 解 説︑﹁ 申 請 は 本

ない場合の対応は？﹂な

﹁収支内訳書に受領印が

で受けているのか？﹂

は﹁事前登録確認はどこ

トンネルで地下水を壊す

たたかいを続ける

日

北陸新幹線や植物園つぶ

４月

投開票で行

しのアリーナ建設など大

ど質問が寄せられ︑伊藤

会長とともに申請をサポ

われた京都

さん娘さんに同席しても
らうことを徹底していま

ートしている柴田由枝青

和菓子店や蕎麦店はじめ

す︒役員・事務局がササ

で相談して事業復活支援金を申請しよう﹂と呼びかけています︒民

商・県連の取り組みをご紹介します︒

録を受けています﹂など

幅広い市民と京商連も加

型公共工事ストップ﹂は

丁寧に答えました︒事務

広範な人々にひろがりま

府知事選挙

い︒毎日メールをチェッ

局長からは﹁大変勉強に

した︒京商連は︑こうし

年部長が﹁受領印はなく

クして﹃不備﹄メールが

わる府民本位の新しい民

っとスマホを操作して勝

そして信頼関係を基礎に

来たらすぐに下京民商で

主府政をつくる会で結成

せるという経営者として

民商に団結してもらうこ

た方々とも連帯を広げ︑

地下水を大事にする老舗

とを重視して取り組んで

なった︒自分の民商でも

した﹁つなぐ京都２０２

において︑

あたって民商の役割を強

組織的に相談することを

生かしたい﹂との声が寄

補 は︑

﹁税金はコロナ禍で苦し

で事前登

調しました︒
きました﹂

訴えている﹂と民商の取

せられました︒

︵得票率 ・１％︶を得

ら具体的政策を示さず組

民党を中心に相乗りで何

連の金権疑惑に揺れる自

した相手陣営は︑京都府

た︒現職で２期目をめざ

ことはできませんでし

が︑残念ながら勝利する

票する健闘の結果でした

開発中止など︑かじかわ

新幹線延伸・北山エリア

要求と保健所増設︑北陸

した︒私たちは︑業者の

全力を挙げてたたかいま

を﹂など業者要求を掲げ

企業振興基本条例の制定

﹁全国唯一未制定の中小

メートルの巨大

意です︒

き続きたたかい続ける決

の政策を実現するため引

候補が掲げた府民のため

﹁地下

かじかわ候補が掲げた

た︒

織固めで逃げ切りまし

らの直接支援に使え﹂

２﹂が推すかじかわ憲候

ても京都産業

﹁下京民商では︑持続

そのうえで︑事前登録

り組みを紹介しました︒

務局長

へ中小業者の声を届け実
現を迫りましょう︒

む中小業者への京都府か

手に申請を終わらせな

前中に﹁事業復活支援金
化給付金︑家賃給付金︑

確認の概略や申請のポイ

参加した事務局長から

民商では事業復活支援
金の申請サポートに加

万１２６１票

の自覚をもってもらう︒

学習会﹂を開催︑民商事
一時・月次支援金サポー

ントを申請のステップに

申請も不備も組織で対応

人が参加しまし
トなどに取り組んできま

京商連は︑４月 日事

た︒学習会は下京民商伊
したが︑民商が取り組む

務局長会議に合わせて午

藤泰浩会長が講師を務
意義について﹃基本方向

る全国商工団体連合会に

方は民商の全国組織であ

けた例もあります︒この

い﹂との不備ループを受

め︑独自に作成した﹁申
の実践として申請サポー

給付４０４件
１億７千万円超に

請の手引き︵役員・事務

話し合ってきました︒単

トを行う﹄ことを何度も

ー も使っ て約一時間説

アドバイスをもらい︑事

る回答︵※参照︶を添付

は４０４件で１億７千万

告書に売上の記載がなく

して給付につなげまし

民商では﹁事業復活支

収支内訳書を添付したが

た︒

に給付を実現するだけで

﹁売上金額が確認できな

そ し て ︑﹁ 事 業 復 活 支

業復活支援金に関わる中

え︑持続化補助金申請の

援金を申請したいがよく

円を突破しています︒給

ための事業計画書づくり

わ か ら な い ﹂﹁ 人 任 せ で

援金を申請して商売継続

学習会︑記帳力強化学習

なく記帳を覚えて経営に

はなく︑給付を実現して

会など経営を伸ばす様々

強くなりたい﹂など営業

伊 藤 会 長 は 冒 頭 ︑﹁ 申

な講座を会内外に呼びか

継続に悩みを抱えるお知

小企業庁への質問に対す

けています︒また︑経営

り合いへ﹁民商へ相談し

青年部

北・中京・左京・山科・右京・
亀岡・船北・宇治・八幡・
やましろ・与謝・個タク
※上京 ・ 下京 ・ 東山 ・ 綾部 ・
福知山民商は同数

付を受けた人の中には申

環境改善へ原材料高騰と

い﹂とひと声かけてご紹

中京・南・亀岡・やましろ・
与謝民商

に生かそう﹂と会内外に
申請を呼びかけていま

物価高への即効策として

介ください︒あなたの一

婦人部

局 用 ︶﹂ を プ ロ ジ ェ ク タ

東山民商支援金説明会

何としても商売を継続さ

す︒３月末時点では︑申

﹁消費税５％減税︑イン

声が﹁世直し・人助け・

全会員で署名を集め国会

南・与謝民商
※個タクは同数

19

10

共済会

20

請の手続き﹂サポートに

請件数は４９７件︑給付

ボイス即時廃止署名﹂を

営業激励﹂となります︒

いない。明示はしていないが持続化などと同様に

５月末
まで

事業復活支援金

25

会員

乙向・与謝民商
※南・亀岡・個タクは同数

仲間増やして営業守ろう！

集め国会へ請願します︒

「収入欄に記載がないからと言って排除はして

33

40

読者

中京・左京・乙向・亀岡・
城久・八幡民商
※与謝民商は同数

梶川

頑張った！パチパチ

活用を
明︒

善戦

さん

「5つの拡大」
年度増勢民商

2021
年度

電 話 075（353）3551 FAX 075（353）3552

0120-22-0000

京都府商工団体連合会
行
発

〒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４階409

コロナ支援・確定申告
何でも相談窓口

21

扱うよう運用で工夫している」
（2022年２月21日）
※確定申告書の収入欄に記載がない場合、 持続
化、一時、月次と同様、受領印のない収支内訳
書の添付で申請を認めることへの中企庁回答
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（１）

右京民商

小田

︶

伊賀の里モクモク
城下町和菓子
手作りファーム＆＆ 街道散策

Ｂ ＢＱ にに温 泉 一 日 満 喫
共済
バスツアー

４月 日に２年ぶりとなるいのちと健康を守るバスツアーを開催

し︑伊賀の里﹁モクモク手づくりファーム﹂と城下町や和菓子街道

散策に 名が参加し︑バス２台とマイクロバス１台で行きました︒

一時間程度散策

し︑伊賀の里を後に

して京都に向かいま

した︒

楽しい思い出を沢

山作って帰ることが

できました︒一日中

雨で大変でしたが︑

元気がでました︒

バスの中では︑全

マスク着用︑換気など

ん︑アルコール消毒︑

うにし︑会話も控えてい

り座って密にならないよ

バスの中では︑ゆった

かなかうまくできません

ン作りを行いました︒な

ーのウインナー作りとパ

現地では︑体験コーナ

ショーを楽しみました︒

した︒また︑かわいい豚の

泉につかって心を癒しま

になってしまいました︒

では食べずにお持ち帰り

が精いっぱいで︑その場

を楽しみました︒回るの

を述べられていました︒

の運動の力に成ると感想

しい︒元気になったら次

もこんな計画をやってほ

行きました︒ゆっくり温 ﹁城下町和菓子街道散策﹂ した︒みんなでこれから

商連発行のＤＶＤを見ま

には今まで以上に徹

ましたが︑久しぶりに会

でしたが︑一生懸命に取

時からはバーベキュ

ー︑食事が済んだら早速

底 ︒﹁ や は り お 客 様 は

った仲間なので︑大声は

り組んでいる姿が印象的

ァームの近くの温泉場に

気にされるので︑安心

出さず小声で会話を楽し

でした︒次にもくもくフ

してご利用していただ

ます﹂とのことです︒

みました︒

共済会

けるように心がけてい

体調管理はもちろ

洋平 さ︵
ん

﹃地球環境に﹁負荷﹂をかけずに︑
きれいにしたい ﹄

京都市右京区にあるＳＰＬＡＮ
︵エスプラン︶は設備設計を父親の
修筰さんが︑ハウスクリーニングを
息子の小田洋平さんが行っている会
社です︒天然植物洗剤を使ったエア
コンのクリーニングから引っ越しや

め︑環境にもお子様や
飼っているペット︑ア

これから先も︑京都

﹁これからも
自分の強みを
いかして﹂

安心してご利用いただ

を中心に仕事をしてい

レルギー体質の方にも

ける点もお客様に喜ん

き た い︒﹁ や っ ぱ り 満

した。結果は、異状なし741人75.2%、要

入退去時のハウスクリーニング︑さ
らにはマンションの日常の清掃まで

る﹂と言います︒
また︑きれいになっ
た時の嬉しそうな顔を

になってしまうそうで

でいただいているひと

しました。
「大腸がん検診を受けてポリ

対応できるのを売りにしています︒
親子で違う分野を専門にしている
ので住宅リフォームや水回りのトラ
ブルなどにも対応できます︒
住まいのことならなんでもお気軽

をしていてお客様に
す︒エスプランでは洗

見ると︑自分まで笑顔

﹃ありがとう﹄という

に というのがモットーです︒

﹁ありがとう﹂

り︑毎日のように２〜４

現在でも感染者は出てお

況になっています︒４月

方がコロナ禍で大変な状

民商会員さんの多くの

自宅待機を余儀なくされ

濃厚接触者で陰性の方︑

機でも入院扱いになり︑

陽性になった方は自宅待

手を差し伸べています︒

ロナ感染者の方に温かい

そできることです︒

助け合いの共済だからこ

れることはありません︒

命保険でも見舞金が出さ

聞き取りでは︑どこの生

せられています︒役員の

コロナ特例見舞金につきまして

人の方から給付請求書が

康を守る︑全会員加入で

５月22日（日） 全商連第55回定期総会

より良い共済を目指しま

５月17日（火） 第12回事務局長会議
５月19日（木） 共済会常任理事会
５月20日（金） 京婦協常任理事会

しょう︒

５月10日（火） 常駐常任理事事務局長会議
５月11日（水） 京青協三役・理事会
５月15日（日） （協）第44回通常総代会
５月16日（月） 第９回常任理事会

助かった﹂と言う声が寄

行事あんない

足してもらって継続的

た方は︑安静加療見舞金

二次検査の期限は、６月末となってい

団結を強めいのちと健

寄せられています︒誰が

ます。早めの受診を‼

つだそうです︒

に利用してもらいたい

是非自ら受けてください。

皆さんからは﹁本当に

が受けられます︒

ます。
「民商に相談して」と声をかけ、

浄につかう洗剤は天然

26

69

昼食はBBQ！

かかってもおかしくない

果は本人しかわからないものとなってい

全商連共済会では︑コ

う声も沢山あります。大腸がん検診の結

言葉を言っていただい

また︑京都を中心に

です︒新規のお客様も

が３月 25 日に終了し、985 人が受診しま

13

状況にあります︒

ープが見つかり手術して助かった」と言

と言われること

滋賀県︑大阪府までを

大切にしながら︑継続

補助金 5,000 円を限度に支給することに

▲▶
ウィンナー作りと
パン作りに奮闘中

を生かして、今回も陽性・擬陽性の方に

植物洗剤で原材料は松

範囲として地域に密着

的にご依頼いただいて

要精密検査の方で二次検診（内視鏡検

た時が一番うれしい

してお客様との関係を

るお客様も大切にした
毎年全会員を対象にした大腸ガン検診

N

が嬉しい

大切にしたいというの

いですね︒仕事はもち

査）を受けた方については、昨年の教訓

の樹液１００％のた

も洋平さんのこだわり

ろん︑自分という人物

て地球にも人にも優し

人18.5%となっています。

し︑やりがいにつなが

です︒

を知ってもらって安心
して任せていただけ
る︑常にそんな対応を

お客様のご自宅など

い環境づくりに頑張っ

心がけています︒そし

にお伺いして作業をす

ていきたいです﹂と洋

新型コロナの
影響はもちろ
んあります

るため︑新型コロナウ

平さんは話しました︒

大腸がん二次健診

E

洋 平 さ ん は ︑﹁ 仕 事

クーラーの清掃中

!!

35

イルスが流行してから
はより一層気を使いま

共済会

生きる

‼

〈住所〉〒616-8228
京都府京都市右京区常盤
下田町20-711
〈電話受付〉9:00〜20:00
〈休日〉年中無休
〈電話/FAX〉075−468−1559
〈ホームページアドレス〉
http://www.splan-1708.com

す︒

経過観察は 61 人 6.2%、要精密検査は 183

SPLAN（エスプラン)

S
W

域
地域

（２）
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