向日市商工会情報
第４回理事会開催報告
３月２７日（水）午後２時より理事会を開催し
ました。

＜報告事項＞
（１）｢桜まつり｣開催に関する件
（２）
「経営発達支援計画」認定の件
（３）平成３１年度総代会開催に関する件

＜審議事項＞
（１） 前回理事会議事録の確認に関する件
（２） 商工会職員給与規程の一部改正に関する件
（３） 商工会職員服務規程の一部改正に関する件

桜まつりについて
４月６日（土）
・７日（日）
、向日神社境内で「桜

（４） 平成３１年度事業計画承認に関する件

まつり」を開催します。舞楽殿では音楽やダンス、

（５） 平成３１年度収支予算(案)に関する件

ゲームなど、また客殿付近では野点やお琴が演奏

（６） 平成３１年度借入金最高限度額及び

されます。

借入先(案)に関する件

飲食の店の出店もありますので、会員の皆様に

（７） 平成３１年度定例表彰に関する件

は、同封しております「お茶席ご招待券」にて「桜

（８） 新規会員の加入承認に関する件

まつり」で春のひとときをお楽しみ下さい。
なお、３月号で「＊桜まつりお茶席ご招待券を同
封します。
」と誤った記載がありましたこと、お詫
び申し上げます。

総代会開催日等について
平成３１年度向日市商工会通常総代会を開催い

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。

たします。

【開催日】毎月第１、第３火曜日

１．日 時：５月２３日（木）午後４時３０分

＊当日が休祝日の場合は、翌営業日

２．場 所：ホテルグランヴィア京都

【場 所】向日市商工観光振興センター

３．議 案：平成３０年度事業報告・収支決算

【時 間】午後１時～４時３０分

平成３１年度事業計画（案）
役員の欠員に伴う補充選任の件 他

（最終受付：午後４時迄）
【内 容】
・相談はすべて無料です。

「会員の集い」開催日等について
今年も、会員相互の交流・親睦を深めるため会

・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

員の集いを開催いたしますので、ぜひご参加下さ

待ちいただくことがあります。

い。
（参加申込書は次月号に同封いたします。
）

相談終了時間の関係で終了３０分前には来館いた

１．日 時：５月２３日（木）午後６時

だきますようお願いたします。

２．場 所：ホテルグランヴィア京都

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。

新規会員のご紹介

担当税理士：松本克彦税理士事務所
松本 克彦 氏

事業所名：株式会社 symme（ひまわり鍼灸整骨院）
代表者名：太藤 一平
住

所：向日市寺戸町辰巳３ユングフラウマイ１Ｆ

業

種：整骨院・トレーニングジム

所属部会：サービス

事業所名：鶏笑 向日店
代表者名：松本 正人

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。

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

住

所：向日市上植野町切ノ口２９－１

相談を受け付けいたします。空き家の管理、不動

業

種：飲食業（鶏唐揚げ専門店）

産取引の正しい知識など、気になることがあれば

所属部会：商業

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。

事業所名：CHICA（チーカ）
代表者名：村川 真由美
住

所：向日市寺戸町小佃１－８エバグリーンヴィラ小佃１Ｆ

業

種：美容業（美容室）

所属部会：サービス

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
（最終受付：午後３時３０分迄）
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

ホームページを開設してみませんか！
向日市商工会では、全国商工会連合会が提供し

お越しください。

ている総合コミュニティサイト「１００万会員ネ

予約優先ですので、確実に相談したい方

ットワーク」を活用し、皆様の販路開拓のツール

は事前予約をおすすめします。

としてご紹介させて頂いております。

申 込 向日市商工会

○事業所の新たなＰＲ手段に！
地元から全国規模まで幅広く事業ＰＲを行えます。

経営力向上計画の策定について
中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計

○ＰＣひとつで登録簡単！
事業所や商品などの情報を、インターネット上の
入力画面から簡単に更新する事ができます。

画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメント

○５層間情報共有！

の向上や設備投資など、自社の経営力を向上する

新着情報は、事業者・商工会・府連・関西・

ために実施する計画で、認定された事業者は、税

全国連５つのサイトにリアルタイムに連携表

制や金融等の支援を受けることができます。

示されます

【支援措置】

商工会 http://www.shokokai.or.jp/muko/

▶生産性を高めるための設備を取得した場合、固定

府 連 http://million.kyoto-fsci.or.jp/

資産税の軽減措置（３年間１／２に軽減）や中小

関 西 http://www.shokokai.or.jp/kansai/

企業経営強化税制（即時償却等）により税制面か

全国連 http://compass.shokokai.or.jp/

ら支援

○導入・運用は無料

▶計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援

全国連のサーバーを利用する為、導入・運用費用

（融資・信用保証等）

や、サーバーの保守の手間がかかりません。

▶認定事業者に対する補助金における優先採択

※お申込・お問合せは向日市商工会まで。

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。

現場改善５Ｓ全体成果発表会開催報告
２月１５日（金）現場改善に取り組まれた会員

エキスパートバンク事業について
京都府商工会連合会では、エキスパートバンク
事業と称し、小規模事業者が抱える経営や技術的
な課題への解決に向けて、ＩＴ関連、経営診断や
労務管理などの専門家が相談に応じる制度を設け
ています。
費用は、無料（同じ案件で２回目以降は受益者
負担が生じます）となっており、府内の小規模事
業者が対象です。
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。

事業所様と指導された専門家を交えて、全体成果
発表会を開催しました。
各会員事業所様から取組み前の背景・課題、取
組内容、実施後の効果、今後の課題を発表いただ
いた後、専門家の講評が行われた。最後は全体で
討論会し、課題や困っている事、参考事項等を共
有した。
○取組事業所（敬称略、順不同）
有限会社内藤制作所

内藤 廣次

株式会社ナカムラ理化 中村 益大
有限会社西向紙工

西向 しのぶ

東洋竹工株式会社

大塚 健介

○専門家（同上）
戸田 ISO サポート 戸田 英四（KES 主管審査委員）

（現場改善事業とは、企業の改善活動を支援する

商業部会主催視察研修開催報告

ため、５Ｓ等をテーマに品質管理やコスト削減な
どの問題解決を目指し、整理整頓・生産管理・品

３月１６日（土）商業部会主催の視察研修（兵

質管理・顧客サービスの仕組みを基礎から学んで

庫県）を開催しました。約４００年前に明石城の

頂き、個別指導を現場で行い、企業規模・業種に

築城とともに誕生し、宮本武蔵の城下町の町割り

合わせた手法を直接指導し、現場改善を実施し、

の設計により造られたと言われる古い歴史を持つ

これらの事業実施により儲かる経営体質に改善す

魚の棚商店街（明石市）と国指定重要有形民俗文

る事を目的としています。
）

化財の酒造用具を通じて、蔵人たちの仕事や生活、
伝承の生酛造りが体感できる菊正宗酒造記念館
（神戸市）を見学しました。

建設業部会意見交換会開催報告
３月１４日（木）建設業部会員事業所様に「台
風２１号に係る工事受注等対応に関するアンケー
ト調査」を行い、回答を集約した調査結果を用い
て意見交換会を開催しました。今般の災害発生状
況からリスク管理強化の必要性、防災協定の在り
方を整備していくことの必要性といった意見や地
域住民より工事問合せや下請業者不足等の課題点
も表面化したことからも、工事相談業者一覧の作
成を検討していくことが必要であるなどの意見が
挙がりました。

４月予定
日
時
４月２日、１６日（火）
午後１時～午後４時３０分
（最終受付：午後４時迄）

行 事 名

４月１７日（水）
午後６時～

女性部
通常部員総会

４月１８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

４月２０日（土）
午後７時～

青年部
通常部員総会

税務相談

場

所

内

容

商工観光
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：松本 克彦 税理士 相談無料・秘密厳守
麒麟園

平成３０年度事業報告・決算報告の承認
平成３１年度事業計画・収支予算の決定
任期満了に伴う新役員選任について

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
麒麟園

平成３０年度事業報告・決算報告の承認
平成３１年度事業計画・収支予算の決定
任期満了に伴う新役員選任について

