
向日市商工会情報 
 

第６回理事会開催 

８月７日（水）午後２時より理事会を開催しま

した。 

■審議事項 

（１） 前回理事会議事録の確認に関する件               

（２） 会員増強キャンペーン実施に関する件 

（３） 新規会員の加入承認に関する件                         

 

■報告事項 

（１）乙訓地域商工会広域連携協議会に関する件           

（２）乙訓商工・観光協議会に関する件                

（３）令和元年度「向日市まつり｣実施に関する件           

（４）令和元年度向日市プレミアム商品券 

に関する件 

 

新規会員のご紹介 

事業所名：土地家屋調査士 末永貴裕事務所 

代表者名：末永 貴裕 

住  所：向日市寺戸町瓜生１－８ 

業  種：土地家屋調査士事務所 

所属部会：建設業 
 

事業所名：大康建設 

代表者名：大八木 康壮 

住  所：向日市寺戸町殿長２５－６ 

業  種：建設業 

所属部会：建設業 

 

事業所名：エステティックジュビランｍｏａｎａ  

代表者名：髙栖 珠絵 

住  所：向日市寺戸町小佃２０－１３－２ 

     ＢＧビル２階 

業  種：エステティック業 

所属部会：サービス 

 
 

事業所名：フェルメール 

代表者名：宮元 貴美子 

住  所：向日市寺戸町東野辺６４－５ 

業  種：エステ、化粧品販売 

所属部会：サービス 

 

事業所名：マカリィ 

代表者名：橋本 多恵子 

住  所：向日市寺戸町東野辺３５－９ 

業  種：エステ、化粧品販売 

所属部会：サービス 

 

向日市まつり『商工コーナー』出店案内  

今年の「向日市まつり」は、１１月１６日（土）・

１７日（日）の２日間、京都府向日町競輪場で開

催されます。 

当会は、会員企業や市民の方に楽しんでいただ

くため、商工コーナーを設けます。出店を希望さ

れる方は、同封の「向日市まつり出店申込書」を

９月２０日（金）までに提出して下さい。（先着順

で募集小間数に達しだい〆切ります。） 

なお、昨年に引き続き本年も来場者へのサービ

ス向上と地域経済の活性化を図るため、 

「２０１９向日市まつり」パンフレット（※）

を作製する事に向日市まつり実行委員会で決まり

ました。パンフレットのサイズは、会場内を持ち

歩くのに便利なサイズとなっております。パンフ

レット作成にあたり、出店者の皆さまから出店料

（1小間７，０００円）とは別に広告料として５，

０００円徴収させていただきたく、ご理解のほど

よろしくお願い申し上げます。 

また、電源使用に関して、会場内では電気使用

量が許容範囲を超える状況となっており、大型発

電機をレンタルして対応しているところです。出

店者説明会でもご説明させていただいております

通り、使用電気器具の容量に応じた金額を実費負

担していただく事となっております。何卒、ご理



解、ご協力の程よろしくお願いいたします。 

地元の皆様による手作りの市民まつりと言う趣

旨をご理解いただき、提供商品のサービス価格で

の提供や、準備作業並びに後片付け作業へのご協

力につきまして併せてお願い申し上げます。 

※「２０１９向日市まつり」パンフレットの詳細

につきましては、別添をご覧下さい。 

●受付場所：向日市商工会 事務局 

●出店要領（両日ともに出店可能な方） 

１．出店日：１１月１６日（土）１０時～１６時 

１１月１７日（日）１０時～１５時 

２．場所：京都向日町競輪場「向日市まつり」 

会場『商工コーナー』 

３．小間数：飲食２２、展示・即売２８（先着順） 

４．小間サイズ：（※） 

１小間 幅約3.3ｍ×奥行約2.8ｍ 

  ２小間 幅約4.5ｍ×奥行約2.8ｍ 

※出店場所によって、小間の大きさは多少前後します。 

５．出店料： 

（１）１小間12,000円（広告料5,000円含む） 

２小間19,000円（広告料5,000円含む） 

（２）清掃費  3,000円（飲食出店者のみ） 

（３）電源料（※）100V 2,000W 8,000円 

100V 1,500W 5,000円 

       100V 1,200W 5,000円 

100V 1,000W 5,000円 

100V   200W 3,000円 

100V   100W 3,000円 

※電源使用に関しては、必ず申込の範囲内での 

ご使用をお願いします。 

６．申込期限：９月２０日（金）まで 

商工会がお勧めするセミナーのご案内 

「初心者のための簿記教室」の開催 

向日市商工青色申告会・向日市商工会の合同共

催で、「経理って難しくてよくわからない･･･」そ

んな方に向けて、２日で学べる簿記教室を開催し

ます！ 

そもそも何をすればいいの？その目的は？とい

った基本を勉強いただきますので、記帳に不慣れ

な方、創業間もない方、会計ソフト頼みで仕訳に

ついて、詳しく知りたい方など初心者の方には最

適な講座です。 

日 時： 

①１０月 ９日（水）１４時～１６時３０分 

②１０月２３日（水）１４時～１６時３０分 

場 所：向日市商工観光振興センター ３階 

講 師：松本克彦税理士事務所 松本 克彦 氏 

定 員：先着２０名 

受講料：無料（会員事業所以外は１，０００円） 

持ち物：筆記用具・電卓 

内 容：経理の基本  

簿記の基礎知識  

日々の記帳の方法と書類の保存  

消費税の会計処理  

決算時の処理と決算書の作成 

（上記は２日間の内容です。） 

※受講は両日ご参加ください。 

なお、同封のチラシにてお申込みいただきます

よう、お願いいたします。 

 

女性部活動便り 

日 時 活動行事 場 所 

 

 

 

 

9月 

4日(水) 10：00～ 令和元年近畿ブロック 

商工会女性部交流会 

ホテルグランヴィア 

京都「源氏の間」 5日(木) 10：00～ 

10日(火) 13：30～ 第5回 常任委員会 商工観光振興センター 

15日(日) 11：00～ 乙訓 DREAM フェスタ 2019 向日町競輪場 第 4 駐車場 

29日(日) 10：00～ 乙訓Connection2019 向日町競輪場 

 

10月 
1日(火)  ウォークラリー 京丹後エリア 

2日(水) 13：30～ 第6回 常任委員会 商工観光振興センター 

※常任委員会につきましては、オブザーバーとしてご参加していただくことも可能です。 



サービス部会視察研修会のご案内 
サービス部会主催の視察研修を開催します。 

 日  時  １１月６日（水）～７日（木） 

京都駅午前８時頃出発 

場  所 東京方面 

参議院議員会館 

     防衛省市ヶ谷地区 

     全国商工会連合会 

     豊洲市場  

参 加 費 ４０，０００円 

（１０月７日（月）までに商工会へご持参下さい。） 

募集人員 １０名（定員に達し次第締め切り） 

備  考 詳細は同封の案内をご覧ください。 

 

小規模事業者等向け補助金情報 

◆中小企業消費税率引上げ対策支援事業◆ 

京都府と向日市商工会では、令和元年１０月に
実施される消費税率引上げによる中小企業等への
影響を抑制するため、消費税率引上げ・軽減税率
の導入への対応をスムーズに行うための取組や、
消費税率引上げの反動による業績悪化を防ぐため
に固定経費の削減や経営改善等の取組を支援する
「中小企業消費税率引上げ対策支援事業」を実施
します。 

この事業は、中小企業応援隊の支援策として、

令和元年度実施される取組（事業）に必要な経費

の一部を補助し、応援するものです。 

 なお、概要は下記のとおりです。詳細は向日市

商工会までお尋ね下さい。 

【対象企業】 

中小企業等、小規模企業、商店街団体 

【対象経費】 

◆経営改善計画遂行に向けた取組、 

商品の販売促進の取組に関する経費等 

・のぼり旗等の作成経費 

・新聞折込み、ちらし作成、ホームページ作成に

係る経費 

・集客増加を目指す事務所等の修繕経費・備品等

の購入経費 

◆省エネルギー対策等のコストダウン対策に 

関する経費等 

 

◆その他、事業趣旨に合致した取組で、中小企業

応援隊が必要と判断したもの 

【補助金額】 

＜小規模企業＞＊補助率３分の２ 

１補助事業あたり上限２０万円以内 

＜中小企業（小規模企業除く）＞＊補助率２分の１ 

１補助事業あたり上限３０万円以内 

 ＜商店街団体＞＊補助率３分の２ 

１補助事業あたり上限２０万円以内 

【募集期間】 

令和元年９月５日（木）から９月１２日（木）まで 

【注意点】 

１．補助金交付・不交付の採否にあたり審査会を

設ける場合があります。審査内容に関する問い

合わせには一切応じかねます。 

  なお、採否の基準は、経営改善に繋がる工夫

を凝らした取組や売上向上、販路開拓、効率化

等具体性・計画性があり、実現可能なものです。 

２．同一取り組みについて、他の公的補助金の交

付を受けている、又は決定している場合の利用

は認められません。 

３．補助金は、予算の範囲内で交付するため、採 

 択されることになった場合にも申請金額のすべ 

てに応じられない場合があります。 

 

平成３０年度補正 

「ものづくり・商業・サービス生産性 

向上促進補助金」の二次応募について 
本事業は、足腰の強い経済を構築するため、日

本経済の屋台骨である中小企業・小規模事業者等

が取り組む生産性向上に資する革新的サービス開

発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うため

の設備投資等の一部を支援します。 

●公募期間：９月２０日（金）１５時まで 

※電子申請のみの受付になります。 

詳細等については、京都府中小企業団体中央会

のホームページをご確認ください。 

http://www.chuokai-kyoto.or.jp/blog04/2019/0

8/post-100.html 

 

 

 



Ｊ－ＧｏｏｄＴｅｃｈへの登録について 

 ジェグテックは、日本の中小企業と国内大手企

業・海外企業をつなぐビジネスマッチングサイトで

す。自社製品や技術情報のプロモーション、ニーズ

に合わせた企業情報の検索ができるだけでなく、各

企業と直接の情報交換や技術提案も可能です。  

登録されているのは、中小機構が審査した日本

企業のほかに、各国の支援機関（政府機関等）に

よって推薦された信頼性の高い企業ばかりで、製

造業、卸売業、サービス業など幅広い業種の企業

にわたっています。 

 先月の情報誌でご案内した大阪商工会議所の

「ザ・ビジネスモール」とともにご活用ください。 

 応募方法については、以下のＵＲＬより、申請フ

ォームにアクセスし、必要事項を記入し申請してく

ださい。  

申請フォームＵＲＬ： 

https://jgoodtech.jp/system/corporati

ons/register/ 

 

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： 

９月１０日（火）９時３０分～１６時３０分 

１０月８日（火）９時３０分～１６時３０分 

●会 場：京都経済センター４階 ４－Ｃ会議室 

●受講料：１１，３００円 

（事前振込、振込手数料はご負担願います） 

●持参物：筆記用具 

●定 員：３０名（先着順） 

申込方法や詳細については、ＫＥＳ環境機構の

ホームページをご確認ください。 

http://www.keskyoto.org/ 

 

サービス部会経営セミナー開催報告 

８月５日（月）に「事業者のための軽減税率対

策セミナー」と題し、松本克彦税理士事務所の松

本克彦氏をお招きし、本制度のポイントや支援策

について解り易くご指導いただきました。 

 

 

 

 

９月の予定表 

日   時 行 事 名 場  所 内   容 

９月３日、１７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：松本 克彦 税理士 相談無料・秘密厳守 

９月１５日（日） 

午前１１時～午後４時３０分 

乙訓ＤＲＥＡＭ 

フェスタ 

向日町競輪場 

第４駐車場 

２市１町の市民・町民、市民団体、行政の三位一体となっ

た事業で青年会議所が主催のイベント。市民団体の出店や

ステージイベント、ＢＭＸ体験などが実施予定。 

９月１９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 

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 

９月２８日（土） 

午前１０時～午後０時 

（避難訓練は午前９時から） 

向日市防災訓練 

向陽小学校 

グラウンド 

体育館 

車両出動協力による障害物撤去・積込み 

非常時の簡易紙食器づくり体験コーナー 

非常食の備蓄法「ローリングストック法」の紹介 

９月２９日（日） 

午前１０時～午後４時 

京都おとくに 

ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮ 
向日町競輪場 

スポーツを通じてつながる防災・おとくに 

～防災×男女共同参画～ 

・防災ブース、スポーツ体験ブース 他 

http://www.keskyoto.org/

