向日市商工会情報
第１４回理事会開催報告

事業所名：ryocolate.sg（リョコレート・エスジー）

１月２６日（火）午後２時より理事会を開催し
ました。今回も、新型コロナウイルス感染症対策
のため、ビデオ会議システム（Ｚｏｏｍ）を従来
の会議と併用し実施しました。
＜審議事項＞
◆前回理事会議事録の確認に関する件
◆令和３年「桜まつり」開催の検討に関する件
◆向日市商工会服務規程の一部改正に関する件
◆向日市商工会給与規程の一部改正に関する件
◆向日市商工会女性部運営規程の一部改正に関する件
◆総代選挙に関する件
◆新規会員の加入承認に関する件
＜報告事項＞
◆アーチ（広告塔）及び街路灯の撤去に関する件

代表者名：小野田 良子
住
所：向日市物集女町長野 5-3 2 階
業
種：小売業（ステンドグラスアクセサリー・オーナメント）
所属部会：商業

新規会員のご紹介

事業所名：メナード フェイシャルサロン 向日東田中瀬代行店
代表者名：角田 春菜
住
所：向日市寺戸町東田中瀬 17-6
業
種：美容業
所属部会：サービス
事業所名：手羽だるま 東向日駅前店
代表者名：小倉 英治
住
所：向日市寺戸町西田中瀬 3-6
業
種：飲食業
所属部会：商業

事業所名：トランジション・ピリオド行政書士事務所

向日市商工会女性部が市へ寄附金を贈呈

代表者名：興津 慶
住
所：向日市寺戸町七ノ坪 110 ジオ阪急洛西口サウスレジデンス 202 号
業
種：行政書士業
所属部会：サービス

向日市商工会女性部の役員が向日市役所の新庁
舎を訪庁し、新型コロナウイルス感染症対策に役
立ててもらおうと寄付金を贈呈しました。
新型コロナウイルス感染症の影響で、予定して
いた事業の中止を余儀なくされている状況の中、
女性部が「今できること」を話し合い、地元を支
援することで、地域社会に貢献しようと部費から
捻出することを決めました。
宇津﨑部長は「市民のために役立ててほしい」
と、安田市長へ寄付金を託しました。

事業所名：練天マルシェ はまいち蒲鉾店
代表者名：有馬 和子
住
所：向日市寺戸町西田中瀬 8-9 1F
業
種：小売業（練天等加工食品）
所属部会：商業
事業所名：hokulani（ホクラニ）
代表者名：藤田 由佳
住
所：向日市向日町北山 26-5
業
種：リラクゼーション・講師業
所属部会：サービス
広報PR Communication Joint 松本さんからの紹介

※会場の混雑状況により、
早めに受付を終了させて
いただく場合があります。
表彰式は、令和３年度総代会後の「会員の集い」 ※会場専用の駐車場・駐輪場はありませんので、公
時の実施を予定しております。
共交通機関をご利用ください。
会員企業様の従業員で、下記の表彰基準を満た
※西陣織会館では、電話によるお問い合わせは
す方がおられましたらご推薦頂きますようお願い
受け付けておりません。
します。
【会場での感染症対策にご協力ください】
総務委員会において審査・選考の上、各団体に
①来場者数の状況に応じて、入場をお断りするほ
推薦します。結果は各団体で受賞決定がされ次第、
か、早めに相談受付を終了する場合があります。
申請された会員企業様にお知らせします。
②ご来場される際は、マスクの着用をお願いしま
なお、勤続年数が２５年以上あっても、初めて
す。※マスクを着用されていない場合、入場を
の推薦の方は商工会長表彰からの対象になります。
お断りする場合があります。
１．表彰基準：
③咳・発熱等の症状のある方や体調がすぐれない
京都府知事表彰
勤続 ２５年以上
方は、入場をお断りします。
向日市長表彰
勤続 ２０年以上
④会場内に筆記用具は用意しておりませんので、
京都府商工会連合会長表彰 勤続 １５年以上
ボールペンや計算器具等はご持参ください。
向日市商工会長表彰
勤続 １０年以上
【会場への入場には「入場整理券」が必要です】
２．推薦書提出方法：
入場整理券は、会場で当日配付しますが、国税庁
同封の推薦書に記入して、提出して下さい。
LINEアカウントから事前発行も行っています。
３．提 出 先：向日市商工会事務局
LINEのホーム画面で「国税庁」または「＠kokuzei」
４．提出期限：２月１９日（金）
と検索しても友だちに追加できます。なお、入場整
理券の配布状況に応じて、
後日来場をお願いするこ
ともあります。
確定申告についてのお知らせ
【申告手続などのお問合せ】
右京税務署の申告書作成会場は、
「西陣織会館」
右京税務署：075-311-6366
です。右京税務署内には、申告書作成会場は開設
（自動音声案内）
しておりません。どうぞご注意ください。
友だち追加はこちらから！
開設期間：令和３年２月１６日（火）～３月１５日（月）
相談受付時間：午前９時～午後４時
※土・日・祝日は開設しておりませんが、２月２１
日・２８日の日曜日に限り、開設しております。
マル経融資とは、日本政策金融公庫が貸付を行
※申告書等の受付、
用紙の交付は午後５時まで行っ
う、小規模事業者経営改善資金のことを言います。
ております。
商工会で経営指導を受けている小規模事業者の
※会場ではご自分で申告書等の作成やパソコン
方が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人
操作をお願いしております。
でご利用できる制度（＊ご利用にあたっては、商
※会場では納税証明書の発行は行っておりません
工会の推薦が必要）となっています。
（税務署で行っています）。
資金の使いみちとして、運転資金と設備資金が
※会場では納税できません。納税については、QR
あり、融資限度額は、２，０００万円です。
コードを利用したコンビニ納付や振替納税など
また、ご返済期間は、運転資金７年以内（うち
の便利な納付手段をご利用ください
（詳細は国税
据置期間１年以内）
、設備資金１０年以内（うち据
庁ホームページをご確認ください
置期間２年以内）
、利率は１．２１％（年）です。
https://www.nta.go.jp/）。
（令和３年１月４日現在）

優 良 従 業 員 表 彰

マル経融資のご案内

なお、協賛いただいた事業所は、広報むこう・
市 HP・健康ポイントカードに「店舗情報」と「賞
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が
品」を掲載します。
減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、 【掲載方法】広報むこう・市ホームページ・健康
別枠１，０００万円の範囲内で当初３年間、通常
ポイントカードに「店舗情報」と「賞
の貸付金利からマイナス０．９％引下げます。加
品」を掲載
えて、据置期間を運転資金で３年以内、設備資金
【発行・配布】広報むこう約２４,７００世帯（全戸
で４年以内に延長します。
配布）、市 HP 内の健康ポイント事
詳細については商工会事務局までお問い合わせ
業 PR ページ、各種健診事業・市内
ください。
イベント・公共施設等で配布
【対
象】市内で事業を営む法人・団体・
個人事業主／概ね５件
新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業について 【募集期間】令和３年２月１９日（金）まで
本事業は、日本政策金融公庫（日本公庫）等の
【応募方法】向日市医療保険課に FAX 又はメール
特別利子補給の対象となる貸付により借入を行っ
【提供商品】１，０００円～２，０００円相当の
た方のうち、一定の要件を満たす方に対し、貸付
商品や食事券などのサービス券
を受けた日から最長３年間にあたる利子相当額を
※市役所からの費用負担はありません。趣旨をご
一括して助成することにより、実質的な無利子化
理解いただき協賛をお願いします。詳細は同封
を実現するものです。
のチラシをご覧ください。
１．対象貸付
新型コロナウイルス感染症特別貸付、
向日市個人事業主等応援助成金（受付中）
マル経融資（新型コロナウイルス感染症関連）etc.
２．対象者
向日市では、
新型コロナウイルスの感染拡大によ
日本公庫等の特別利子補給の対象となる貸付によ
り、売上減少等の影響を受けながらも、制度のはざ
り借入を行った中小企業者・小規模企業者等のう
まで、国・京都府が実施する支援制度の対象となら
ち、売上高要件を満たす方を対象とします。
なかった個人事業主等の皆さまに、
「向日市個人事
３．申請方法
業主等応援助成金」を支給しています。
申請書類及び事務局宛て専用封筒が借入を行った
詳しくは、支給要項をご確認ください。（支給要
金融機関等から交付・発送されます。申請書類に
項や申請書は、
向日市ホームページからダウンロー
必要事項を記入し、専用封筒で郵送する郵送申請
ドできます。
かオンライン申請のどちらかを選択してください。 https://www.city.muko.kyoto.jp/kurashi/jigyo/no
４．お問合せ先
gyo/1/1593072469301.html）
TEL：0570-060515（平日・土日祝日９時～１７時）
○支給要件（主なもの）
URL：https://tokubetsu-riho.jp/
●国・京都府が実施する、新型コロナ感染症に対応
した事業者向け補助金、給付金、助成金その他金
銭給付を伴う支援を受けていない方
健康ポイント事業協賛募集
●個人事業主の方は、向日市に住民登録があるか、
向日市では、生涯にわたって健康的に過ごして
向日市内に事業所がある方
いただくため、
「健康ポイント事業」を実施してい
●法人の方は、従業員１０人以下で、向日市内に
ます。このたび、ポイント達成者へのご褒美とし
事業所があること
てプレゼントする商品や食事券等の募集をしてい
●直近の確定申告書を提出し、
主たる収入が事業に
ますので、協賛のご協力をお願い致します。
よる方

新型コロナウイルス対策マル経融資のご案内

●申請日において、事業を実施しており、今後も
事業継続意思のある方
○助成額 １事業者あたり１０万円
○必要書類
申請書、誓約書、確定申告書の控え（写）、
許認可証（写）、通帳（写）、
履歴事項全部証明書（写）、本人確認書類（写）
○申請方法
必要書類を添えて、向日市産業振興課あて
郵送してください。
○申請期限 令和３年２月２６日（金）まで
○問い合わせ
市産業振興課商工係（TEL：８７４－２４１９）

「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。
◆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。
取得するにはどうしたらいいの？などなど、Ｋ
ＥＳ取得について事務所でＫＥＳ主幹審査員がご
相談に応じます。
（要予約/無料）
連絡先：075-342-1170（特定非営利活動法人 KES 環境機構）

女性部活動便り
日

時

活動行事

場

所

2月

8 日(月)

13：30

第 9 回 常任委員会

商工観光振興センター

3月

1 日(月)

13：30

第 10 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。

２・３月の予定表
日
時
２月２日、１６日（火）
午後１時～午後４時３０分
（最終受付：午後４時迄）

行 事 名

２月５日（金）
午後６時～午後８時

創業者向け
セミナー

集客・業績アップにつながる 創業者向け IT セミナー
長岡京市立
講師：多田 EC 支援事務所 多田 優之 氏
産業文化会館
※新型コロナウイルスにより変更や中止等の場合あり

不動産相談

商工観光
振興センター

女性の
起業セミナー

自分らしく働きたいあなたへ 女性のための起業セミナー
長岡京市立
講師：中小企業診断士 浦出 奈緒子 氏
産業文化会館
※新型コロナウイルスにより変更や中止等の場合あり

２月１８日（木）
午後１時～午後４時
（最終受付：午後３時３０分迄）
２月２６日（金）
・３月５日（金）
午前１０時～午後４時
（受付：午前９時４５分～）

税務相談

場

所

商工観光
振興センター

内

容

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

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

