向日市商工会情報
向日市商工会女性部が日本赤十字社へ
ウクライナ支援金を贈呈

商業部会主催 経営セミナーのご案内
令和 5 年 10 月 1 日から導入される「インボイス
制度」については、事業者が消費税を収める際に

ロシアによるウクライナ侵攻により、今も戦禍

関係してくる税制であり、免税事業者を含めたす

が続くウクライナの為に、女性部は５月中旬より

べての事業者が、対応・対策をしなければなりま

募金活動を行いました！！
一旦８月末で集計しましたが、わずか３か月半
で１３７，００２円もの募金が集まりましたこと

せん。本セミナーでは、インボイス制度の概要や
導入開始に向けての対応などに加えて、アフター
コロナの経営状況についても学んでいただくこと
で理解を深めていただければと思います。

をご報告し、改めて皆様の多大なるご協力に感謝
申し上げます。

●テーマ：インボイス制度とアフターコロナの

９月２１日に向日市商工会女性部の役員が向日

経営状況について

市役所を訪庁し、
「ウクライナ支援のために役立て

●日 時：１１月８日（火）

てほしい」と、日本赤十字社京都府支部 向日市
地区長の安田市長へ支援金を託しました。

午後６時３０分 ～ 午後８時３０分
●場 所：向日市商工観光振興センター ３階会議室
●定 員：２０名
●講 師：谷税理士法人
有限会社タックス・プラニング
税理士 谷 明憲 氏
●申 込：１１月２日（水）まで
※詳細は別紙案内チラシをご覧ください。

建設業部会主催 視察研修のご案内
建設業部会主催の視察研修を開催します。
日

時 １１月１９日（土）午前１０時より

集

合 午前９時４５分（まちてらす MUKO）

場

所 京都丹波ワイン（京丹波町）
鮎茶屋 角屋（同上） 他

参 加 費 ２，０００円（当日徴収）
募集人員 １０名（定員に達し次第締め切り）
備

考 詳細は同封の案内をご覧ください。

向日市おうえん割引クーポン（冬）
取

扱

事

業

所

募

集

現在実施しているクーポン事業が好評の為、引

中小企業１１９専門家派遣事業の案内
中小企業１１９は、中小企業、小規模事業者の
ための経営相談と専門家派遣事業です。
事業者の皆様が抱える様々な経営課題に対して、

き続き１２月に「向日市おうえん割引クーポン

支援機関が専門家を派遣して課題解決をサポート

（冬）
」事業を実施します。

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。
（※継続して
参加される事業所も「継続登録店舗用」の申請書
が必要となります。
）
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、１０月２１日
（金）までに申込をされた事業所は、１２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１２月１６日（金）から
令和５年２月１２日（日）まで

２０２３年版商工会手帳の斡旋
商工会手帳をご購入希望者に斡旋しております。
希望される方は、商工会事務局へ事業者名、連絡
先、部数を明記の上、FAX（075-934-2665）でお
申込み下さい（様式問いません）
。
価格は１冊３００円（税込）です。

経営課題の解決で悩んだときは、まず支援機関に
相談してください。
支援機関は、皆様のお悩みに対する回答をする
だけでなく、解決の難しい課題も中小企業１１９
に登録されている専門家に支援を依頼することが
できます。中小企業の経営に関わる各分野の専門
家が、課題解決に向けたお手伝いをします。
詳細は 中小企業１１９ホームページをご確認く
ださい。
https://chusho119.go.jp/

「一 日 公 庫 」 の ご 案 内

【期限延長】専門家による新型コロナウイルス感染症

日本政策金融公庫による融資相談会「一日公庫」

対策経営相談窓口を実施中

を下記の日程で開催します。
この相談会は、日本政策金融公庫の融資担当者
と商工会にて面談を行うことができます。
また、事前に決算書等の資料を提出していただ
ければ、より迅速に融資結果をご連絡することも
できます。

●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）

＜ご相談の内容の例＞

祝日の場合は商工会の翌営業日

○受注が増えて忙しくなりそうなので、

令和５年１月３０日（月）まで

その仕入れ資金を手当てしたい。
○従業員へボーナスを出そうと考えているので、
その資金を準備したい。
○設備が老朽化したので、新しいものに
買い替えたい。 等、皆さまのさまざまな
ご要望に活用いただけます。
日 時：１１月９日（水）
午前１０時～午後４時

●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
（９２１－２７３２）

地域経済動向調査「Ｄ.Ｉ」報告（２０２２年４～６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

会 場：向日市商工観光振興センター

や先行きの見通し等についての定性的な判断を指

対象者：当商工会の会員企業の方

標として集計加工した指数であり、経済指標等に

その他：事前予約必要

おいて広く活用されているものです。

申 込：別途案内チラシ（参加申込票）を
ご確認ください。

市内事業所（３８社・事業所）よりアンケート
回答・ヒアリングした景況調査の動向を指標化し、
「D.I」値としています。

◆特色 その２

「KES」を始めてみませんか

段階的に取り組める二つのステップがある。

KES とは Kyoto（京都）

⇒環境問題に取り組み始めた段階を想定した

Environmental Managemet
System（環境マネジメントシステ

ステップ１、将来「ISO14001」の認証取得を

ム）Standard（スタンダード)）

ような要求項目を設けたステップ２があります。

目指して取り組む段階で、
「ISO140001」と同じ

京都議定書の発祥地、京都から発信された「環

◆特色 その３

境マネジメントシステム」の規格です。

「持続可能な発展への貢献を最大化」を推進する

KES では、環境マネジメントシステムの国際規

二つの新規格がある。

格である「ISO14001」の基本コンセプトをいかし

⇒ステップ 2SR（社会的責任）とステップ 2EN

つつ、シンプルなシステムを構築し、低コスト化

（エネルギーマネジメント）規格があります。

を図っています。また、各地域とも連携し、全国
KES の審査登録をご希望される方は、KES 環境

規模で活動しています。
KES の３つの特色

機構事務局までお問い合わせください。

KES は環境への負荷を管理・軽減するとともに

各企業・組織の取組状況や業態・規模等に応じて

環境経営の推進にも有効な仕組みです。

相談いただくことができます。

◆特色 その１

＜問合せ先＞ 特定非営利活動法人 KES 環境機構

取得に掛かるコストが安く、分かりやすい。

電話：075-342-1170

⇒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。

女性部活動便り
日 時
１０月

３日(月)

午後１時３０分～

活動行事

場 所

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。

１０月の予定
日

時

１０月１３日（木）
午後２時～午後３時３０分

行 事 名
第６回理事会

竹の径・
１０月２２日（土）
、２３日（日）
午後５時３０分～午後８時
かぐやの夕べ
１０月
２・９・１６・２３・３０日（日）
創業塾
午前１０時～午後５時
（１～５日目）
（１２時～１時は昼休憩）
毎週 月・木曜日
新型コロナ
午前９時～午後５時
ウイルス感染症
（１２時～１時は除く）
対策経営相談
１０月４日（火）
、１８日（火）
午後１時～午後４時３０分
税務相談
（最終受付：午後４時迄）

場

所

内

容

前回理事会議事録の確認に関する件、
商工観光
向日市長及び向日市議会議長への要望に関する件 他
振興センター
※来館と Zoom のハイブリット形式で開催。
向日丘陵内の放置竹林で伐採した竹筒に水を張り、その
竹筒に水ろうそくを浮かべた約５，０００本の竹行灯が
竹の径周辺
竹の径を照らし、幻想的な世界へ誘うライトアップイベ
ントを３年ぶりに現地開催。
担当：森井 義英
中小企業診断士
長岡京市立
瀬下 嘉仁
中小企業診断士
産業文化会館
山下 はるか 中小企業診断士
上羽 孝昌
税理士
中小企業診断士が経営相談等に対応いたします。
商工観光
事前予約必要。
（相談時間約１時間）
振興センター
令和５年１月３０日（月）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。
商工観光
担当：竹内 宗 税理士 相談無料・秘密厳守。
振興センター
※振興センターにて Zoom を利用し、遠隔相談。

