
向日市商工会情報 
 

第７回理事会開催 
７月２２日（金）午後３時３０分より理事会を

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）プレミアム商品券事業に関する件 

（３）新規会員の加入承認に関する件 

                              

■報告事項 

（１）乙訓地域商工会広域連携協議会に関する件 

（２）乙訓商工・観光協議会に関する件               

（３）平成２８年度「向日市まつり」実施に関する件 

（４）向日市商工業振興センター建設に係る要望

等に関する件 

 

部会総会開催 

工業部会、商業部会、サービス部会総会を各々

下記の通り開催。平成２７年度事業報告、平成２

８年度事業計画（案）が原案どおり承認、決定さ

れました。 

◆商工会工業部会（部会長：岡本 光三） 

 日時：７月 ５日（火） 

    京都銀行金融大学校桂川キャンパス 

◆商工会商業部会（部会長：大八木 修一） 

日時：７月１４日（木）向日市商工会館 

◆商工会サービス部会（部会長：大川 猛） 

日時：７月２０日（水）向日市商工会館 

 

主張発表大会南部ブロック予選 

京都府商工会青年部主張発表大会南部ブロック 

予選大会が、７月８日（金）、アスピア山城（木津

川市）にて開催されました。 

当商工会青年部からは部員の松本 美由紀（中

楼田）さんが出場、優良賞を受賞されました。 

 松本さんは、「青年部活動に参加して」をテーマ

に、向日市商工会青年部初の女性部員として、か

ぐやの夕べや、たけうま全国大会を通して、参加

者や地域とのつながりを実感。今後も新たな挑戦

を続けていきたいと抱負を発表されました。 

 

 

 

 
 

たなばたまつり 
６月２４日（金）～７月７日（木）まで、「たな

ばたまつり」を開催しました。 

● JR向日町駅前   ●イオンモール京都桂川 

 

 

 

 

 

●五辻常夜灯ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ 

  

●向陽小学校校門 

    

 

 

 

 

 

●深田川橋公園      

 

 

  

 



新規会員のご紹介 

事業所名：㈲ティーケーディー京都 

代表者名：谷垣 稔 

住  所：向日市寺戸町新田２４ 

業  種：医療用具・材料販売、医療設備・用具

メンテナンス 

所属部会：サービス 

 

事業所名：向陽ドッグスクール 

代表者名：津田 嘉昭 

住  所：向日市寺戸町瓜生１７－２ 

業  種：犬訓練 

所属部会：サービス 

 

事業所名：甲斐断熱 

代表者名：甲斐 賢二 

住  所：向日市寺戸町殿長１－２ 

     サンライフウィンディアＡ２０２ 

業  種：断熱工事、熱絶縁工事 

所属部会：建設業 

 商工会青年部では、京都府商工会連合会の平成

２８年度若手後継者等育成事業の助成を受けて、

経営者・若手後継者のための経営計画書策定セミ

ナーを実施いたします。 

 国の施策による補助金等のメニューが発表され

る中、経営計画書は必須のものとなっています。 

 経営計画書に独自性を盛込み、経営戦略を明確

にすることで、知的資産の掘り起こしや、法認定

等に向けたきっかけ作りともなります。 

 商工会の経営者・若手後継者のみなさまと、共

に経営力強化の視点や知識、ノウハウを学ぶ時間

を共有していきたいと考えています。 

  

セミナーは下記の要領で実施いたします。 

関心をお持ちの方は是非ご参加ください。 

 ●日 時 ８月３０日、９月６日、９月２０日 

      いずれも火曜日  

      午後６時３０分～午後８時３０分 

 ●場 所 向日市商工会館 ３階会議室 

 ●講 師 アクセルコンサルティング㈱ 

      代表取締役・中小企業診断士 

      岡原 慶高 氏 

 ●参加費 無料 

 ●持ち物 筆記用具 

 ●カリキュラム ＊３回連続の講義です。 

 ☆毎回、メンバー同士の意見交換、ディスカッションの

時間を取り、講師の一方通行の講義ではなく、メンバー

相互の積極的な学びと理解の促進を目指します。 

 

「中小企業等経営強化法」について 

 中小企業庁では、平成２８年７月施行の中小企

業等経営強化法により、「経営力向上計画」で稼ぐ

力を強化するチャンスとして、下記の通り、支援

の流れを発表しています。 
 

 ①経営力向上計画を策定（申請様式あり） 

 ②担当省庁による認定 

 ③固定資産税の軽減措置（３年間、１/２に軽減） 

 ④経営力の強化を実現 

＊「経営力向上計画」とは、人材育成、コスト管

理等のマネジメントの向上や、設備投資等により、

事業者の生産性を向上させるための計画です。 

＊③については、対象設備が１６０万円以上の新

１

日

目 

･経営計画書の必要性、京都府の法認定等の紹介 

･経営理念を再確認する 

･目指す方向性を明確にするために自社を再確認する 

２

日

目 

･将来に向けての方向性を明確にする 

･競争優位性、提供価値を明確にする 

･ビジョン実現のためのマーケティング 

３

日

目 

･自社の方向性・取り組み等の計画発表 

･メンバーによる意見交換 

･アクションプランの作成 

経営者・若手後継者のための 

経営計画書策定セミナー 



⑤ 

品の機械及び装置であること、生産性が年平均

１％以上向上する設備であること、などの要件が

設定されています。 

 なお、申請については、商工会等の認定支援機

関がサポートいたします。 
 

 問い合わせ先： 

 経営力向上計画相談窓口 

 中小企業庁 事業環境部 企画課 

 ＴＥＬ ０３－３５０１－１９５７ 

 （平日）午前９時～午後０時 

     午後１時～午後５時 

 

京都府では、府内中小企業の経営安定・発展の

ため、中小企業応援隊（商工会・商工会議所、地

域ビジネスサポートセンター、京都府中小企業団

体中央会又は公益財団法人京都産業２１）と連携

して、継続的に経営支援を受けていただける制度

を実施しています。 
 

＜対象となる方＞ 

上記、中小企業応援隊の経営支援を継続的に受

ける意欲のある府内中小企業者の方 

〇融資申込前の経営支援（事前支援）と融資実行

後の経営支援（３年間、６ヶ月ごとの事後支援）

を受けていただく必要があります。 

〇上記の経営支援を受けている方が京都府・京都

市中小企業制度（下記「保証料引下げ対象の融資

及び引下率」欄に記載されている融資に限る。）を

利用する場合、保証料率が引き下げられます。 
 

[留意事項] 

＊１ 経営支援を受けている方であっても、融資

の申込みにあたり、金融機関及び保証協会の審査

があり、ご希望に添えない場合があります。 

＊２ 融資実行後の経営支援を受けない場合、以

後、原則として、本制度による保証料率の引下げ

は受けられません。 

＜保証料率引下げ対象の融資及び引下率＞ 

 〇対象の融資 

一般資金、小規模企業おうえん資金、あんしん借

換資金（経営力強化保証除く） 

 

 〇引下率 

・小規模企業おうえん資金（ベース枠）：0.2%の引下げ 

・あんしん借換資金（セーフティネット枠）：0.1%の引下げ 

・その他の融資制度：0.1%又は*0.2%の引下げ 

*保証協会の中小企業会計割引を併用した場合の引下率です。 

 

＜手順＞ 

           ③ 

中小企業者            金融機関 

    ②      ⑥    ④ 

①   ⑦                ⑤ 

商工会等             保証協会 

 

①経営支援申込 、②事前支援、 ③融資申込 

④保証依頼 、 ⑤保証承諾・保証料率引下げ、

⑥融資実行 、 ⑦事後支援 

＊詳細につきましては、商工会事務局までお問い

合わせください。 

毎年恒例の「竹の径・かぐやの夕べ」会場内飲

食ブースの出店者を募集します。 

●開催日時  

「竹の径・かぐやの夕べ」開催日時に同じです。 

１０月１５日（土）午後５時３０分～午後８時３０分 

１０月１６日（日）午後５時３０分～午後８時００分 

＊小雨実施、荒天の場合は中止 

＊準備・搬入は、午後３時～午後４時ごろ 

＊午後９時を目途に撤収 
 

●出店場所 第６向陽小学校校庭 ８店舗 

スペースはテント（1.5K×2K）１張りの半分程度 

＊販売用長机（２脚）、パイプ椅子（２脚）備付 

 

中小企業応援隊サポート制度 

～商工会等連携経営改革支援制度～ 

「竹の径・かぐやの夕べ」飲食ブース 

出 店 者 募 集 



 

・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！ 

 

●出店料（２日間の料金） 

使用電力 １，０００ワット未満 ５，０００円 

     １，０００ワット以上 ９，０００円 
 

●出店物 

お土産品、食べ物等 

＊飲み物はビアガーデンを開設予定のため、出店

できません。 
 

●注意 

・出店物は本イベントのイメージに配慮したもの

に限ります。 

・備品を損傷した場合、その実費分を別途負担し

ていただきます。 

・出店者の決定後は、当会では、それぞれの出店

内容についての調整等は行いません。 

・当日は、消防署の設備点検がありますので、立

会いしていただきます。 
 

●申込み 

向日市商工会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プ レ ミ ア ム 商 品 券 取 扱 事 業 所 募 集 

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１２月上旬に１０%プレ

ミアム付商品券を販売いたします。 

【商品券概要（予定）】 

●発行総額：５，５００万円 

●購入方法：往復はがきによる事前申込 

●販売価格：１セット１１，０００円（１，０ 

００円券７枚、５００円券８枚） 

を１０，０００円で販売。 

※５００円券８枚は大型店では使 

用できません。 

●利用期間：平成２８年１２月～平成２９年２月 

事業実施にあたり、商品券の使用できる店舗を

募集いたします。同封の申請書にご記入のうえ登

録申請をお願いします。 

 申込は随時受付いたしますが、９月１６日（金）

までにお申込をされた事業所のみ、全戸配布予定

のチラシに掲載いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月の予定 

日   時 行 事 名 場   所 内   容 

８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 

８月３０日（火）、 

９月６日（火）、９月２０日（火） 

午後６時３０分～午後８時３０分 

青年部主催 

経営セミナー 
商工会館 

経営者・若手後継者のための経営計画書策定セミナー 

講師：アクセルコンサルティング㈱ 岡原 慶高 氏  

競輪のない日 ２４日（水） 

商工会は 行きます 聞きます 提案します 順次会員募集

中！ 


