向日市商工会情報
マル経融資のご案内
「たなばたまつり」を開催いたします。
（向日市商店会、向日えきえきストリート、
向日市竹産業振興協議会、向日市商工会共催）

マル経融資とは、日本政策金融公庫が貸付を行
う、小規模事業者経営改善資金のこと言います。
商工会で経営指導を受けている小規模事業者の

◆６月２４日（金）～ ７月７日（木）

方が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人

◆開催場所

でご利用できる制度（＊ご利用にあたっては、商

・ＪＲ向日町駅前
・深田川橋公園前ポケットパーク
・向陽小学校校門付近
・五辻常夜灯ポケットパーク

工会の推薦が必要）となっています。
資金の使いみちとして、運転資金と設備資金が
あり、融資限度額は、２，０００万円です。
また、ご返済期間は、運転資金７年以内（うち

・商工会館

据置期間１年以内）
、設備資金１０年以内（うち据

・イオンモール京都桂川

置期間２年以内）
、利率は１．３０％（年）です。

・各商店会加盟店

（平成２８年６月１０日現在）

地元小学校の児童の皆さんや団体有志他の皆さ

詳細については商工会事務局までお問い合わせ

んによるご協力で、将来の願いや、思いを短冊に

ください。

書き込んで大きな竹笹に飾り付けを行います。

今夏の省エネ・節電について

★ＪＲ向日町駅前は、
「京の七夕」
（実行委員会：
京都府、京都市、京都商工会議所など１７団体で
構成）と連携して行います。

（京都府より）
夏は、エアコンの使用などエネルギー消費が増
大するため、省エネルギーへのご協力をお願い致
します。
○期間：平成２８年７月１日（金）～
平成２８年９月３０日（金）
○留意事項：
高齢者や乳幼児、体調の悪い方がおられるご
家庭は、健康に配慮して省エネルギーに取り組ん
でいただくようお願い致します。

部会総会開催

経営相談随時受付中

建設業部会総会が開催され、平成２７年度事業

経営に係わる諸問題を一人で悩んでおられませ

報告、平成２８年度事業計画（案）を原案どおり

んか？われわれ商工会の経営支援員（中小企業応

承認、決定されました。

援隊員）がお伺いさせていただきます。まずは、

◆商工会建設業部会（部会長：神野惇）

経営についてお悩みになっていることをお聞かせ

日時：６月２５日（土）洛園

ください。客観的に問題をとらえることで、意外
な解決策も見出せる場合もあります。もちろん、
相談は無料、秘密は厳守します。

「ＫＥＳ」を始めてみませんか

経理入門セミナー

エネルギーの消費（地球温暖

帳簿記入の基礎的な知識を学ぶため、

化）や環境汚染など、地球規模

『初心者のための経理入門セミナー』が開催され

の環境問題には、産業界も大き

ます。

く関わっています。そして、日本の産業界の中で

○日時：平成２８年７月２０日（水）

圧倒的多数を占めている中小企業が、我が国の産

平成２８年７月２７日（水）

業を支えているといっても過言ではありません。

いずれも午後２時～午後４時３０分

環境問題を解決するためには、あらゆる規模・業

○場所：向日市商工会館

種の企業が、環境や人類の将来を考えた事業活動

○定員：２０名

を行っていくことが大切です。

○参加費：２，０００円

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

○持ち物：電卓・筆記用具
○主催：乙訓地域商工会広域連携協議会
詳細は同封のチラシをご覧下さい。

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

「一 日 公 庫 」 の ご 案 内
日本政策金融公庫による融資相談会「一日公庫」
を下記の日程で開催します。
この相談会は、日本政策金融公庫の融資担当者
と商工会にて面談を行うことができます。
また、事前に決算書等の資料を提出していただけ

るための仕組みです。

れば、より迅速に融資結果をご連絡することもで

① 取得にかかるコストが安く、わかりやすい。

きます。

② 段階的に取り組める２つのステップがある。

＜ご相談の内容の例＞

※ 環境問題に取り組み始めた段階を想定した

○受注が増えて忙しくなりそうなので、その仕入

ステップ 1、将来「ISO14001」の認証取得を目

れ資金を手当てしたい。

指して取り組む段階で、
「ISO14001」と同じよ

○従業員へボーナスを出そうと考えているので、

うな要求項目を設けたステップ 2 があります。

その資金を準備したい。

◆KES を審査・登録すると…

○設備が老朽化したので、新しいものに買い替え

① 省エネ・省資源・リサイクルなどにより、コ

たい。 等、皆さまのさまざまなご要望に活用い

ストダウンできる。

ただけます。

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。

日 時：７月２２日（金）
午前１０時００分～午後４時００分
会 場：向日市商工会館
対象者：当商工会の会員企業の方
申込み：別途案内チラシ（参加申込票）を返送く
ださい。

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

本サービスの利用の際に必要な暗号化キーにつ
いては、会館使用申込時にお伝えします。

や研修会など、多様な用途・規模に応じてご利用

詳細は、事務局までお問い合わせください。

頂けます。原則、当会会員様だけのサービスにな

＜会議室使用料＞

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。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、これに沿ってご使
用をお願いします。

種
別
平
日
休 祝 日
冷暖房料

金
額
１，２００円／１時間
１，５００円／１時間
８００円／１時間

７月の予定表
日

時

７月 ５日、１９日（火）
午後１時～午後４時３０分

行 事 名

場

所

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
（基調講演）
㈱京都総合経済研究所 調査部長 森秀人 氏
（通常総会）
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

税務相談

商工会館

７月 ６日（水）
午後５時３０分～

工業部会基調講
演・通常総会・
交流会

京都銀行
金融大学
校桂川キ
ャンパス

７月 ８日（金）
午後６時～

青年部主張大会
南部ﾌﾞﾛｯｸ予選

アスピア
やましろ

南部地域の商工会青年部代表による主張発表
（一般来場可能）

７月１４日（木）
午前１1 時３０分～

商業部会
通常総会

商工会館

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

７月２２日（金）
午前１０時～午後４時

一日公庫

商工会館

７月２２日（金）
午後 1 時３０分～午後３時
７月２２日（金）
午後３時３０分～

向日市まつり
実行委員会
理事会

競輪のない日

日本政策金融公庫・国民生活事業による出張融
資相談会

商工会館 平成２８年度向日市まつり実施について

商工会館 向日市まつりについて他

６日（水）
、２２日（金）

商工会は 行きます 聞きます 提案します 順次会員募集中！
・経営や税務・創業に関する無料相談
・無担保・無保証で受けられるマル経融資や府制度融資の利用、補助金の活用
・専門的・実践的な助言と指導により課題に対応できる専門家派遣制度 など
・経営革新・知恵の経営報告書・経営計画書作成支援
・経営力向上・経営意識向上のためのセミナー、先進地視察研修への参加
・ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ・物産展・商談会・通販ｻｲﾄ・SHIFT(100 万会員ﾈｯﾄﾜｰｸ)などによる販路開拓・情報発信支援
・リスク対策のための各種共済制度の利用、労働保険事務代行
・業種別部会、青年部・女性部の活動など会員相互の交流による人脈の拡大やビジネス機会の創出

入会メリット満載です。お知り合いの事業所様をご紹介下さい！

