
向日市商工会情報 
 

平成３０年度通常総代会開催 

５月２４日（木）、ホテル日航プリンセス京都

で平成３０年度通常総代会を出席総代８９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 平成２９年度事業報告承認の件 

第２号議案 平成２９年度収支決算承認の件 

第３号議案 平成３０年度事業計画（案）決定の件 

第４号議案 平成３０年度収支予算（案）決定の件 

第５号議案 平成３０年度借入金最高限度額 

      及び借入先（案）決定の件       

第６号議案 任期満了に伴う役員改選の件 
 
全ての議案は、原案どおり承認、決定されました。 
 

商工会創立２０周年記念式典 髙橋会長挨拶 

本日は安田守向日市長様をはじめ、ご来賓の皆

様におかれましては、公私ともご多用の中ご臨席

を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 また、会員の皆様におかれましては、日頃より

当商工会の事業にご理解ご協力を賜っておりま

すことに対し、衷心より感謝を申し上げる次第で

ございます。 

向日市商工会は平成１０年４月、当時向日市商

店会、向日市工業会で構成されていた向日市商工

連合会を中心として向日市内の事業者が一丸と

なり誕生いたしました。 

 ご存じの方が多いとは思いますが、その経緯に

つきまして少し述べさせていただきます。 

昭和３５年に商工会設立の根拠法である「商工

会法」が制定され、その後全国各地で商工会が設

立されました。 

向日市商工連合会３０周年誌によりますと昭

和３４年には既に向日町商工連合会が設立され

ておりました。 

余談ではありますが昭和３５年当時、競輪場の

前に建っていた初代の会館は建て替えのために

解体された向陽小学校の校舎の部材で建てられ

たとの記述が商工連合会３０周年誌にございま

した。 

 商工会館も昭和４９年に建てられた二代目の

会館から昨年５月に現在の場所の新しい向日市

商工観光振興センターにバトンタッチすること

が出来ましたのはキリンビール様、向日市様をは

じめ関係各位のご理解ご協力あってのことでし

た、この場をお借りして厚く御礼申し上げる次第

でございます。 

 さて、これはあくまで推測ですが、昭和３４年

に商工連合会が設立されていたということはも

しかすると昭和３５年の商工会法の施行に合わ

せて商工会設立の動きがあったのかも知れませ

ん。 

 しかしながら、その後向日町商工連合会を母体

に、あるいは乙訓二市一町で乙訓商工会を設立す

る動きがあったものの、商工会設立には至らなか

ったと伝え聞いております。 

その後平成８年頃から商工会設立の機運が高

まりましたが、商工会設立に当たっては様々なハ

ードルがあり、中でも商工会組織が商工業者に占

める組織率５０パーセント以上というハードル

は高くしかも絶対にクリアしなければならない

関門でした。 

 このような高いハードルがあったものの当時

の諸先輩方の並々ならぬご努力そして京都府様、

向日市様をはじめとする行政関係各位、地域の皆

様のご理解、ご協力の結果として平成１０年４月

に向日市商工会が設立されましたのは皆様ご存

じの通りです。 

 ご協力、ご理解、ご努力を賜りました皆様方に、

今改めまして深甚なる感謝の意を表する次第で

ございます。 



さて向日市商工会が設立された当時と言えば

バブル崩壊後の景気低迷期であり、平成１２年に

は大型店の進出を規制し、小規模小売業者の保護

育成を目的とした大店法から大店立地法へ変わ

ったことで大型店に対する規制緩和が進み、地域

の小規模店舗を取り巻く環境が大きく変化した

時期でもありました。 

  また、パーソナルコンピュータのオペレーショ

ンシステムWindows98が発売された年でもあり、

当時１３％の人が利用しているに過ぎなかった

インターネット環境は２０年後の現在、携帯電話

さえあれば全世界とつながることができる環境

になっており、特にインターネットが物流に及ぼ

した影響は多大なものがありました。 

向日市商工会設立後の２０年間は会員の皆様

におかれましてもまさしく山あり谷ありの２０

年間であったと思います。 

 ２０周年という節目を迎えた向日市商工会が

今後３０年、５０年と歴史を重ねて行くことがで

きるのは会員の皆様の繁栄あってこその事です。 

 今後商工会と致しましては引き続き経営相談、

経営支援活動を軸として各種補助金の申請支援、

融資の斡旋を通して会員の皆様の経営の一助と

なるべく事業を推進して参ります。 

 また、地元での創業を支援するための各種事業

を今後も積極的に実施して参ります。 

会員の皆様におかれましては今後も向日市商

工会を充分にご活用いただくことで事業の発展

にお役立ていただきますようお願い申し上げま

す。 

さて、この後会員事業所の従業員並びに商工会

役員の表彰がございます。 

 表彰をお受けになられる皆様に心よりお祝い

を申し上げます。 

以上、簡単措辞で意を尽くせませんが向日市商

工会設立２０周年記念式典の開会にあたりまし

て、商工会長としての式辞とさせていただきます。 

 本日は向日市商工会設立２０周年記念式典へ

のご出席、誠にありがとうございます。 

 

『商工会創立２０周年記念式典及び祝賀パーティー』 開 催  

 商工会の創立２０周年を記念した式典及び祝

賀パーティーが総代会終了後、ホテル日航プリン

セス京都で１０６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」

の受賞者については下記の通りです。 

 

１． 商工会役員 

向日市商工会長表彰 

氏  名 事 業 所 名 

大塚 祐司 ㈱大塚竹材店 

小山 俊樹 ㈱小山 

田中 益一 田中竹材店 

湯浅 好美 ㈲湯浅アルミ 

 

２． 事業所従業員 

京都府知事表彰 

氏  名 事 業 所 名 

大西 啓史 ㈱神﨑屋 

馬杉 洋 ㈱安井杢工務店 

 

 向日市長表彰 

氏  名 事 業 所 名 

藤坂 文子 ㈱神﨑屋 

野村 美行 ㈱神﨑屋 

伏田 一行 ㈱神﨑屋 

近藤 剛史 ㈱安井杢工務店 

 

京都府商工会連合会長表彰 

氏  名 事 業 所 名 

岡本 大 ㈱原田ソールウォーター 

伊津野 桂吾 ㈱安井杢工務店 

芝原 忠 ㈱安井杢工務店 

 

 向日市商工会長表彰 

氏  名 事 業 所 名 

芝田 一勝 ㈱ヴェリテ稲本 

堂田 勝人 関西ビルサービス㈱ 

西山 寿栄子 ㈱神﨑屋 

松本 洋輔 ㈱水道センター 

生駒 ますみ ㈱水道センター 



吉村 周 ㈱大日本科研 

中村 幸三 ㈱大日本科研 

宗次 辰男 ㈱大日本科研 

金子 正泉 ㈱大日本科研 

島田 崇司 ㈱大日本科研 

西尾 正彰 ㈱大日本科研 

嶽本 真光 ㈱安井杢工務店 

副田 泰広 ㈱安井杢工務店 

 

第１６回理事会 

 ５月９日（水）午後２時から、商工観光振興セ

ンター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） 平成２９年度事業報告承認に関する件 

（３） 平成２９年度収支決算承認に関する件                      

（４） 役員改選に関する件 

（５） 新規会員の加入承認に関する件 

 

第２１回 京の味めぐり・技くらべ展 出展者募集について  

 京都府内の各種地場産品等の普及・啓発と販売

の拡大を図るため、以下のとおり「第２１回 京

の味めぐり・技くらべ展」が開催されます。 

 本催しは、府内一大マーケットである京都市に

おいて地場産品を一堂に集めた展示会を開催す

る事により、府内の地場産品を広く流通業者・消

費者に紹介するとともに、広域的な販路拡大を支

援し、地場産業の振興発展を図るべく京都府の支

援を得て開催するものです。 

 

会期：平成３０年９月１２日（水）～１８日（火） 

営業時間：午前１０時～午後８時（最終日閉場午後４時予定） 

会場：㈱大丸松坂屋百貨店 大丸京都店７階催会場  

申込締切：平成３０年６月１５日（金） 

詳細については、別紙案内をご覧ください。 

 

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

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 

の開催趣旨等から主催者側による出店の選定や

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。 

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。 

 ●出展案内内容 例）百貨店での各種催事、展

示会、物産展など 

 

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３０年６月２１日（木）から７月７日（土） 

・特別実施日 

６月２１日（木）：夏至ライトダウン 



７月 ７日（土）：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 

 ライトダウンにより削減できると予測される

電力量等をご登録頂きますようご協力お願いい

たします。６月２１日又は７月７日のいずれか１

日の参加でも登録可能です。 

 なお、下記ホームページにてご登録いただけま

す。 

https://ondankataisaku.env.go.jp/coolearthday/ 

 

無料税務相談の案内  
向日市商工会では、税理士が税務相談に応じま

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。 

なお、経営相談については、随時、商工会の

経営支援員が対応いたしますので、お気軽にご

相談ください。 

 

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

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

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。 

HP 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 

   ９：００～１７：００ 

E-mail sme-webmaster@sekai2020.jp  

６月の予定表 

日   時 行 事 名 場   所 内     容 

６月 ５日、１９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 

相談無料・秘密厳守 

６月１１日（月） 

午後７時～ 

向日市商店会 

通常総会 

商工観光 

振興センター 

平成２９年度事業報告承認の件 

平成３０年度事業計画（案）について 

任期満了による役員改選について 

６月２０日（水） 

午後６時～ 

向日市工業会 

通常総会 

ホテル日航 

プリンセス京都 

平成２９年度事業報告承認の件 

平成３０年度事業計画（案）について 

任期満了による役員改選について 

６月２１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 

６月２３日（土） 

午後６時３０分～ 

建設業部会 

総会 

商工観光 

振興センター 

平成２９年度事業報告について 

平成３０年度事業計画（案）について 

任期満了による部会役員改選について 


