
向日市商工会情報 
 

「２０１６向日市まつり」開催 
各種イベントが盛りだくさんで模擬店も多数出店さ

れます。ぜひお楽しみ下さい。 

１１月１９日（土） 午前１０時～午後４時 

１１月２０日（日） 午前１０時～午後３時 

●商工コーナー（約４０会員事業所出店） 

   生活用品、食料品の展示・即売 

工業製品等の展示・販売 

   和食、洋食、その他 飲み物など多数出店 

●建設機械試乗コーナー 

●建築相談コーナー 

 

向日市防災訓練に参加しました 

去る１０月１日（土）、午前９時から、向日市立

西ノ岡中学校にて、災害対策基本法及び向日市地

域防災計画に基づき、大規模地震の発生を想定し

ての住民参加型の防災訓練が実施されました。当

会からは建設業部会が救出・救護・障害物除去作

業訓練、商業部会がローリングストック法紹介及

び紙食器づくり体験コーナーで参加しました。 

  
 

 

 

 

 

 

 

第８回理事会開催 

 １０月２１日（金）午後３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）向日市長及び向日市議会議長への要望に関

する件 

（３）向日市まつり事業計画(案)及び商工コーナ

ー予算(案)に関する件 

（４）新規会員の加入承認に関する件 

 

■報告事項 

（１）商工会館老朽化対策に関する件 

（２）向日市商工会プレミアム商品券事業に関す

る件 

 

サービス部会視察研修のご案内  

サービス部会主催の視察研修を開催します。 

日 時 １１月１０日（木） 

    午前１０時出発 

集 合 市役所東側駐車場 

    ※市役所駐車場の終日のご利用はお控え

ください。 

行 先 ・京都有機質資源㈱エコの森京都 

    （食品リサイクル施設の見学） 

    ・向日市議会（議場を見学） 

    ・サントリー山崎蒸溜所（ガイドツアー

に参加します。） 

参加費 ２，０００円（当日徴収） 

商工会の会員のみなさまを対象とした研修会とな

っています。 

近隣地域の事業所等を巡り、昼食は、魚久にて秋

の味覚をお楽しみいただきます。 

参加お申込は商工会までお問い合わせください。 



新規会員のご紹介 

事業所名：㈱プラスパア 

代表者名：馬場 栄作 

住  所：向日市物集女町森ノ上１１－１ 

業  種：産業廃棄物の収集運搬・土木工事業等 

所属部会：建設業 

 

事業所名：京都市西倫理法人会 

代表者名：石田 哲雄 

住  所：京都市東山区川端五条下ル西橘町470 

業  種：社会教育団体（一般社団法人） 

所属部会：商業 

 

事業所名： 京
みやこ

ゴルフサービス 

代表者名：渡邉 守 

住  所：向日市向日町北山１４－９ 

業  種：ゴルフ会員権売買取引業 

所属部会：サービス 

 

事業所名：ペットショップ Daisyhill 

代表者名：渡部 康則 

住  所：向日市上植野町切ノ口２８－１０ 

業  種：ペットショップ、トリミングサロン 

所属部会：商業 

 

事業所名：ＳＯＨＯエサカ 

代表者名：蔭山 陽子 

住  所：向日市寺戸町二枚田１２－２３ 

業  種：製図 

所属部会：サービス 

 

 

 

 

 

 

京都府（警察本部、教育庁、関係公社等を含む）が

発注する建設工事の指名競争入札参加資格審査申

請の定期受付の概要は、下記の通りとなります。 

 

◆受付期間 

窓口申請（府内業者） １１月１日（火）～３０日（木） 

電子申請        １１月１日（火）～１１日（金） 

 午前９時３０分～１１時３０分、午後１時１５分～４時 

                （土・日・祝日を除く） 

＊電子申請については、期間中２４時間受付 

 

◆受付場所 

 窓口申請（府内業者） 京都府各土木事務所 

※郵送による受付は行っておりません。なお申請用

紙等は京都府ホームページからダウンロードできま

す。詳細は下記へお問合せください。 

※平成28年度に入札参加資格のない方は電子申請

ができませんので窓口にて申請願います。 

 

◆お問合せ先 

 京都府建設交通部指導検査課調整担当 

 ℡ ０７５－４１４－５２２５ 

 乙訓土木事務所 

 ℡ ０７５－９３１－２１５５ 

http://www.pref.kyoto.jp/shimei/jimusho.htmｌ 

 

 

 労務トラブルは年々増加傾向にあり、残業等長

時間労働や対人関係等のトラブルは、様々な労働

問題やメンタルヘルス不調者の増加という形で現

れています。このセミナーでは、時間外労働に関

するトラブル防止対策、メンタルヘルス対策の２

つの課題を取り上げます。 

 これらの課題解決は、あなたの会社を守るため

に職場環境の改善や人材喪失が招く経営上のリス

ク回避にもつながります。 

平成２９・３０年度京都府建設工事指名競争入札

参加資格審査申請書定期受付 

 

中小企業管理・監督者セミナー 

～あなたの会社を守る労務管理のポイント～ 

http://www.pref.kyoto.jp/shimei/jimusho.htm


 中小企業の管理・監督者の皆さまはもちろん、

どなたでも参加できます。 

  

日 時：１１月９日（水）（南部会場） 

午後１時３０分～午後４時３０分 

場 所：京都商工会議所２階 第１・２・３教室 

問い合わせ先： 

〒615-0042 京都市右京区西大路五条下ル 

京都府中小企業会館４階 

（京都府中小企業団体中央会内） 

京都府中小企業労務改善集団連合会 

TEL 075-314-7134 FAX 075-314-7130 

 

小規模事業者向け補助金のお知らせ 

国の平成２８年度補正予算事業である「小規模

事業者持続化補助金」の公募が以下のとおり開始

されます。 

◆ 小規模事業者持続化補助金 ◆ 

＜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

規模事業者を支援します。 

＜補助上限＞ 

５０万円、補助率２/３ 

＜公募期間＞ 

平成２８年１１月上旬～ 

平成２９年１月末（予定） 

＊公募要領については、平成２７年度補正に準ず

るものとなりますが、現在のところ、上記記載

の公募期間等については、あくまでも予定とな

っておりますことをご了承ください。 

 なお、採択には、精度の高い経営計画書の作成

がもとめられます。詳細については、商工会ま

でお問い合わせください。 

 

 

 

 

小規模事業者のための補助金対策セミナー 

向日市商工会では、前述の平成２８年度補正

予算事業である「小規模事業者持続化補助金」

に焦点を当て、その提出が必須となる経営計画

書作成のためのセミナーを実施します。 

詳細は同封のチラシをご参照いただき、お申

込ください。 

●日 時：１１月１１日（金） 

     午後４時 ～ 午後６時３０分 

＊補助金申請に係る講義と、概要の説明会を予

定しています。 

●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 

 

「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

れば、より迅速に融資結果をご連絡することもで

きます。 

 

＜ご相談の内容の例＞ 

○受注が増えて忙しくなりそうなので、その仕入

れ資金を手当てしたい。 

○従業員へボーナスを出そうと考えているので、

その資金を準備したい。 

○設備が老朽化したので、新しいものに買い替え

たい。 等、皆さまのさまざまなご要望に活用い

ただけます。 

 

日 時：１１月２２日（火） 

    午前１０時 ～ 午後４時 

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。 



女性のための創業塾を開催しました 

乙訓地域商工会広域連携協議会（乙訓２市１町の

商工会で構成）では、９月２０日（火）、９月２７日（火）

の２日間、「女性のための創業塾」を開催しました。 

講師には、中小企業診断士のリー・ヤマネ・清実先

生（パーソナル・アシスタント・ギャラリーＬＥＥ’ｓ代表）

お招きし、エステサロンを開業するにあたっての心構

えや、創業計画について、事業概観図を用いながら

講義いただきました。 

協議会の今年度事業として、平成２９年１月末には

創業塾の開催を予定しています。こちらは性別を問

わず、どなたでも参加いただけます。創業を希望さ

れている方、創業して間もない方がおられましたら、

是非ご案内いただきますようお願い申し上げます。 

なお、商工会では、随時、創業に関する相談窓口

も開設しております。お気軽にお問い合わせくださ

い。 

  

 

 

 

「おとくに軽トラ朝市」出店者募集 

 乙訓２市１町合同で開催される「おとくに軽ト

ラ朝市」の開催に伴い、会場での飲食出店者を募

集します。 

 

日 時：１２月１１日（日） 

午前１０時００分～午後１時３０分 

場 所：京都府乙訓総合庁舎 

出店料：無料 

出店数：３店舗程度（先着順に受付いたします。） 

販売物：昼食時が中心の開催です。販売物につき

ましては、長岡京市、大山崎町との兼ね

合いもあり調整させていただくことがあ

ります。  

その他：当日は２市１町の農家の方が農産物を直

売されます。テント、机等は主催者で準

備いたします。 

申 込：１１月１５日（火）までに向日市商工会

事務局まで。（担当 中川） 

 

 

１１月の予定表 

日   時 行 事 名 場   所 内   容 

１１月１日（火）、１５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 

１１月１０日（木） 

午前１０時～午後４時３０分 

サービス部会 

視察研修 
向日市内他 

エコの森京都、向日市議会議場及びサントリー

山崎蒸溜所の見学 

１１月１１日（金） 

午後４時～午後６時３０分 
経営ｾﾐﾅ  ー 商工会館 

小規模事業者のための補助金対策セミナー 

講師：アクセルコンサルティング㈱ 岡原 慶高氏 

１１月１９日（土）～２０（日） 

午前１０時～午後４時 

（最終日は午後３時で終了） 
向日市まつり 向日町競輪場 商工コーナー展示・販売・飲食ブース等 

１１月２２日（火） 

午前１０時～午後４時 
一日公庫 商工会館 

日本政策金融公庫・国民生活事業による出張融

資相談会 

競輪のない日 ７日（月）、８日（火）、１６日（木）～２０日（日）〔向日市まつり準備・開催のため〕、２８日（月） 


