
向日市商工会情報 
 

令和４年度通常総代会開催 

５月２６日（木）、ホテル日航プリンセス京都

で令和４年度通常総代会を開催しました。 

＜議案＞ 

第１号議案 向日市商工会運営規約の 

一部改正（案）の件 

第２号議案 令和３年度事業報告承認の件 

第３号議案 令和３年度収支決算承認の件 

第４号議案 令和４年度事業計画（案）決定の件 

第５号議案 令和４年度収支予算（案）決定の件 

第６号議案 令和４年度借入金最高限度額及び 

借入先（案）決定の件       

全ての議案は、原案どおり承認、決定されました。 

概要は別紙「令和4年度通常総代会開催」をご覧

ください。 

  『会員の集い』開催    

会員相互の交流の活性化と親睦をより一層深

めるため、「会員の集い」を総代会終了後、ホテ

ル日航プリンセス京都で開催しました。 

 

商工会役員・中小企業優良従業員表彰 

令和４年度「商工会役員・中小企業優良従業員

表彰」の受賞者については下記の通りです。 

 

１． 商工会役員 

向日市長表彰 

氏  名 事 業 所 名 

大塚 祐司 ㈱大塚竹材店 

湯浅 好美 ㈲湯浅アルミ 

 

京都府商工会連合会長表彰 

氏  名 事 業 所 名 

山下 純平 山下純平司法書士事務所 

 

 

２． 事業所従業員 

 

京都府知事表彰 

氏  名 事 業 所 名 

太田 治輝 ㈱安井杢工務店 

馬場浩太朗 ㈱安井杢工務店 

浦田 英律 ㈱神﨑屋 

 

  向日市長表彰 

氏  名 事 業 所 名 

伊津野桂吾 ㈱安井杢工務店 

丸山 京子 ㈱神﨑屋 

芝田 一勝 ㈱ヴェリテ稲本 

 

京都府商工会連合会長表彰 

氏  名 事 業 所 名 

嶽本 真光 ㈱安井杢工務店 

森川 有美 中国家常菜 春来 

木本ひとみ ㈱神﨑屋 

村上  円 ㈱神﨑屋 

河本 美和 ㈱神﨑屋 

生駒ますみ ㈱水道センター 

中村 仁美 ㈱京都衛生開発公社 

 

向日市商工会長表彰 

氏  名 事 業 所 名 

吉田  収 ㈱大日本科研 

杉本 義幸 ㈱大日本科研 

梶  大介 ㈱大日本科研 

阪上 健行 ㈱安井杢工務店 

中司 章泰 ㈱安井杢工務店 

瀧浪  峻 ㈱安井杢工務店 

杤岡 如美 ㈱神﨑屋 

岡山まさみ ㈱神﨑屋 

椋木真由美 ㈱神﨑屋 

吹田 和人 ㈱水道センター 

中島 洋八 ㈱水道センター 



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。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、チラシや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・備品などの

購入費用 

◆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  

◆ウクライナ情勢等による原材料費の高騰等の影響により 

省エネルギー対策等のコストダウン対策に関する経費 

・作業効率を大幅に向上させる機器導入や省エネ効

果のある機器等への更新など 

◆インボイス制度導入に向けた取組に係る経費 

 ・インボイス発行のためのレジシステム導入に係る経費など 

 

【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４年６月１日（水）～３０日（木） 

【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．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。 

※詳細は同封の案内を確認ください。 

 

専門家による新型コロナウイルス感染症対策経営相談窓口を設置します 

内 容：中小企業診断士が経営相談等に対応

いたします。（助成金、補助金申請等

の相談にも対応いたします） 

日 時：毎週 月・木曜日 

午前９時～午後５時 

（１２時～１時は除く） 

祝日の場合は商工会の翌営業日 

令和４年９月３０日（金）まで 

場 所：向日市商工観光振興センター会議室 

料 金：無料 

その他：事前予約必要（相談時間１時間） 

申 込：ご予約は向日市商工会事務局まで 

TEL：９２１－２７３２ 

 

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 

【時 間】午後１時～午後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 

 

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・飲食・サービス等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５月２０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 

 

「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。 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.htm
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.htm
mailto:075-823-6262
mailto:info.kyoto@tnpgrp.jp


「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、「ＩＳＯ１

４００１」と同じような要求項目を設けたス

テップ２があります。 

取得するにはどうしたらいいの？などなど、ＫＥ

Ｓ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） 

６月の予定表 

日   時 行 事 名 場   所 内     容 

６月１１日（土） 

午後６時３０分～ 

令和4年度 

建設業部会総会 
麒麟園 

① 令和3年度事業報告について 

② 令和4年度事業計画（案）について 

（部会総会終了後に懇親会予定） 

６月１５日（水） 

午後６時～ 

令和4年度 

工業部会総会 

Café&Dining 

HANAむこう 

① 令和3年度事業報告について 

② 令和4年度事業計画（案）について 

（部会総会終了後に懇親会予定） 

６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） 

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。 

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９月３０日（金）まで。 

女性部活動便り 

日 時 活動行事 場 所 

5月 26日(木) ウクライナ支援募金活動（会員の集い会場） 

6月 6日(月) 13：30 第2回 常任委員会 商工観光振興センター 

7月 4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。 


