
向日市商工会情報 
 

 

第１５回理事会開催報告 
３月２０日（火）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） 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 

（４） 向日市商工観光振興センター会議室管理規

程に関する件 

（５） 平成３０年度事業計画承認に関する件 

（６） 平成３０年度収支予算(案)に関する件 

（７） 平成３０年度借入金最高限度額及び借入

先(案)に関する件 

（８） 平成３０年度定例表彰に関する件 

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

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜報告事項＞ 

（１）｢桜まつり｣開催に関する件 

（２） 総代選挙結果に関する件                                         

（３） 平成３０年度総代会開催に関する件 

 

桜まつりについて 
４月７日（土）・８日（日）、向日神社境内で「桜

まつり」を開催します。舞楽殿では音楽やダンス、

ゲームなど、また客殿付近では野点やお琴が演奏

されます。 

飲食の店の出店もあり、会員の皆様には、先月

号に同封した「お茶席ご招待券」にて「桜まつり」

で春のひとときをお楽しみ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月予定 

日   時 行 事 名 場   所 内     容 

４月３日、１７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 

４月１９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 



◎総代選挙の結果、次のとおりとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年4月1日

業種別 (敬称略・順不同）

商業 サービス 森本地区

  氏    名       事 業 所 名   氏   名    事 業 所 名  氏     名   事 業 所 名

一色　正典 オオクワ京都昆虫館 宇津﨑則子 ㈲エスティー西友 稲本　收一 ㈱ヴェリテ稲本

一口　茂樹 ㈱東向日駅前センター 大川　猛 グリーンハウジング 澤村　隆之 佐川印刷㈱

上羽美恵子 上羽米穀店 大西 郁雄 ㈲オッツ 清水　孝博 植清造園

大八木修一 タックメイトまんげん 大橋 一隆 大橋事務所 広瀬　守 ㈲広瀬シャーリング

岡田　孝保 ワイン＆フード　オカダ 才野　和義 ㈲バロル 山本　康史 ㈲山本商会

片山　睦夫 片山電機㈱向日町店 佐藤　克美 佐藤会計不動産鑑定事務所

木村　正夫 ㈲栄久堂 谷　　明憲 ㈲タックス・プラニング 鶏冠井地区

清本　岳男 関西キリンビバレッジサービス㈱ 土居原　哲 ディウェブ   氏     名   事 業 所 名

小林　昌樹 小林酒店 戸田　英四 戸田ＩＳＯサポート 有馬フミ子 有馬義化研㈱

小森　健護 魚久 中西ひろみ 中西ひろみ社労士事務所 宇野　肇 ㈱ユービーエム

小山　清一 今里屋 森　　直樹 ㈲モリ住宅 梅原　薫 梅原酒店

齋藤　岳人 ㈱ホームＳＴ 東　　義明 京都銀行向日町支店 小野　貞子 ㈱小野工業所

坂西　信一 菊寿 脇田　順也 学校法人京都西山学園 小林　修 小林装粧品店

佐々木　潔 山下豆腐店 地区別 山海　秀洋 ㈱山海木工

髙山　大輔 ダイナソージャングル 物集女地区 原田　信也 ㈱原田ソールウォーター

野村　和久 ㈱野村龍酒店   氏    名     事 業 所 名

橋本　弘行 鳥せい　向日町店 櫻井　大樹 京都通信機器販売㈱ 上植野地区

長谷川靜江 ㈲クレア 柴田　光貢 柴田ガレージ  氏     名   事 業 所 名

檜　　高宏 ㈲京菓子司大黒屋 田中　益一 田中竹材店 磯野　光政 いその総合保険㈱

福井　竜二 ㈲たつや塩干店 平井　正樹 工芸樹 遠藤　周一 ワークアップ㈱

布施　孝一 ㈱神﨑屋 福岡　信之 ㈲向陽美広社 北尾　哲郎 日東薬品工業㈱

松野　敏 ㈱マツノ薬局 安田　徳治 安田商店 北澤　孝之 ㈱ツアーポート

宮路　保 ㈱麒麟園 清水　良廣 ㈲清水銘竹店

宗田　千耕　 向東スポーツ 寺戸地区 民秋　康典 ㈱タミアキ造園土木

安井　俊之 仁ｱｰﾄｼｮｯﾌﾟ＆ｽﾍﾟｰｽ   氏     名    事 業 所 名 永井　孝次 ㈲永井生花

山下　頼俊 ネットサポート 大塚　祐司 ㈱大塚竹材店 西本　保昌 ㈱向日建設

淀川　暁人 洋風酒膳うまかろう 岡﨑　享 住宅情報センター㈲ 野中　望 野中社労士・行政書士事務所

岡﨑　徹也 岡崎鉄工商会 安井　久登 ㈱安井武工務店

工業 岡田　弘毅 ㈱オカモク 矢野　サチ子 幸絲会

   氏    名    事 業 所 名 岡本　研三 ㈱アシス

岩野　祥一 イワノ電化サービス 尾﨑　秀子 向日町ドラッグ㈱ 向日地区

大塚　健介 東洋竹工㈱ 岸田　道彦 トータルマネージメント  氏    名   事 業 所 名

岡本　光三 ㈱大日本科研 北野　順久 北野住宅㈱ 嶋田　久司 ㈱花久

河原　祐己 河長樹脂工業㈱ 小城  大咲 ㈱水道センター 須田　重正 ㈱矢尾卯

小山　俊樹 ㈱小山 中村　益大 ㈱ナカムラ理化 築山　剛 クリーニングつき山

髙橋　信吾 ㈱京都衛生開発公社 齋藤　亘子 第一産業㈱

清水　庄吾 森庄缶詰製造所 佐々木容子 佐々木社会保険労務士事務所 ［業種別］

三島　一郎 長岡銘竹㈱ 清水　幹央 清水クリーニング店 商業　　　　　27人

山本　裕輔 オムロンヘルスケア㈱ 髙岸　健司 ㈱髙岸工務店 工業　　　　　 9人

谷川　一俊 タニカワホーム㈱ 建設業　　　１１人

建設業 出立　光雄 出立鉄工所 サービス　　13人

  氏     名    事 業 所 名 永井　　守 ナガイ理工 小計　　　　 60人

小川靖高 小川造園土木㈱ 橋本　勝治 ハシモト　ビルケン

神野　　惇 カミノ建設㈱ 橋本　裕介 ㈱すまいる ［地区別］

川勝　博之 ㈱カワカツ 長谷川文造 長谷川農園直売所 物集女　　　　6人

木村　太志 木村㐂工務店 林　　正樹 ㈱京都新聞向日町北販売センター 寺戸　　　　　28人

清水　清秋 ㈱清水工務店 正木　孝昌 ㈲正木板金店 森本　　　　　　5人

冨安三十四 ㈲冨安水工店 松尾八州雄 ㈱松尾住建 鶏冠井　　 　　7人

松田　貴雄 松雄建設㈱ 松本　克彦 松本克彦税理士事務所 上植野　　　　11人

安井　洋 ㈱安井杢工務店 森　　清志 森工務店 向日　　　　　　3人

山本　拓央 ㈱宮工建 山口　勝治 竹重商店 小計　　　　　60人

吉川　正一 ㈲吉川工務店 山下　純平 山下純平司法書士事務所

吉村　徹 ㈱マサミガーデン 湯浅　好美 ㈲湯浅アルミ 　　　　　　合計　　               120人　

向日市商工会総代名簿（平成３０年度～平成３３年度　３年間）



総代会開催日等について 
平成３０年度向日市商工会通常総代会を開催い

たします。 

１．日 時：５月２４日（木）午後４時３０分 

２．場 所：ホテル日航プリンセス京都 

３．議 案：平成２９年度事業報告・収支決算 

       平成３０年度事業計画（案） 

      任期満了に伴う役員改選の件 他 

 

「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

員の集いを開催いたしますので、ぜひご参加下さ

い。（参加申込書は次月号に同封いたします。） 

１．日 時：５月２４日（木）午後６時 

２．場 所：ホテル日航プリンセス京都 
 

新規会員のご紹介 

事業所名：株式会社カワカツ 

代表者名：川勝 博之 

住  所：向日市鶏冠井町十相１０－７ 

業  種：建設業 

所属部会：建設業 

 

事務局職員の人事異動  
（４月１日付け） 

経営支援員 込田 俊介が京都府商工会連合会か

ら向日市商工会へ着任、経営支援員 仲野 由布

が京田辺市商工会へ異動となります。 

 

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。 

【場 所】向日市商工観光振興センター 

２階 相談室 

【時 間】午後１時～午後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たします。 

・毎月第１、第３火曜日 

＊当日が休祝日の場合は、翌営業日 

・所得税、法人税、消費税、相続税等あらゆる税 

 の相談に応じます。 

 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。 

 

小規模事業者持続化補助金について 

平成２９年度補正小規模事業者持続化補助金の

公募中です。経営計画を作成し、その計画に沿っ

て販路開拓に取組む経費の一部を補助金として交

付する事業となっています。 

概要は下記の通りです。 
 

公 募 期 間：５月１８日(金)まで 

事業実施期間：交付決定日(７月予定)～ 

             １２月３１日(月) 

補 助 率：補助対象経費の２分の３ 

補助限度額：５０万円 
 

なお、公募要領、申請書様式については、向日

市商工会もしくは、全国商工会連合会のホームペ

ージからダウンロード下さいますようお願い申し

上げます。 
 

工業部会主催セミナー開催報告  

３月８日（木）イーンスパイア㈱代表取締役の

横田秀珠をお招きし、「ＩｏＴセミナー入門編」を

開催しました。ＩｏＴとは何か、から始まり、中

小企業においてはどのように経営に役立てること

ができるのか、に至るまで、事例を多数交えなが

ら解説いただきました。 



 

・経営や税務・創業に関する無料相談 

・無担保・無保証で受けられるマル経融資や府制度融資の利用、補助金の活用 

・専門的・実践的な助言と指導により課題に対応できる専門家派遣制度 など 

・経営革新・知恵の経営報告書・経営計画書作成支援 

・経営力向上・経営意識向上のためのセミナー、先進地視察研修への参加 

・ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ・物産展・商談会・通販ｻｲﾄ・SHIFT(100万会員ﾈｯﾄﾜｰｸ)などによる販路開拓・情報発信支援 

・リスク対策のための各種共済制度の利用、労働保険事務代行 

・業種別部会、青年部・女性部の活動など会員相互の交流による人脈の拡大やビジネス機会の創出 

入会メリット満載です。お知り合いの事業所様をご紹介下さい！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「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

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」

（環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ･ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ）です。 

 

  

「KES」は、2007年4月2日付で「京のアジェンダ

21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、「ISO14001」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。 

 

 

商工会は 行きます 聞きます 提案します 順次会員募集中！ 


