向日市商工会情報
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境内一円の桜が満開となった今年の桜まつりは、
両日ともうららかな春の日差しのもと、大勢の
方々に来場いただき、無事終了することができま
した。
各種催し物として、模擬店や野点・琴演奏、ま 青年部は綿菓子・ポップコーンを販売
た、舞楽殿においては重要無形民俗文化財「久世
六斎念仏」や津軽三味線成田流の演奏、地元高校
生による吹奏楽や和太鼓の勇壮な演奏の他、お楽
しみ抽選会など、大勢の方々の協力を得て実施す
ることができました。

女性部は大人気の「タケノコのてんぷら」を販売

◆総 代 会 の お 知 ら せ◆
安田市長・髙橋商工会長等による鏡開き

令和元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２３日（木）午後４時３０分から
２．場 所：ホテルグランヴィア京都
３．議 案：平成３０年度事業報告・収支決算
令和元年度事業計画（案）
役員の欠員に伴う補充選任 他

◆会員の集いのお知らせ◆
京都の六斎念仏 久世六斎保存会の演目

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是非ご参加下さい。
１．日 時：５月２３日（木）午後６時から
２．場 所：ホテルグランヴィア京都
詳細は同封の案内チラシをご覧下さい。

同上
民秋 直樹（㈱タミアキ造園土木）
同上
永井 俊幸（永井造園）
女性部（部長：築山祥子）は、通常部員総会を 監査委員
大塚 健介（東洋竹工㈱）
４月１７日（水）午後６時から麒麟園にて開催し 同上
宮路 亮 （㈱麒麟園）
ました。
＜議題＞
◆平成３０年度事業報告・決算報告の承認
◆令和元年度事業計画・収支予算の決定
上記申請に係る随時受付が行われますので、希
◆任期満了に伴う新役員選任について
望される方は向日市役所へ申請を行ってください。
全ての議案は、原案どおり承認、決定されました。 既に申請済みの方については当申請は不要になり
◇令和元年度・２年度役員（敬称略・順不同）
ます。
部
長
宇津﨑則子（エステサロン北山）
【対
象】２０１９・２０２０年度に入札等
副部長
築山 祥子（クリーニングつき山）
参加資格を希望する全ての業者
同上
松本美由紀（広報 PR Communications Joint） 【申請種別】①建設工事
常任委員
上羽美恵子（上羽米穀店）
②測量・建設コンサルタント業務等
同上
小野 貞子（㈱小野工業所）
③物品購入等
同上
深堀理栄子（Reach for the Stars）
④委託業務（役務）
同上
宮路千鶴子（㈱麒麟園）
【受付期間】令和元年５月７日（火）～
同上
矢野サチ子（幸絲会）
【申請方法】郵送受付のみ
監査委員
清水 純子（しみずかしわ店）
（簡易書留郵便等、配達記録の残る方法に限る。）
同上
谷川 道子（ひまわり化粧品店）
申請書類等は、向日市ＨＰからダウンロードで
きます。（以下のＵＲＬをご参照ください。）
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２０１９・２０２０年度競争入札等参加資格審査申請に係る随時受付

https://www.city.muko.kyoto.jp/kurashi/jigyo/n
yusatsu/1/1513672364644.html
青年部（部長：大塚健介）は、通常部員総会を 【郵 送 先】〒617-8665
４月２０日（土）午後７時から麒麟園にて開催し
向日市寺戸町中野２０
ました。
向日市総務部総務課管財係
議題
◆平成３０年度事業報告・決算報告の承認
資格の有効期限は資格決定通知があった日から
◆令和元年度事業計画・収支予算の決定
令和３年３月３１日まで
◆青年部運営規程の一部改正について
お問合せについては向日市総務部総務課管財係
◆任期満了に伴う新役員選任について
まで。（TEL：931-1111、内線 290）
全ての議案は、原案どおり承認、決定されました。
◇令和元年度・２年度役員（敬称略・順不同）
令和元年度労働保険年度更新
部
長
中村 益大（㈱ナカムラ理化）
副部長
大橋 一隆（大橋・山田合同事務所） 労働保険料の申告納付の時期となりました。
同上
北野 順久（北野住宅㈱）
令和元年度労働保険料（労災保険・雇用保険）
常任委員
岡田 弘毅（㈱オカモク）
の申告期間は、令和元年６月３日から７月１０日
同上
河島 友之（ゆびはり鍼灸整骨院） （土日祝は除く）です。
同上
木ノ下貴裕（木ノ下整骨院）
お早めにお手続き下さい。
同上
櫻井 大樹（京都通信機器販売㈱）
また、昨年度と同様｢石綿健康被害救済法｣に基
同上
佐々木 潔（山下とうふ店）
づく一般拠出金の申告納付を労働保険年度更新と
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併せて行っていただくこととなっております。
＜小規模企業＞＊補助率３分の２
『労働保険概算・確定保険料・石綿健康被害救 １補助事業あたり上限２０万円以内
済法一般拠出金申告書』により、７月１０日まで ＜中小企業（小規模企業除く）＞＊補助率２分の１
に申告納付をお済ませ下さい。
１補助事業あたり上限３０万円以内
なお、申告納付は、受付会場又は京都労働局、 ＜商店街団体＞＊補助率３分の２
労働基準監督署並びに最寄りの金融機関、郵便局 １補助事業あたり上限２０万円以内
で受け付けております。
【募集期間】
お問合せ先 京都労働局総務部労働保険徴収課
令和元年５月１０日（金）から５月１７日（金）まで
〒604-0846
【注意点】
京都市中京区両替町通御池上ル金吹町 451
１．補助金交付・不交付の採否にあたり審査会を
ＴＥＬ 075－241－3213
設ける場合があります。審査内容に関する問い
ＦＡＸ 075－241－3233
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
小規模事業者等向け補助金情報
等具体性・計画性があり、実現可能なものです。
また、過去に同様の補助金事業を実施してい
◆中小企業知恵の経営ステップアップ事業◆
ない中小企業等を優先します。
京都府と向日市商工会では、厳しい経営環境に ２．同一取り組みについて、他の公的補助金の交
ある中小企業の方々や商店街団体を支援する
付を受けている、又は決定している場合の利用
「中小企業知恵の経営ステップアップ事業」を実 は認められません。
施します。
３．補助金は、予算の範囲内で交付するため、採
この事業は、中小企業応援隊の支援策として、 択されることになった場合にも申請金額のすべ
今年度実施される取組（事業）に必要な経費の一 てに応じられない場合があります。
部を補助し、応援するものです。
◆ＩＴ導入補助金２０１９◆
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。
ＩＴ導入補助金は、中小企業・小規模事業者等
【対象企業】
の皆様が自社の課題やニーズに合ったＩＴツール
中小企業等、小規模企業、商店街団体
を導入する経費の一部を補助することで、業務効
【対象経費】
率化・売上アップをサポートするものです。自社
◆業務改善等やイノベーションに繋がる工夫を
の置かれた環境から強み・弱みを認識・分析・把
凝らした取組
握した経営課題や需要に合ったＩＴツールを導入
・展示会出展費用等
することで、業務効率化・売上アップといった経
・のぼり旗等の作成経費
営力の向上・強化を図っていただくことを目的と
・新聞折込み、ちらし作成、ホームページ作成に しています。
係る経費
【補助対象者】
・集客増加を目指す事務所等の修繕経費・備品等 中小企業・小規模事業者等（飲食、宿泊、卸・
の購入経費
小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の
◆省エネルギー対策等のコストダウン対策に
他、製造業や建設業等も対象）
関する経費等
【補助対象経費】
◆その他、事業趣旨に合致した取組で、中小企業 ソフトウエア費、導入関連費等（ホームページ
応援隊が必要と判断したもの
で公開予定のＩＴツールが補助金の対象になりま
【補助金額】
す。
）

【補助金の上限額・下限額・補助率】
上限額：４５０万円
下限額： ４０万円
補助率：２分の１
詳細については「ＩＴ導入補助金」で検索又は、
以下のＵＲＬをご参照ください。

https://www.it-hojo.jp/

◆キャッシュレス・消費者還元事業◆

その対象店舗へのキャッシュレス決済の導入を支
援します。
【実施期間】
２０１９年１０月１日（火）～
２０２０年６月３０日（火）
【メリット】
◆今なら端末導入のご負担なし！
端末本体と設置費用などが無料。
◆決済手数料３．２５％！
さらに、実施期間中は国がその３分の１を補助。
◆消費者還元で集客力ＵＰ！
◆レジ締め・現金取扱いコストを省いて業務効率化！
詳細については「キャッシュレス・消費者還元
事業」で検索又は、以下のＵＲＬをご参照くださ
い。

キャッシュレス・消費者還元事業は１０月１日
の消費税率引き上げに伴い、需要平準化対策とし
て、キャッシュレス対応による生産性向上や消費
者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後
の９ヵ月間に限り、中小・小規模事業者によるキ
ャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援す
る事業です。
https://cashless.go.jp/
１０月１日以降、消費者が対象店舗でキャッシ
ュレス支払いをした場合にポイント還元等を実施。

商工会は 行きます 聞きます 提案します 順次会員募集

・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
中！
・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！
５月の予定表
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５月７日（火）
、２１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

５月８日（水）
午後２時～午後３時３０分

第５回
理事会

商工観光
振興センター

前回理事会議事録の確認に関する件
平成３０年度事業報告・収支決算承認に関する件 他

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

５月１６日（木）
午後１時～午後４時
不動産相談
（最終受付：午後３時３０分迄）
５月２３日（木）
午後４時３０分～

令和元年度
通常総代会

ホテルグラン 平成３０年度事業報告・収支決算
ヴ ィ ア 京 都 令和元年度事業計画（案）
・収支予算（案）他

５月２３日（木）
午後６時～

会員の集い

ホテルグラン
向日市商工会「会員の集い」
ヴィア京都

