
向日市商工会情報 

第２回理事会開催報告 

１０月２５日（月）午後５時３０分より理事会

を開催しました。今回は「京都府新型コロナウイ

ルス感染防止対策認証店」である麒麟園で実施し

ました。 

＜審議事項＞ 

◆前回理事会議事録の確認に関する件 

◆向日市長及び向日市議会議長への要望に関する件 

◆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：Baked Sweets -pua-（ﾍﾞｲｸﾄﾞｽｲｰﾂ ﾌﾟｱ）  

代表者名：山下 真夕 

住  所：向日市寺戸町二ノ坪1-4 

業  種：菓子製造・販売業 

所属部会：商業 

事業所名：ジンジャー不動産合同会社 

代表者名：本田 弘子 

住  所：向日市森本町下森本47-28 

業  種：不動産賃貸・管理業 

所属部会：サービス 

事業所名：司紙業株式会社 

代表者名：井上 隆司 

住  所：京都市南区久世殿城町316 

業  種：日用雑貨卸業 

所属部会：商業 

事業所名：apaisement（アペズマン） 

代表者名：吉本 美也子 

住  所：向日市寺戸町東野辺 61-2 カント・K203 号  

業  種：リラクゼーション業 

所属部会：サービス 

事業所名：株式会社ﾆｭｰｿﾝｱﾝﾄﾞｶﾝﾊﾟﾆｰ 

代表者名：細川 哲星 

住  所：向日市寺戸町中ノ段3-2 

業  種：コンサルティング・古民家再生業 

所属部会：商業 

事業所名：生研テクニカルサービス 

代表者名：辻 敏行 

住  所：向日市上植野町角前8-9 

業  種：業務用厨房機器販売・修理業 

所属部会：サービス 

事業所名：合同会社アールスリー 

代表者名：白井 和樹 

住  所：向日市上植野町地後3 メゾン河忠106 

業  種：介護サービス業（訪問看護） 

所属部会：サービス 

 

「向日市経営発展おうえん補助金」制度のお知らせ 

向日市と向日市商工会は、新型コロナウイルス

感染症の長期化で、様々な困難に直面しながらも、

売上向上・販売促進・業務改善の取組を通じて、

事業継続と経営発展を目指す市内事業者を、本市

独自の補助金と経営指導を組み合わせて支援しま

す。 

●内容：補助金 

（販売促進などに必要な事業経費の一部補助） 

●補助額：10万円（一事業者あたり上限） 

申請内容などの選考を行い採択します。 

●申請期間：11月1日（月）から30日（火）迄 

●対象事業実施期間：令和4年2月28日（月）迄 

●申請対象者・そのほか申請に係る条件がありま

すので、事前に向日市商工会（TEL：921-2732）

にお問い合わせください。 

 



小規模事業者等向け補助金情報 

◆中小企業経営改善緊急支援事業◆ 

京都府と向日市商工会では、新型コロナウイル

ス感染症拡大による影響が長期化する中、最低賃

金の引上げが重なり経営環境が厳しさを増してい

る事業者の収益改善に繋がる取組を実施する中小

企業の方々や商店街団体を支援する「中小企業経

営改善緊急支援」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、本事業主旨に沿っ

て、令和３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 

【申請要件】 

①日本国内の事業場で所属する労働者が１００人

以下であること。 

②京都府最低賃金の改定（令和３年１０月１日付

け）に伴い、事業場内最低賃金の引き上げを実施

済若しくは補助対象事業取組期間内に実施予定

であること。 

③引き上げた事業場内最低賃金と京都府最低賃金

の差額が３０円以内であること。 

【対象経費】 

◆経営改善計画遂行に向けた取組、商品の販売促進の取組に係る経費  

◆省エネルギー対策等のコストダウン対策に関する経費 

◆固定客を生み出すような商店街の実施するイベント経費など 

◆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 

【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。 

２．令和３年度に「中小企業知恵の経営ステップ

アップ事業」を実施した企業は対象外です。 

３．当取組（事業）の交付決定前に終了した取組

（事業）は対象外です。 

４．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。 

５．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。 

【募集期間】 

令和３年１１月１日（月）～１５日（月）迄 

 

経営計画策定セミナーを開催しました  

向日市商工会・京都府商工会連合会主催で、１

０月１３日（水）に令和３年度制度改正に伴う専

門家派遣等事業『「経営計画策定セミナー」～新

分野展開や事業の再構築に向けた経営計画を作っ

てみませんか！～』と題し、セミナーを開催しま

した。 

 講師は藤尾コンサルティング 代表で中小企業

診断士の藤尾政明氏で、Withコロナ・Postコロナ

時代の社会経済環境に対応するため、新分野展

開・事業転換・業種転換・業態転換・事業再編等

の取組みを考えている事業者の方に、経営分析の

手法や経営計画の作成などについて解り易く説明

いただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



消費税インボイス制度対策セミナーを開催しました 

 向日市商工会主催で、１０月１４日（木）に『中

小企業・免税事業者との取引での注意 これだけは

押さえておきたい！「消費税インボイス制度対策

セミナー」』と題し、オンラインセミナーを開催

しました。 

 講師は木村税理会計事務所 所長で税理士の木

村聡子氏で、インボイス制度を理解する上で必要

な消費税の基礎知識や制度開始による影響・対策

などについて、セミナー参加事業所がオンライン

聴講しました。 

 

商工会青年部“絆”感謝運動実施 

 本事業は、各地で発生した災害における復興支

援活動等でも改めて確認された青年部と地域との

「絆」について、再認識と感謝の機会を設けると

ともに、今後もその「絆」をさらに強化していく

こと等を目的に実施しています。 

当会青年部員は１０月２１日（木）に夜回り隊

として、向日市生活安全推進協議会のご協力のも

と、向日市内の主要道路の防犯パトロール活動を

実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

向日市お買いもの応援クーポン取扱事業所募集  

向日市商工会は、１２月に向日市と共同で、「向

日市お買いもの応援クーポン」事業を実施します。

クーポン券を各家庭に配布し、新型コロナウイル

ス感染症の影響を受ける市内事業者の売上向上・

販売促進を支援するとともに、市民生活をお買い

もので応援します。 

事業実施にあたり、クーポン券の使用できる取

扱事業所（店舗）を募集いたします。 

登録可能店舗は、向日市内で、一般消費者向け

に商品・サービス・飲食を提供している事業所で

す。（フランチャイズ・チェーン店は除く） 

登録可能事業の詳細、感染症対策等、同封の事

業概要書（募集要項）を熟読のうえ、登録申請書

により申込をお願いします。 

申込は随時受付いたしますが、クーポン券配布

時に同封予定の冊子への掲載は１０月１５日に締

め切らせていただきました。締め切り後の申込分

は当会ホームページに掲載予定です。 

なお、換金手数料はかかりません。 

【向日市お買いもの応援クーポン概要 （予定） 】 

●発行冊数：２５，９００冊（住民基本台帳の各

世帯に１冊ずつ、郵送で配布） 

●発行内容：1冊に５００円券×８枚 

●使用方法：消費者は、１，０００円のお買い物

ごとに５００円券を１枚使用できる 

●配布日：令和３年１２月１日（水） 

●使用期間：令和３年１２月１日（水） 

～令和４年１月３１日（月） 

 

中小企業診断士による出向き経営相談会について 

 一般社団法人京都府中小企業診断協会が京都府

内の５つの地域（丹後・中丹・南丹・乙訓・山城）

で無料相談会を実施します。創業、販路開拓、経

営革新・第二創業、事業承継、IT 活用、コロナ対

応支援施策など、幅広い分野で中小企業診断士が

相談に応じます。 

●日程：１１月１９日（金）・２０日（土） 

●時間：午前１０時～午後４時（１２時から１時は除く） 

●費用：無料 

●会場：向日市商工観光振興センター 

●定員：各日１０名程度（先着順） 

詳細及び予約はこちらの 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。 

◆特色 その２ 

段階的に取り組める二つのステップがある。 

 

◆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。 

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 

日 時 活動行事 場 所 

11月 

1日(月) 18：00 
乙訓2市1町商工会 

女性部合同交流会 

Café & Dining 

HANAむこう 

30日(火) 13：30 ガーデニング事業 麒麟園ガレージ 

シクラメンを配付予定ですが、生育状況により 12/7(火)にズレ込む場合あり 

12月 6日(月) 13：30 第6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。  

１１月の予定 

日   時 行 事 名 場  所 内   容 

毎週 月・木曜日 

午前９時～午後５時 

（１２時～１時は除く） 

新型コロナ 

ウイルス感染症 

対策経営相談 

商工観光 

振興センター 

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。 

１１月２日（火）、１６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。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。 

１１月５日（金）、１９日（金） 

午後６時３０分～午後８時３０分 

Instagram・

YouTube 

活用セミナー 

長岡京市産業

文化会館 

又はWeb受講 

ファンを作る！共感を得るSNS発信セミナー 

講師：Florence・non・non 代表 清水 紀子 氏 

   （Flower&Photo コーディネーター） 

１１月１９日（金）、２０日（土） 

午前１０時～午後４時 

（１２時～１時は除く） 

中小企業診断士 

による出向き 

経営相談会 

商工観光 

振興センター 

幅広い分野で中小企業診断士が相談に応じます。 

費用：無料（事前予約可） 

定員：各日１０名程度（先着順） 


