向日市商工会情報
第４回理事会開催報告

事業所名：辻山 一恵

書面決議にて理事会を実施しました。

代表者名：辻山 一恵

＜審議事項＞

住

所：京都市西京区大原野西境谷町三丁目 6- 4-107

◆前回理事会議事録の確認に関する件

業

種：建設業

◆定例表彰に関する件

所属部会：建設業

◆向日市商工運営規約の一部改正に関する件
◆職員服務規程の一部改正に関する件

事業所名：gama da gama（ｶﾞﾏ ﾀﾞ ｶﾞﾏ）

◆職員給与規程の一部改正に関する件

代表者名：大釜 章代

◆嘱託職員及び臨時職員に関する就業規程の

住

所：向日市森本町石田 22-28

業

種：製造小売業（布製品、アート作品）

一部改正に関する件
◆令和４年度事業計画（案）に関する件
◆令和４年度収支予算（案）に関する件
◆令和４年度借入金最高限度額及び
借入先（案）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：おもてなしタクシー
代表者名：日髙 順子

所属部会：商業
事業所名：山口 弘二
代表者名：山口 弘二
住

所：向日市森本町下森本 1-32

業

種：―

所属部会：―

総代会開催日等について
令和４年度向日市商工会通常総代会を開催いた

住

所：向日市寺戸町西田中瀬 17 第一ﾌｧﾗｵ 308

します。ただし、新型コロナウイルス感染症の影

業

種：個人タクシー業

響により書面行使になる場合もございます。

所属部会：サービス
事業所名：9210nars coffee（ｸﾆｯﾄﾅｰｽﾞ ｺｰﾋｰ）
代表者名：仲野 梓
住

所：向日市寺戸町東ノ段 3 ｳﾞｨﾗｺﾝﾌｫｰﾄﾊﾟｰﾄⅡ203

業

種：珈琲豆製造販売、キャットシッター

所属部会：商業
事業所名：SORAIRO（ソライロ）
代表者名：𠮷川 聖司
住

所：向日市寺戸町中ノ段 1-2 SAKURA Court 101

業

種：カメラマン

所属部会：サービス

１．日 時：５月２６日（木）午後４時３０分
２．場 所：ホテル日航プリンセス京都
３．議 案：令和３年度事業報告・収支決算
令和４年度事業計画（案）

他

「会員の集い」開催日等について
会員相互の交流・親睦を深めるため会員の集い
を開催いたしますので、ぜひご参加下さい。
（参加
申込書は次月号に同封いたします。
）ただし、新型
コロナウイルス感染症の影響により中止になる場
合もございます。
１．日 時：５月２６日（木）午後６時
２．場 所：ホテル日航プリンセス京都

事務局職員人事異動のお知らせ
（４月１日付け）
経営支援員 山本 佳市が精華町商工会から、経

事業再構築補助金について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、
当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、

営支援員 石田 卓夫が京都府商工会連合会から

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変

向日市商工会へ着任、経営支援員 髙本 尚浩が京

化に対応するために中小企業等の事業再構築を支

丹波町商工会へ異動となります。

援することで、日本経済の構造転換を促すことが

また、経営支援課長 長澤 雅博が定年退職とな

重要です。そのため、新分野展開、事業転換､業種

ります。

転換、業態転換などの思い切った事業再構築に意

新任

欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。

山本 佳市 経営支援員（担当：サービス部会、女性部）

詳細については左記 QR コ

石田 卓夫 経営支援員（担当：商店会、KES）

ードよりホームページよりご

異動 髙本 尚浩 経営支援員

確認ください。

退職 長澤 雅博 経営支援課長

地域経済動向調査「Ｄ.Ｉ」報告（１０～１２月）
「D.I」とは、Diffusion Index（ディフュージョ
ン・インデックス：景気動向指数）の略で、現況

IT 導入補助金 2022 について
中小企業・小規模事業者のみなさまが IT ツール
導入に活用いただける補助金です。

や先行きの見通し等についての定性的な判断を指

令和３年度補正からはこれまでの通常枠（A・B

標として集計加工した指数であり、経済指標等に

類型）に加え、デジタル化基盤導入枠（デジタル

おいて広く活用されているものです。

化基盤導入類型・複数社連携 IT 導入類型）
「補助

市内事業所（３４事業所）よりアンケート回答・

対象：ソフトウェア購入費、クラウド利用費、導

ヒアリングした景況調査の動向を指標化し、
「D.I」

入関連費、PC・タブレット・プリンター・スキャ

値としています。

ナー・レジ・券売機などのハードウェア購入費」
も追加されました。

インボイス制度への対応も見据え、
クラウド利用

【時 間】午後１時～午後４時３０分

料を最大２年分補助するなど、企業間取引のデジ

（最終受付：午後４時迄）

タル化を強力に推進します。
詳細については左記 QR コー

【内 容】
●相談はすべて無料です。

ドよりホームページよりご確認

●相談の内容は、秘密厳守いたします。

ください。

●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

G ビ ズ ID に つ い て
G ビズ ID は法人・個人事業主向け共通認証シス

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」

テムです。G ビズ ID を取得すると、一つの ID・

※対面と異なり机の上に資料を広げて相談するこ

パスワードで「IT 導入補助金 2022」や公募から事

とができません。必ずしも十分な回答が得られ

後手続まで全プロセスをデジタル化した補助金申

ない場合がありますこと、ご了承ください。

請システム「jGrants」、「ミラサポ plus」「社会

※事前予約が無い場合でも受付は可能ですが、事

保険手続きの電子申請」などの行政サービスにロ
グインできます。アカウントは最初に１つ取得す
るだけで、有効期限・年度更新の必要なありませ
ん。（令和３年８月現在）
詳細については左記 QR コー
ドよりホームページよりご確認

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、消費税など、事業や経営に関
する税務や会計のご相談に応じます。
●担当税理士：竹内宗税理士事務所 竹内 宗 氏

ください。

工業部会経営セミナー開催報告
令和３・４年度競争入札等参加資格審査に係る随時申請の受付について

３月４日（金）に「中小事業所でもできる！！IT

令和３・４年度を登録機関とする向日市の所掌す

やスマホを駆使した働き方改革『IT 活用働き方改

る建設工事、測量・建設コンサルタント業務等、

革セミナー』
」と題し、イーンスパイア㈱の横田秀

物品購入等及び委託業務（役務）に係る競争入札

珠氏をお招きし、IT や SNS を駆使した生産性向

等資格参加審査申請の随時受け付けを行っていま

上や業務改善にも役立つノウハウと共に、これか

す。受付対象や申請書類の提出

らの時代にマッチしたビジネスモデルの見直し方

方法などの詳細については、詳

法について事例を交えてご講演いただきました。

細については左記 QR コード
よりホームページよりご確認
ください。

無料税務相談のご案内
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

は過去６ヵ月（最近１ヵ月を含みます。
）の平均売

マル経融資のご案内

上高が前４年のいずれかの年の同期と比較して

マル経融資（一般マル経）とは、日本政策金融

５％以上減少している又はこれと同様の状況）小

公庫が貸付を行う、小規模事業者経営改善資金の

規模事業者の資金繰りを支援するため、別枠１，

ことを言います。

０００万円の範囲内で当初３年間、通常の貸付金

商工会で経営指導を受けている小規模事業者の

利からマイナス０．９％引下げます。

方が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人

加えて、据置期間を運転資金で３年以内、設備

でご利用できる制度（＊ご利用にあたっては、商

資金で４年以内に延長します。

工会の推薦が必要）となっています。

一般マル経及びコロナマル経については、商工

資金の使いみちとして、運転資金と設備資金が

会事務局までお問い合わせください。

あり、融資限度額は、２，０００万円です。
また、ご返済期間は、運転資金７年以内（うち
据置期間１年以内）
、設備資金１０年以内（うち据

経営相談随時受付中

置期間２年以内）
、利率は１．２２％（年）です。

経営に係わる諸問題を一人で悩んでおられませ

（令和４年３月１日現在）

んか？われわれ商工会の経営支援員（中小企業応
援隊員）がお伺いさせていただきます。まずは、
経営についてお悩みになっていることをお聞かせ

新型コロナウイルス対策マル経融資のご案内

ください。客観的に問題をとらえることで、意外

新型コロナウイルス対策マル経融資（コロナマ

な解決策も見出せる場合もあります。もちろん、

ル経）とは、新型コロナウイルス感染症の影響に

相談は無料、秘密は厳守します。

より売上が減少した（最近１ヵ月間の売上高また

女性部活動便り
日 時
4月

5月

活動行事

場 所

4 日(月)

13：30

第 1 回 常任委員会

商工観光振興センター

18 日(月)

17：30

通常部員総会

麒麟園

26 日(火)

13：00

京女連通常総会

都ホテル京都八条

2 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。

４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）
４月５日（火）
、１９日（火）
午後１時～午後４時３０分
（最終受付：午後４時迄）

行 事 名
新型コロナ
ウイルス感染症
対策経営相談

４月１８日（月）
午後５時３０分～

女性部
通常部員総会

４月２３日（土）
午後６時～

青年部
通常部員総会

税務相談

場

所

内

容

商工観光
中小企業診断士が経営相談等に対応いたします。
振興センター 事前予約必要。
（相談時間約１時間）
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。
●令和３年度事業報告・決算報告の承認
麒麟園
●令和４年度事業計画・収支予算の決定
総会後、懇親会を予定
商工観光
総会：商工会並びに Zoom のハイブリッド方式で開催
振興センター ●令和３年度事業報告・決算報告の承認
・オンライン、 ●令和４年度事業計画・収支予算の決定
麒麟園
懇親会：午後７時より麒麟園
商工観光
振興センター

