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平成２７年度通常総代会開催 
５月２２日（金）、ホテル京都エミナースで平

成２７年度通常総代会を出席総代８４名（委任状

出席者を含む）にて開催しました。 

＜議案＞ 

１．向日市商工会定款の一部改正(案)の件 

２．向日市商工会運営規約の一部改正(案)の件 

３．平成２６年度事業報告承認の件 

４．平成２６年度収支決算承認の件 

５．平成２７年度事業計画(案)決定の件 

６．平成２７年度収支予算(案)決定の件 

７．平成２７年度借入金最高限度額及び借入先

(案)決定の件 

８．任期満了に伴う役員改選の件 

 

全ての議案は、原案どおり承認、決定されました。 

 
（髙橋会長の挨拶） 

任期満了に伴う役員改選 

平成２７年度通常総代会において、「任期満了

に伴う役員改選の件」について審議が行われ、会

長に、髙橋 信吾 氏（（株）京都衛生開発公社）、

副会長に、小森 健護 氏（魚久）、築山 剛 氏 

（クリーニングつき山）が再任されました。 

髙橋会長挨拶 

本日、平成２７年度向日市商工会｢会員の集い｣を開催

いたしましたところ、向日市長安田守様をはじめ、ご来

賓の皆様におかれましては、公私ともご多忙の中、ご臨

席を賜り厚くお礼申し上げます。 

また、ご出席の会員の皆様におかれましては日頃より

向日市商工会の事業にご支援、ご協力を賜っております

ことをこの場をお借りいたしまして厚くお礼申し上げま

す。 

私、先ほど開催されました、通常総代会で会長として

再任されました髙橋でございます。 

思い返しますと３年前、始めて会長に就任させていた

だきましてから本日まであっという間の３年間でした。 

この間、従前の商工会活動のほか、初の試みとしてプ

レミアム付き商品券「ひまわりトクトク商品券」を発行

致しました。 

当初、発行した商品券がなかなか売れず事務局がかな

り苦労いたしましたが回を重ねてこの事業が市民の皆様

に浸透するにつれ市民の皆様の期待と関心は大きくなっ

ていると感じます。 

また大型商業施設の進出により私たち中小企業を取り

巻く環境が大きく変化した３年間でもありました。 

昨年１０月イオンモール京都桂川が開店の運びとなり

ました。 

開店後初めての土日には、約１０万人を集客し、開店

後１ヶ月で約１７０万人の方々がイオンモール京都桂川

を訪れられたとのことです。 

向日市で今までに経験したことがない大型商業施設の

進出は、近隣の交通渋滞はもとより地元商店への影響な

ど様々な不安がありました。 

交通渋滞については、当初の予想より少なくその点で

はイオン様に我々の要望をよく理解していただけたもの

と存じます。 

他方、地元商店への影響は少なからず出ており、今月

末に閉店されるイオン向日町店の影響も含め、向日市の



商工業者を取り巻く環境のさらなる変化につき大いに懸

念されるところでございます。 

ただ一方では、イオンモールの集客力は非常に大きく、

今までに向日市に来られたことがない方が市内の商店や

飲食店に来店されたとも聞いております。 

向日市商工会と致しましては今後も会員の皆様のため

に、尽力してまいりますとともに向日市政との協力体制

の中でより一層のメリットが引き出せるよう努力して参

りたいと考えております。 

さて、今年度は、国の地方創生策の一環で、全国各地

でプレミアム商品券の発行が予定されております。 

当会では、昨年の約４倍の金額である額面総額 

２億５２００万円分を、６月と１１月の２回に分けて発

行予定でございます。 

プレミアム部分も昨年の２倍である２０％とし、小規

模事業者の会員様におきましては換金手数料は無料とな

っております。 

また、今年度は、新たに建設．リフォーム．造園など

に特化した「建設、リフォームプレミアム商品券」 

７２００万円の発行を計画しております。 

詳細は決定次第、商工会情報等でお知らせいたします。 

先ほど総代会におきまして平成２６年度事業報告及び、

平成２７年度事業計画案について決議していただきまし

た。 

これから平成２７年度事業計画に基づき、地域の総合

経済団体として、会員企業及び地域の発展の為、積極的

に事業を実施してまいります所存でございます。 

ご来賓の皆様におかれましては、これからも商工会の

事業運営に格別のご支援、ご指導を賜りますようお願い

申し上げます。 

また、本日お集まりいただきました会員の皆様におか

れましてもこれからの商工会事業への積極的な参加とご

協力をお願い申しあげます。 

尚、この後会員企業の従業員及び、商工会役員の表彰

がございます。 

表彰を受けられる皆様方の長年にわたるご功績に対す

る表彰でございます。 

表彰をお受けになる皆様へ心よりお祝いを申しあげま

すとともに今後のそれぞれのお立場でのご活躍をご祈念

申し上げます。 

＊新役員は別紙に掲載しております。 

『会 員 の 集 い』 開 催 

 会員相互の交流の活発化と親睦をより一層深

める為、「会員の集い」を総代会終了後、ホテル

京都エミナースで１０２名の会員、ご来賓出席の

もと盛大に開催しました。 

 なお、「商工会役員・中小企業優良従業員表彰」

の受賞者については下記の通りです。 

 

１． 商工会役員 

向日市商工会表彰 

 氏  名 事 業 所 名 

１ 大川 猛 グリーンハウジング 

２ 大西 郁雄 ㈲オッツ 

３ 岡﨑 享 住宅情報センター㈲ 

４ 岡本 研三 ㈱アシス 

５ 清水 幹央 清水クリーニング店 

６ 増田 智久 ㈲増田モータース 

７ 松田 貴雄 松雄建設㈱ 

 

２． 事業所従業員 

京都府知事表彰 

 氏  名 事 業 所 名 

１ 吉岡 強 ㈱神﨑屋 

 

 向日市長表彰 

 氏  名 事 業 所 名 

１ 上段 仁志 ㈱京都衛生開発公社 

２ 松井 信枝 ㈱京都衛生開発公社 

 

 向日市商工会長表彰 

 氏  名 事 業 所 名 

１ 森脇 信嘉 ㈱大日本科研 

２ 吉岡 豊 ㈱大日本科研 

３ 大八木 昌枝 ㈱大日本科研 

４ 柴田 清美 ㈱大日本科研 

５ 福住 清美 ㈱神﨑屋 

６ 辻 誠 ㈱神﨑屋 

７ 佐々木 雅人 ㈱神﨑屋 

 

 

 



第１回理事会 

 ５月７日（木）午後２時から、商工会館で理事

会を開催しました。 

＜審議事項＞ 

◆前回議事録確認 

◆青年部及び女性部正副部長の承認に関する件 

◆向日市商工会定款の一部改正に関する件 

◆向日市商工会運営規約の一部改正に関する件 

◆平成２６年度事業報告承認に関する件 

◆平成２６年度収支決算承認に関する件 

◆平成２７年度事業計画（案）に関する件 

◆平成２７年度収支予算（案）に関する件 

◆平成２７年度借入金最高限度額及び借入先

（案）に関する件 

◆任期満了に伴う役員改選に関する件 

◆経営発達支援計画の提出に関する件 

◆新規会員の加入承認に関する件 

＜報告事項＞ 

◆プレミアム商品券発行事業に関する件 

◆イオンモール京都桂川開店に係るアンケー

ト結果に関する件 

新規会員のご紹介 

事業所名：GROW 

代表者名：保木 崇志 

住  所：向日市上植野町桑原１０－９ 

業  種：総合建設業（土木工事） 

所属部会：建設業 

事業所名：あじひろ物集女 

代表者名：川本 源 

住  所：向日市物集女町五ノ坪１６－１４ 

業  種：飲食業（お好み、焼きそば、鉄板焼） 

所属部会：商業 

事業所名：カラオケラウンジ 結ま～る 

代表者名：斉藤 智奈美 

住  所：向日市向日町南山３９－１７ 

業  種：飲食業 

所属部会：商業 

事業所名：㈲ビリーヴ 

代表者名：正木 哲夫 

住  所：向日市上植野町薮ノ下６－１ 

業  種：車販売 

所属部会：サービス 

CO2削減／ﾗｲﾄﾀﾞｳﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝの実施 

環境省では、地球温暖化防止のため、本年も

「CO2削減／ライトダウンキャンペーン」を実 

施します。下記の特別実施日には、ライトアッ

プ施設や各家庭で一斉に「ライトダウン」を実施

することを呼びかけています。 

■実施概要 

・キャンペーン期間 

平成２７年６月２２日（月）から７月７日（火） 

・特別実施日 

・６月２２日（月）：夏至ライトダウン 

・７月 ７日（火）：クールアース･デーライトダウン 

※いずれも午後8時から午後10時までの2時

間程度ライトダウンを実施 

■参加施設等の環境省へのご登録のお願い 

 ライトダウンにより削減できると予測される

電力量等をご登録頂きますようご協力お願いい

たします。 

６月２２日分は６月１９日までに、７月７日分

は７月６日までに、キャンペーンホームページ

（http://funtoshare.env.go.jp/coolearthday/）か

ら登録できます。 

 

 

 

向日市内での個人消費の喚起と商店・商店会等

の活性化を推進するため２０％のプレミアム付

商品券（向日市歴まち商品券）を、６月２８日（日）

午前１０時より市内３箇所で販売いたします。 

総額３０万円相当のプレゼントが当たる抽選

番号付き。 

 

●発行総額：１億３，２００万円 

●発売価格：１セット１２，０００円 

【向日市歴史まちづくり記念】 

向日市歴まち商品券 発売！ 



（１，０００円券８枚、５００円券８枚） 

を１０，０００円で販売。 

●発 売 日：平成２７年６月２８日（日） 

       午前１０時～午後４時 

●販売場所：向日市商工会（初日～完売まで） 

向日市役所（６月２８日のみ販売） 

阪急東向日駅前特設販売所(予定) 

（６月２８日のみ販売） 

●使用期間：平成２７年６月２８日（日） 

       ～平成２７年９月３０日（水） 

 

小規模事業者等向け補助金情報  

◆中小企業知恵の経営ステップアップ事業◆ 
京都府と向日市商工会では、厳しい経営環境にある

中小企業の方々や商店街団体を支援する 

「中小企業知恵の経営ステップアップ事業」を実施し

ます。 

この事業は、中小企業応援隊の支援策として、会員

様が今年度実施される取組（事業）に必要な経費の一

部を補助し、応援するものです。 

概要は下記のとおりです。質問や申込等の詳細に関

するお問いわせは、向日市商工会経営支援員までお尋

ね下さい。 

【対象企業】 

中小企業等、商店街団体 

【対象経費】 

◆業務改善等やイノベーションに繋がる工夫を凝ら

した取組 

・展示会出展費用等 

・のぼり旗等の作成経費 

 

 

・新聞折込み、ちらし作成、ホームページ作成に係る

経費 

・集客増加を目指す事務所等の修繕経費・備品等の購

入経費 

◆省エネルギー対策等のコストダウン対策に関する

経費等 

◆その他、事業趣旨に合致した取組で、中小企業応援

隊が必要と判断したもの。 

【補助金額】＊補助率３分の２ 

中小企業等 １補助事業あたり 

上限２０万円以内下限５万円 

商店街団体 １補助事業あたり 

上限２０万円以内下限５万円 

【募集期間】 

平成２７年７月１日から７月３１日まで 

【注意点】 

１．補助金交付・不交付の採否にあたり審査会を設け

る場合があります。審査内容に関する問い合わせに

は一切応じかねます。 

  なお、採否の基準は、経営改善に繋がる工夫を凝

らした取組や売上向上、販路開拓、効率化等具体 

 性・計画性があり、実現可能なものです。 

  また、過去に同様の補助金事業を実施していない

中小企業等を優先します。（平成２６年度に中小企

業小さな革新支援事業を実施した事業所は対象外） 

２．他の中小企業者支援策との同一内容事業による連

続利用（併用）は認められません。 

３．補助金は、予算の範囲内で交付するため、採択さ

れることになった場合にも希望された金額のすべ

てに応じられない場合があります。 

 

 

 

 

日   時 行 事 名 場   所 内     容 

６月 ２日、１６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：松本 克彦 税理士 相談無料・秘密厳守 

６月１３日（土） 

午後６時３０分 建設業部会総会 洛園 
平成２６年度事業報告に関する件 

平成２７年度事業計画（案）に関する件 

６月１６日（火） 

午後７時 
サービス部会総会 商工会館 

平成２６年度事業報告に関する件 

平成２７年度事業計画（案）に関する件 

＊今月の競輪開催の無い日はありません。 

６月の予定表 


