
向日市商工会情報 
 

部会総会開催 

サービス部会総会が開催され、平成２９年度事

業報告、平成３０年度事業計画（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

決定されました。 

 

◆商工会工業部会（部会長：大川 猛） 

 日時：７月２６日（木）午後６時３０分～ 

 場所：魚久 

平成３０・３１・３２年度役員（敬称略５０音順） 

部会長  大川 猛  〔グリーンハウジング〕 

副部会長 岡﨑 享  〔住宅情報センター㈲〕 

副部会長 築山 剛  〔つき山クリーニング店〕 

幹 事  大西 郁雄 〔㈲オッツ〕 

幹 事  北野 順久 〔北野住宅㈱〕 

幹 事  才野 和義 〔㈲バロル〕 

幹 事  佐藤 克美 〔佐藤会計不動産鑑定事務所〕 

幹 事  清水 幹夫 〔清水クリーニング店〕 

幹 事  土居原 哲 〔ディウェブ〕 

幹 事  戸田 英四 〔戸田ＩＳＯサポート〕 

幹 事  松本 克彦 〔松本克彦税理士事務所〕 

幹 事  山下 純平 〔山下純平司法書士事務所〕 

 

第１回理事会開催 
８月３日（金）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） 講師等謝金及び旅費規程の改正に関する件 

（３） 個人情報保護規程の一部改正に関する件 

（４） 委員会委員及び顧問の委嘱に関する件 

(５) 新規会員の加入承認に関する件 

 

■協議事項 

（１） 会員増強に関する件 

                             

 

■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）平成３０年度｢向日市まつり｣実施に関する件           

（４）災害時応急工事等の協力に関する向日市と 

の協定に関する件 

 

新規会員のご紹介 

事業所名：有限会社レジェンド 

代表者名：木村 陽一 

住  所：向日市寺戸町飛龍１－２８ 

業  種：ダイレクトメールの加工・発送代行業 

所属部会：サービス 
 

事業所名：ユーテック 

代表者名：内田 智之 

住  所：向日市上植野町持丸２－１５ 

業  種：建物整備保守管理業 

所属部会：建設業 

 

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１７日（土）・

１８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

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、 

「２０１８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、昨年同様コン

パクトで、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。 

 

※「２０１８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 

１．出店日：１１月１７日（土）１０時～１６時 

１１月１８日（日）１０時～１５時 

両日ともに出店可能な方 

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．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。 

 

 

 

 

 

商工会がお勧めするセミナーのご案内 

『補助金を活用して消費税率 

引き上げ・軽減税率導入に備えよう！』 

～軽減税率の概要とレジ導入・受発注 

システム改修のための補助金について～ 

商業部会飲食業分科会と向日市商工青色申告会

の合同共催で、軽減税率導入までに理解しておき

たい「制度の概要」や「軽減税率対策補助金（レ

ジ補助金）」についてご説明いただくセミナーを企

画しました。 

日 時：１０月１７日（水） 午後３時～５時 

場 所：向日市商工観光振興センター ３階 

講 師：中小企業診断士 櫃間 霞 氏 

主 催：向日市商工会商業部会飲食業分科会 

    向日市商工青色申告会 

 

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 手描きＰＯＰ作成講習会  

 ８月２日（木）に商工観光振興センターにて、

ＰＯＰクリエイターの豊田うらら先生による手描

きＰＯＰ作成講習会を開催しました。 

 ＰＯＰは１９６０年代にイトーヨーカドーなど

のスーパーの進出に伴い、これまでの対面販売か

ら進化した販促ツールとして広まりました。 

 参加者は思い思いにお店のＰＲをＰＯＰにした

ためて、頑張って作成されました。 

 

 

 



 

 

 

 

 

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） 

平日昼間 ２，０００円 

土、日、祝日 
３，０００円 

（管理料含む） 

夜 間 
(全日午後５時以後) 

３，０００円 

（管理料含む） 

 ※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 

 

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。 

【開催日】毎月第１、第３火曜日 

＊当日が休祝日の場合は、翌営業日 

【場 所】向日市商工観光振興センター 

【時 間】午後１時～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。 

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。 

担当税理士：清水仁公認会計士税理士事務所 

 清水 仁 氏 

 

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

相談を受け付けいたします。空き家の管理、不動

産取引の正しい知識など、気になることがあれば

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。 

相談日 毎月第３木曜日（祝日の時は翌営業日） 

時 間 午後１時～午後４時 

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お越

しください。 

    予約優先ですので、確実に相談したい方

は事前予約をおすすめします。 

    相談時間の関係もあり、午後３時３０分

で受付終了します。 

申 込 向日市商工会 

 

経営相談随時受付中 
経営に係わる諸問題を一人で悩んでおられませ

んか？われわれ商工会の経営支援員（中小企業応

援隊員）がお伺いさせていただきます。まずは、

経営についてお悩みになっていることをお聞かせ

ください。客観的に問題をとらえることで、意外

な解決策も見出せる場合もあります。もちろん、

相談は無料、秘密は厳守します。 

 

 

 

 

 

 

商工・観光振興センター３階 

大会議室をご利用ください 

 



「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。 

 

９月の予定表 

日   時 行 事 名 場  所 内   容 

９月 ４日、１８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 

９月１５日（土） 

午前９時～午後０時 
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 

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１６日（日） 

午前１１時３０分～午後５時 

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

防災啓発、ステージショーなどが予定。 

９月２０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 


