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第１５回理事会開催報告 

４月２１日（水）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 

◆青年部及び女性部正副部長の承認に関する件 

◆定例表彰に関する件 

◆定款の一部改正に関する件 

◆運営規約の一部改正に関する件 

◆令和２年度事業報告に関する件 

◆令和２年度収支決算承認に関する件 

◆令和３年度事業計画（案）に関する件 

◆令和３年度収支予算（案）に関する件 

◆令和３年度借入金限度額及び借入先（案）に関する件  

◆任期満了に伴う役員改選に関する件 

◆新規会員の加入承認に関する件 

＜協議事項＞ 

◆令和３年度総代会及び「会員の集い」開催に関する件  

 

◆総代会のお知らせ◆ 
（総代就任時のご案内と日程、 

時間及び場所が変更になっております。） 

令和３年度向日市商工会通常総代会を開催いた

します。ただし、新型コロナウイルス感染症によ

る緊急事態宣言再発出の影響により書面行使にな

る場合もございます。 

１．日 時：５月２０日（木） 

午後３時～午後５時 

２．場 所：イオンモール京都桂川３階 

イオンホール 

３．議 案：令和２年度事業報告・収支決算 

      令和３年度事業計画（案）他 

「会員の集い」開催中止 

５月１７日（月）、ホテルグランヴィア京都で開

催を予定しておりました「会員の集い」は、新型

コロナウイルスの感染症拡大防止のため、会員の

皆様をはじめとした関係各位の安全を第一に考慮

した結果、やむを得ず開催中止を決定いたしまし

た。何卒、ご理解とご了承賜りますようお願い申

し上げます。 

 

新規会員のご紹介  

事業所名：株式会社 京神不動産 

代表者名：池川 佳宏 

住  所：向日市寺戸町七ノ坪 141 SU・BA・CO 502 号室 

業  種：不動産業 

所属部会：サービス 

事業所名：心葉（ここは） 

代表者名：黒田 幸代 

住  所：向日市向日町南山12-3 

業  種：飲食業（喫茶（ハーブティー）、菓子） 

所属部会：商業 

事業所名：株式会社 Ikazuchiya（雷屋 向日町店）  

代表者名：村西 宏幸 

住  所：向日市寺戸町西田中瀬2-23 

業  種：飲食業（居酒屋） 

所属部会：商業 

事業所名：株式会社 アール 

代表者名：大坪 孝之 

住  所：向日市上植野町南開11-44 

業  種：警備業 

所属部会：サービス 



事業所名：合同会社 CanvasKyoto（キャンバスキョウト） 

代表者名：髙居 あずみ 

住  所：向日市物集女町長野5-3 

業  種：ケータリング業 

所属部会：商業 

事業所名：山本 直弘 

代表者名：山本 直弘 

住  所：向日市向日町北山74 向日台3-404 

業  種：脳トレーニング講師業 

所属部会：サービス 

事業所名：友禅工房 ほり 

代表者名：堀 勝弘 

住  所：向日市上植野町大田17-25 

業  種：染色業 

所属部会：商業 

事業所名：竹之内工務店 

代表者名：竹之内 智仁 

住  所：向日市物集女町森ノ上15-9 

業  種：建築業 

所属部会：建設業 

事業所名：株式会社 Vie'Ledge（ヴィレッジ） 

代表者名：人見 健一 

住  所：向日市寺戸町八ノ坪165 

業  種：有料職業紹介斡旋業 

所属部会：サービス 

事業所名：VERY（ベリィ） 

代表者名：村井 亜希子 

住  所：向日市寺戸町北野 14-4 北野マンション 401 

業  種：美容業（まつ毛エクステ） 

所属部会：サービス 

事業所名：Joys coffee（ジョイズコーヒー） 

代表者名：出倉 直一 

住  所：向日市物集女町中条20-3 

業  種：自家焙煎珈琲 卸・小売業 

所属部会：商業 

青 年 部 総 会 
青年部（部長：中村 益大）は、通常部員総会を

４月９日（金）午後７時３０分からビデオ会議シ

ステム（Ｚｏｏｍ）にて開催しました。＜議題＞ 

◆令和２年度事業報告・決算報告の承認について 

◆令和３年度事業計画・収支予算の決定について 

◆役員任期満了に伴う新役員選任について 

全ての議案は、原案どおり承認、決定されました。 

◇令和３年度・４年度役員（敬称略・順不同） 

部  長  大橋 一隆（大橋・山田合同事務所） 

副 部 長  岡田 弘毅（㈱オカモク） 

同  上  民秋 直樹（㈱タミアキ造園土木） 

常任委員  小野田 洋（トシアンティークス） 

同  上  蒲原 剛士（㈱蒲原工務店） 

同  上  河島 友之（ゆびはり鍼灸整骨院） 

同  上  佐々木 潔（山下とうふ店） 

同  上  永井 俊幸（永井造園） 

同  上  前之園 満（㈱前広） 

監査委員  大塚 健介（東洋竹工㈱） 

同  上  櫻井 大樹（京都通信機器販売㈱） 

 

女 性 部 総 会 
女性部（部長：宇津﨑 則子）は、通常部員総会

を４月１９日（月）午後１時３０分から向日市商

工観光振興センターにて開催しました。＜議題＞ 

◆令和２年度事業報告・決算報告承認の件 

◆令和３年度事業計画・収支予算決定の件 

◆任期満了に伴う役員選出の件 

全ての議案は、原案どおり承認、決定されました。 

◇令和３年度・４年度役員（敬称略・順不同） 

部  長  宇津﨑則子（エステサロン北山） 

副 部 長  矢野サチ子（幸絲会） 

常任委員  岩藤由美子（ビューティーサロン・ナティ） 

同  上  小野 貞子 （㈱小野工業所） 

同  上  築山 祥子 （クリーニングつき山） 

同  上  松本 菜穂 （K’s wan（ケーズワン）） 

同  上  宮路千鶴子（㈱純中国料理 麒麟園） 

同  上  村川真由美（CHICA（チーカ）） 

監査委員  高井 順子 （キッチン タロー） 

同  上  森川 律子 （かどや） 



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。詳細は向日市

商工会ホームページ又は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３年５月６日（木）～２８日（金） 

【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。 

 

令和３年度労働保険年度更新 

労働保険料の申告納付の時期となりました。 

令和３年度労働保険料（労災保険・雇用保険）

の申告期間は、令和３年６月１日（火）から７月

１２日（月）（土日祝は除く）です。 

お早めにお手続き下さい。 

また、昨年度と同様｢石綿健康被害救済法｣に基

づく一般拠出金の申告納付を労働保険年度更新と

併せて行っていただくこととなっております。 

『労働保険概算・確定保険料・石綿健康被害救

済法一般拠出金申告書』により、７月１２日（月）

までに申告納付をお済ませ下さい。 

なお、申告納付は、受付会場又は京都労働局、

労働基準監督署並びに最寄りの金融機関、郵便局

で受け付けております。 

お問合せ先：京都労働局総務部労働保険徴収課 

〒604-0846 京都市中京区両替町通御池上ル金吹町 451  

TEL：075－241－3213 

FAX：075－241－3233 

 

無料税務相談の案内 
向日市商工会では、税理士が無料で税務相談に

応じます。 

【開催日】毎月第１、第３火曜日 

※当日が休祝日の場合は、翌営業日 

【場 所】向日市商工観光振興センター 

【時 間】午後１時～４時３０分 

（最終受付：午後４時迄） 

【内 容】 

・相談はすべて無料です。 

・相談の内容は、秘密厳守いたします。 

・今般の新型コロナウイルス感染症の感染防止の

観点から、ウェブ会議システムを利用した相談

になりますので、事前の相談予約をお願いいた

します。→相談予約連絡先 

「向日市商工会 TEL：075-921-2732」 



※対面と異なり机の上に資料を広げて相談するこ

とができません。必ずしも十分な回答が得られ

ない場合がありますこと、ご了承ください。 

※事前予約が無い場合でも受付は可能ですが、事

前予約が優先となりますこと、ご了承ください。 

・相談終了時間の関係で終了３０分前には来館い

ただきますようお願いいたします。 

・所得税、法人税、消費税、相続税等あらゆる税

のご相談に応じます。 

・担当税理士：藤友税理士法人 竹内 宗 税理士 

 

「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、「ＩＳＯ１４００

１」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。 

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 

５月 １０日(月) 18：00 視察研修会 向日市役所 新庁舎 

６月 ７日(月) 13：30 第１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。 

５月の予定表 

日   時 行 事 名 場   所 内     容 

５月６日（木）、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。要事前連絡。 

担当：竹内 宗 税理士 相談無料・秘密厳守。 

※振興センターにてZoomを利用し、遠隔相談。 

５月２０日（木） 

午後３時～午後５時 

令和３年度 

通常総代会 
イオンホール 

令和２年度事業報告・収支決算 

令和３年度事業計画（案）・収支予算（案）他 


