向日市商工会情報
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８月２３日（火）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。

入関連費、PC・タブレット・プリンター・スキャ
ナー・レジ・券売機などのハードウェア購入費」
及び８月からはセキュリティ対策推進枠（補助対
象：サービス利用料）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
用料を最大２年分補助するなど、企業間取引のデ
ジタル化を強力に推進します。
＜締切日＞
通常枠（Ａ・Ｂ類型）
６次締切分 １０月 ３日（月）１７時予定
セキュリティ対策推進枠
２次締切分 １０月 ３日（月）１７時予定
デジタル化基盤導入枠
１１次締切分
９月２０日（火）１７時予定
１２次締切分 １０月 ３日（月）１７時予定
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実施中

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。
令和３年度補正からはこれまでの通常枠（A・B
類型）に加え、デジタル化基盤導入枠（デジタル
化基盤導入類型・複数社連携 IT 導入類型）
「補助
対象：ソフトウェア購入費、クラウド利用費、導

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２９日（木）まで
（延長の可能性あり）
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

原油価格・物価高騰等小規模事業緊急支援補助金について

京 都 府 道 路 運 送 事 業 者 支 援 金 に つ い て

原油価格・物価高騰等の影響により厳しい経営
状況にある中小企業・小規模事業者の事業 継続と
経営改善を図るため、省エネ機器導入等の取組み
を支援します。

京都府では、現在の原油価格高騰を踏まえ、経
費の増加等の影響を直接的に受ける府内の道路運
送事業者の皆様に対して、事業の用に供する車両
の数に応じて「京都府道路運送事業者支援金（原
油価格高騰対策支援金）
」を支給されます。

補助対象者：(1)京都府内に事業所等を有し、現に
事業活動を行っている以下の事業者
中小企業者（小規模事業者、個人事
業主含む）
、商工団体、特定非営利法
人（NPO 法人）
、医療機関（従業員が
300 名以下）

申請受付期間：令和 4 年 7 月 29 日（金）
～令和 4 年 9 月 30 日（金）

(2) 省エネ対策に係るＷＥＢセミナ
ー動画を視聴するとともに、申請書
に『省エネ対策や経営改善に関する
目標』を記載する必要があります。
【WEB セミナーのテーマ】
（１）省エネに取り組む目的
（２）省エネに係る現状把握の重要性
（３）省エネに取り組む具体事例
※少なくとも、
（１）～（３）のいずれか１つ
を視聴すること。
（下記 QR コードより動画ペ
ージにアクセスできます。
）
申請期間：第２回：９月１日（木）～９月３０日（金）
第３回：１０月１日（土）～１１月１５日（火）

※１事業者につき１回のみ申請可
補助率・上限額：３／４以内 ５０万円
※補助対象経費が２０万円（税抜き）以上のものに限る

補助対象経費：省エネ機器又は経営効率化のため
のソフトウエア導入経費
※ただし、省エネ機器について、
『省エネ統一ラ
ベル』で「★3.0 以上」等の要件あり
補助対象期間：令和４年６月２２日（水）
～１１月１５日（火）
申請方法：京都産業２１ＨＰから電子申請
または京都産業２１への郵送申請
詳細はこちらの QR コードを
ご覧ください。

詳細はこちらの QR コードを
ご覧ください。

GO！GO！サンガ 京都サンガ F.C.試合情報
京都サンガ F.C. ９月のホームゲーム案内
○とき：９月 ３日（土）１９：００キックオフ
VS ヴィッセル神戸
９月１０日（土）１９：００キックオフ
VS 鹿島アントラーズ
９月１４日（水）１９：００キックオフ
VS 横浜 F・マリノス
○ところ：サンガスタジアム by KYOCERA
※向日市は京都サンガ F.C.のホームタウンです。
※詳細はこちらの QR コードをご覧ください。

イ ン ボ イ ス 制 度 っ て ど ん な も の ？
インボイス制度とは、消費税の課税事業者を対
象に 2023 年 10 月 1 日からスタートする新たな制
度のことで、 名称は「適格請求書等保存方式」と
いいます。
「適格請求書発行事業者」になるために
は、税務署への登録が必要になります。登録は強
制ではなく選択制ですが、事業者によっては取引
先に迷惑をかけてしまう可能性があります。
○適格請求書（インボイス）とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税
額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区
分記載請求書」に「登録番号」
、
「適用税率」及び
「消費税額等」の記載が追加された書類やデータ
をいいます。
＜売手側＞
売手である登録事業者は、買手である取引相手
（課税事業者）から求められたときは、インボイ
スを交付しなければなりません（また、交付した
インボイスの写しを保存しておく必要がありま
す）
。
＜買手側＞
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原
則として、取引相手（売手）である登録事業者か
ら交付を受けたインボイス（※）の保存等が必要
となります。
（※）買手は、自らが作成した仕入明細書等のう
ち、一定の事項（インボイスに記載が必要な事項）
が記載され取引相手の確認を受けたものを保存す
ることで、仕入税額控除の適用を受けることもで
きます。
○スケジュールについて

○実際に始まるとどうなるの？
事業者が仕入先から 800 円（支払消費税 80 円）
で仕入れて販売先に 1,000 円（預かり消費税 100
円）で販売した場合、インボイスとインボイス以
外では以下の違いが生じてくることになります。
＜請求書等がインボイスの場合＞
仕入先に消費税を支払ったと認められ、仕入
れに係る消費税は国への納付が不要
100 円(預かり消費税) － 80 円(支払消費税)＝20 円
⇒ 20 円を納付
＜請求書等がインボイス以外の場合＞
仕入先に消費税を支払ったと認められず、仕
入に係る消費税は国への納付が必要
100 円(預かり消費税) － 0 円 ＝ 100 円
⇒ 100 円を納付
○インボイスは誰もが登録しないといけないの？
適格請求書を交付できるのは登録を受けた適格
請求書発行事業者に限られますが、登録を受け
るのか、受けないかの判断は事業者の任意です。
但し登録を受けなければ適格請求書を交付するこ
とができないため、取引先が仕入税額控除を行う
ことができません。一方で消費者や免税事業者な
どに対する交付義務はありません。このような点
を踏まえ登録の必要性をご検討ください。
○経過措置について
令和５年１０月以降
免税事業者等からの仕入税額控除８０％可能
令和８年１０月以降
免税事業者等からの仕入税額控除５０％可能
令和１１年１０月以降
免税事業者等からの仕入税額控除不可
商工会ではインボイス制度の開始にあたり、昨
年度に引き続き、今年度もセミナーを計画してい
ます。開催日程など詳細が決まりましたら、情報
誌にてお知らせいたします。

「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
日 時
４日(日)
９月

１０月

５日(月)
６日(火)
７日(水)
２１日(水)
２８日(水)
３日(月)

13：30

13：30

活動行事
乙訓 DREAM フェスタ２０２２
ステージ出演
第５回 常任委員会

場 所

商工観光振興センター

京女連 近畿ブロック大会

ホテル日航奈良

ウクライナ支援募金贈呈
京都おもてなし交流ツアー
第６回 常任委員会

向日市市役所
京都府京丹波町
商工観光振興センター

長岡天満宮

※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６日（火）
、２０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
税務相談

場

所

商工観光
振興センター
商工観光
振興センター

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９月２９日（木）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。

