向日市商工会情報
「桜まつり」開催中止
４月４日（土）
・５日（日）
、向日神社境内で開

第９回理事会開催報告
３月９日（月）午後２時より理事会を開催しま

催を予定しておりました「桜まつり」は、新型コ

した。

ロナウイルスの感染症拡大防止のため、お客様を

＜審議事項＞

はじめとした関係各位の安全を第一に考慮した結

（１）
「桜まつり」実施の検討に関する件

果、やむを得ず開催中止を決定いたしました。

（２）向日市商工会給与規程の一部改正に関する件

例年、開催にご支援、ご協力いただいている方々

（３）向日市商工会服務規程の一部改正に関する件

には大変申し訳ありませんが、何卒、ご理解とご

（４）前回理事会議事録の確認に関する件

了承賜りますようお願い申し上げます。

（５）新規会員の加入承認に関する件
＜報告事項＞

地域経済動向調査「Ｄ.Ｉ」報告（１０～１２月）
「D.I」とは、Diffusion Index（ディフュージ

（１）
「経営発達支援計画検討委員会」の結果に
関する件
（２）令和２年度総代会開催に関する件

ョン・インデックス：景気動向指数）の略で、現
況や先行きの見通し等についての定性的な判断を

新規会員のご紹介

指標として集計加工した指数であり、経済指標等
において広く活用されているものです。
市内事業所（約４０事業所）よりアンケート回

事業所名：永井農園

答・ヒアリングした景況調査の動向を指標化し、

代表者名：永井 幸信

「D.I」値としています。

住

所：向日市上植野町三ノ坪 13-5

業

種：農業・農産物販売

所属部会：商業
㈱清水工務店 清水さんからの紹介

マル経融資のご案内

事業所名：ビリーズキッチン
代表者名：小西 英次

マル経融資とは、日本政策金融公庫が貸付を行

住

所：向日市寺戸町梅ノ木 2-6

業

種：飲食業

う、小規模事業者経営改善資金のことを言います。
商工会で経営指導を受けている小規模事業者の

所属部会：商業

方が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人

㈲いその住宅 磯野さんからの紹介

でご利用できる制度（＊ご利用にあたっては、商
工会の推薦が必要）となっています。

事業所名：フィリップモリスジャパン合同会社
代表者名：中西 一郎
住
業

資金の使いみちとして、運転資金と設備資金が
あり、融資限度額は、２，０００万円です。
また、ご返済期間は、運転資金７年以内（うち

所：大阪市北区堂島 2-4-27

据置期間１年以内）
、設備資金１０年以内（うち据

新藤田ビル 15 階

置期間２年以内）
、利率は１．２１％（年）です。

種：たばこの輸入及び販売

（令和２年３月２日現在）

所属部会：商業

総代会開催日等について
令和２年度向日市商工会通常総代会を開催いた

新型コロナウイルス対策マル経融資のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が
減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、

します。

別枠１，０００万円の範囲内で当初３年間、通常

１．日 時：５月２５日（月）午後４時３０分

の貸付金利からマイナス０．９％引下げます。加

２．場 所：ホテル日航プリンセス京都

えて、据置期間を運転資金で３年以内、設備資金

３．議 案：令和元年度事業報告・収支決算

で４年以内に延長します。

令和元年度事業計画（案）

他

詳細については商工会事務局までお問い合わせ
ください。

「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

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

い。
（参加申込書は次月号に同封いたします。
）

んか？われわれ商工会の経営支援員（中小企業応

１．日 時：５月２５日（月）午後６時

援隊員）がお伺いさせていただきます。まずは、

２．場 所：ホテル日航プリンセス京都

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。

女性部活動便り
日 時
4月

活動行事

場 所

7 日(火)

13：30

第 1 回 常任委員会

商工観光振興センター

20 日(月)

18：00

通常部員総会

麒麟園

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、延期または中止する場合がございます。
※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。

小規模事業者持続化補助金について

ものづくり補助金について

令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金

令和元年度補正予算ものづくり・商業・サービ

の公募中です。経営計画を作成し、その計画に沿

ス生産性向上促進補助金（ものづくり補助金）の

って販路開拓に取組む経費の一部を補助金として

公募中です。中小企業・小規模事業者等今後複数

交付する事業となっています。

年にわたり相次いで直面する制度変更（働き方改

概要は下記の通りです。

革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス

第２回受付締切：６月５日(金)まで

導入等）等に対応するため、中小企業・小規模事

事 業 実 施 期 間：交付決定日～

業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開

２０２１年３月３１日(水)
補

助

率：補助対象経費の２分の３

補 助 限 度 額：５０万円

発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等
を支援するものです。
概要は下記の通りです。
第２次受付締切：５月末予定

なお、公募要領、申請書様式については、京都

補

助

率：中小企業者１/２、

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。
http://r.goope.jp/kyoto-fsci/info/3182333

小規模事業者２/３
補 助 限 度 額：１００万円～１，０００万円
なお、公募要領等については、京都府中小企業
団体中央会のホームページからダウンロード下さ

経営力向上計画の策定について
中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計

いますようお願い申し上げます。
http://www.chuokai-kyoto.or.jp/

画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメント
の向上や設備投資など、自社の経営力を向上する
ために実施する計画で、認定された事業者は、税
制や金融等の支援を受けることができます。
【支援措置】
生産性を高めるための設備を取得した場合、中小
企業経営強化税制（即時償却等）により税制面
から支援
計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援
（融資・信用保証等）
認定事業者に対する補助金における優先採択
他社から事業承継等を行った場合、不動産の権利
移転に係る登録免許税・不動産取得税を軽減
業法上の許認可の承継を可能にする等の法的
支援
詳細については商工会事務局までお問い合わせ
ください。

BCP（BusinessContinuityPlan：事業継続計画）について
企業は、災害や事故で被害を受けても、取引先
等の利害関係者から、重要な業務が中断しないこ
と、中断しても可能な限り短い期間で再開するこ
とが望まれています。また事業継続は企業自らに
とっても、重要業務中断に伴う顧客の他社への流
出、マーケットシェアの低下、企業評価の低下な
どから企業を守る経営レベルの戦略的課題と位置
づけられます。
この事業継続を追求する計画を「事業継続計画
（BCP）
」と呼び、内容としてはバックアップのシ
ステムやオフィスの確保、即応した要員の確保、
迅速な安否確認などが典型です。これらは事業内
容や企業規模に応じた取組みでよく、多額の出費
を伴わずとも一定の対応は可能なことから、すべ
ての企業に即応した取組みが望まれています。

①BCP はなぜ必要か

・重要業務を把握でき、中長期の経営戦略を練る

⇒災害時、
お客さまや従業員の安全を守ることが

機会になる

第一ですが、会社を守るために BCP が必要です。

事業継続の対策を検討することで、
優先すべき

東日本大震災において、中小企業の多くが、貴

中核事業を絞り込んだり、企業にとって重要な業

重な人材を失ったり、設備を失ったことで、廃業

務、プロセス、資材等の優先順位を把握すること

に追い込まれました。また、被災の影響が少なか

となり、経営戦略の立案そのものと言えます。

った企業においても、復旧が遅れ自社の製品・サ

・企業の社会的責任を果たす

ービスが供給できず、その結果顧客が離れ、事業

企業を守る経営者の姿勢を示すことで、
従業員

を縮小し従業員を解雇しなければならないケー

の安心感を生み、協力会社等との関係を強化する

スも見受けられました。
緊急事態はいつ発生する

ことになります。また、顧客の安全確保、環境汚

かわかりませんが、BCP は、こうした緊急事態に

染などの二次災害の防止、早期の業務回復による

備え、会社を守るために必要です。

地域の雇用確保、地域貢献・地域との共生等企業

●お客様や従業員の安全を守りたい

の社会的な責任を果たすことにつながります。

●会社の事業を守りたい
●取引先との信用を守りたい

詳細等については、商工会事務局又は以下の URL

●従業員の雇用を守ることで地域を守りたい
このように思ったら、BCP を策定しましょう。

にお問い合わせください。
http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/index.html

②BCP を策定することのメリット
⇒BCP を策定することで、災害に強くなるだけで

マ ス ク １ 万 枚 寄 付

なく日頃の事業においてもメリットがあります。
・災害に強い企業になる

３月１２日（木）
、当会会員事業所であるワーク

緊急時の対応力を鍛え、
事業の早期復旧を可能

アップ㈱様（遠藤周一社長）が新型コロナウイル

にします。
緊急時にも事業を継続することにより

スでマスク需要がひっ迫する中、少しでも地域貢

顧客流出を防止し、
マーケットシェアを維持でき

献が出来ればと向日市へ不織布マスクを１万枚寄

ます。

付されました。

・企業価値を高める
株主、取引先、消費者、行政、従業員などから、
災害時の事業継続の対策ができている企業であ
ると評価されることが、
取引の拡大や企業価値の
向上につながります。

４月予定
日
時
４月７日、２１日（火）
午後１時～午後４時３０分
（最終受付：午後４時迄）
４月１６日（木）
午後１時～午後４時
（最終受付：午後３時３０分迄）
４月２０日（月）
午後６時～

行 事 名

場

所

内

容

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

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

女性部
通常部員総会

㈱純中国料理
麒麟園

令和元年度事業報告・決算報告の承認
令和２年度事業計画・収支予算の決定

