
向日市商工会情報 
 

 桜 ま つ り出店者募集  
「桜まつり」会場での出店者を募集します。 

●日 時： 

４月６日（土）午前１１時００分～午後８時 

４月７日（日）午前１０時３０分～午後５時 

●場 所：向日神社 

●内 容：飲食物・物品の販売、その他 

●販売品：「桜まつり」にふさわしい飲食物・物品 

（注）商工会で事前審査を行い、不適当と判断さ

れるときは、お断りもしくは、変更をお願いする

ことがあります。 

●出店料： 

飲食ブース   １５，０００円＋電気料金 

物販展示ブース  ８，０００円＋電気料金 

●申 込：同封の用紙に記入の上、ＦＡＸにて当

商工会事務局まで。（先着順） 

＊桜まつりお茶席ご招待券を同封します。 

是非、御来場下さい。（午前１１時から午後３時） 

 

 桜 ま つ り 出演者募集  
「桜まつりパフォーマンス」出演者を募集してい

ます。 

●日  時：４月６日（土）午後 ５時３０分頃 ～ 午後８時 

●場  所：向日神社 

●内  容：舞楽殿でのパフォーマンス 

（寸劇、ダンス、大道芸、手品、替え歌、カラオ

ケ大会等。内容については、事前に商工会で審査

をしますので、ご希望に添えない場合もありま

す。） 

●出演時間：１０分程度（相談可） 

●定  員：先着１０組（定員になり次第、締切り） 

●申  込：同封の用紙に記入の上、ＦＡＸにて当

商工会事務局まで。 

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 

種 別 
金 額 

（１時間あたり） 
商工会会員金額 
（１時間あたり） 

平日昼間 ２，０００円 １，０００円 

土、日、

祝日 

３，０００円 

（管理料含む） 

２，０００円 

（管理料含む） 

夜 間 
(全日午後
５時以後) 

３，０００円 

（管理料含む） 

２，０００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。 

 

「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

商工・観光振興センター３階 

大会議室をご利用ください 

 



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」（環境マネジメントシステム･スタン

ダード）です。 

「ＫＥＳ」は、平成１９年４月２日付で「京の

アジェンダ２１1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、「ＩＳＯ１４

００１」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。 

 

ＫＥＳ構築講座のお知らせ 

ＫＥＳ環境機構では、ＫＥＳ構築講座を開催し

ています。ＫＥＳの審査登録の手続きや取り組み

の方法などを丁寧にご指導しますので、登録をお

考えの方はぜひご受講下さい。 

●開催日：３月１２日（火）午前９時３０分～午後４時３０分 

●会 場：キャンパスプラザ京都 

●受講料：１１，３００円（事前振込） 

●定 員：３０名（先着順） 

詳細については、ＫＥＳ環境機構のホームページ

をご確認ください。http://www.keskyoto.org/ 

 

平成３０年度京都ＢＣＰ企業交流会のお知らせ  

京都府では、事業継続計画（ＢＣＰ）について

実践事例等の紹介する「京都ＢＣＰ企業交流会」

を開催します。 

この企業交流会は、ＢＣＰの策定・見直しをし

ようとしている企業の皆さまが、ＢＣＰの必要性

についての講演や他の企業の実践事例を通じて、

実効性あるＢＣＰの策定やＢＣＰのバージョンア

ップを図っていただくことを目的とするものです。 

●日時：３月１２日（火）午後２時～４時３０分 

●場所：御所西京都平安ホテル２階「白河」 

●内容：１．講演「実効性のあるＢＣＰとは」 

    ２．ＢＣＰ実践事例 

参加申込み、詳細については、以下のＵＲＬ又は

商工会までお問い合わせください。 

http://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/kyotobcp/

30bcpkigyoukouryuukai.html 

 

中小企業向け補助金のお知らせ 

今国会で中小企業・小規模事業者関係の予算（中

小企業生産性革命推進事業）が計上されました。 

中小企業・小規模事業者等が行う革新的なサー

ビス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必

要な設備投資等を支援する「ものづくり・商業・

サービス生産性向上促進事業」、小規模事業者が商

工会・商工会議所と一体となって取り組む販路開

拓や生産性向上の取組を支援する「小規模事業者

持続的発展支援事業」、中小企業・小規模事業者等

の生産性向上を実現するため、バックオフィス業

務の効率化や新たな顧客獲得等の付加価値向上

（売上向上）に資するＩＴツールの導入支援をす

る「サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業」と

して、１，１００億円の規模となっています。 

http://www.keskyoto.org/
http://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/kyotobcp/30bcpkigyoukouryuukai.html
http://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/kyotobcp/30bcpkigyoukouryuukai.html


サービス部会主催 

小規模事業者のための活力強化勉強

会＆地域ビジネス交流会の開催報告 

公募の日程等詳細が発表され次第、ホームペー

ジにて告知させていだきます。 

 なお、補助金の申請については経営計画書等の

作成が必須となることから、事前にご相談いただ

きますことをお薦めいたします。 

 

小規模企業共済制度について 

小規模企業の個人事業主が事業を廃止、もしく

は会社等の役員の方が退職した場合など、第一線

を退いたときに備えて、生活の安定や事業の再建

を図るための資金をあらかじめ準備しておく国の

共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえる

ものです。 

◆制度の特色 

 ①掛金は全額所得控除できます。 

②共済金は退職所得扱い（一括受取り）又は 

公的年金等の雑所得扱い（分割受取り）と 

なります。 

③納付した掛金合計額の範囲内で事業資金等の

貸付が受けられます。 

◆加入できる方 

常時使用する従業員が２０人（商業・サービス

業では５人）以下の個人事業主及び会社の役員。

小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営

者（個人事業主１人につき２人まで） 

◆掛金 

 月額１，０００円～７０，０００円までの範囲

内（５００円単位）で自由に選べます。 

◆共済金 

加入後６ヶ月以降に、個人事業の廃止や会社等

の解散、役員の疾病・負傷又は死亡による退職、

老齢給付など、加入者の方に生じた事由や掛金

の納付月数に応じて、法律で定められた額が支

払われます。 

◆お問合せ 

商工会事務局まで 

 

 

 

中小企業の情報セキュリティ対策を支援します！！ 

Ksisnet（ケーシスネット）は京都府内中小企業

からの情報セキュリティ対策等に関する相談をお

受けし、京都府・京都市・京都府警察・府内経済

団体や大学教授等の専門家が連携して迅速に対応

し、情報セキュリティ向上や対策への支援を行っ

ています。 

京都府内中小企業の健全かつ安心安全な事業活

動に寄与することを目的とした『地場で地場を守

る』オール京都体制の産学公連携組織です。 

●ＩＴ相談窓口 

 ・京都府内の情報セキュリティの専門家が対応。 

●セミナーの開催、講師の派遣 

 ・中小企業のためのセミナーを無料で開催。 

●情報発信 

 ・メールマガジンへの会員登録は無料で、会員 

限定でセミナー講演資料のダウンロードなど 

メルマガ会員専用コンテンツを提供。 

●訓練サービス 

 ・標的型攻撃メール訓練サービスを府内事業者 

に限り初回無料で提供。 

◆相談受付時間 

午前９時～午後５時（月～金曜日、祝日を除く） 

◆電話・メールでのご相談 

TEL：075-315-8660 

Mail：okyaku@ki21.jp 

◆窓口でのご相談 

 京都市下京区中堂寺南町134 

 京都府産業支援センター内 

 

 

 

 

１月１７日（木）、ＫＥＳ環境機構 専務理事 

長畑和典氏をお招きして、ＫＥＳ環境マネジメン

トシステムの現状と方向性について講演いただき、

大川部会長より自社でのＫＥＳ導入によっての効

果等を発表いただきました。講演会の後は、講師

も交えての交流会を開催しました。 

mailto:okyaku@ki21.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

「親子竹馬教室」＆「第１７回たけうま全国大会」開催報告  

 １月２７日（日）向日市立第３向陽小学校グラ

ウンドにて「親子竹馬教室」＆「第１７回たけう

ま全国大会」を開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工業部会経営セミナー開催報告 

２月６日（水）に「小が大に勝つ！ランチェス

ター戦略 ライバルに差をつけて地域でダントツ

優位に立つ『弱者逆転の法則』」と題し、戦国マー

ケティング㈱の福永雅文氏をお招きし、誰でもす

ぐに実践できる勝ち方の定石「ランチェスター戦

略」についてご講演いただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

商業部会視察研修のご案内 

 ２月号でもご案内しておりましたが、商業部会

では、視察研修を開催します。 

●日 時：３月１６日（土） 

午前８時出発    （向日町競輪場） 

     午後４時３０分頃帰着（   〃   ） 

●場 所：魚の棚商店街（兵庫県明石市） 

 菊正宗酒造記念館（兵庫県神戸市） 

●会 費：１，０００円（当日徴収） 

●定 員：先着２０名（定員に達し次第締切） 

●備 考：詳細は同封の案内をご覧ください。 

担当 石田 

 

３月の予定表 
日   時 行 事 名 場  所 内   容 

３月５日、１９日（火） 

午後１時～午後４時３０分 
（最終受付：午後４時迄） 

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 

３月１６日（土） 

午前８時向日町競輪場出発 

商業部会主催 

視察研修 
兵庫県内 

魚の棚商店街（明石市） 

菊正宗酒造記念館（神戸市） 

３月２２日（金） 

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    

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 

３月２７日（水） 

午後２時～午後４時 

第４回 

理事会 

商工観光    

振興センター 
「桜まつり」開催に関する件他 


