向日市商工会情報
桜 ま つ り出店者募集

「向日市商工会プレミアム

「桜まつり」会場での出店者（飲食店）を募集し

商品券」の換金期限のお知らせ

ます。
●日 時：
４月１日（土）午前１１時～午後８時
４月２日（日）午前１０時３０分～午後５時
●場 所：向日神社
●出店数：６店舗程度
●出店料：１５，０００円＋電気料金
●販売品：
「桜まつり」にふさわしい飲食物
（注）商工会で事前審査を行います。不適当な
商品や販売品が重複するときは、お断り
もしくは、変更をお願いすることがあり

●最終現金換金日（５万円以下）
３月８日（水）午前１０時～午後５時
●最終換金日
３月１０日（金）午前１０時～午後５時
この期限を過ぎますと、換金は致しかねます。
換金漏れがございませんようご注意ください。
※３月８日（水）は口座振込による換金も受付し
ております。

ます。(先着順)
●申 込：同封の用紙に記入の上、ＦＡＸにて当
商工会事務局まで
＊桜まつりお茶席ご招待券を同封します。是非、
御来場下さい。
（午前１１時から午後３時）

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
や研修会など、多様な用途・規模に応じてご利用
頂けます。原則、当会会員様だけのサービスにな
ります。

桜 ま つ り 出演者募集
「桜まつりパフォーマンス」出演者を募集してい
ます。
●日

時：４月１日（土）午後５時３０分～午後８時

●場

所：向日神社

●内

容：舞楽殿でのパフォーマンス

（寸劇、ダンス、大道芸、手品、替え歌等。内容
については、事前に商工会で審査をしますので
ご希望に添えない場合もあります。
）
●出演時間：１０分程度（相談可）
●定員：先着１０組（定員になり次第締切ります。
）
●お申込・お問合せは、商工会事務局までお願い
します。

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。
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。
詳細は、事務局までお問い合わせください。

＜会議室使用料＞
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

◆ＫＥＳを審査・登録すると…
① 省エネ・省資源・リサイクルなどにより、コ
ストダウンできる。
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。

「ＫＥＳ」を始めてみませんか
エネルギーの消費（地球温暖
化）や環境汚染など、地球規模

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。

の環境問題には、産業界も大き
く関わっています。そして、日本の産業界の中で
圧倒的多数を占めている中小企業が、我が国の産

中小企業向け補助金のお知らせ

環境問題を解決するためには、あらゆる規模・業

「中小企業経営力強化事業（設備投資等支援）
補助金」
（京都府版ものづくり補助金）の公募が以

種の企業が、環境や人類の将来を考えた事業活動

下のとおり開始されました。

業を支えているといっても過言ではありません。

を行っていくことが大切です。
地球温暖化防止京都会議ＣＯＰ３が京都市で開

事業の概要としては、国の経済対策と連携し、
中小企業・小規模事業者が行う経営力強化や生産

催されたことがきっかけで、市民、事業者、京都

性の向上に資する設備投資等を実施するものです。

市が協力して立ち上げたパートナーシップ組織

なお、本事業は、京都府（平成２８年度９月補

「京のアジェンダ２１フォーラム」において、企

正予算）の補助により、京都府中小企業団体中央

業の９０％を超える中小企業が環境に配慮した事

会が実施しています。

業活動に取り組みやすい仕組として考案したもの
が「ＫＥＳ」
（環境マネジメントシステム･スタン

対象となる類型としては、

ダード）です。

【革新的サービス】と【ものづくり技術】があ

「ＫＥＳ」は、平成１９年４月２日付で「京の

り、それぞれに「設備投資のみ（専ら補助事業の

アジェンダ２１1 フォーラム」から「特定非営利活

ために使用される設備投資が必要）
」と「試作開発

動法人ＫＥＳ環境機構」に引き継いで運営されて

等（設備投資が可能：必須ではない）
」の事業類型

います。

があります。
補助対象経費もそれぞれ異なります。申請等に

◆特色
経営に当たって、環境への負荷を管理・軽減す
るための仕組みです。

ついては、商工会にお問い合わせください。
〈補助上限額〉３００万円（下限額：５０万円）
〈補 助 率〉小規模企業者 ２／３以内

① 取得にかかるコストが安く、わかりやすい。
② 段階的に取り組める２つのステップがある。
※ 環境問題に取り組み始めた段階を想定した

中小企業者 １／２以内
＜公募期間＞
平成２９年２月 ８日（水）～

ステップ 1、将来「ＩＳＯ１４００１」の認証

平成２９年４月１０日（月）
【当日消印有効】

取得を目指して取り組む段階で、
「ＩＳＯ１４

※応募申請は、京都府中小企業団体中央会 経営

００１」と同じような要求項目を設けたステッ

力強化補助金事務局へ郵送ください。

プ２があります。

「経営力向上計画の策定」について
本紙、昨年の８月号でも掲載いたしました、中
小企業等経営強化法（平成２８年７月施行）によ
り、生産性の向上を図るための「経営力向上計画」
の策定について改めてご案内します。

的年金等の雑所得扱い（分割受取り）となり
ます。
③納付した掛金合計額の範囲内で事業資金等の
貸付が受けられます。
◆加入できる方
常時使用する従業員が２０人（商業・サービス
業では５人）以下の個人事業主及び会社の役員。

＊「経営力向上計画」とは、人材育成、コスト管

小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営

理等のマネジメントの向上や、設備投資など、自

者（個人事業主１人につき２人まで）

社の経営力を向上するために実施する計画で、認

◆掛金

定された事業者は、税制や金融の支援等を受ける

月額１，０００円～７０，０００円までの範囲

ことができます。

内（５００円単位）で自由に選べます。

（上述の「中小企業経営力強化事業補助金」の申

◆共済金

請に関わり、本事業認定事業者については、その

加入後６ヶ月以降に、個人事業の廃止や会社等

審査において加点されます。
）

の解散、役員の疾病・負傷又は死亡による退職、
老齢給付など、加入者の方に生じた事由や掛金

＊固定資産税の軽減措置（③）については、対象

の納付月数に応じて、法律で定められた額が支

設備が１６０万円以上の新品の機械及び装置であ

払われます。

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。
〈申請に関わる流れ〉
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
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。お気軽にお問い合わせ
ください。

小規模企業共済制度について
小規模企業の個人事業主が事業を廃止したり、
会社等の役員の方が退職した場合など、第一線を
退いたときに備えて、生活の安定や事業の再建を
図るための資金をあらかじめ準備しておく国の共
済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるも
のです。
◆制度の特色
①掛金は全額所得控除できます。
②共済金は退職所得扱い（一括受取り）又は公

◆お問合せ
商工会事務局まで

３Ｓ（整理・整頓・清潔）の実践は、これま

商工会経営セミナー開催報告

では主に製造業の現場で活用されていましたが、

２月１７日（金）
、経営セミナー「小さくて

近年では、建設業や小売業、サービス業など全

も光る 大手に負けない生き残り戦略」を開

ての業種で重要とされています。

催しました。講師には、宮野 宏樹 氏を迎

この研修会では、実際に工場を訪問し、生き

え、自身が事業承継者となって家業のバイク

た３Ｓを学びます。何から始めればいいのか、

ショップの立て直しのため、会計業務を紐解

どう取組むのか、具体的なヒントを提供します。

きながら、経営計画書の策定にあたった経緯

●日 時：３月１４日（火）

など交え、企業価値の高め方についてお話い

午後１時～午後５時

ただきました。

●集合場所：長岡京市立産業文化会館
●見学先：株式会社ナンゴー（宇治市）

現場改善実践工場 視察研修会について

●講 師：薗田 重郎 氏

乙訓地域商工会広域連携協議会では、カイゼ

●参加費：無料

ンの現場を直接見て、聞いて、学ぶ機会として、
本年も視察研修会を開催します。

・経営や税務・創業に関する無料相談

詳細については、商工会へお問い合わせくださ
い。

商工会は 行きます 聞きます 提案します 順次会員募集中！

・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！

３月の予定表
日

時

行 事 名

３月７日、２１日（火）
午後１時～午後４時３０分

税務相談

３月６日（月）
午後７時～午後８時３０分
３月１０日（金）
午後６時００分～午後８時００分
３月１４日（火）
午後１時～午後５時
３月２３日（水）
午後２時～午後４時３０分

場

所

内

容

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

工業部会
経営セミナー

商工会館

経営セミナー 強い町工場になるために
「景気に左右されない技術と製品力の追求」
講師：㈱ミナロ 代表取締役 緑川 賢司

乙訓地域広域
連携協議会
経営セミナー
乙訓地域広域
連携協議会
視察研修

長 岡 京
市立産業
文化会館
長 岡 京
市立産業
文化会館

第１０回
理事会

商工会館

経営セミナー「ＳＮＳ広告セミナー」
講師：中野ＩＴ活用診断士事務所 中野 雅公 氏
現場改善実践工場 視察研修会
講師：薗田 重郎 氏
「桜まつり」について他

競輪のない日：１日（水）
、１３日（月）
、２１日（火）～２４日（金）

