
向日市商工会情報 
第５回理事会開催報告 

４月２５日（月）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 

◆育児休業等及び介護休業等に関する規定の 

一部改正に関する件 

◆令和３年度事業報告承認に関する件 

◆令和３年度収支決算承認に関する件 

◆新規会員の加入承認に関する件 

◆総代会のお知らせ◆ 
令和４年度向日市商工会通常総代会を開催いた

します。 
１．日 時：５月２６日（木） 

午後４時３０分から 
２．場 所：ホテル日航プリンセス京都 
３．議 案：向日市商工会定款の一部改正 

令和３年度事業報告・収支決算 
       令和４年度事業計画（案）・ 
      収支予算（案） 他 

◆会員の集いのお知らせ◆ 
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是非ご参加下さい。 
１．日 時：５月２６日（木）午後６時から 
２．場 所：ホテル日航プリンセス京都 
詳細は同封の案内チラシをご覧下さい。 

乙訓地域「新型コロナ感染症に伴う経営の影響調査」結果報告 
 乙訓地域商工会広域連携協議会では、新型コロナ感染症

に伴う経営の影響を調査するため、地域の事業所様にアン

ケートを実施いたしました。 

 

その結果について、集計いたしましたので報告いたします。 

下記QRコードまたはURLから結果の確認が可能です。 

http://www2.kyoto-fsci.or.jp/nagaokakyo/seminar/post_3

2.html 

 

 

新規会員のご紹介  

事業所名：パーソナルトレーニングジムV（ブイ） 

代表者名：久山 輝之 
業  種：トレーニングジム事業 
所属部会：サービス 

 

事業所名：株式会社由良運送 

代表者名：由良 隆 
業  種：軽自動車運送業 
所属部会：サービス 

 

事業所名：FJ  PROOF（エフジェイプルーフ） 

代表者名：藤田 大地 
業  種：防水工事業 
所属部会：建設 

 

事業所名：託児所あのね 

代表者名：宮田 奈  々
業  種：託児所事業 
所属部会：サービス 

 
 



事業所名：京都キッズマネースクールちくりん校 

代表者名：三木 友梨紗 
業  種：金融教育業 
所属部会：サービス 

事業所名：Arpege（アルページュ） 

代表者名：前田 裕実香 
業  種：ハンドメイドレッスン、作品販売業 
所属部会：サービス 

事業所名：ノムラ電化ショップ 

代表者名：野村 三喜男 
業  種：家電販売業 
所属部会：商業 

事業所名：AKK 商事株式会社（エイケイケイ） 

代表者名：明石 海青 
業  種：貿易業 
所属部会：商業 

事業所名：ティ・エス・エス株式会社 

代表者名：中西 佳奈子 
業  種：製造小売業（企業向けユニフォーム等） 
所属部会：商業 

事業所名：相葉 恭子 

代表者名：大田 有紀 
業  種：司会・講師業 
所属部会：サービス 

事業所名：青山 智圭子 

代表者名：青山 千加子 
業  種：カメラマン、仲人業 
所属部会：サービス 

事業所名：pokapoka（ポカポカ） 

代表者名：田中 香織 
業  種：リラクゼーションサロン業 
所属部会：サービス 

 

代表者名：半邉 祐也 

業  種：未定（創業予定） 

事業所名：katachi ceramic studio（カタチセラミックスタジオ） 

代表者名：髙橋 康治 
業  種：製造業（陶芸） 
所属部会：商業 

事業所名：有限会社 小林企画事務所 

代表者名：小林 成行 
業  種：映像企画制作、Web制作、イベント企画業 
所属部会：サービス 

事業所名：株式会社LDハウス（エルディー） 

代表者名：舟槻 武則 
業  種：不動産業 
所属部会：サービス 

代表者名：小倉 佳代子 

業  種：保険業 
所属部会：サービス 

事業所名：向陽建築 

代表者名：小倉 康彌 
業  種：建築業 
所属部会：建設 

 
 

青 年 部 総 会 
青年部（部長：大橋 一隆）は、通常部員総会を

４月２３日（土）午後６時から向日市商工観光振

興センターにて開催しました。今回は新型コロナ

ウイルス感染症対策のため、ビデオ会議システム

（Ｚｏｏｍ）と併用し実施しました。 

＜議題＞ 

◆令和３年度事業報告・決算報告の承認について 

◆令和４年度事業計画・収支予算の決定について 

全ての議案は、原案どおり承認、決定されました。 

 

 



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１８日（月）午後５時３０分から麒麟園に

て開催しました。 

＜議題＞ 

◆令和３年度事業報告・決算報告承認の件 

◆令和４年度事業計画・収支予算決定の件 

全ての議案は、原案どおり承認、決定されました。 

 

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。 

 
補助対象経費：機械装置購入、店舗改装、チラシ作成、ウ

ェブ関連費用など 

       ※ウェブ関連費のみの申請はできません。 

＜一般型＞ 
補助額：上限５０万円※共同申請可能 
補助率：２／３ 

 
＜賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠＞ 
補助額：上限２００万円※共同申請不可 

補助率：２／３（賃金引上げ枠のうち赤字事業者

については３／４） 

 
＜インボイス枠＞ 

補助額：上限１００万円※共同申請不可 

補助率：２／３ 

 
＜申請締切＞ 

第 8 回：2022年6月3日（金） 

※申請に必要となる事業支援計画書の発行は 

2022年5月27日（金）まで 

第 9 回：2022年9月中旬（予定） 

第10回：2022年12月上旬（予定） 

第11回：2023年2月下旬（予定） 

令和４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４年度労働保険料（労災保険・雇用保険）

の申告期間は、令和４年６月１日（水）から７月

１１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１１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 

インボイスセミナー開催報告 
 ３月２８日（月）に「消費税インボイス制度対

策セミナー」と題し、松本克彦税理士事務所の松

本克彦氏をお招きし、インボイス制度の概要や制

度理解の上で必要な消費税の基礎知識などをご講

演いただきました。 

 

「ＫＥＳ」を始めてみませんか  
◆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。 
ＫＥＳ取得については事務所で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） 

 

向 日 市 お う え ん 割 引 ク ー ポ ン 取 扱 事 業 所 募 集 

向日市商工会は、７月に向日市と連携し、「向

日市おうえん割引クーポン」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・販売促進を図るとともに、市民生活を幅

広く支援します。 

令和4年度は発行金額・冊数・使用期間を拡

大して実施します。 

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、５月２０日

（金）までに申込をされた事業所は、７月配布

予定のクーポン券使用可能店舗一覧に掲載し

ます。 

なお、換金手数料はかかりません。 

 

【向日市おうえん割引クーポン概要 （予定） 】 

 

●発行冊数：５７，５００冊（住民基本台帳の

各世帯に、世帯人数分を郵送で配

布） 
●発行内容：１人につき５，０００円分 

（５００円券×１０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 
●使用期間：令和４年７月２０日（水）から 

令和４年１０月３１日（月）まで 
 

 

 

女性部活動便り 

日 時 活動行事 場 所 

５月 ２日(月) 
10：00 ～ 

17：00 

ウクライナ支援活動 

ウクライナリボンブローチ作成 
商工観光振興センター 

６月 ６日(月) 13：30 第３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 

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） 

５月６日（金）、１７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２６日（木） 

午後４時３０分から 

令和４年度 

通常総代会 

ホテル日航プリ

ンセス京都 

令和３年度事業報告・収支決算 
令和４年度事業計画（案）・収支予算（案）他 

５月２６日（木） 

午後６時から 
会員の集い 

ホテル日航プリ

ンセス京都 

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 


