向日市商工会情報
部会総会開催

幹 事

松野 敏

〔㈱マツノ薬局〕

幹 事

安田 徳治

〔安田商店〕

工業部会、商業部会総会を各々下記の通り開催。
平成２９年度事業報告、平成３０年度事業計画

新規会員のご紹介

（案）が原案どおり承認、決定されました。
また、役員改選が行われ、新役員が下記の通り

事業所名：有限会社ランドマーク

決定されました。

代表者名：太田 正則
◆商工会工業部会（部会長：岡本 光三）

住

所：長岡京市井ノ内北内畑２４－２０

日時：７月１３日（金）午後６時３０分～

業

種：広告業

場所：向日市商工観光振興センター

所属部会：サービス部会

平成３０・３１・３２年度役員（敬称略５０音順）
部会長

岡本 光三 〔㈱大日本科研〕

副部会長 田中 益一 〔田中竹材店〕

事業所名：株式会社ＢＡＬＬ・ＬＡＢ

副部会長 中村 訓

代表者名：安田 基

〔㈱ナカムラ理化〕

幹 事

大塚 正洋 〔東洋竹工㈱〕

住

所：向日市物集女町堂ノ前１８

幹 事

大塚 祐司 〔㈱大塚竹材店〕

業

種：電気工事業・イベントディスプレー業

幹 事

北尾 哲郎 〔日東薬品工業㈱〕

所属部会：建設業部会

幹 事

清水 庄吾 〔森庄缶詰製造所〕

幹 事

永井 守

幹 事

三島 一郎 〔長岡銘竹㈱〕

事業所名：一品料理よね政

幹 事

村上 昇一 〔昇美電業社〕

代表者名：米島 政士

〔ナガイ理工〕

住
◆商工会商業部会（部会長：大八木 修一）

所：向日市物集女町坂本１２－４
咲花ヴィラ１Ｆ

日時：７月２０日（木）午後６時～

業

場所：麒麟園

所属部会：商業部会

種：飲食業

平成３０・３１・３２年度役員（敬称略５０音順）
部会長

嶋田 久司

〔㈱花久〕

副部会長 須田 重正

〔㈱矢尾卯〕

事業所名：寿司どばし

副部会長 安井 俊之

〔仁アートショップ＆スペース〕

代表者名：土橋 勇夫

幹 事

梅原 薫

〔梅原酒店〕

住

所：向日市寺戸町東田中瀬５－３３

幹 事

大八木 修一 〔タックメイトまんげん〕

業

種：飲食業

幹 事

岡田 孝保

〔オカダ〕

所属部会：商業部会

幹 事

西野 政美

〔クレープのお店おんりー〕

幹 事

野村 寛

〔㈱野村龍酒店〕

幹 事

長谷川 静江 〔㈲クレア〕

幹 事

平井 正樹

〔工芸樹〕

主張発表大会南部ブロック予選

●深田川橋公園前ポケットパーク

京都府商工会青年部主張発表大会南部ブロック
予選大会が、７月３日（火）
、南山城村文化会館や
まなみホールにて開催されました。
当商工会青年部からは部員の橋本 裕介（㈱す
まいる）さんが出場されました。
橋本さんは、
「人脈ゼロからスタートした青年部
活動」をテーマに発表されました。
●向陽小学校校門

なお、京都大会には、南部ブロックから、木津
川市商工会青年部の周榮真嗣氏と南山城村商工会

●五辻常夜灯ポケットパーク

青年部の福岡幸太氏が出場することとなりました。

たなばたまつり
６月３０日（土）～７月８日（日）まで、
「たな
ばたまつり」を開催しました。
（雨天のため、イオ
ンモール京都桂川以外は７月２日（月）より開催
しました。
）
約１週間という日程のうち、雨風にさらされる
日も多くはありましたが、風物詩として市内の各
拠点を彩ることができました。
●ＪＲ向日町駅前

●イオンモール京都桂川

●向日市商工観光振興センター

（１）大規模な設備更新に対する補助
補助率１５％以内（上限１００万円下限１０万円）
※平成２９年台風第１８号・台風２１号において
も被災した場合
補助率２５％以内（上限１５０万円）
対象経費：平成３０年７月豪雨により被災した設
備等の更新
（２）小規模な機器等の修繕に対する補助
補助率１／２以内（上限１０万円）

「先端設備導入計画」の認定申請について
「先端設備導入計画」は、生産性向上特別措置

対象経費：平成３０年７月豪雨により被災した機
器等の修繕
（３）補助対象者

法において措置された、中小企業・小規模事業者

府内に事業所を有する中小企業等

が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るた

※平成３０年７月豪雨により被害を受け、復旧・

めの計画です。この計画は、国から「導入促進基

復興など目指す被災（り災）証明書を有する者

本計画」の同意を受けている向日市に申請を行い、
認定を受けることができます。認定を受けた場合

詳細については、商工会事務局までお問合せく
ださい。

は税制支援などの支援措置を受ける事ができます。
※申請には、認定経営革新等支援機関（商工会・
士業・地域金融機関等）に予め計画の確認を受け

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

て向日市に申請する必要があります。
申請用紙等の詳細については、商工会 HP をご覧
ください。

向日市の観光振興並びに活性化を推進する目的
で、観光お土産品等の開発及び、観光客向けの食
事メニューなどを作成し提供する事業者を募集し

平成３０年度労働生産性向上推進事業補助金の申請について
労働生産性の向上により、長時間労働の削減、
有給休暇の取得促進等に積極的に取り組み中小企

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：８月１日（水）～８月１７日（金）
対象業者：向日市内に本社を有する事業者及び個

業を支援する補助金です。
詳細については、商工会 HP 又は京都府中小団体

人事業者で向日市商工会員
募集業者：２事業者程度（助成金を受けるには審

中央会 HP をご覧ください。
中央会 HP：http://www.chuokai-kyoto.or.jp/

査があります。
）
助成金額：新規にお土産品等を開発する事業者
上限４０万円

平成３０年度中小企業等復興支援事業費補助金について

助成対象：お土産品製作及び販売促進費、観光客
向けの食事提供に必要な経費等

設備更新、機器の修理、店舗修繕をはじめとす
る中小企業等の一日でも早い事業再開・再生、売

（詳細は事前にお問合わせください。
）
応

募：向日市商工会とっておきお土産品等開

上回復などに繋がる事業で中小企業応援隊による

発支援助成金交付申請書（商工会にあ

伴走支援により、平成３０年７月豪雨による被害

ります）にご記入のうえ応募期間内に

を受けた中小企業等の復旧・復興を緊急支援しま

向日市商工会へ提出してください。

す。

そ の 他：事業内容については審査会で審査しま

場合があります。相手側に対する道義的責任（誠

す。目的にそぐわない事業内容の申請

意）についての補償は自動車事保険では必ずしも

は受理できない場合があります。応募

十分とはいえません。

者多数の場合は、審査会で助成事業者

もしものとき、あなたの経済的負担を幅広くサ

を決定します。

ポートする共済、それが自動車事故費用共済です。

申込問合せ：商工会事務局（担当 中川）

中小企業退職金共済制度について
独自に従業員の退職金制度を持つことが困難な
中小企業のための国の退職金制度です。安全、確

＜特徴＞

実、有利で手続きも簡単。

①万一の自動車事故の場合、すべての共済金を契

企業の状況に応じて無理のない掛金（月額５千

約者（あなた）にお支払いします。

円～３万円の範囲）を選択できます。
（パートタイ

②自動車保険とは関係なく、確認次第すみやかに

マー等は２千円から加入可）

お支払いします。

新しく加入する事業主に掛金の一部（月掛金の

③もしも加害者になってしまった場合、香典供花

１／２（従業員毎に上限５千円）
）を国が助成しま

料、葬儀費用、相手側への誠意を示すお見舞金な

す。

どの出費にお役立ていただけます。

詳細については、下記の URL 又は商工会事務局

④共済掛金は運転者の年齢等に関係なく、車種別

までお問合せください。

に設定しています。

http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/

⑤事業者の場合は、掛金はすべて損金処理ができ
ます。
詳しくは、京都府共済共同組合まで。

自動車事故費用共済制度について

〒615-0042 京都市右京区西院東中水町１７

万が一の人身事故。自動車保険に入っているか

京都府中小企業会館内
TEL：075-314-7135 FAX：075-314-7178

ら安心と思っていませんか？

HP：http://www.fu-kyosai.or.jp

人身事故で加害者となった場合には、お見舞い
費用や、香典料など多額の自己負担が必要になる

８月の予定表
日

時

行 事 名

場

所

８月 ３日（金）

第１回

商工観光

午後２時～午後３時３０分

理事会

振興センター

８月 ７日、２１日（火）
午後１時～午後４時３０分

税務相談

（最終受付：午後４時迄）
８月２３日（木）
午後１時～午後４時
（最終受付：午後３時３０分迄）

不動産相談

商工観光

内

容

審議事項：前回理事会議事録の確認に関する件 等
協議事項：会員増強に関する件
報告事項：乙訓地域商工会広域連携協議会に関する件 等
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：清水 仁 税理士 相談無料・秘密厳守

商工観光

宅地建物取引士が不動産に関する相談に応じます

振興センター 担当：
（公社）京都府宅地建物取引業協会 第五支部会員

