向日市商工会情報
平成２８年度通常総代会開催
５月２４日（火）
、ホテル京都エミナースで平
成２８年度通常総代会を出席総代８５名（委任状
出席者を含む）にて開催しました。
＜議案＞
１．平成２７年度事業報告承認の件
２．平成２７年度収支決算承認の件
３．平成２８年度事業計画(案)決定の件
４．平成２８年度収支予算(案)決定の件
５．平成２８年度借入金最高限度額及び借入先
(案)決定の件
全ての議案は、
原案どおり承認、
決定されました。

この震災では、5 年前の東日本大震災のような
津波被害は発生しませんでしたが、
規模の大きな
地震が数回にわたって発生するという今までに
は見られなかった状況により、
今なお多くの被災
者の方々が避難されておられます。
また、熊本には工場も多く、震災の影響は、少
なからず全国各地に広がっていると聞いており
ます。
消費税改正も近づいており、中小事業者にとっ
て明るい話題がありませんが、
このような時にこ
そ会員の皆様と、役職員とが一体となって、地域
経済の振興、発展にむけてより一層の努力が必要
であると感じております。
さて当会では昨年度、向日市歴史まちづくり認
定記念として、
「向日市歴まち商品券」２億９千
４百万円を２回に分けて発行いたしました。
１回目の発行では大勢の方が購入に並ばれ、
発
売場所周辺で混雑が生じました。
また折角並んでいただいたにもかかわらず購
入して頂けない方もおられました。
２回目の発行では、1 回目の状況に鑑み往復葉
書による事前申込み制を取り入れましたが１万
人以上の市民の方が購入を申込まれ、この事業に
対する市民の皆様の関心の高さがうかがえまし
た。

髙橋会長挨拶
本日、平成２８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
私ともご多用の中ご臨席を賜り、厚くお礼申し上
げます。
また、会員の皆様におかれましては、日頃より
商工会の事業にご協力を賜り、
この場を借りまし
て厚くお礼申し上げます。
さて、みなさんご承知のとおり、先月熊本にお
いて大震災が発生いたしました。

また、
住宅建設、
リフォーム等に使用できる
「建
設・リフォーム券」７千２百万円も発行し、こち
らは３日間で完売することができました。
今年度のこれら商品券事業の実施については
予算の関係もあり、
今後会員の皆様のご意見を承
りながら検討していきたいと考えております。
さて、先ほど開催されました総代会におきまし
て、平成２７年度事業報告、決算報告及び平成２
８年度事業計画案及び予算案をはじめとしてす
べての議案が滞りなく承認されたところでござ
います。

今年度におきましても、
役職員一同商工会のよ
り良い運営を目指し、
事業を実施していく所存で
ございますので、これまでと変わらないご支援、
ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
また、
この後会員事業所の従業員及び商工会役
員の表彰がございます。
表彰をお受けになられる皆様、
心よりお祝いを
申し上げます。
今後もそれぞれのお立場でのご活躍をご祈念
申し上げます。
以上簡単ではありますが「会員の集い」開催に
あたりましての挨拶とさせていただきます。
ありがとうございました。

『会 員 の 集 い』 開 催

京都府商工会連合会長表彰
氏
名
事 業 所 名
池田 有爾
㈱安井杢工務店
中大路 靖
㈱安井杢工務店
吉江 光司
㈱安井杢工務店
向日市商工会長表彰
氏
名
事 業 所 名
髙橋 伸一
㈱京都衛生開発公社
宮嶋 格
㈱大日本科研
中村 元重
㈱大日本科研
清水 継一
㈱大日本科研
八木 清
㈱大日本科研
有田 睦
㈱大日本科研
木本 ひとみ
㈱神﨑屋
村上 円
㈱神﨑屋
中江 直子
㈱神﨑屋

会員相互の交流の活発化と親睦をより一層深

第６回理事会

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１００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。

館で理事会を開催しました。
＜審議事項＞
（１）前回議事録確認
（２）平成２７年度事業報告承認に関する件

１． 商工会役員
向日市長表彰
氏
名
大八木 修一
神野 惇
民秋 康典

５月１０日（木）午後６時３０分から、商工会

（３）平成２７年度収支決算承認に関する件
事 業 所 名
タックメイトまんげん
カミノ建設㈱
㈱タミアキ造園土木

（４）平成２８年度借入金最高限度額及び借入
先（案）に関する件
（５）新規会員の加入承認に関する件
＜報告事項＞

２． 事業所従業員

（１）商工会職員人事異動に関する件

京都府知事表彰
氏
名
事 業 所 名
小久江 圭
㈱安井杢工務店

新規会員のご紹介

向日市長表彰
氏
名
上田 高之
中村 伸吾
浦田 英律
平山 直樹

事業所名：コアラ自動車
事 業 所 名
㈱京都衛生開発公社
㈱安井杢工務店
㈱神﨑屋
㈱神﨑屋

代表者名：前田 政弘
住

所：向日市鶏冠井町八ノ坪１０－１３９

業

種：自動車修理・喫茶

所属部会：サービス

事業所名：㈲ゆすら

軽減税率対策補助金について

代表者名：橋本 功司郎

軽減税率対策補助金とは、消費税軽減税率制度

住

所：向日市寺戸町八反田２番地の１３

（複数税率）への対応が必要となる中小企業・小

業

種：京染・呉服卸

規模事業者等の方々が、
複数税率対応レジの導入

所属部会：商業

や、受発注システムの改修などを行うにあたって、
その経費の一部を補助する制度です。

事業所名：㈱シンキ

複数税率対応として、
２つの申請類型がありま

代表者名：酒井 勇介

す。

住

所：向日市鶏冠井八ノ坪１３－６

Ａ型 複数税率対応レジの導入等支援

業

種：土木・建築

所属部会：建設業

複数税率に対応できるレジを新しく導入したり、
対応できるように既存のレジを改修したりする

青

年

部

総

会

青年部（部長：櫻井 大樹）は、通常部員総会
を５月７日（土）午後７時から麒麟園にて開催し

ときに使える補助金です。
※レジには、ＰＯＳ機能を有していないレジ、モ
バイルＰＯＳレジシステム、ＰＯＳレジシステム
などを含みます。

ました。
議題

Ｂ型 受発注システムの改修等支援

◆平成２７年度事業報告・決算報告の承認
◆平成２８年度事業計画・収支予算の決定
全ての議案は、原案どおり承認、決定されました。

電子的な受発注システム（ＥＤＩ/ＥＯＳ等）を
利用する事業者のうち、
複数税率に対応するため
に必要となる機能について、改修・入替を行う場

青年部 部員増強運動の結果について
昨年度、青年部では、将来の部員数減少が心
配される中、４０歳定年制を４５歳まで引き上げ

合に使える補助金です。
いずれも、
平成２９年３月３１日までに導入又
は改修等が完了したものが対象となります。

るとともに、部員増強運動を積極的に行い、１０

なお、Ａ型は導入・改修後の事後申請、Ｂ型は

名の増員となりました。
（５月現在の部員数２７名）

事前申請と事後申請の２つのパターンがありま

この結果は、京都府下２０の商工会の中でも、
既存の部員数に対する増強率で最も高かったこ

す。
申請書の作成サポートも充実しており、

とから、このたび、近畿府県商工会青年部連絡協

・Ａ型は一部販売店等による代理申請等が利用可能です。

議会において表彰を受けました。

・Ｂ型はシステムベンダー等による代理申請を原則として
います。
補助金の詳細については、軽減税率対策補助金
事務局のホームページ（http://kzt-hojo.jp/）及び
コールセンター（0570-081-222、ＩＰ電話等か
らは 03-6627-1317。受付時間９時から１７時
（土・日・祝除く）
）にてご確認ください。

CO2 削減／ﾗｲﾄﾀﾞｳﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝの実施

各種催事・出展（出店）情報について

環境省では、地球温暖化防止のため、本年も

商工会には、各種団体よりイベント・展示会等

「CO2 削減／ライトダウンキャンペーン」を実

への出展（出店）の情報が提供されます。

施します。下記の特別実施日には、ライトアッ

これらの情報を皆様の販路拡大や商品ＰＲの

プ施設や各家庭で一斉に「ライトダウン」を実施

ためにご活用頂けるよう、情報提供を希望される

することを呼びかけています。

会員事業所様を募集し、
その希望者に対して情報
■実施概要

を提供しています。

・キャンペーン期間

情報提供は、原則メールにて配信しております

平成２８年６月２１日（火）から７月７日（木）
・特別実施日

が、メールをお持ちではない方につきましては、

・６月２１日（火）
：夏至ライトダウン

ＦＡＸにて情報提供させて頂きます。

・７月 ７日（木）
：クールアース･デーライトダウン

但し、各案内の出店を希望されましても各催

※いずれも午後 8 時から午後 10 時までの 2 時

の開催趣旨等から主催者側による出店の選定や

間程度ライトダウンを実施

審査があり、ご希望に添えない場合もございます
■参加施設等の環境省へのご登録のお願い

のでご了承ください。

ライトダウンにより削減できると予測される

ご不明な点、詳細等は、事務局までお問い合わ

電力量等をご登録頂きますようご協力お願いい

せ下さい。

たします。
６月２１日又は７月７日のいずれか１

＊メール配信を希望される方はタイトルに『出

日の参加でも登録可能です。

展登録申込（貴事業所名）
』を記載の上、

なお、下記ホームページにてご登録いただけま

muko-sci@kyoto-fsci.or.jp（商工会事務局）まで

す。http://funtoshare.env.go.jp/coolearthday/

ご返信お願いいたします。
なお、ＦＡＸ配信を希望される方については、
資料枚数が１０枚超となる場合を考慮し、催事の
表題のみを送信させていただきます。その上で、
ご要望のあるものについて詳細を送信させてい
ただきます。
●出展案内内容 例）百貨店での各種催事、展
示会、物産展など

６月の予定表
日

時

行 事 名

場

所

６月 ７日、２１日（火）
午後１時～午後４時３０分

税務相談

商工会館

６月２５日（土）
午後６時３０分

建設業部会総会

洛園

内

容

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
平成２７年度事業報告に関する件
平成２８年度事業計画（案）に関する件

競輪開催のない日 １日（水）
・１５日（水）

