
向日市商工会情報 
 

令和５年新春年賀交歓会 
 １月６日（金）午後６時から Cafe&Dining 

HANAむこうで、向日市商工会単独の新春年賀交

歓会を開催しました。 

 多数のご来賓、商工会の役員及び会員約６０名

が一同に会し、コロナ感染拡大防止対策を実施し

ながら、活気のある年始の交歓の場となりました。 

第７回理事会開催報告 

１月６日（金）午後５時１５分より理事会を開

催しました。今回はCafe&Dining HANAむこう

で実施しました。 

＜審議事項＞ 

◆前回理事会議事録の確認に関する件 

◆「桜まつり」開催日程等に関する件 

◆職員給与規定の一部改正に関する件 

◆育児休業および介護休業等に関する規定の一部

改正に関する件 

◆個人情報保護規定の一部改正に関する件 

◆新規会員の加入承認に関する件 

＜報告事項＞ 

◆経営発達支援計画検討委員会開催報告に関する件 

新規会員のご紹介 

事業所名：京和志  

代表者名：山谷 桂子 

住  所：向日市上植野町地田1-29 

業  種：製造小売業 

所属部会：商業 

事業所名：有限会社イソズミ  

代表者名：五十棲 隆樹 

業  種：米穀 

所属部会：商業 

 

事業所名：合同会社HIT（ヒット） 

代表者名：西本 智代 

業  種：サービス業 

所属部会：サービス 

事業所名：株式会社響映  

代表者名：柴田 信幸 

業  種：その他のサービス業（イベント企画、MICE） 

所属部会：サービス 

事業所名：美容室 スターダム  

代表者名：所 幸平 

住  所：向日市寺戸町西田中瀬6 

業  種：美容室 

所属部会：サービス 

事業所名：カナデルホーム  

代表者名：西川 慧 

住  所：向日市寺戸町東田中瀬17-4 

業  種：不動産売買業 

所属部会：サービス 

事業所名：株式会社京都卓球クラブ  

代表者名：池袋 晴彦 

住  所：京都市中京区錦小路通室町西入 

     天神山町280番地 石勘ビル4階 

業  種：プロ卓球チームの経営 

所属部会：サービス 

事業所名：稲澤工業  

代表者名：稲澤 裕之 

業  種：重量工 

所属部会：建設 

 

 

 



事業所名：四辻木材興業株式会社  

代表者名：波夛野 賢 

住  所：向日市上植野町落堀17-1 

業  種：宅建業、建設業 

所属部会：建設 

事業所名：リヴスタイルハウス株式会社  

代表者名：西俣 めぐみ 

住  所：向日市寺戸町七ノ坪141番地 

業  種：建設業 

所属部会：建設 

事業所名：株式会社匠建設  

代表者名：別役 龍人 

住  所：向日市上植野町落堀18-1 

業  種：建設業 

所属部会：建設 

 

優 良 従 業 員 表 彰 

表彰式は、令和５年度総代会後の「会員の集い」

時の実施を予定しております。 

会員企業様の従業員で、次の表彰基準を満たす

方がおられましたらご推薦頂きますようお願いし

ます。 

 

総務委員会において審査・選考の上、各団体に

推薦します。結果は各団体で受賞決定がされ次第、

申請された会員企業様にお知らせします。 

 なお、勤続年数が２５年以上あっても、初めて

の推薦の方は商工会長表彰からの対象になります。 

 

１．表彰基準： 

京都府知事表彰      勤続 ２５年以上 

向日市長表彰       勤続 ２０年以上 

京都府商工会連合会長表彰 勤続 １５年以上 

向日市商工会長表彰    勤続 １０年以上 

２．推薦書提出方法： 

同封の推薦書に記入して、提出して下さい。 

３．提 出 先：向日市商工会事務局 

４．提出期限：２月１７日（金） 

 

地域経済動向調査「Ｄ.Ｉ」報告（２０２２年７～９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

や先行きの見通し等についての定性的な判断を指

標として集計加工した指数であり、経済指標等に

おいて広く活用されているものです。 

市内事業所（３１社・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。 

 



「向日市おうえん割引クーポン（冬）」の換金期限について 

換金は毎週月～金（祝日を除く）の午前９時～

午後５時で行っており、 

●最終現金窓口換金日（５万円以下） 

２月２２日（水） 

●最終換金依頼日（商工会への持込日） 

２月２４日（金） 

となります。これ以降の「向日市おうえん割引

クーポン（冬）」の持込は受付できませんので、換

金漏れがございませんようご注意ください。 

なお、「向日市おうえん割引クーポン（冬）」の

使用期限は２月１２日（日）までとなります。使

用期限を過ぎての利用はできませんので、取扱事

業所様におかれましても受け取らないようお願い

いたします。 

経営計画作成支援セミナーのご案内 

コロナ禍で経営環境が大きく変化した今、事業

経営を持続的に継続・発展させていくためには、

自社の経営状況を把握した上で具体的な方策を展

開していくことが重要となります。  

向日市商工会では、自社の将来像を明確にし、

今後の事業展開の指針となる「経営計画」の考え

方や作成方法についてセミナーを開催します。 

●日時：３月１０日（金）午後２時～午後４時 

●場所：向日市商工観光振興センター 

●定員：１５名（定員に達し次第締切） 

●講師：iiful㈱ 

代表取締役 石川 聖子 氏 

●申込：３月６日（月）まで 

 ※詳細は同封の案内チラシをご覧ください。 

商業部会主催視察研修のご案内 

 商業部会主催の視察研修を開催します。 

日  時 ３月４日（土） 

集  合 午前８時３０分出発（まちてらすMUKO） 

場  所 舞鶴ふるるファーム、赤レンガパーク 

参 加 費 ２，０００円（当日徴収） 

募集人員 ２０名（定員に達し次第締め切り） 

※詳細は同封の案内チラシをご覧ください。 

建設業部会主催経営セミナーのご案内 

企業が社会的責務として「SDGs」を理解し実践

することが、今後一層求められる時代を迎えようと

しています。エネルギーや環境問題などに視野を広

げ、これまで以上にさまざまな社会的課題に取り組

むことが企業を存続させる重要な要素となります。 

本セミナーでは「SDGs」を推進する全国多くの

中小企業への豊富な取材経験に基づく、経営にお

ける「SDGs」の解説、社内での取り組みとメリッ

トや新規事業の事例紹介、コロナ後の「SDGs」の

展開など、企業経営における「SDGs」に取り組む

メリットについて分かりやすく解説します。 

●日時：２月２２日（水）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 

●定員：２０名（定員に達し次第締切） 

●講師：東京海上日動火災保険株式会社 

●申込：２月１７日（金）まで 

※詳細は同封の案内チラシをご覧ください。 

消費税インボイス制度対策セミナー開催報告 

１月１３日（金）に向日市商工青色申告会主催・

向日市商工会共催で「消費税インボイス制度対策セ

ミナー」として、松本克彦税理士事務所の松本克彦

氏をお招きし、インボイス制度理解の上で必要な消

費税の基礎知識やインボイス制度の概要、対応・対

策、登録手続きなどについてご講演いただきました。 

工業部会主催経営セミナーのご案内 

 先月に続いて、再度ご案内いたします。 

●テーマ：逆境の乗り越え方 

●日 時：２月１５日（水） 

     午後６時３０分～午後８時 

●場 所：向日市商工観光振興センター３階 



●定 員：２０名（定員に達し次第締め切り） 

●講 師：PHP理念経営研究センター 

川上 恒雄 氏 

●申 込：２月１０日（金）まで 

 ※詳細は同封の案内をご覧ください。 

確定申告についてのお知らせ 

右京税務署の申告書作成会場は、「西陣織会館」

です。西陣織会館はスマホ申告を推奨する会場に

なりますので、スマートフォンをお持ちの方はご

持参ください。なお、右京税務署内には、申告書

作成会場は開設しておりません。どうぞご注意く

ださい。 

開設期間：令和５年２月１６日（木）～３月１５日（水）  

開設時間：午前９時～午後４時 

※土・日・祝日は開設していませんが、２月１９日・

２６日の日曜日に限り、開設しております。 
 
【会場への入場には「入場整理券」が必要です。】 

●入場整理券は、各会場で当日配付しますが、国税

庁LINE公式アカウントから事前発行も行って

います。 

 

●会場内の混雑緩和のため、確定申告会場への入場

には、入場できる時間枠が指定された「入場整理

券」が必要です。 

●入場整理券の配付状況に応じて、後日の来場をお

願いする場合があります。当日の配付状況は、国

税庁ホームページから確認できます（２月１６日

掲載開始予定）。 
 

国税庁LINE公式アカウントの 

友だち追加はこちらから！ 
 

※作成済みの確定申告書等は、郵送等で管轄する税

務署にご提出ください。 

※当会場では、電話によるお問合せはお受けしてお

りません。 

※会場専用の駐車場・駐輪場はありませんので、公

共交通機関をご利用ください。 

※ご来場の際は、筆記用具や計算器具をご持参くだ

さい。 

※開設期間中は、右京税務署庁舎内では作成済みの 

申告書等の受付（提出）、納税、納税証明書の発

行及び用紙の交付のみを行います。 
 

【申告手続などのお問合せ】 

右京税務署：075-311-6366（自動音声案内） 

女性部活動便り 

日 時 活動行事 場 所 

2月 6日(月) 14：00 第10回 常任委員会 商工観光振興センター 

2月 16日(木) 13：00 第2回女性部リーダー研修 ホテルグランヴィア京都 

2月 27日(月) 18：00 2市1町女性部合同セミナー 長岡京市産業文化会館 

※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。 

２月の予定表 

日   時 行 事 名 場   所 内   容 

２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。事前連絡必要。 

担当：竹内 宗 税理士 相談無料・秘密厳守 

２月５日（日） 

午前１０時～午前１１時３０分 

※受付は午前９時３０分開始 

親子竹馬教室 
向陽小学校 

グラウンド 

向日市商工会青年部は、親子竹馬教室を向日市観光協会協

賛で開催いたします。 

※竹馬キット １００名様分準備（定員に達し次第終了） 

※参加費：５００円（材料費の一部） 

２月１日・８日・１５日（水） 

午後６時～午後９時 

起業セミナー 

（１～３日目） 

長岡京市 

産業文化会館 
担当：中小企業診断士 伊吹 秀之 氏 

２月１５日（水） 

午後６時３０分～午後８時 

工業部会主催 

経営セミナー 

商工観光 

振興センター 

逆境の乗り越え方 

講師：PHP理念経営研究センター 

川上 恒雄 氏 

２月２２日（水） 

午後６時３０分～午後８時３０分 

建設業部会主催 

経営セミナー 

商工観光 

振興センター 

SDGs目標の達成に向けた事業者のためのSDGsセミナー 

講師：東京海上日動火災保険株式会社 


