
向日市商工会情報 
 

｢新春年賀交歓会」開催 
新型コロナウイルス感染症も収束が見え始め

たところでありますが、最近は徐々に感染者の増

加も見られ、依然として予断を許さない状況が続

いています。 

このような中、当会ではアフターコロナに向け

て地域商工業の回復及び発展を期して、表記交歓

会を向日市単独で開催することといたしました。 

つきましては、新年早々にご多忙のところとは

存じますが、万障お繰り合わせのうえご出席いた

だきますようご案内申し上げます。 

なお、ご出欠につきましては、お席の都合もご

ざいますので、別紙にて１２月１６日（金）まで

にお知らせください。 

 

日時：令和５年１月６日（金）午後６時～（受付：午後５時４５分～） 

場所：HANAむこう（向日市役所５階） 

会費：３，０００円 

※新型コロナウイルス感染拡大の状況によって

は中止する場合もございます。 

※会場の関係から１会員につき１名のご参加を

お願いいたします。 

※詳細は同封の案内用紙をご確認ください。 

｢竹とあかりの祭典｣ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ 
向日市商工会・向日市商店会・向日えきえきス

トリートは、「竹とあかりの祭典」イルミネーシ

ョンを開催します。みんなで街を明るく飾りまし

ょう。 

開催日：令和４年１２月１６日（金） 

～令和５年１月９日（月） 

時 間：午後５時～午後１１時 

場 所：①ＪＲ向日町駅前ロータリー 

    ②深田川橋公園前ポケットパーク 

③五辻常夜灯ポケットパーク 

④向日市商店会会員店舗 

⑤向日えきえきストリート会員店舗 

 

 

 

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、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 
        
＜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 

※ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の 

1/4 を上限とします。また、ウェブ関連費の

みの申請はできません。 

＜申請締切＞ 

第 11回：2023年2月下旬（予定） 

※申請に必要となる事業支援計画書の発行は 

2023年2月中旬まで（予定） 
 

詳細はこちらのQRコードを     

ご覧ください。 
 

BCP策定セミナーのご案内 

京都府では京都BCPの取組の一環として、府

内企業を対象に、下記のとおりオンラインで

「BCP策定支援セミナー」開催されます。 
 
【第1回】令和4年12月6日（火曜日） 

15時00分～17時00分 

【第2回】令和4年12月14日（水曜日） 

14時00分～16時00分 

【第3回】令和4年12月15日（木曜日） 

14時00分～16時00分 
 

詳細はこちらのQRコードを 

ご覧ください。 



商業部会経営セミナー開催報告 
 １１月８日（火）に「インボイス制度とアフタ

ーコロナの経営状況」をテーマに、谷税理士法人 

有限会社タックス・プラニングの谷 明憲氏をお

招きし、インボイス制度の概要やポイント、アフ

ターコロナの経営状況について事例を交えてご

講演いただきました。 

 

 

建設業部会視察研修開催報告 
 １１月１９日（土）建設業部会主催の視察研修

として、京丹波町「京都丹波ワイン」ワイナリー

等見学を開催しました。 

ワイナリーツアーの専任スタッフより、ブドウ

畑の見学、仕入場・搾り機・瓶詰めライン・熟成

庫などのワイナリー見学を行い、ワインの試飲と

そのワインの楽しみ方を説明いただきました。参

加者は熱心に聞き入り、大変興味深いものとなり

ました。 

 昼食後は、美山かやぶき美術館・郷土資料館に

立ち寄り、築１５０年のかやぶき民家を再利用し

た美術館・資料館の展示作品の鑑賞と建造物の見

学を行いました。 

 

【京都丹波ワイン ブドウ畑の見学】 

 

【美山かやぶき美術館 美術館内の見学】 

令和５・６年度の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 

 令和５・６年度に向日市が行う入札等に参加を

希望する業者の随時申請の受付が行われていま

す。希望される方は向日市役所へ申請を行ってく

ださい。 

【対  象】下記の入札等に参加を希望する者 

【有効期限】令和５年４月１日～令和７年３月３１日 

【申請種別】①建設工事 

      ②測量・建設コンサルタント業務等 

      ③物品購入等 

      ④委託業務（役務） 

【申請方法】原則、電子メールによる申請（郵送も可能） 

（郵送の場合、簡易書留郵便等、配達記録の残る

方法に限る。） 

【受付期間】令和４年１２月１日（木）～令和４年１２月２８日（水） 

※当日消印有効 

 

※申請書類等は、こちらの QR コ

ードからもご確認できます。 

【郵 送 先】〒617-8665 向日市寺戸町中野20 

向日市役所 総務部 総務課 管財係 

【お問い合わせ】向日市役所総務部総務課管財係まで

（TEL：874-1623（直通）） 

 

消費税インボイス制度対策セミナーのご案内  

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、免税事業者を含めたすべて
の事業者が、対応・対策をしなければなりません。
特に、現在免税事業者の方はご自身の事業形態に
合わせて、インボイス発行事業者の登録を受ける
かを検討する必要があります。 

登録申請は原則令和５年３月３１日までに行

う必要があり、期限が迫ってきておりますので、



今一度制度の導入に備えて何をすべきなのか、正

確な知識を得て対応・対策できるよう、向日市商

工青色申告会では（向日市商工会共催）消費税イ

ンボイス制度対策セミナーを開催します。 

●日時：１月１３日（金）午後６時～午後８時 

●場所：向日市商工観光振興センター３階会議室 

●定員：会場２０名（定員に達し次第締切） 

●講師：松本克彦税理士事務所 

    税理士 松本 克彦 氏 

●内容：制度理解の上で必要な消費税の基礎知識、 

制度の概要、制度に向けての対応・対策、 

制度の登録手続き 

●申込：１月６日（金）まで 

 詳細は封入された案内チラシをご覧ください。 

 

向 日 市 へ の 要 望  

向日市長及び向日市議会議長へ要望書を提出

しました。（内容一部抜粋） 
 

「ものづくり企業等への支援について」 

今年度向日市が実施されている「向日市おうえ

ん割引クーポン」事業では、大規模店舗及びフラ

ンチャイズ・チェーン店の取り扱いを除くことで、

市内小規模小売店舗や飲食店の売上向上に大き

く貢献し、クーポンの取扱店舗からは、「向日市

内のほとんどの地域から来店される」「新しいお

客さんの来店が多い」「例年売上が減少する時期

に売上が下がらなかった」など非常に良いお声を

聞いております。 

しかしながら、ものづくり企業等製造業などで

は、コロナ禍における商取引の減少や、材料費高

騰など大きく影響を受けている事業者もあり、今

後、アフターコロナに向け製造業を中心としたも

のづくり企業等への支援も重要になってまいり

ます。 

つきましては、製造業を中心としたものづくり

企業等においても積極的な事業展開ができるよ

う、ご支援についてご配慮いただきますようお願

いいたします。 

 

記 
 
ものづくり企業等が、例えば展示会や商談会等

への出展など積極的な事業展開できるよう支援

策を講じていただきますようお願いいたします。 

 

「商工会経営支援員設置にかかる財政援助について」 

新型コロナウイルス感染症の拡大は第７波に

まで及び、８月３日には京都府内で過去最高であ

る６８９１人の新規感染者が確認されました。そ

の後、感染拡大は減少に転じ、１０月に入ると１

日約５００人程度まで減少し、現在も減少傾向が

続いています。 

感染者の減少に伴い、野外でのマスク着用が軽

減され、「府民割り」等の旅行業者への支援も開

始し、GOTO トラベルの後継とも言える「全国旅

行支援」も実施し始めており経済活動の活性化施

策はすでに始まっています。 

これからは、事業者における経済活動の活性化

推進がますます重要であり、そのためには当会配

属の経営支援員による地元事業者への経営支援

が必要不可欠であります。 

しかしながら経営支援員の設置費は、その大半

を京都府の小規模事業経営支援事業費補助金で

手当てし、不足分においては向日市からの支援及

び自己財源でまかなっており、財政力の小さい当

会では、経営支援員設置に伴う自己財源の負担が

非常に大きく、令和５年度予算編成にあたり大き

な支障をきたしております。どうかこの事情をご

理解いただき、経営支援員設置についてご支援い

ただきますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「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 

１２月～１月の予定 

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） 

令和５年１月３０日（月）まで。 

１２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） 

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。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。 

１２月７日（水） 

午前８時より 

サービス部会主催

視察研修 
淡路島 

パソナグループ施設にて地方創生セミナー受講、ニジゲ

ンノモリ・リゾート施設「松帆の郷」の見学など 

１２月１６日（金） 

～１月９日（月） 

｢竹とあかりの祭典｣ 

ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝまつり 

市内３ヶ所 

商店会・えきえき

各店舗など 

イルミネーション点灯 

※市内３ヶ所においては、午後５時～午後１１時 

１月６日（金） 

午後６時～ 

（受付：午後５時４５分～） 

新春年賀交歓会 HANAむこう 
令和５年度向日市商工会新春年賀交歓会 

会費：３，０００円 

女性部活動便り 
日 時 活動行事 場 所 

 

 

12月 

5日(月) 13：30 第8回 常任委員会 商工観光振興センター 

13日(火) 13：00 
ガーデニング事業 

（シクラメン配布） 
麒麟園ガレージ 

16日(金) 14：00 
府内商工会女性部 

ブロック巡回 
京田辺市商工会館 

※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。  


