向日市商工会情報
び建物の建設費用を向日市に寄付をされ、向日市

平成２９年度通常総代会開催
５月２６日（金）
、ホテル日航プリンセス京都
で平成２９年度通常総代会を出席総代８８名（委
任状出席者を含む）にて開催しました。
＜議案＞
第１号議案 向日市商工会運営規約の一部改正
(案)決定の件
第２号議案 平成２８年度事業報告承認の件
第３号議案 平成２８年度収支決算承認の件
第４号議案 平成２９年度事業計画（案）決定の件
第５号議案 平成２９年度収支予算（案）決定の件
第６号議案 平成２９年度借入金最高限度額及
び借入先（案）決定の件
第７号議案 役員の欠員に伴う補充選任の件
全ての議案は、
原案どおり承認、
決定されました。

髙橋会長挨拶
本日、平成２９年度、向日市商工会｢会員の集

商工観光振興センターが建設されました。
今年の５月から商工会事務局が入居しており
ます。
場所が向日市の北部であり、会員の皆様、特に
南の方にお住まいの方は少し事務所が遠くなり
ますが、今度は狭いながら駐車場もありますので、
きがねなくお立ち寄りいただけたらと思います。
それにともなって競輪場前の商工会館の取り
壊し工事も始まります。築年数も古く、会員の皆
様にとっては思いいれの深い方もおられると思
いますが、
災害等があれば危険な建物となります
ので取り壊しは必要で、
取り壊し後の土地は向日
市に返還いたします。
また、いよいよ阪急東向日駅のイオン向日町店
跡地に、市役所も一部入る商業施設と、約３００
戸のマンションの建設が進んでおり、グランドオ
ープンも迫ってきています。
人口も一気に増加し、
まちのにぎわいがもどっ
てくることを期待しております。

い｣を開催いたしましたところ、安田向日市長様

さて、先ほど開催されました総代会におきまし

をはじめ、ご来賓の皆様におかれましては、公私

て、平成２８年度事業報告、決算報告及び平成２

ともご多用の中ご臨席を賜り、
厚くお礼申し上げ

９年度事業計画案及び予算案をはじめとしてす

ます。

べての議案が滞りなく承認されたところでござ

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、
厚くお礼申し上げ
ます。
今年は例年と違った場所での「総代会」と「会
員の集い」の開催とさせていただきました。
普段と違った雰囲気かもしれませんが、
最後ま
でおたのしみいただけたら幸いです。
さて、皆様になじみの深い競輪場前の商工会館
ですが、昭和４９年に建てられ、築４０年以上が
経過し、老朽化が進んでおりました。
そのような中、キリンビール株式会社が、向日
市の商工観光に役立てていただきたいと、土地及

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。
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
会員相互の交流の活発化と親睦をより一層深
める為、
「会員の集い」を総代会終了後、ホテル
日航プリンセス京都で９５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」

西出
山本
川端
杉本
河井
大西
河本
中村

郁夫
一陽
博人
圭以子
健次
亜紀
美和
仁美

㈱大日本科研
㈱大日本科研
㈱大日本科研
㈱大日本科研
㈱大日本科研
㈱神﨑屋
㈱神﨑屋
㈱京都衛生開発公社

の受賞者については下記の通りです。

第１１回理事会

１． 商工会役員
京都府知事表彰
氏
名
事 業 所 名
大八木 修一
タックメイトまんげん
神野 惇
カミノ建設㈱
民秋 康典
㈱タミアキ造園土木
京都府商工会連合会長表彰
＊5/29 京都府商工会連合会通常総会にて表彰
氏
名
事 業 所 名
大川 猛
グリーンハウジング
大西 郁雄
㈲オッツ
岡﨑 享
住宅情報センター㈲
岡本 研三
㈱アシス
清水 幹央
清水クリーニング店
松田 貴雄
松雄建設㈱

４月２４日（月）午後２時から、商工会館で理
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） 青年部及び女性部の正副部長の承認に
関する件
（３） 役員改選に関する件
（４） 向日市商工会運営規約の一部改正に関
する件
（５）平成２８年度事業報告承認に関する件
（６）平成２８年度収支決算承認に関する件
（７）平成２９年度収支予算(案)に関する件
（８）向日市商工会館に関する件
（９）平成２９年度借入金最高限度額及び借入
先(案)に関する件

２． 事業所従業員
向日市長表彰
氏
名
辻 秀樹
石田 克己
山田 政道

（10）経営発達支援計画の提出に関する件
事 業 所 名
㈱京都衛生開発公社
㈱京都衛生開発公社
㈱神﨑屋

ビジネスチャンス・ナビについて
「ビジネスチャンス・ナビ」とは、中小企業への
受注機会の拡大を図る支援サイトです。
２０２０

京都府商工会連合会長表彰
氏
名
事 業 所 名
丸山 京子
㈱神﨑屋
倉貫 享子
㈱神﨑屋

年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会
等を景気とする官民の入札・調達情報を一元的に
集約した情報ポータルサイトとなっています。
これへの事前登録を行うことによって、
東京オリ
ンピック・パラリンピック組織委員会が実施する

向日市商工会長表彰
氏
名
事 業 所 名
森川 有美
中国家常菜 春来
山本 淳史
㈲山本商会
谷口 豊
㈲山本商会

入札に参加することができるようになります。
登録はこちらのＵＲＬにアクセスください。
https://www.sekai2020.tokyo/bcn/

問い合わせ先：
ビジネスチャンス・ナビ２０２０運営事務局
電話 ０５７０－００９－７７７
受付 土・日・祝日年末年始を除く

が、メールをお持ちではない方につきましては、
ＦＡＸにて情報提供させて頂きます。
但し、各案内の出店を希望されましても各催

９：００～１７：００

の開催趣旨等から主催者側による出店の選定や

E-mail sme-webmaster@sekai2020.jp

審査があり、ご希望に添えない場合もございます
のでご了承ください。

「あらきょうＷｅｂ」出店者募集について
京都府商工会連合会では、オンラインショッピン
グポータルサイト「あらきょうＷｅｂ」をリニュ
ーアルしました。これは、自社サイトをお持ちで
ない事業者や自社サイトへの集客にお困りの事
業者を支援するものとなっています。
このリニューアルにともない、
下記の通り無料募
集期間を延長します。
詳しくは商工会事務局までお問い合わせくださ
い。

ご不明な点、詳細等は、事務局までお問い合わ
せ下さい。
＊メール配信を希望される方はタイトルに『出
展登録申込（貴事業所名）
』を記載の上、
muko-sci@kyoto-fsci.or.jp（商工会事務局）まで
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。

●出店料 無料（平成３０年３月末まで）
＊５００円／月（平成３０年４月以降）
●新たな機能

●出展案内内容 例）百貨店での各種催事、展
示会、物産展など

（１）決済機能
全国商工会連合会の公式通販サイト「ニッポン
セレクト」と連動する販売機能を追加
（２）情報拡散機能
Ｆａｃｅｂｏｏｋと連動した情報拡散
（３）あらきょう冊子とのリンク
あらきょう冊子とリンクした地域情報を発信

各種催事・出展（出店）情報について
商工会には、各種団体よりイベント・展示会等
への出展（出店）の情報が提供されます。
これらの情報を皆様の販路拡大や商品ＰＲの
ためにご活用頂けるよう、情報提供を希望される
会員事業所様を募集し、
その希望者に対して情報
を提供しています。
情報提供は、原則メールにて配信しております

CO2 削減／ﾗｲﾄﾀﾞｳﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝの実施
環境省では、地球温暖化防止のため、本年も
「CO2 削減／ライトダウンキャンペーン」を実
施します。下記の特別実施日には、ライトアッ
プ施設や各家庭で一斉に「ライトダウン」を実施
することを呼びかけています。
■実施概要
・キャンペーン期間
平成２９年６月２１日（水）から７月７日（金）
・特別実施日
・６月２１日（水）
：夏至ライトダウン
・７月 ７日（金）
：クールアース･デーライトダウン
※いずれも午後８時から午後１０時までの
２時間程度ライトダウンを実施

■参加施設等の環境省へのご登録のお願い

指して取り組む段階で、
「ISO14001」と同じよ

ライトダウンにより削減できると予測される

うな要求項目を設けたステップ2 があります。

電力量等をご登録頂きますようご協力お願いい

◆KES を審査・登録すると…

たします。
６月２１日又は７月７日のいずれか１

① 省エネ・省資源・リサイクルなどにより、コ

日の参加でも登録可能です。

ストダウンできる。

なお、下記ホームページにてご登録いただけま

② 環境にやさしい企業と認定され、取引等も有

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

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

「ＫＥＳ」を始めてみませんか

きる。

エネルギーの消費（地球温暖

⑤ 法規制順守に対応できる。

化）や環境汚染など、地球規模

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

創業セミナーを開催します

圧倒的多数を占めている中小企業が、我が国の産
業を支えているといっても過言ではありません。
環境問題を解決するためには、あらゆる規模・業

向日市商工会では、
向日市創業支援事業の助成
を受けて、創業セミナーを開催します。

種の企業が、環境や人類の将来を考えた事業活動

講義内容は、創業をめぐる環境や、ビジネス

を行っていくことが大切です。

モデルの構築について等を予定しています。

地球温暖化防止京都会議 COP3 が京都市で開催

お知り合いで、創業について関心をお持ちの方

されたことがきっかけで、市民、事業者、京都市

がおられましたら、どうぞお声がけいただきます

が協力して立ち上げたパートナーシップ組織「京

よう、お願い申し上げます。

のアジェンダ 21 フォーラム」において、企業の

日 程 ７月２９日・８月５日いずれも土曜日

90%を超える中小企業が環境に配慮した事業活動

＊２日間で一つのセミナーです。

に取り組みやすい仕組として考案したものが

時 間 午前１０時～午後４時

「KES」
（環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ･ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ）です。

場所は向日市商工観光振興センターです。

「KES」は、2007 年 4 月 2 日付で「京のアジェ

詳細については、
事務局までお問い合わせくだ

ンダ 21 フォーラム」から「特定非営利活動法人

さい。

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
るための仕組みです。
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
ステップ 1、将来「ISO14001」の認証取得を目

６月の予定表
日

時

６月 ６日、２０日（火）
午後１時～午後４時３０分

行 事 名
税務相談

場

所

内

容

向日市商工観光 税理士が税務に関する相談に応じます
振興センター
担当：鈴木 仁 税理士 相談無料・秘密厳守

