
向日市商工会情報 
 

向日市長へ要望書を提出しました。（内容一部

抜粋） 
 

 

 

 

 

 

「小規模事業者への経営支援について」 

新型コロナウイルスの感染拡大は、ほとんどの

事業者へ悪い影響を与えています。売上減少が条

件である持続化給付金や、行政から休業要請を受

けた事業者向けの給付金も実施されていますが、

緊急事態宣言に伴う自粛要請の影響を受けなが

らも給付要件等にあてはまらず支援を受けられ

ない事業者も多くおられます。つきましては影響

を受けている事業者へ広くご支援の実施をお願

いいたします。 

 

「事業継続に伴う固定費等への支援について」 

従業員の人件費や賃借物件にかかるテナント

料（家賃）などは、売上の増減にかかわらず毎月

発生する必要不可欠な固定費であり、事業者にと

って大きな負担となっています。 

つきましては地域経済の支え手である地元の

事業者が、今後も事業を継続することができるよ

う、固定費の支払猶予や補助等について、国や京

都府へ働きかけていただくなど支援策の早期の

実現、実行についてご検討いただきますようお願

いいたします。 

商工会役員・中小企業優良従業員表彰 

 「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 

向日市長表彰 

氏  名 事 業 所 名 

大川 猛 ㈱サン･グリーン 

大西 郁雄 ㈲オッツ 

岡﨑 享 住宅情報センター㈲ 

岡本 研三 ㈱アシス 

清水 幹央 クリーニングシミズ 

松田 貴雄 松雄建設㈱ 

 

  京都府商工会連合会長表彰 

氏  名 事 業 所 名 

大塚 祐司 ㈱大塚竹材店 

小山 俊樹 ㈱小山 

田中 益一 田中竹材店 

湯浅 好美 ㈲湯浅アルミ 

 

  向日市商工会長表彰 

氏  名 事 業 所 名 

山下 純平 山下純平司法書士事務所 

 

２． 事業所従業員 

京都府知事表彰 

氏  名 事 業 所 名 

勝部 厚司 ㈱安井杢工務店 

芦田 美奈子 ㈱神﨑屋 

上段 仁志 ㈱京都衛生開発公社 

 

  向日市長表彰 

氏  名 事 業 所 名 

福田 延昌 三宅家具製造店 

河野 さな江 ㈱神﨑屋 

 

向日市へ新型コロナウイルス 

感染症に対する商工業振興 

対策に関する要望 



京都府商工会連合会長表彰 

氏  名 事 業 所 名 

河井 智企 ㈱安井杢工務店 

小倉 広行 ㈱安井杢工務店 

佐々木 雅人 ㈱神﨑屋 

辻 誠 ㈱神﨑屋 

 

  向日市商工会長表彰 

氏  名 事 業 所 名 

大槻 友彦 ㈱大日本科研 

都 覚 ㈱大日本科研 

上野 豊三 ㈱大日本科研 

明田 智彦 ㈱サン･グリーン 

長尾 智子 ㈱神﨑屋 

垣根 みき子 ㈱安井杢工務店 

隅田 雅文 ㈱安井杢工務店 

上野 健太 ㈱京都衛生開発公社 

廣近 幸男 千里山バス㈱ 

 

第１１回理事会 

 書面決議にて理事会を実施しました。 

＜審議事項＞ 

（１） 前回理事会議事録の確認に関する件               

（２） 令和元年度事業報告承認に関する件 

（３） 令和元年度収支決算承認に関する件 

（４） 新規会員の加入承認に関する件 

（５） 令和２年度「通常総代会」の書面行使に

よる開催に関する件 

 

新規会員のご紹介 

事業所名：㈱ミント 

代表者名：岩井 利佳津 

住  所：向日市物集女町南条9-6 

業  種：青果卸売業 

所属部会：サービス部会 

コアラ自動車 前田さんからの紹介 

 

 

 

事業所名：㈲モリタホーム 

代表者名：森田 伸二 

住  所：向日市上植野町馬立14-5 

業  種：建設・リフォーム業 

所属部会：建設業部会 

㈲湯浅アルミ 湯浅さんからの紹介 

 

小規模事業者等向け補助金情報 

◆中小企業知恵の経営ステップアップ事業◆ 

京都府と向日市商工会では、厳しい経営環境に

ある中小企業の方々や商店街団体を支援する 

「中小企業知恵の経営ステップアップ事業」を実

施します。 

この事業は、中小企業応援隊の支援策として、

今年度実施される取組（事業）に必要な経費の一

部を補助し、応援するものです。 

 なお、概要は下記のとおりです。詳細は別添の

要項又は向日市商工会までお尋ね下さい。 

【対象企業】 

中小企業等、小規模企業、商店街団体 

【対象経費】 

◆業務改善等やイノベーションに繋がる工夫を凝らした取組  

・展示会出展費用等 

・のぼり旗等の作成経費 

・新聞折込み、ちらし作成、ホームページ作成に係る経費  

・集客増加を目指す事務所等の修繕経費・備品等の購入経費 

◆省エネルギー対策等のコストダウン対策に関する経費等 

◆その他、事業趣旨に合致した取組で、中小企業

応援隊が必要と判断したもの 

【補助金額】 

＜小規模企業＞＊補助率３分の２ 

１補助事業あたり上限２０万円以内 

＜中小企業（小規模企業除く）＞＊補助率２分の１ 

１補助事業あたり上限３０万円以内 

 ＜商店街団体＞＊補助率３分の２ 

１補助事業あたり上限２０万円以内 

【募集期間】 

令和２年６月１０日（水）～６月３０日（火） 

 



【注意点】 

１．補助金交付・不交付の採否にあたり審査会を

設ける場合があります。審査内容に関する問

い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

ない中小企業等を優先します。 

２．同一取り組みについて、他の公的補助金の交

付を受けている、又は決定している場合の利

用は認められません。 

３．補助金は、予算の範囲内で交付するため、採

択されることになった場合にも申請金額の

すべてに応じられない場合があります。 

 

◆労働生産向上推進事業補助金◆ 

労働生産性の向上により、長時間労働の削減、

有給休暇の取得促進、賃金の引上げ等労働者の処

遇改善に積極的に取り組む中小企業者等を支援

します。 

■補助対象者・対象要件 

京都府内に事業所を有し、中小企業経営強化法

第２条第１項に規定する中小企業者等に該当

するものであり、中小企業応援隊等の推薦を受

けたもの。 

■補助対象経費 

労働生産性向上に資する機器等の導入等に係

る経費（京都府内の事業所において実施される

取組が対象） 

■補助額等 

補助額上限：１００万円 

補助率：２分の１以内 

■申請期間 

令和２年５月１５日（金） 

～７月２２日（水）＜必着＞ 

＜簡易書留での郵送に限る＞ 

詳細は別添のチラシをご確認ください。 

 

 

◆就労環境改善サポート補助金◆ 

長時間労働の是正など、就労環境の改善に積極

的に取り組む府内の中小企業者等に補助金を交

付し、誰もが働きやすい職場づくりを支援します。 

■補助対象者・対象要件 

京都府内に事業所を有する労働者災害補償保

険の適用事業場のうち、中小企業経営強化法第

２条第１項に規定する中小企業者等に該当し、

京都府社会保険労務士会が実施する就労環境

改善サポートアドバイザーの派遣を受け、就労

環境改善等の取り組みを行うもの。 

■補助対象経費 

就労環境改善の取組に要する経費（京都府内の

事業所において実施される取組が対象） 

■補助額等 

補助額上限：３０万円、補助率：２分の１以内 

■申請期間 

前期：令和２年５月１５日（水） 

～９月２５日（金） 

後期：令和２年１０月１３日（火） 

～１２月４日（金） 

詳細は別添のチラシをご確認ください。 

 

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  

「従業員の定着力を高める職場環境とは？」

「育児中の社員への支援制度は？」等々の悩みに、

経験豊富な専門家（社会保険労務士）が直接企業

を訪問し、労働法令の説明や具体的な改善方法等

をアドバイスします。是非ご活用ください。 

（※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、

当面の間、web会議または電話での訪問対応にな

る場合があります。） 

■相談内容 

・時間外労働時間の削減や勤務制度の整備 

・子育て支援制度の整備 

・短時間勤務や在宅勤務など多様な働き方の 

制度整備 

・法改正に伴う就業規則等の見直し 

・労働生産性の向上や業務の効率化  など… 

 



■申込期間 

令和３年３月１１日（木）まで    

 ※派遣は令和３年３月２６日（金）まで 

■派遣回数  原則２回（１回２時間程度） 

■派遣費用  無料 

■申込方法  別添の申込書に必要事項を 

ご記入の上、FAX（075-417-1880）

にてお申し込みください。 

 

「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」（環境マネジメントシステム･

スタンダード）です。 

 

「ＫＥＳ」は、平成１９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、「Ｉ

ＳＯ１４００１」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。 

 

女性部活動便り 

日 時 活動行事 場 所 

6月 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため活動自粛  

7月 6日(月) 13：30 第 2 回 常任委員会 商工観光振興センター 

※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。  

６月の予定表 

日   時 行 事 名 場   所 内     容 

税務相談・不動産相談は新型コロナウイルス感染症の影響により現在中止しています。 

再開時期については未定です。再開の場合は商工会ホームページ等にて案内いたします。 

ご了承いただきますようお願い申し上げます。 


