
向日市商工会情報 
 

第５回理事会 
３月２３日（水）午後７時より理事会を開催し

ました。 

■審議事項 

（１）前回理事会議事録の確認に関する件 

（２）商工会職員服務規程の一部改正に関する件 

（３）商工会職員給与規程の一部改正に関する件 

（４）平成２８年度定例表彰に関する件 

（５）平成２８年度事業計画（案）に関する件 

（６）平成２８年度収支予算（案）に関する件           

（７）新規会員の加入承認に関する件                                  

■報告事項 

（１）「桜まつり」開催に関する件 

（２）平成２８年度通常総代会開催に関する件               

（３）商工会職員人事異動に関する件 

桜まつり 
４月２日（土）・３日（日）、向日神社で「桜ま

つり」を開催します。 

舞楽殿では音楽やダンス、ゲームなど、また客

殿付近では野点やお琴が演奏されます。 

飲食店の出店もあり、会員の皆様には３月号会報

で「お茶席ご招待券」を同封していますので、「桜

まつり」で春のひとときをお楽しみ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総 代 会 の お 知 ら せ 
平成２８年度向日市商工会通常総代会を開催い

たします。 

１．日 時：５月２４日（火）午後４時３０分 

２．場 所：ホテル京都エミナース 

３．議 案：平成２７年度事業報告・収支決算 

平成２８年度事業計画（案）他 

 

会員の集いのお知らせ 
今年も、会員相互の交流・親睦を深めるため会

員の集いを開催いたしますので、ぜひご参加下さ

い。 

１．日 時：５月２４日（火）午後６時 

２．場 所：ホテル京都エミナース 

 

無料専門相談の案内 

【税務専門相談】 

 所得税、法人税、事業税、消費税、確定申告等

あらゆる事業者の財務について相談に応じます。 

◆相談日時 

 ・毎月第１、第３火曜日 於：向日市商工会館

午後１時～午後４時３０分（受付午後４時迄） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新規会員のご紹介 

事業所名：Corich hair design 

代表者名：福永 茂輝 

住  所：向日市上植野町南開４３－２ 

業  種：美容業 

所属部会：サービス 

 

事業所名：トシアンティークス 

代表者名：小野田 美智子 

住  所：向日市物集女町長野５－４ 

業  種：アンティーク商品販売 

所属部会：商業 

 

事業所名：キルト Ｊ＆Ｓ 

代表者名：吉川 晶子 

住  所：向日市寺戸町七ノ坪１３５ 

     エリアント桂川１０２ 

業  種：パッチワークキルト、洋裁教室、手芸店 

所属部会：商業 

 

事業所名：ＭＬＧ MAPLE LANE GOLF 

代表者名：辻本 貴朗 

住  所：向日市上植野町御塔道２－５ 

     コーポ御塔道１０２号室 

業  種：ゴルフ用品販売 

所属部会：商業 

 

事業所名：中村産業 

代表者名：中村 隆司 

住  所：京都市西京区桂坤町２１－１０ 

業  種：建設業 

所属部会：建設業 

 

 

 

事業所名：㈱ネクストディケイド 

代表者名：谷本 晋 

住  所：向日市物集女町クヅ子５番 

     ハイツグレーメイスト１０３ 

業  種：玩具小売、卸、通販 

所属部会：商業 
 

事業所名：プレンティグローバルリンクス㈱ 

代表者名：田中 隆行 

住  所：向日市上植野町伴田１０番地 

業  種：サービス業（広告、印刷、スポーツス

タジオ） 

所属部会：サービス 
 

事業所名：三共テクノ㈱ 

代表者名：外園 秀幸 

住  所：向日市上植野町北小路２８－１ 

     ヒルフローラルハイツ１０６号 

業  種：建設業（電気、空調設備設計施工） 

所属部会：建設業 
 

事業所名：㈱宮原工業 

代表者名：宮原 純男 

住  所：向日市物集女町出口１７－１４ 

業  種：建設業（管工事） 

所属部会：建設業 
 

事業所名：ON THE ROAD ㈱ 

代表者名：宮脇 繁 

住  所：向日市寺戸町山縄手２２番地１１－２０１ 

業  種：食品の企画、製造販売業 

所属部会：サービス 
 

事業所名：㈱加藤 

代表者名：加藤 強 

住  所：向日市上植野町中福知２－４１ 

業  種：建設業 

所属部会：建設業 

 



小規模事業者持続化補助金のお知らせ 

本紙３月号でもお知らせしておりました、国の

平成２７年度補正予算事業である「小規模事業者

持続化補助金」の公募受付が以下の通り開始いた

しました。 

今回は、商工会と商工会議所合わせて補助金総

額７０億円となっており、この金額は昨年と比べ

て大幅に減額されています。（募集期間は１回の

みとなっています。） 

本事業の申請には、地域の商工会の確認が必要

となっています。より精度の高い経営計画書を作

成いただき、締め切りまでに十分な余裕をもって、

ご提出ください。 

 

＜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

規模事業者を支援するものとなっています。 

＜補助上限＞ 

 ５０万円、補助率２／３ 

＊雇用対策、買い物弱者対策、海外展開（インバ

ウンドを除く）への取り組み《新規》の場合は 

１００万円 

＜公募期間＞ 

平成２８年２月２６日（金）～５月１３日（金） 

 

個別相談会のお知らせ 

 小規模事業者向けの施策として、補助金等、様々

な経営支援メニューが発表されていますが、この

申請にあたり欠かすことができないのが、経営計

画書です。補助金対策のみならず、売上向上をめ

ざす販路開拓のため、自社の事業計画を確かに見

据えた経営計画書の作成に向けて、個別指導形式

で、分かりやすく解説します。２日間の日程を設

定しています。いずれかにご参加ください。 

 なお、お申込については、商工会までお問い合

わせください。 

  

日 時：平成２８年４月７日（木）、１４日（木） 

   午後２時～午後４時 

＊より多くの方にご参加いただくため、１事業所

約３０分程度でお願いします。 

 なお、申込み時点で時間が重複の場合は、調整

させていただきます。この旨ご了承ください。 

会 場：向日市商工会館 ３階会議室 

講 師：岡原 慶高 氏 中小企業診断士 

アクセルコンサルティング㈱代表取締役 

定 員：１０名（先着順） 

視察研修開催 

●サービス部会 主催 

  ２月２５日（木）に陸上自衛隊伊丹・千僧駐屯

地及びエキスポシティを訪問しました。 

 自衛隊では、資料館にて広報活動の説明を受け、

実物の装備品についても新旧を比較しながら見学

することができました。昼食は隊員専用食堂にて

栄養管理に基づいた有料喫食を体験しました。 

 

 

●商業部会 主催 

 ３月６日（日）に伊根町を訪問しました。 

 
 

 

 



経営セミナー開催  

●青年部 主催 

２月１６日（火）に、プロキャディーの 

梅原 敦氏を講師に迎え、「すばらしきかな 

我がキャディー人生！」をテーマに講演会を行い

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●建設業部会 主催 

 ３月７日（月）に、㈱住宅産業研究所のコンサ

ルティング部 の津田 信司部長を講師に迎え、 

「これからの住宅産業はこう変わる」をテーマに、

消費税増税１０％をひかえ、駆け込み需要と反動

減となる激動の一年を建築関連業界がどのように

立ち向かうべきかについて講演いただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中小企業振興融資制度を改正 

～融資利率を引き下げ、全額利子補給期間を延長します～ 

向日市は、中小企業者の振興と経営の安定化を

図るため、経営に必要な資金について融資をあっ

せんするとともに、融資に係る利子と保証料の一

部を補給しています。 

 現下の厳しい経済情勢を踏まえ、中小企業者へ

の支援を一層強化するとともに、融資利率を引き

下げ、緊急対策として平成２１年度から実施して

いる、全額利子補給の期間を延長します。 

平成２９年３月３１日までに申込みされた方に

は、利用時から３６カ月間に限り全額利子補給を

行います。 

【改正前】 

 融資額と 

期間 

金融機関 

利率 

市利子補給 

（36か月） 

借入者 

利率 

運転資金 700万円、 

5年以内 

2.0％ 2.0％ 

（1.7％※） 

0.0％ 

（0.3％※） 

設備資金 700万円、 

7年以内 

2.0％ 2.0％ 

（1.7%※） 

0.0％ 

（0.3％※） 

↓ 

【改正後】（平成28年4月1日以降に金融機関に申込みされた場合に 

適用されます。） 

 融資額と 

期間 

金融機関 

利率 

市利子補給 

（36か月） 

借入者 

利率 

運転資金 700万円、 

5年以内 

1.6％ 1.6％ 

（1.3％※） 

0.0％ 

（0.3％※） 

設備資金 700万円、 

7年以内 

1.6％ 1.6％ 

（1.3％※） 

0.0％ 

（0.3％※） 

※表中の（ ）内は、優遇期間（平成29年3月31日までに申込み） 

以外の基本利息を表します。 

 

４月予定 

日   時 行 事 名 場  所 内     容 

４月５日、１９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 

相談無料・秘密厳守 

４月７日、１４日（木） 

午後２時～午後４時 
個別相談会 商工会館 

経営計画書作成のための個別相談会 

講師：アクセルコンサルティング㈱ 岡原 慶高氏 

４月１８日（月） 

午後６時 

女性部 

通常部員総会 
麒麟園 

平成２７年度事業報告・収支決算 

平成２８年度事業計画（案）・収支予算（案）他 

競輪のない日：４月５日（火）、６日（水）、８日（金） 


