向日市商工会情報
「向日市まつり」開催中止
１１月１３日（土）
・１４日（日）
、京都府向日
町競輪場で開催を予定しておりました「２０２１
向日市まつり」について、向日市まつり実行委員
会は、新型コロナウイルス感染症の状況を考慮し、
誠に残念ながら、開催中止を決定いたしました。
例年、開催にご支援、ご協力いただいている方々
には大変申し訳ありませんが、何卒、ご理解とご
了承賜りますようお願い申し上げます。

部 会 総 会 開 催
工業部会、商業部会部会総会が開催され、下記
の全議案が原案どおり承認、決定されました。
◆工業部会（部会長：岡本 光三）
日時：７月３０日（金）午後６時～午後６時３０分
場所：Café&Dining HANA むこう
議事：第１号議案 令和２年度事業報告について
第２号議案 令和３年事業計画（案）について
第３号議案 任期満了による部会役員改選について
令和３・４・５年度役員（敬称略５０音順）
部会長
岡本 光三 〔㈱大日本科研〕
副部会長 中村 訓
〔㈱ナカムラ理化〕
副部会長 大塚 祐司 〔㈱大塚竹材店〕
幹 事
大塚 正洋 〔東洋竹工㈱〕
幹 事
北尾 哲郎 〔日東薬品工業㈱〕
常務取締役 管理本部長 三谷 雅彦
幹 事
清水 庄吾 〔森庄缶詰製造所〕
幹 事
永井 守
〔ナガイ理化〕
幹 事
三島 一郎 〔長岡銘竹㈱〕
幹 事
村上 昇一 〔昇美電業社〕
◆商業部会（書面行使）
（部会長：嶋田 久司）
開催日：令和３年７月３０日（開催案内日）
決議日：令和３年８月１３日（書面決議書締切日）
書面決議書提出者：７４
議 事：第１号議案 令和２年度商業部会事業報告承認の件
賛：７４ 否：０
第２号議案 令和３年度事業計画（案）決定の件
賛：７４ 否：０

第３号議案 令和２年度飲食業分科会事業報告の件並びに
令和３年度事業計画（案）決定の件
賛：７３ 否：０ 無効：１
第４号議案 任期満了に伴う部会役員改選の件
賛：７３ 否：０ 無効：１
令和３・４・５年度役員（敬称略５０音順）
部会長
嶋田 久司
〔㈱花久〕
副部会長 須田 重正
〔㈱矢尾卯〕
副部会長 安井 俊之
〔仁 アートショップ＆スペース 〕
幹 事
梅原 薫
〔梅原酒店〕
幹 事
大八木 脩一 〔万源酒店〕
幹 事
岡田 孝保
〔オカダ〕
幹 事
片山 睦夫
〔片山電機㈱ 向日町店〕
幹 事
西野 政美
〔クレープのお店 おんりー〕
幹 事
野村 和久
〔㈱野村龍酒店〕
幹 事
平井 正樹
〔工芸樹〕
幹 事
安田 徳治
〔安田商店〕
令和３・４・５年度飲食分科会役員（敬称略５０音順）
分科会長 淀川 暁人
〔洋風酒膳 うまかろう〕
副分科会長 佐々木 潔
〔山下とうふ店〕
副分科会長 芝田 正子
〔まぁ’s キッチン〕
幹 事
中山 雅之
〔味の台所 中々〕
幹 事
西野 政美
〔クレープのお店 おんりー〕
幹 事
林 正幸
〔篁庵〕
幹 事
宮路 保
〔㈱麒麟園〕
幹 事
彌三川 能行 〔餃子の一来一来〕

第１回理事会開催報告
書面決議にて理事会を実施し、全議案承認されました。
＜審議事項＞
◆前回理事会議事録の確認に関する件
◆職員服務規程の一部改正に関する件
◆職員給与規程の一部改正に関する件
◆嘱託職員及び臨時職員に関する就業規程（案）の新設に関する件
◆育児休業及び介護休業に関する規定の一部改正に関する件
◆委員会委員の委嘱に関する件
◆顧問の委嘱に関する件
◆会員増強キャンペーンの実施に関する件
◆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：藤元総建
代表者名：藤元 祐太
住
所：向日市寺戸町天狗塚 10 ベルエトワール 302
業
種：建設業（解体）
所属部会：建設業
事業所名：株式会社帝翔
代表者名：徳永 政秀
住
所：向日市上植野町角前 10-4-103
業
種：食品販売業
所属部会：商業
事業所名：Imagination Works（ｲﾏｼﾞﾈｰｼｮﾝﾜｰｸｽ）
代表者名：内田 伸吾
住
所：向日市鶏冠井町山畑 14-29
業
種：音楽家・デザイナー
所属部会：サービス
事業所名：ヘアーエステ Marin（マリン）
代表者名：中島 真理
住
所：向日市寺戸町久々相 8-2 パレ HSP102
業
種：美容業
所属部会：サービス
事業所名：アドウェルアート デザインオフィス
代表者名：古河 昭嘉
住
所：向日市上植野町角前 10-1-403
業
種：デザイン業
所属部会：サービス
事業所名：特定非営利活動法人 HUMAN FACTORY（ﾋｭｰﾏﾝﾌｧｸﾄﾘｰ）
代表者名：星山 祐輝
住
所：向日市寺戸町殿長 5-2 階
業
種：放課後児童健全育成事業（民間学童）
所属部会：サービス
事業所名：オフィス ハミングバード
代表者名：酒井 智文
住
所：向日市寺戸町古城 6-41
業
種：音楽教室、音楽講師
所属部会：サービス

事業所名：MS Creation 合同会社（クリエーション）
代表者名：須田 牧恵
住
所：向日市向日町北山 3
業
種：ソフトウェア制作販売
所属部会：商業
事業所名：前田 秀夫
代表者名：前田 秀夫
住
所：向日市寺戸町向畑 60-2
業
種：コンサルタント業
所属部会：サービス
事業所名：ユーエンアート株式会社
代表者名：楠 政行
住
所：向日市森本町小柳 14-6
業
種：漆器製造・販売業
所属部会：商業
事業所名：アルファ企画
代表者名：駒井 重夫
住
所：向日市物集女町北ノ口 15
業
種：飲食イベント業
所属部会：商業
事業所名：株式会社 Second Style（ｾｶﾝﾄﾞｽﾀｲﾙ）
代表者名：前田 政太郎
住
所：向日市森本町東ノ口 12-2
業
種：中古車販売業
所属部会：サービス
事業所名：Folio-Music（ﾌｫﾘｵﾐｭｰｼﾞｯｸ）
代表者名：堀尾 哲二
住
所：京都市左京区東大路仁王門下る東門前町 505
業
種：音楽制作業
所属部会：サービス
事業所名：第一本舗
代表者名：渡邉 大祐
住
所：向日市物集女町クヅ子 7-4 プレジール翠園 201
業
種：小売業（家電製品等ネット販売）
所属部会：商業

事業所名：verde energia 合同会社（ｳﾞｪﾙﾃﾞｴﾅｼﾞｱ）
代表者名：荒木 康孝
住
所：向日市鶏冠井町楓畑 16-5
業
種：エネルギー業
所属部会：商業
事業所名：GRilC グローバルコネクト（グリーク）
代表者名：三上 絋司
住
所：向日市寺戸町西ノ段 19-16
業
種：翻訳・通訳サービス仲介業
所属部会：サービス
事業所名：三谷 信之
代表者名：三谷 信之
住
所：京都市西京区大枝西長町 8-16-C
業
種：楽器修理業、瓦修理業
所属部会：サービス

「事業継続力強化計画」策定と認定制度取得のご支援について
向日市商工会は、
「中小企業強靭化法」に基づく
中小企業・小規模事業者に対しての「事業継続力
強化計画」の策定支援を行うよう求められており、
会員の皆様へのご支援を始めております。
「事業継続力」の強化は、年々増加傾向にある
台風や地震などの自然災害、新型コロナウイルス
をはじめとする感染症、サイバー攻撃等へのリス
ク対策として、各企業に不可欠な経営要素となっ
ています。
経済産業省による「事業継続力強化計画認定制
度」では、積極的な対策・取組みを行う企業を「認
定」し、さまざまな支援策を実施しています。
計画が認定されることで、様々なメリットを受
けることができます。
①対象の防災・減災設備が税制優遇される。
②補助金が優先的に採択される。
③日本政策金融公庫による低利融資等の金融支援
を利用できる。
④信用補償枠の拡大を受けられる。
詳細は、
「中小企業庁：事業継続力
強化計画」のホームページ
（https://www.chusho.meti.go.jp/ke
iei/antei/bousai/keizokuryoku.htm）

申請等は「㈱東京海上日動パートナーズかんさ
い京都支店（京都府商工会連合会指定代理店）
」
TEL：075-823-6262、MAIL：info.kyoto@tnpgrp.jp
までお問合せください。

消費税インボイス制度対策セミナーの開催
「インボイス方式導入」に向けては、免税事業
者を含めた全ての事業者が、対応・対策をしなけ
ればなりません。特に、売上高１千万円以下の消
費税の免税事業者や、免税事業者に仕入れや経費
の支払いをしている企業は、今から徐々に準備を
始める必要があります。１０月１日より事業者登
録がスタートしますので、２０２３年に備えて実
際に何をすべきなのか、正確な知識を得るために、
是非この機会にご参加ください。
日時：１０月１４日（木）１４時～１５時３０分
方法：会場受講又はオンライン受講
受講料：無料（非会員は１，０００円）
会場：向日市商工観光振興センター又は Zoom
定員：会場２０名、オンライン５０名（どちらも先着）
講師：木村税務会計事務所 所長 木村 聡子 氏
なお、同封のチラシにて FAX 又は QR コードに
てお申し込みください。

小規模事業者持続化補助金について
持続化補助金は、小規模事業者が行う販路開拓
や生産性向上の取組に要する経費の一部を支援す
る制度です。
この制度は、商工会のサポートを受けながら経
営計画書、補助事業計画書を作成し、審査を経て
採択が決定された後、所定の補助が受けられます。
＜一般型＞
補助額：上限５０万円※共同申請可能
補助率：２／３
補助対象：店舗改装、チラシ作成、広告掲載など
第６回締切：１０月１日（金）
「低感染リスク型ビジネス枠」
については同封の
チラシをご確認ください。
詳細はこちらのQR コード
をご覧ください。

「KES」を始めてみませんか
KES とは Kyoto（京都）
Environmental Managemet
System（環境マネジメントシステ
ム）Standard（スタンダード)）
京都議定書の発祥地、京都から発信された「環
境マネジメントシステム」の規格です。
KES では、環境マネジメントシステムの国際規
格である「ISO14001」の基本コンセプトをいかし
つつ、シンプルなシステムを構築し、低コスト化
を図っています。また、各地域とも連携し、全国
規模で活動しています。
KES の３つの特色
KES は環境への負荷を管理・軽減するとともに
環境経営の推進にも有効な仕組みです。
◆特色 その１
取得に掛かるコストが安く、分かりやすい。
⇒企業や自治体・学校・家庭など、あらゆる規
模・業種の組織で取り組めます。
◆特色 その２
段階的に取り組める二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、
「ISO140001」と同じ
ような要求項目を設けたステップ２がありま
す。

◆特色 その３
「持続可能な発展への貢献を最大化」を推進する
二つの新規格がある。
⇒ステップ 2SR
（社会的責任）
とステップ 2EN
（エネルギーマネジメント）規格があります。
KES 取得のメリット
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。
KES の審査登録をご希望される方は、KES 環境
機構事務局までお問い合わせください。
各企業・組織の取組状況や業態・規模等に応じて
相談いただくことができます。
＜問合せ先＞ 特定非営利活動法人 KES 環境機構
電話：075-342-1170

女性部活動便り
９月
１０月

日 時
６日(月)
７日(火)
４日(火)

13：30
13：30
13：30

１９日(火)～２１日(木)

活動行事
第４回 常任委員会
京女連 近畿ブロック大会
第５回 常任委員会
第２２回商工会女性部全国大会
in おおいた

場 所
商工観光振興センター
ザ マーカススクエア神戸
商工観光振興センター
大分県別府市

※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。

９月の予定表
日
時
毎週 月・木曜日
午前９時～午後５時
（１２時～１時は除く）
９月７日（火）
、２１日（火）
午後１時～午後４時３０分
（最終受付：午後４時迄）
９月２６日（日）
午前１０時～午後５時
（１２時～１時は昼休憩）

行 事 名
新型コロナウ
イルス感染症
対策経営相談

場

所

商工観光
振興センター

税務相談

商工観光
振興センター

創業塾
（１日目）

長岡京市立
産業文化会館

内
容
中小企業診断士が経営相談等に対応いたします。
事前予約必要。
（相談時間約１時間）
令和４年１月３１日（月）まで。
税理士が税務に関する相談に応じます。事前連絡必要。
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。
「創業の基礎知識」創業を取り巻く環境・心構えなど
担当：岡原 慶高 中小企業診断士
１０月３日・１０日・１７日・２４日（日）開催

