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時事の話題時事の話題時事の話題時事の話題    

■■■■新内閣への期待と京商・政策フォーラムの感想新内閣への期待と京商・政策フォーラムの感想新内閣への期待と京商・政策フォーラムの感想新内閣への期待と京商・政策フォーラムの感想にににについてついてついてついて    

安倍新内閣が地方創生を重点課題と位置付けたことを評価している。地域で育った若者が地域

に留まる職住一体型の仕組みと、東京から地方へ移住して仕事を得ることができる仕組みを整え、

若年層にアピールしていく必要がある。先般の日商の正副会頭会議では、「地方で働き、地方で

暮らす」をキャッチフレーズに掲げ、これからの新しい時代の生き方、暮らし方の価値観を若年

層にアピールしていく必要性を提案した。商工会議所は所管するそれぞれの地域の地方自治体と

運命共同体の関係づくりをして、地方創生に取り組んでいきたい。 

京商・政策フォーラムを通じて、中小企業の活性化やまちづくり、人材育成といった課題に対

して有効な施策を展開するためには、大企業と中小企業という従来からのピラミッド型の産業分

類だけではなく、グローバルとローカルという観点で分けて、現実的で最適な施策と戦略を考え

る必要があることを実感した。本所としては、ローカルな市場で活躍する内需型の企業を多く生

み出すとともに、小さくともグローバルに展開する企業を販路開拓などで支援することで、「知

恵産業のまち・京都」を推進していきたい。 

 

京都商工会議所の動き京都商工会議所の動き京都商工会議所の動き京都商工会議所の動き    

■■■■京都の経営経済動向（京都の経営経済動向（京都の経営経済動向（京都の経営経済動向（7777----9999 月期）調査結果について月期）調査結果について月期）調査結果について月期）調査結果について    

国内景気動向は、消費税率の引き上げを受け大幅に下降した 4～6 月期から一転、再度上昇し

た。駆け込み需要からの反動減の影響が落ち着きを見せたものとみている。今後、10～12 月期

には大きく上昇し、来年1～3月期も引き続き上昇と予想しており、明るい材料だ。 

しかしながら、企業の自社業況では、4～6月期と比較して下降幅が縮小したものの、BSI値と

しては2期連続でマイナスとなった。景気が回復しつつあるものの、必ずしも企業の収益改善に

つながっていないことが見てとれる。人手不足の影響やコスト高の現状についても、中小企業を

中心に先行きに対する不透明感が依然として強く、よりきめ細やかな支援が求められている。 

今回は設備投資の動向についても調査したところ、昨年度に比べて全業種においてBSI値がプ

ラスとなった。既存設備の維持・更新が多くを占めるものの、新工場建設や新規出店のための積

極投資も現れている。あらゆる業種で企業や店舗の投資意欲が上昇していることが伺える。 

なお、政府では消費税率 10％への引き上げの是非について議論されているが、消費者にとっ

ては増税の時期が明確になった方が消費の態度を決めやすいのではないか。企業にとっても早く

から準備行動をとることができる。消費税率引き上げは国際公約であり、先送りすれば財政再建

の面から日本の国際的な信用が失墜しかねないことから、引き上げには基本的に賛成である。し

かし、デフレ脱却と経済再生に向けた道はまだ半ばであり、時宜を得た補正予算の追加など景気

の下振れによる影響を最小限に抑える具体的な対策も必要である。政府には経済情勢を注視しな

がら、効果的な経済対策に取り組んでいただきたい。 

 

■■■■販路開拓の取り組み販路開拓の取り組み販路開拓の取り組み販路開拓の取り組みについてについてについてについて    

本所は「知恵ビジネスや新市場開拓の支援強化」を今年度の重点事業に掲げて、中小企業の販

路開拓への支援に取り組んでいる。 

来年２月に東京で開催する「知恵ビジネスメッセ」の出展事業者が確定した。本所が様々な事

業を通じて支援・育成してきた知恵ビジネスの首都圏への販路開拓を支援するオール京商の取り



組みと位置付けている。今後の展開としては、出展事業者を対象にした説明会やセミナー、個別

の経営支援を展開する。また、首都圏を中心としたバイヤーやメディアに対して、本格的に広報

活動を行っていく。 

京都ブランド海外市場開拓事業と国内販路開拓プロジェクトの参画事業者も決まっている。京

都ブランド海外市場開拓事業では、第１弾として上海での展示会「インテリア ライフスタイル 

チャイナ」に９社が出展した。 

「事前マッチング型」の「京のイチ押し商品売り込み商談会」のエントリーを現在受け付けて

いる。海外販路を持つバイヤーの参加も予定しているので、販路開拓を検討されている方には、

積極的に参加いただきたい。 

 

記者からの質問事項記者からの質問事項記者からの質問事項記者からの質問事項    

■■■■10101010 月月月月 1111 日で東海道新幹線開通日で東海道新幹線開通日で東海道新幹線開通日で東海道新幹線開通 50505050 周年を迎える。東海道新幹線がもたらした経済効果は大きい周年を迎える。東海道新幹線がもたらした経済効果は大きい周年を迎える。東海道新幹線がもたらした経済効果は大きい周年を迎える。東海道新幹線がもたらした経済効果は大きい

と思うが、新幹線が果たしてきた役割を振り返って、どのように思われるか。と思うが、新幹線が果たしてきた役割を振り返って、どのように思われるか。と思うが、新幹線が果たしてきた役割を振り返って、どのように思われるか。と思うが、新幹線が果たしてきた役割を振り返って、どのように思われるか。    

空港をもたない京都にとって、新幹線の価値は経済的にも社会的にも大きな影響を与えたと思

う。東海道新幹線は今や年間１億5500万人が利用し、京都にとっても年間5000万人が訪れる交

通の大動脈である。今日の京都駅は「のぞみ号」も停車し観光の玄関口となっているが、建設に

際しては、本所も行政と一体となって京都駅ルートを推進し、超特急列車が京都駅を停車するよ

う国や旧国鉄に要望した経緯もあった。 

ビジネス需要に限らず、空港をもたない京都が今日まで国際的な観光都市であり続けることが

できたのも、東海道新幹線のおかげと言っても過言ではない。特に観光、文化・学術、国内外の

大型会議(MICE)など、交流人口の増加は大きな経済効果を生み出している。 

リニア中央新幹線や北陸新幹線についても、これまで東海道新幹線がもたらした効果を考えれ

ば、同様に京都誘致を検討し、要望するのは自然な流れであると考えている。引き続き、リニア

中央新幹線の名古屋・大阪間の同時開業とともに、京都駅ルートをオール京都で要望していくこ

とに変わりない。ただし、実現の可能性については慎重に見極め、その後の京都誘致を検討する

時期にきている気がする。 

 

■■■■先ほど話された先ほど話された先ほど話された先ほど話された「その後のルートを考えないといけない」「その後のルートを考えないといけない」「その後のルートを考えないといけない」「その後のルートを考えないといけない」というのはというのはというのはというのは、奈良市付近のルート、奈良市付近のルート、奈良市付近のルート、奈良市付近のルート

ということで良いか。ということで良いか。ということで良いか。ということで良いか。    

具体的なルートを想定して発言しているわけではない。京都駅ルートの実現性を慎重に見なが

ら、オール京都として次の対応をどうしていくか、そういう段階に移行していくのではないかと

考えている。京都に効果をもたらすという意味で、京都府下のなかで実現していくことを強く求

めていきたい。 

 

■■■■消費増税消費増税消費増税消費増税前の駆け込み需要前の駆け込み需要前の駆け込み需要前の駆け込み需要によるによるによるによる反動減反動減反動減反動減はははは、、、、7777～～～～9999 月期で山を越えたという月期で山を越えたという月期で山を越えたという月期で山を越えたという考え考え考え考えか。か。か。か。    

4～6 月期で定着した節約志向により消費の回復が必ずしも見て取れないが、これから財布の

ひもが緩くなってくるのではないか。設備投資についても、既存設備の稼働率を上げ、維持して

いる企業も多いので、成長戦略を通じた設備投資への動きがこれから出てくるだろう。 

 

■■■■最近円安が進んでいるが、京都の中小企業からはどういう意見があるか。また、どれくらい最近円安が進んでいるが、京都の中小企業からはどういう意見があるか。また、どれくらい最近円安が進んでいるが、京都の中小企業からはどういう意見があるか。また、どれくらい最近円安が進んでいるが、京都の中小企業からはどういう意見があるか。また、どれくらい

のののの為替為替為替為替相場が理想的か。相場が理想的か。相場が理想的か。相場が理想的か。    

為替変動には常にプラス・マイナスの影響を受ける。輸出型大企業にとって円安は収益面でプ

ラス効果を期待できるが、中小・小規模事業者にとってはコスト高、人件費高、電気料金の値上



がりなどで収益を圧迫しており、また必ずしも価格転嫁も進んでいない状況で、現状の円安はマ

イナスに働いているのではないか。1 ドル 100～105 円の範囲で落ち着くと、長期的な投資を誘

導することができ、心地良いレベルであると思う。 

 

■■■■人材確保が難しいと人材確保が難しいと人材確保が難しいと人材確保が難しいと言われ言われ言われ言われているなかで、その実態や影響についてているなかで、その実態や影響についてているなかで、その実態や影響についてているなかで、その実態や影響についての考えの考えの考えの考えを教えてほしい。を教えてほしい。を教えてほしい。を教えてほしい。    

人手不足を自動化で補うこと、あるいは海外から専門的な人材を取り込むことは社会的なトレ

ンドとして出てくるだろう。経営支援においても、人手不足に悩む企業をどう支援していくのか、

検討に入る時期にきているのではないか。 

 

■■■■10101010 月から免税月から免税月から免税月から免税の対象商品が拡大するが、期待することがあれば教えてほしい。の対象商品が拡大するが、期待することがあれば教えてほしい。の対象商品が拡大するが、期待することがあれば教えてほしい。の対象商品が拡大するが、期待することがあれば教えてほしい。    

外国人観光客の増加を想定に入れ、免税品を扱う店舗が増えることによる経済効果を期待して

いる。本所も免税店の拡大を支援していきたい。 

 

■■■■経営経済動向調査では、経営経済動向調査では、経営経済動向調査では、経営経済動向調査では、中小企業のなかで原油高が不安要素にあげられていたが、そのあた中小企業のなかで原油高が不安要素にあげられていたが、そのあた中小企業のなかで原油高が不安要素にあげられていたが、そのあた中小企業のなかで原油高が不安要素にあげられていたが、そのあた

りの支援についてはどのようにお考えか。りの支援についてはどのようにお考えか。りの支援についてはどのようにお考えか。りの支援についてはどのようにお考えか。    

商工会議所としては実態に応じて個別に支援していくスタンスで捉える必要があると考えて

いる。大きな方針を出して、具体的な施策を展開していくことは今のところ検討していない。 

 

以 上 





 



記者配布資料２

■会期　　　平成27年 ２月17日（火）　夕刻　　 　　（展示商談会・レセプション）

２月18日（水）　10～18時　（展示商談会)

■会場 スパイラルホール

（東京都港区南青山5－6－23） 

■事業コンセプト  コトを提案する「知恵ビジネス」

■本件問合せ先

　　京都商工会議所　中小企業経営支援センター　知恵産業推進室　担当　式、狩野、梅影

　　TEL：075-212-6470　／　FAX：075-212-8871　／　E-mail：bmpj@kyo.or.jp

事業所名 代表者役職 代表者名 出展品（予定） イメージ写真

株式会社アヴリル 代表取締役 福井　二郎

ペラコーン

糸とお花のリングピロー

株式会社青木光悦堂 代表取締役 青木　隆明

瓶入金平糖

COVACO

株式会社井助商店 代表取締役 沖野　俊之

MOKUシリーズ

IROシリーズ

株式会社ＩＣＨＩインターナショナル 代表取締役 山田　博賢

ICHIエッセンシャルアク

アクリーム

ICHI　オシロイ・ザ・ナ

チュラルフィット

※2014年９月24日現時点の情報です。

出展品が変更する可能性があります。

知恵ビジネスメッセ 出展事業者

※京都の素材や技術、知恵を活用し、現代ニーズに沿った商品を開発して

いる企業を選定し、展示会を通じて、その企業ができるコト、古都・京都なら

ではの商品特徴・性能、京都流ライフスタイルなどを発信する。



事業所名 代表者役職 代表者名 出展品（予定） イメージ写真

株式会社ICHIDA 代表取締役 市田　弥一郎

枕用アロマ　ぴろま

「Piloma」

まどろみ小町　夜乃石

鹸＆朝乃石鹸

株式会社いちはら 代表取締役 市原　孝三

加美屋の「あぶらとり

紙」

加美屋の「練り香水」

株式会社伊と幸 代表取締役社長 伊藤　公一

 絹ガラス製茶道立礼

棚(ティーテーブル)

(行灯「絹シェード」１柄

標準仕様

絹フォトパネル

甍技塾徳舛瓦店有限会社 代表取締役 徳舛  秀治

4㎝ミニ鬼瓦置物18枚

セット(専用箱入)

2.7㎝ミニ鬼瓦ストラップ

上羽絵惣株式会社 代表取締役 上羽　豊 胡粉ネイル

株式会社宇野商店 代表取締役 宇野 滋記

がま口親子財布

ＢＥＮＫＥＩデニムトート

近江屋株式会社 代表取締役 房本　伸也

SANJIKU　ショール

SANJIKU　雑貨

株式会社大木工藝 代表取締役 大木　武彦

炭素万年筆・カッサプ

レート

炭素温熱歯肉マッサー

ジャー、カーボンウェー

ブ・ヘルスケアネックレ

ス



事業所名 代表者役職 代表者名 出展品（予定） イメージ写真

片山文三郎商店 店主 片山　一雄

大唄絞りスカーフ

大唄絞りバッグ

川並鉄工株式会社 代表取締役 川並　宏造

デザインパネル

パズデコ (小)

カワバタプリント 代表 川端　康夫　

「matoi」知多木綿ストー

ル

「matoi」ウールストール

吉靴房 代表 野嶋　孝介

五枚丈足袋

革下駄

株式会社Kyoto Natural Factory 代表取締役 大橋　俊矢

Healing Speaker

「NENRIN」DESHIBO

Healing Speaker

「NENRIN」JINSHIBO

株式会社京ＬＯＣＯ 代表取締役 臼井　亜希子

ANBAN　　保湿クリーム

ANBAN　パック＆スクラ

ブ【姉の秘密】

株式会社京都紋付 代表取締役 荒川　徹

黒染めデニム

襲（かさね）デニム

株式会社熊谷聡商店 代表取締役 熊谷 隆慶 花結晶　カップ　ボウル



事業所名 代表者役職 代表者名 出展品（予定） イメージ写真

株式会社黒香師工房 代表取締役 冨田　晴美

 DOKODEMOポーチ

タブレットケース＆ワイン

ボトルケース

光章 代表 小川　光章 ougiシリーズ

株式会社コード 代表取締役社長 神門 素子

Still Life　4　items

Square Mobile　 M, L

株式会社コトラボ 代表取締役 夏原　基樹

四季のプレミアムクリー

ム

コトラボ　ヒジ・ヒザ・カカ

トバーム

五明金箔工芸 代表 五 明    曻

凛プレート(M)+凛小鉢

(M)2個セット

黄金の鉄瓶

佐々木酒造株式会社 代表取締役 佐々木　晃

白い銀明水

聚楽第 純米吟醸

720ML

株式会社笹屋昌園 代表取締役 中西　章斗

本わらび餅「極み」

本蕨餅「至高」

三陽商事株式会社 代表取締役 米井　康雄

Sybiilaふろしき

Sybilla東袋



事業所名 代表者役職 代表者名 出展品（予定） イメージ写真

ジェラート・ベネ株式会社 代表取締役 沖 光正

究極の濃抹茶ジェラー

ト

京職人技 京乃暦

有限会社篠ファーム 代表取締役 高田　実

京はばねろ篠ソース

100ml

京の新野菜セット

株式会社尚雅堂 代表取締役 松尾　安浩

goen　朱印帳

モザイク色紙

染のあらたに 代表 荒谷　尚

花園Ｔシャツ

黒赤出目金　シャツ

大東寝具工業株式会社 代表取締役 大東　利幸

Chambre de D ママとベ

ビーのためのリラックス

ウェア

京和晒綿紗 KYO

WAZARASHI MENSYA

ガーゼのホームリネン

株式会社竹定商店 代表取締役 井上　定信

Kyoto Contemporary

開発商品

デザイナー「みやけ　か

ずしげ」共同開発商品

株式会社たにぐち 代表取締役 谷口　容造

6個入　丹波産黒豆煮

汁ゼリー

堀川ごぼうチップス

株式会社ちきりや 代表取締役 米内　政明

茶こし付き宇治抹茶 ４

０ｇ

京の深むし茶　８０ｇ



事業所名 代表者役職 代表者名 出展品（予定） イメージ写真

株式会社寺島保太良商店 代表取締役 寺島　和雄

純金刺繍ハンチング

純金糸と北山杉の卓上

アイテム

株式会社中野伊助 代表取締役 中野  恵介

ドクロブレスレット

達磨アクセサリー

株式会社中村軒 代表取締役 中村　瑛治

和のジェラート京の鄙

（桂うり、いちじく、柚子

の3ケ入）

西村友禅彫刻店 代表 西村　武志

革iPadケース

革　iphoneケース

有限会社林孝太郎造酢 代表取締役 林 孝樹

京あまり米酢

京風すし酢

有限会社豊明 代表取締役 桑山　 豊章

メンズストレート｜大鎧

メンズストレート｜忍

有限会社本藍染雅織工房 代表取締役 中西 秀典

藍シルクストール

藍染Tシャツ

株式会社丸二 代表取締役 西村　和紀

漆からかみ

からかみ行灯



事業所名 代表者役職 代表者名 出展品（予定） イメージ写真

株式会社丸嘉 代表取締役 小畑　隆正

京町家古材テーブル

古材セカンドキッチン

有限会社ミール・ミィ 代表取締役 市川　洋子

はちみつバター

蜂蜜酒

有限会社み彌け 代表取締役 三宅　繁

Samurai Armor Bag

MITSUHIDE

Samurai Armor Bag

SASUKE

株式会社ＭＵＲＡＧＩＳＨI

六角館さくら堂ＫＹＯＴＯ

代表取締役 村岸　直子 化粧筆

株式会社ｍｏｎｌｉｅｒｒｅ 代表取締役 村田尚美

 花乃蜜石鹸  ”まる”お

はこ

花乃蜜石鹸 “こつぶ”

株式会社山田製油 代表取締役 山田　康一

一番絞り金ごま油

290g

くっきんぐせさみおいる

275g

株式会社山中油店 代表取締役 山中 冏子 京椿　

株式会社遊禅庵 代表取締役 酒井　幸男

遊禅革財布

カードケース



事業所名 代表者役職 代表者名 出展品（予定） イメージ写真

レ・ フレール・ムトウ オーナーシェフ 武藤　康司 ラシュク

株式会社和紙来歩 代表取締役 加藤　富美代

創作和紙

京巻紙

渡文株式会社 取締役 渡邉　博司

西陣織生地（予定）

Kyoto Connection開発

品



記者配布資料３

見本市：メゾン・エ・オブジェ 2015 1月展（フランス・パリ）

会　期：2015年1月23日(金)～27日(火)

社　　名 業　　種

川並鉄工　株式会社 金属加工

クリスタルローズ 食用絵柄金箔 製造・加工

株式会社　丸二 京からかみ製造販売元・内装材料卸

有限会社　横山竹材店 京銘竹製造

吉川染匠　株式会社 京友禅製造

株式会社　和紙来歩 大判和紙、和紙雑貨 製造販売

渡文　株式会社 西陣織帯地製造

京都コンテンポラリープロジェクト 「Kyoto Contemporay事業」参加者のうち，下記の３社のチームによる参画

　近江屋　株式会社 和装関連製造販売

　京人形　み彌け 京人形製造・販売

　株式会社　熊谷聡商店 京焼・清水焼　卸・小売

  （昨年度の様子）

「Kyoto Contemporary事業」参画事業者（10社）

社　　名 業　　種

株式会社　井助商店　 漆器　卸・小売

近江屋　株式会社　 和装関連製造販売

京人形　み彌け　　 京人形製造・販売

株式会社　熊谷聡商店 京焼・清水焼　卸・小売

株式会社　黒香師工房 和装製品製造販売

大東寝具工業　株式会社 寝具、寝装品、ファッション製品製造

株式会社　竹定商店 竹製品製造

株式会社　中野伊助　＊ 京念珠　製造卸売

西村友禅彫刻店 京友禅型紙彫刻

株式会社　吉羽與兵衛 茶の湯釜、金属製品　製造

「Kyoto Connection事業」参画事業者（8団体（10社））

平成26年度 京都ブランド海外市場開拓事業　参画事業者一覧

＜メゾン・エ・オブジェの規模＞

出展者数：3,245社

来場者数：83,282人

（昨年度の実績）

＜パリ＞

展示会：アトリエ・ド・パリでの展示会（フランス・パリ）

会 期：2015年1月中旬～下旬

＜上海＞

見本市：インテリアライフスタイルチャイナ(中国・上海)

会 期：2014年9月18日(木)～20日(土)（*印以外9社が出展）



見本市：第79回東京インターナショナル･ギフト･ショー 春 2015

会　 期：2015年2月4日（水）～6日（金）

会　 場：東京ビッグサイト

社　　名 業　　種

上村紙　株式会社 紙製品卸・小売

木村金属箔粉工業　株式会社 金箔製造販売

株式会社　土田人形 土人形・陶製品窯元

株式会社　丸二 京からかみ製造販売元・内装材料卸

アンドウ　株式会社 和・洋装品、寝装品、インテリア関連商品の企画・製造・販売

株式会社　黒香師工房 和装製品製造販売

株式会社　田中ケース その他の製造業（化粧箱、貼箱、アルミケース、宝飾ケース製造販売）

株式会社　和紙来歩 和紙・和紙雑貨の企画販売

株式会社　宇野商店 舞台衣装製作（歌舞伎、文楽等）

株式会社　江村商店 呉服卸

光章 創作染織工房

株式会社　尚雅堂 色紙短冊・和紙製品製造卸

株式会社　辻商店 金銀糸

株式会社　弥栄 十二単等装束着付体験、記念撮影、婚礼貸衣装、和装小物販売

株式会社f-pzl フェルト製の知育素材・インテリア素材の製造・販売

田中陶房 陶器（茶道具など）製造

鳥居　株式会社 美術織物卸

Premium Textile Kyoto 京友禅・服飾雑貨製造・加工

株式会社　マツモト 装身具・装飾品・和装製品製造・卸

株式会社　羅工房 手描き暖簾、手刷りぽち袋（紙製品）製造・卸

（昨年度の様子）

平成26年度　国内販路開拓プロジェクト「project kyo-to」　参画事業者一覧（20社）

＜東京インターナショナルギフトショーの規模＞

出展者数：2,314社

来場者数：196,378人

（昨年度の実績）






