
向日市商工会情報 
 

令和元年度通常総代会開催 

５月２３日（木）、ホテルグランヴィア京都で

令和元年度通常総代会を出席総代８６名（委任状

出席者を含む）にて開催しました。 

＜議案＞ 

第１号議案 平成３０年度事業報告承認の件 

第２号議案 平成３０年度収支決算承認の件 

第３号議案 令和元年度事業計画（案）決定の件 

第４号議案 令和元年度収支予算（案）決定の件 

第５号議案 令和元年度借入金最高限度額及び 

借入先（案）決定の件       

第６号議案 役員の欠員に伴う補充選任の件 
 
全ての議案は、原案どおり承認、決定されました。 
 

髙橋会長挨拶 

本日、令和元年度、向日市商工会｢会員の集い｣

を開催致しましたところ、安田向日市長をはじめ、

ご来賓の皆様におかれましては、公私ともご多用

の中、ご臨席を賜り、厚くお礼申し上げます。 

また、安田市長おかれましては、先の向日市長

選挙で見事再選を果たされました。誠におめでと

うございます。 

これからも力強くリーダーシップを発揮して

いただき、向日市をさらなる発展に導いていただ

くことを期待しております。 

よろしくお願い致します。 

 また、本日ご出席いただいております会員の皆

様におかれましては、日頃より商工会の事業及び

運営に多大なるご協力を賜り、厚くお礼申し上げ

ます。 

 昨年は、地震、豪雨、台風と災害が非常に多か

った年でありました。特に昨年９月に近畿地方を

直撃した台風２１号は、向日市にも非常に大きな

被害をもたらしました。 

今日お集まりの皆様のところでも、少なからず、

被害や仕事に影響があったと思います。 

災害に対する日頃からの備えが非常に大事で

あると思わされた昨年の災害でありました。 

 さて、向日市内においては、ＪＲ向日町駅東側

の日本電産が実施される拠点整備や駅ビルの開

発、大型ホテルの建設が計画されている阪急洛西

口駅西口開発など、大型の開発が目白押しであり

ます。イオンモール京都桂川を中心とした向日市

の北部開発が一段落したあと、間もない開発計画

であり、さらには新しい市民会館の建設や、市役

所庁舎の立替など、向日市は今後、ますます大き

く変わっていくことが予想されます。 

 商工会といたしましても、この変化にしっかり

と対応し、地元事業者がこの開発と共にさらに発

展できるよう、事業をしっかりと実施していきた

いと考えております。 

 さて、先ほど開催されました総代会におきまし

て、平成３０年度事業報告、決算報告及び令和元

年度事業計画案及び予算案をはじめとしてすべ

ての議案が承認されたところでございます。 

今年度におきましても、役職員一同、向日市の

商工業のさらなる発展を目指し、しっかりと事業

を実施していく所存でございますので、これまで

と変わらないご支援、ご協力を賜りますようお願

い申し上げます。 

また、この後会員事業所の従業員及び商工会役

員の表彰がございます。 

表彰をお受けになられる皆様、心よりお祝いを

申し上げます。 

以上、簡単ではありますが「会員の集い」開催

にあたりましての挨拶とさせていただきます。 

ありがとうございました。 



『会 員 の 集 い』開 催  

 会員相互の交流の活性化と親睦をより一層深

める為、「会員の集い」を総代会終了後、ホテル

グランヴィア京都で１０５名の会員、ご来賓出席

のもと盛大に開催しました。 

 なお、「商工会役員・中小企業優良従業員表彰」

の受賞者については下記の通りです。 

 

１． 商工会役員 

向日市商工会長表彰 

氏  名 事 業 所 名 

北野 順久 北野住宅㈱ 

 

２． 事業所従業員 

京都府知事表彰 

氏  名 事 業 所 名 

都築 洋範 ㈱京都衛生開発公社 

石田 克己 ㈱京都衛生開発公社 

 

京都府商工会連合会長表彰 

氏  名 事 業 所 名 

安岡 宏和 ㈱京都衛生開発公社 

澤田 充 ㈱京都衛生開発公社 

伊東 稔樹 ㈱京都衛生開発公社 

芝田 一勝 ㈱ヴェリテ稲本 

 

  向日市商工会長表彰 

氏  名 事 業 所 名 

太田 栄司 ㈱大日本科研 

河野 健 ㈱大日本科研 

春山 高嗣 ㈱大日本科研 

佐々木 靖彦 ㈱大日本科研 

安富 隆義 ㈱大日本科研 

高浜 孝司 ㈱大日本科研 

萬谷 幸代 ㈱大日本科研 

城居 尚樹 ㈱大日本科研 

堀池 卓 ㈱京都衛生開発公社 

宮 久史 ㈱京都衛生開発公社 

河上 拓矢 東洋竹工㈱ 

 

 

第５回理事会 

 ５月８日（水）午後２時から、商工観光振興セ

ンターで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） 平成３０年度事業報告承認に関する件 

（３） 平成３０年度収支決算承認に関する件 

（４） 青年部及び女性部正副部長の承認に 

関する件                      

（５） 役員の欠員に伴う補充選任に関する件 

（６） 新規会員の加入承認に関する件 

 

新規会員のご紹介 

事業所名：Hair Coordinate Cherrystar 

代表者名：今井 浩二 

住  所：京都市西京区川島六ノ坪町６３－８ 

バンブーシュート洛西口Ⅱ２０１ 

業  種：美容業 

所属部会：サービス 

 

小規模事業者持続化補助金について 

平成３０年度第２次補正予算小規模事業者持

続化補助金の公募となりました。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：一次締切６月２８日（金）まで 

       二次締切７月３１日（水）まで 

事業実施期間：交付決定日～１２月３１日(火) 

補 助 率：補助対象経費の２分の３ 

補助限度額：５０万円 
 

なお、詳細については、向日市商工会のホーム

ページをご確認いただき、公募要領・申請書様式

については、京都府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。 



７月７日（日）は京都サンガ F.C.向日市応援デー!! 

向日市は京都サンガ F.C.のホームタウンです。

７月７日（日）は、年に１度の「向日市応援デー」

で市民の皆様を西京極での試合にご招待いたし

ます。ぜひ皆様の声援を選手に届けてください!! 

また、試合前に選手と手をつないでピッチに入

場する「エスコートキッズ」も向日市民限定で募

集します。ぜひご応募ください。 

京都サンガ F.C.では、様々な団体との連携の

もと、サッカーを通じた地域貢献活動を実施して

おります。向日市商工会会員として、引き続き皆

様との連携を強化して参りたいと思います。 

■対象試合 

○と き 7月7日（日）午後6時キックオフ 

vs V・ファーレン長崎 

○ところ 京都市西京極総合運動公園  

陸上競技場兼球技場 

（京都市右京区） 

■ご招待 

○対象：向日市に在住者 

○席種：ＳＢ自由席 

○定員：抽選５０組１００名 

（応募１件につき２名まで） 

■エスコートキッズ 

○定員：５名（対象年齢５～１２歳） 

■応募方法 

ＱＲコードで専用サイトにアクセス、または 

往復はがきでご応募ください。 

往信用表面： 

〒610-0102 京都府城陽市久世上大谷89-1 

京都サンガF.C. ホームタウン推進課 

向日市応援デー係 

往信用裏面： 

①観戦者氏名、②住所、③電話番号、 

④エスコートキッズ希望の有無※「有」の場合 

学校名と学年を記載 

返信先住所：①返送先住所、②返送先氏名 

返信用裏面：記載不要 

○締切：６月１９日（水）※試合観戦及びエスコ

ートキッズの当落選については、当選者のみに６

月２０日頃ご連絡いたします。 

○問い合わせ：京都サンガ F.C. ホームタウン

推進課 向日市応援デー係 TEL：0774-55-7603 

 

子育て環境日本一に向けた職場づくり行動宣言について 

 企業が従業員に対して、子育てに優しい職場環

境づくりに向けた具体的な行動を宣言し、実践す

ることにより、企業において妊娠・出産、子育て

を理解して支援する風土の醸成や、子育てしやす

い職場をつくり、更には子育てを社会全体で応援

するという気運を醸成します。 

 子育てしやすい職場は、誰もが働きやすい魅力

ある企業であり、企業価値が高まることにより、

多様な働き方の実現と人材の確保・定着を目指し

ます。 

●宣言のメリット 

（１）行動宣言の作成、実践の取組時等には、 

京都府の「子育て企業サポートチーム」 

等からアドバイスが受けられます。 

（２）京都府の子育て支援サイトやジョブ博 

（合同企業説明会）等において企業概要等の 

ＰＲが出来ます。 

（３）実践の取組時には、多様な補助金等による 

助成があります。 

（４）次のステップアップに向けて、サポート 

チーム等からアドバイスが受けられます。 

●宣言の登録方法 

以下のＵＲＬから、「職場づくり行動宣言用

紙」をダウンロードし、必要事項を記入の上、メ

ールかＦＡＸにてご提出ください。 

ＵＲＬ：http://www.pref.kyoto.jp/kosodate/nihon1.html  

メール：kodomo@pref.kyoto.lg.jp 

ＦＡＸ：075-414-4586 

 

http://www.pref.kyoto.jp/kosodate/nihon1.html
mailto:kodomo@pref.kyoto.lg.jp


京都府社会保険労務士会のアドバイザー派遣をご活用ください  

 「従業員の定着率を高める職場環境とは？」、

「育児中の社員への支援制度は？」等々の、企業

の悩みに専門家（社会保険労務士）が訪問し、ア

ドバイスします。就労環境の改善や経営・管理の

効率化に是非ご活用ください。 

 詳細は別添の申込書をご確認ください。 

 

各種催事・出展（出店）情報について 

 商工会には、各種団体よりイベント・展示会等

への出展（出店）の情報が提供されます。 

これらの情報を皆様の販路拡大や商品ＰＲの

ためにご活用頂けるよう、情報提供を希望される

会員事業所様を募集し、その希望者に対して情報

を提供しています。 

情報提供は、原則メールにて配信しております

が、メールをお持ちではない方につきましては、

ＦＡＸにて情報提供させて頂きます。 

但し、各案内の出店を希望されましても各催 

の開催趣旨等から主催者側による出店の選定や

審査があり、ご希望に添えない場合もございます

のでご了承ください。 

ご不明な点、詳細等は、事務局までお問い合わ

せ下さい。 

＊メール配信を希望される方はタイトルに『出

展登録申込（貴事業所名）』を記載の上、 

muko-sci@kyoto-fsci.or.jp（商工会事務局）まで

ご返信お願いいたします。 

なお、ＦＡＸ配信を希望される方については、

資料枚数が１０枚超となる場合を考慮し、催事の

表題のみを送信させていただきます。その上で、

ご要望のあるものについて詳細を送信させてい

ただきます。 

 ●出展案内内容 例）百貨店での各種催事、 

展示会、物産展など 

 

 

 

 

 

６月の予定表 

日   時 行 事 名 場   所 内     容 

６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：松本 克彦 税理士 相談無料・秘密厳守 

６月１９日（水） 

午後６時～ 

向日えきえき 

ストリート 

通常総会 

洋風酒膳 

うまかろう 

平成３０年度事業報告について 

平成３０年度収支決算報告について 

令和元年度事業計画（案）について 他 

６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 

６月２１日（金） 

午後６時３０分～ 

工業部会 

総会 

商工観光 

振興センター 

平成３０年度事業報告について 

令和元年度事業計画（案）について 

６月２４日（月） 

午後６時～ 

向日市工業会 

通常総会 

ホテル日航 

プリンセス京都 

平成３０年度事業報告承認の件 

平成３０年度決算報告及び監査報告承認の件 

令和元年度事業計画（案）について 他 

６月２８日（金） 

      ～７月７日（日） 

「京の七夕」 

たなばたまつり 

市内５ヶ所､ 

イオンモール 

京都桂川 

ＪＲ向日町駅ロータリーに風鈴灯、各所に地元小学生

が飾り付けた七夕などを設置。 


