
向日市商工会情報 

２０１７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１８日（土） 午前１０時～午後４時 

１１月１９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、食料品等の展示・即売 

   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９月１６日（土）、向日市立第六向陽小学校

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住民参加型

の防災訓練が実施されました。 

建設業部会では、救出・救護・障害物除去作業

訓練に参加、また商工会テントにて熊本地震報道

写真を展示しました。 

当日は、早朝から断続的に雨が降る中ではあり

ましたが、初の試みとしてドクターヘリが駆けつ

けるなど、本番さながらの訓練となりました。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商工・観光振興を目的とする内容（会議、講演

会、講習会、研修会展示会など）に応じてご利用

いただけます。（約４０名程度迄） 

 

使用可能日：特に定めはありませんが、当会がや

むをえないと判断した場合は貸出を

お断りする場合があります。 

使用可能時間：午前９時～午後９時 

（時間延長等は相談に応じます） 

 

ご利用については、向日市商工・観光振興センタ

ー会議室使用規程に準じます。 

ご利用のご相談・お申込は商工会事務局まで 

会議室利用料 

商工・観光振興センター３階 

大会議室をご利用ください 



種 別 
金 額 

（１時間あたり） 

平日昼間 ２，０００円 

土、日、祝日 
３，０００円 

（管理料含む） 

夜 間 
(全日午後５時以後) 

３，０００円 

（管理料含む） 

 ※物品の販売又は、参加費等を徴収する場合は、

この掲げる金額の２倍とする 

 

無料税務相談をご利用ください 

税理士が無料で税務相談に応じます。 

【開催日】毎月第１、第３火曜日 

＊当日が休祝日の場合は、翌営業日 

【場 所】向日市商工観光振興センター 

【時 間】午後１時～４時３０分 

【内 容】 

・相談はすべて無料です。 

・相談の内容は、秘密厳守いたします。 

・予約制ではありませんので、直接商工会にお越

し下さい。先の方が相談しておられる 

場合は、お待ちいただくことがあります。 

相談終了時間の関係で終了３０分前には来館いた

だきますようお願いたします。 

所得税、法人税、消費税、相続税等あらゆる税の

ご相談に応じます。 

担当税理士：清水仁公認会計士税理士事務所 

 清水 仁 氏 

 

不動産無料相談のご案内 

 向日市商工会では、不動産に係るさまざまなご

相談を受け付けいたします。空き家の管理、不動

産取引の正しい知識など、気になることがあれば

お気軽にご相談ください。向日市民の方ならどな

たでもご相談に応じます。 

 

相談日 毎月第３木曜日 

（祝日の時は翌営業日８月のみ第４木曜日） 

時 間 午後１時 ～ 午後４時 

場 所 向日市商工観光振興センター 

費 用 無料 

受 付 当日受付及び電話予約 

相談員 （公社）京都府宅地建物取引業協会 

 第五支部会員 

相 談 直接向日市商工観光振興センターへお越

しください。 

    予約優先ですので、確実に相談したい方

は事前予約をおすすめします。 

    相談時間の関係もあり、午後３時３０分

で受付終了します。 

申 込 向日市商工会  

 

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。 

 

サービス部会セミナーを開催しました 

 サービス部会では、１０月１２日（木）に「ふ

るさと向日市の今後のまちづくりを考えよう！～

ふるさと向日市創生計画から考える私たちの未来

～」と題し、セミナーを開催しました。 

 向日市の企画調整課とまちづくり推進課からそ

れぞれの担当課長を講師にお迎えしたこのセミナ

ーでは、ふるさと創生計画に基づく講演を聴講し

ました。その後、部会メンバーが中心となって、

参加者それぞれが考える商工業の発展や活性化に

つながる「まちづくり」について意見を交わしま

した。 

 

 

 

 

 

 



「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１０日（日） 

時 間 午前１０時～午後１時３０分 

場 所 京都府乙訓総合庁舎駐車場 

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。販売物等につ

きましては、長岡京市、大山崎町とのか

ねあ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（水）までに向日市商工会

事務局まで 担当 中川 

 

「決算書の読み方」セミナーのお知らせ 

 乙訓地域商工会広域連携協議会では、「決算書の

読み方 基礎講座」を開催します。 

 経営者が身につけるべき財務知識について紐解き

ます。自社の財務体質を強化したい、決算書を通じ

て自社を客観的に分析したい等、課題の解消に向け

て決算書の基本的な読み方を身につけませんか。 

 詳細は同封の案内をご覧ください。 

 

日 時 １１月２４日（金） 午後２時 ～ 午後４時 

会 場 向日市商工観光振興センター 

講 師 細谷 弘樹 氏 中小企業診断士 

     知的資産経営株式会社 代表取締役   

 

 

 

 

 

 

 

５３０（ごみゼロ）運動の一環として、市内地

域の道路や公園などに捨てられているタバコの吸

殻や空缶、ペットボトルなどのごみを一掃する清

掃活動を行いますので、多数のご参加をお願いい

たします。 

 

日  時 １１月２６日（日） 

＊午前８時～午前１０時までのうち

概ね１時間程度 

 実施場所 事業所等の周辺道路等 

 問い合わせ先 向日市市民生活部 環境政策課 

        ９３１－１１１１（内線３１６） 

  

「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：１２月１日（金） 

    午前１０時 ～ 午後４時 

会 場：向日市商工観光振興センター 

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。 

ごみゼロ・向日市一斉クリーン作

戦にご協力ください 

～清潔で美しいまちづくりを目指して～ 



「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

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

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

種の企業が、環境や人類の将来を考えた事業活動

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が京都市で開催さ

れたことがきっかけで、市民、事業者、京都市が

協力して立ち上げたパートナーシップ組織「京の

アジェンダ 21フォーラム」において、企業の 90%

を超える中小企業が環境に配慮した事業活動に取

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

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」の認証取得を目指

して取り組む段階で、「ISO14001」と同じような

要求項目を設けたステップ2があります。 

◆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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月の予定 

日   時 行 事 名 場  所 内   容 

１１月７日、２１日（火） 

午後１時～午後４時３０分 
税務相談 

商工観光振興 

センター 

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 

１１月９日（木） 

午後７時３０分出発 

工業部会主催 

視察研修 
和歌山市内 花王㈱和歌山工場、加太・深山地区砲台跡 視察見学 

１１月１６日（木） 

午後１時～午後４時 
不動産相談 

商工観光振興 

センター 

宅地建物取引士が不動産に関する相談に応じます。 

担当：（公社）京都府宅地建物取引業協会 第五支部会員 

１１月１８日（土）・１９日（日） 

午前１０時～午後４時 

（最終日は午後３時終了） 

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２４日（金） 

午後２時～午後４時 

広域連携協議会 

主催セミナー 

商工観光振興 

センター 
「決算書の読み方」 講師：細谷 弘樹 氏  


