
向日市商工会情報 
 

桜 ま つ り出店者募集 
「桜まつり」会場での出店者（飲食店）を募集し

ます。 

●日 時：４月４日（土）11:00～20:00 

４月５日（日）10:30～17:00 

●場 所：向日神社 

●出店数：9店舗程度 

●出店料：15,000円＋電気料金 

●販売品：「桜まつり」にふさわしい飲食物 

（注）商工会で事前審査を行います。不適当な

商品ならばお断りする場合、販売品が重

複するときは、変更をお願いすることが

あります。(先着順)  

●申 込：同封の用紙に記入の上、ＦＡＸにて当

商工会事務局まで 

＊桜まつりお茶席ご招待券を同封します。是非、

御来場下さい。（11：00から15：00） 

 

桜 ま つ り 出演者募集 
「桜まつりパフォーマンス」出演者を募集してい

ます。 

●日  時：４月４日（土）17:30～20:00 

●場  所：向日神社 

●内  容：舞楽殿でのパフォーマンス 

（寸劇、ダンス、大道芸、手品、替え歌等。内容

については、事前に商工会で審査をしますのでご 

希望に添えない場合もあります。） 

●出演時間：１０分程度（相談可） 

●対  象：向日市民の方（通勤・通学者可） 

先着１０組 

（定員になり次第締切ります。） 

●お申込・お問合せは、商工会事務局までお願い

します。 

 

●ひまわり得トク商品券持込期限 

３月６日(金)迄 となっております。 

※3/2,3/4,3/6持込分につきましては、３月１２日

(木)に貴事業所様の金融機関口座にお振込させて

頂きます。 

 

●現金換金最終日(50,000円以下) 

３月４日(水) となっております。この期

限を過ぎますと、換金は致しかねますので、

換金漏れなどございませんようくれぐれもご注意

頂きますよう、宜しくお願い致します。 

 

総 代 選 挙 日 程について 
地区と業種から選ばれる本商工会の総代（定数

１２０人）の選挙日程は下記の通りとなりました

のでお知らせします。 

なお、任期は定款により平成２７年度から３年

となります。 

【日     程】 

１．立候補者届出受付開始日  ３月 ９日（月） 

２．立候補者届出の締切日   ３月１２日（木） 

３．総代選挙日        ３月１８日（水） 

４．当選者の確定日 

（１）無投票の場合      ３月１９日（木） 

当選者の辞退届締切（午後５時） 

（２）選挙の場合       ３月２５日（水） 

当選者の辞退届締切（午後５時） 

プレミアム(ひまわり得トク)

商品券の換金期限のお知らせ 



◆立候補の届出場所 

向日市商工会 

向日市寺戸町中ノ段１６－７ 

◆立候補の届出時間 

午前９時～午後５時（時間厳守） 

 

イオンモール京都桂川開店に伴う影響調査について 

大型商業施設「イオンモール京都桂川店」がオ

ープンして４ヶ月が経過いたしましたが、貴事業

所での経営上の影響調査をし、実態把握を行いま

すので、別添により３月１６日（月）までに商工

会まで FAX（９３４－２６６５）をいただくか、

事務局職員まで手渡しいただくようお願いします。 

 

＊FAX 番号は、お間違いならないようご注意願い

ます。 

 

当会館３階貸会議室ご利用案内 

約３０名までの会議はもとより、講演・講習会

や研修会など、多様な用途・規模に応じてご利用

頂けます。原則、当会会員様だけのサービスにな

ります。 

 また、フリーWi-Fiスポット（公衆無線LANサ

ービス）を設置いたしておりますので、無線LAN

機能があるパソコンやスマートフォンなどあれば、

無料で高速にインターネットに繋がりますので、

是非こちらもご利用ください。なお、本サービス

の利用にあたっては、ガイドラインを定めており

ますので、ガイドラインに沿ってご使用をお願い

します。また、本サービスの利用の際に暗号化キ

ーが必要となりますので、会館使用申込時にお伝

えします。詳細は、事務局までお問い合わせくだ

さい。 

＜会議室使用料＞ 

「ＫＥＳ」を始めてみませんか  

 エネルギーの消費（地球温暖

化）や環境汚染など、地球規模

の環境問題には、産業界も大き

く関わっています。そして、日本の産業界の中で

圧倒的多数を占めている中小企業が、我が国の産

業を支えているといっても過言ではありません。

環境問題を解決するためには、あらゆる規模・業

種の企業が、環境や人類の将来を考えた事業活動

を行っていくことが大切です。 

 地球温暖化防止京都会議COP3が京都市で開催さ

れたことがきっかけで、市民、事業者、京都市が

協力して立ち上げたパートナーシップ組織「京の

アジェンダ21フォーラム」において、企業の90%

を超える中小企業が環境に配慮した事業活動に取

り組みやすい仕組として考案したものが「KES」

（環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ･ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ）です。 

 「KES」は、2007年4月2日付で「京のアジェン

ダ21フォーラム」から「特定非営利活動法人 KES

環境機構」に引き継いで運営されています。 

◆特色 

 経営に当たって、環境への負荷を管理・軽減す

るための仕組みです。 

① 取得にかかるコストが安く、わかりやすい。 

② 段階的に取り組める２つのステップがある。 

※ 環境問題に取り組み始めた段階を想定した

ステップ 1、将来「ISO14001」の認証取得を目

指して取り組む段階で、「ISO14001」と同じよ

うな要求項目を設けたステップ2があります。 

◆KESを審査・登録すると… 

① 省エネ・省資源・リサイクルなどにより、コ

ストダウンできる。 

② 環境にやさしい企業と認定され、取引等も有

利になる。 

③ 企業の社会的責任の証明になる。 

④ 環境管理体系（PDCA）が経営管理にも応用で

きる。 

⑤ 法規制順守に対応できる。 

⑥ 従業員の環境意識が高まる。 

種   別 金   額 

平   日 １，２００円／１時間 

休 祝  日 １，５００円／１時間 

冷 暖 房 料   ８００円／１時間 



小規模事業者向け補助金のお知らせ 

国の平成２６年度補正予算事業である「小規模

事業者持続化補助金」の公募が以下のとおり開始

されました。 

◆ 小規模事業者持続化補助金 ◆ 

＜事業内容＞ 

商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、そ

の計画に沿って販路開拓（チラシ・ホームページ

作成、商談会の参加、店舗改装等）に取り組む小

規模事業者を支援します。 

＜補助上限＞ 

５０万、補助率２/３ 

＊雇用・処遇改善、買い物弱者対策への取り組み

の場合、上限１００万にアップ 

＊複数の事業者が連携する共同事業の場合、上限

１００万～５００万円にアップ 

＜商工会窓口締切＞ 

平成２７年３月１９日（木）【１次公募】 

 ⇒ ４月末採択予定 

平成２７年５月１９日（火）【２次公募】 

 ⇒ ６月末採択予定 

＜公募説明会＞ 

2/19 現在、調整中のため、確定次第、申請希望

者へお伝えします。 

３月の予定表 

日   時 行 事 名 場  所 内   容 

３月３日、１７日（火） 

午後１時～午後４時３０分 
税務相談 商工会館 

税理士が税務に関する相談に応じます 

担当：野村 充弘 税理士 相談無料・秘密厳守 

３月１０日（火） 

午後１時～午後４時３０分 

【事業所訪問は別途ご相談】 

経営相談 商工会館 

中小企業診断士が経営に関する相談に応じます 

担当：上田 清 中小企業診断士  

相談無料・秘密厳守 

３月  ４日（水） 

午後３時～午後５時 

広域・工業部会

合同 

経営セミナー 

長岡京市

産業文化

会館 

「現場改善セミナー」 

 元NKE㈱生産管理部長 薗田 重郎 氏 

３月  ５日（木） 

午後２時３０分 

～午後４時３０分 

商業部会飲食

業分科会主催 

経営セミナー 

商工会館 

「商売成功の秘訣－ｽﾍﾟｼｬﾙﾃｨｺｰﾋｰを通じて－」 

 Unir ウニール代表 山本 尚 氏 

「食品表示に係るｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽについて」 

 京都府府民生活部消費生活安全ｾﾝﾀｰ担当者 

３月  ８日（日） 

午前９時３０分集合 

青年部 

視察研修 

京都丹後

方面 

・ちりめん街道、丹後ちりめん歴史館 

・与謝野町商工会青年部との交流 

 上記場所を見学及び交流を行います。 

３月１５日（日） 

午前９時３０分集合 

商業部会 

視察研修 
滋賀方面 

・㈱岡村本家（酒蔵見学など） 

・ラコリーナ近江八幡（たねやグループ旗艦店）

上記場所を見学いたします。 

３月２６日（木） 

午後２時～午後３時３０分 

第１５回 

理事会 
商工会館 「桜まつり」について他 

３月２７日（金） 

午後７時～午後８時３０分 

建設業部会主催 

経営セミナー 
商工会館 

「小さくても利益の出せる企業を目指そう！」 

㈱建設経営サービス 

主席コンサルタント 鈴木 明 氏 

競輪のない日  ２６日（木）、２７日（金）、２８日（土） 



中小企業向け補助金のお知らせ 

国の平成２６年度補正予算事業である「ものづ

くり・商業・サービス革新補助金」の公募が以下

のとおり開始されました。 

◆ ものづくり・商業・サービス革新補助金 ◆ 

＜事業内容＞ 

国内外のニーズに対応したサービスやものづく

りの新事業を創出するため、認定支援機関（商工

会など）等と連携して、革新的な設備投資やサー

ビス・試作品の開発を行う中小企業を支援します。 

＜補助上限＞ 

１０００万、補助率２/３ 

＊共同で行う場合は、５０００万円までアップ 

＜締切＞ 

平成２７年５月８日（金）【１次公募】 

⇒ ６月採択予定 

＜公募説明会＞ 

・日時：平成２７年３月１７日（火） 

午後２時～４時 

・場所：「リーガロイヤルホテル京都」２階 

（春秋の間）【定員２００名】 

 

なお、各補助金の申請及び公募説明会への参加

等につきましては商工会にお問い合わせ下さい。

要項等やお申し込み方法など説明させて頂きます。

（ミラサポからも補助金内容が確認できます。） 

 

小規模企業共済制度について 

小規模企業の個人事業主または会社等の役員の

方が事業をやめられたり退職された場合に、生活

の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじ

め準備しておく国の共済制度で、いわば経営者の

退職金制度といえるものです。 

◆制度の特色 

 ①掛金は全額所得控除できます。 

②共済金は退職所得扱い（一括受取り）又は公

的年金等の雑所得扱い（分割受取り）となり

ます。 

③納付した掛金合計額の範囲内で事業資金等の

貸付が受けられます。 

◆加入できる方 

常時使用する従業員が２０人（商業・サービス

業では５人）以下の個人事業主及び会社の役員。

小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営

者（個人事業主１人につき２人まで） 

◆掛金 

 月額１，０００円～７０，０００円までの範囲

内（５００円単位）で自由に選べます。 

◆共済金 

加入後６ヶ月以降に、個人事業の廃止や会社等

の解散、役員の疾病・負傷又は死亡による退職、

老齢給付など、加入者の方に生じた事由や掛金

の納付月数に応じて、法律で定められた額が支

払われます。 

◆お問合せ 

商工会事務局まで 

 

 

 

近畿経済産業局では、平成２４年度より関西も

のづくり中小企業の新産業・新市場創出を促進す

るため、企業が新たに開発した製品・技術を広く

発掘し、特に“優れた”“売れる”ものを「関西

ものづくり新撰」として選定し、国内外への情報

発信や販路開拓支援などを通じて、当該製品・技

術のビジネス拡大を支援しており、今回、関西の

ものづくり中小企業２９事業所が選定され、その

うち本会会員事業所の㈱大日本科研（製品名称：

マスクレス露光装置）が、先端産業の分野で見事

選定されました。おめでとうございます。 

 

㈱大日本科研が「関西ものづくり新撰

2015」に選定されました。 


