向日市商工会情報
日時：６月２４日（土）
向日市商工観光振興センター
本年も「たなばたまつり」を開催いたします。
この事業は、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、向日市商工会が
共催して実施するものです。

マル経融資のご案内
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。

地元小学校の児童の皆さんや団体有志他の皆さ

商工会で経営指導を受けている小規模事業者の

んによるご協力で、将来の願いや、思いを短冊に

方が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人

書き込んで大きな竹笹に飾り付けを行います。

でご利用できる制度（＊ご利用にあたっては、商
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

◆実施期間
６月２３日（金）～ ７月９日（日）

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

◆開催場所
・ＪＲ向日町駅前

据置期間１年以内）
、設備資金１０年以内（うち据

・深田川橋公園前ポケットパーク

置期間２年以内）
、利率は１．１１％（年）です。

・向陽小学校校門付近

（平成２９年６月９日現在）

・五辻常夜灯ポケットパーク
・向日市商工観光振興センター

詳細については商工会事務局までお問い合わせ
ください。

・イオンモール京都桂川
・各商店会加盟店
★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。

経営相談随時受付中
経営に係わる諸問題を一人で悩んでおられませ
んか？われわれ商工会の経営支援員（中小企業応
援隊員）がお伺いさせていただきます。まずは、
経営についてお悩みになっていることをお聞かせ
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

部会総会開催
建設業部会総会が開催され、平成２８年度事業

エネルギーの消費（地球温暖
化）や環境汚染など、地球規模
の環境問題には、産業界も大き

報告、平成２９年度事業計画（案）を原案どおり

く関わっています。そして、日本の産業界の中で

承認、決定されました。

圧倒的多数を占めている中小企業が、我が国の産

◆商工会建設業部会（部会長：神野惇）

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

きます。

種の企業が、環境や人類の将来を考えた事業活動

＜ご相談の内容の例＞

を行っていくことが大切です。

○受注が増えて忙しくなりそうなので、その仕入

地球温暖化防止京都会議 COP3 が京都市で開催さ

れ資金を手当てしたい。

れたことがきっかけで、市民、事業者、京都市が

○従業員へボーナスを出そうと考えているので、

協力して立ち上げたパートナーシップ組織「京の

その資金を準備したい。

アジェンダ 21 フォーラム」において、企業の 90%

○設備が老朽化したので、新しいものに買い替え

を超える中小企業が環境に配慮した事業活動に取

たい。 等、皆さまのさまざまなご要望に活用い

り組みやすい仕組として考案したものが「KES」

ただけます。

（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

日 時：７月２６日（水）
午前１０時００分～午後４時００分

環境機構」に引き継いで運営されています。

会 場：向日市商工観光振興センター

◆特色

対象者：当商工会の会員企業の方

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。

申込み：別途案内チラシ（参加申込票）を返送く
ださい。

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

「ＫＹＯ農食材御用聞き」活動について

ステップ 1、将来「ISO14001」の認証取得を目

京都府商工会連合会では、京都産農産物等に対

指して取り組む段階で、
「ISO14001」と同じよ

するニーズを掘り起こす「ＫＹＯ農（きょうの）

うな要求項目を設けたステップ 2 があります。

食材御用聞き」として活動しています。

◆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。
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。

「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

この事業は、実需者ニーズの収集と産地へのマ
ッチングを支援する京都府の制度です。
京都府産の野菜や米、果樹、花など使いたい、
といったご要望をお持ちの飲食店・製造加工業者
の方へ向けて生産者とのマッチングを支援します。
詳細については商工会事務局へお問い合わせく
ださい。

創業塾を開催します
向日市商工会では、向日市創業支援事業の助成

募集業者：３事業者程度（助成金を受けるには審
査があります）
助成金額：下記①②で予算の範囲内

を受けて、創業塾を開催します。

①新規にお土産品等を開発する事業者

この創業塾は、
「独立して事業を始めてみたいけ

上限４０万円

れど、何から取り掛かればよいか解らない」とい

②既存の商品等を手直し（変更）などに

った方へ向けて、まずは２日間で創業までのステ
ップを学んでいただこうと企画した事業です。

より開発する事業者 上限２０万円
助成対象：お土産品製作及び販売促進費、観光客

創業について関心をお持ちの方がおられました

向けの食事提供に必要な経費等

ら、お気軽に商工会までお問い合わせください。

（詳細は事前にお問合わせください）
応

開催日時：７月２９日・８月５日いずれも土曜日
午前１０時～午後４時
会

場：向日市商工観光振興センター

募：向日市商工会とっておきお土産品等開
発支援助成金交付申請書（商工会にあ
ります）にご記入のうえ応募期間内に
向日市商工会へ提出してください

その他 ：事業内容については審査会で審査しま
＜カリキュラム＞

す。目的にそぐわない事業内容の申請

１日目：○「創業」って何だろう？

は受理できない場合があります。応募

○創業までのステップ

者多数の場合は、審査会で助成事業者

○創業体験談

を決定します。

○向日市の魅力について（向日市担当者）

申込問合せ：商工会事務局（担当 中川）

２日目：○創業に必要な「お金」のコト
○お客様へのアプローチを考えよう
講

師：山本 知美 氏 中小企業診断士
ビジネス・コンサルティング フォルテ代表

その他詳細については、商工会までお問い合わせ
ください。

「愛菜楽市」出店者募集
地元農家の方による農産物直売会「愛菜楽市」で
の出店者を募集します。
日 時：毎週土曜日 午前１０時～午後１２時
（不定休で休みあり）
場 所：向日市役所 西別館横

向日市とっておきお土産品等開発支援助
成金事業実施に伴う取組事業者募集

出店料：無料
出店数：毎回 3 店舗程度
販売物：飲食物、その他

向日市の観光振興並びに活性化を推進する目的

※ 酒類、生肉、生鮮魚介類など販売できないもの

で、観光お土産品等の開発及び、観光客向けの食

があります。販売品目については事前にご相談

事メニューなどを作成し提供する事業者を募集し

ください。

ます。なお、採用された事業者には必要経費に対
する助成金制度があります。
応募期間：７月１日（土）～７月１４日（金）
対象業者：向日市内に本社を有する事業者及び個
人事業者で向日市商工会員

申 込：商工会事務局（担当 中川）

出 店 物：お土産品、食べ物等

「竹の径・かぐやの夕べ」

※ビアガーデンを開設のため、アルコー
ル類、ペットボトル、缶飲料の販売は

「竹あかりマルシェ」出店募集

できません。

「竹の径・かぐやの夕べ」開催に伴い、出店者を

注

意：

募集します。

○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。

開催日時：１０月２１日（土）午後５時～８時

○備品を損傷した場合、その実費分を別途負担し

１０月２２日（日）午後５時～８時

ていただきます。

※ 準備・搬入は、両日とも午後３時～午後４時頃

○出店者の決定後は、当会では、それぞれの出店

※ 片づけ・撤収はイベント終了後３０分以内を

内容についての調整等は行いません。

目途にお願いします。

○火気を使用する店舗は、必ず消火器を準備して

※ 小雨実施、荒天の場合は中止

ください。

出店場所：第６向陽小学校グラウンドまたは校庭

○当日は、消防署の設備点検がありますので、立

募集店数：２０店舗

会いをお願いします。

出 店 料：使用電力

詳細は別紙案内チラシをごらんください。

１，０００ワット未満

６，０００円

１，０００ワット以上

１０，０００円

※ご使用になる電気器具の使用電力をご確認くだ
さい。

７月の予定表
日

時

７月 ４日、１８日（火）
午後１時～午後４時３０分
７月１５日（土）
午後５時３０分～
７月２６日（水）
午前１０時～午後４時

行 事 名

場

所

商工
税務相談
観光振興
センター
商工
工業部会
観光振興
通常総会・懇親会
センター
商工
一日公庫
観光振興
センター

内

容

税理士が税務に関する相談に応じます
担当：清水 仁 税理士 相談無料・秘密厳守
平成２８年度事業報告に関する件
平成２９年度事業計画（案）に関する件
日本政策金融公庫・国民生活事業による出張融
資相談会

