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新春 をお祝い

申 し 上げ ま す

昨年は本商 工会に対し
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商工会といたしましても、昨年から地元商店会と共に
国の地域商店街活性化事業を活用し、地元商店をＰＲす

新春のごあいさつ

る大型チラシの作成や、イベントでのＰＲコーナーの設
置等を実施しました。また２月には向日市商店会、向日

向日市商工会
会長 髙橋 信吾
新年明けましておめでとうございます。
会員の皆様におかれましては、平成２７年の新年をお
健やかにお迎えのこととお喜び申し上げます。
昨年中は、商工会の運営につきまして格別のご支援、
ご協力をいただき厚くお礼申し上げます。
昨年１０月、イオンモール京都桂川店が開業されまし

えきえきストリートと連携し、大規模な「地域寄席」の
実施を予定しております。
結びに、本年が会員の皆様方にとりまして、輝かしい
発展の年になると共に、ご健勝を心からご祈念申し上げ
まして、年頭のご挨拶といたします。

京都から真の地方創生の実現を
京都府知事
山田 啓二

た。店舗面積５３，０００平米、イオンリテールを核店
舗とした約２２０の専門店を有する圧倒的な規模の大

府民の皆さま、あけまし

型複合商業施設の開業は地元商店に大きな影響を与え

ておめでとうございます。

ています。特にイオンモール京都桂川に隣接する地域で

昨年の春、多くの皆さま

の影響は大きく、今後の動向が懸念されるところであり

からご信託を賜り、府政の

ます。

かじ取りを引き続き担わせ

また、阪急東向日駅近隣の市街地においては、イオン

ていただくことになりまし

モール京都桂川の開業もさることながら、地域の中核と

た。皆さまからいただいた期待を胸に、全力を尽くして京

なっている商業施設の動向が中心市街地への集客力に

都府政を推進してまいりますので、府政に対するお力添え

非常に大きな影響を与えることが予想され、今後の動向

をよろしくお願い申し上げます。

が注目されます。

社会は大きな転換期に
昨年は、
未来に向かっての課題が明確になった年でした。

とりわけ今年は、本阿弥光悦が鷹峯の地で光悦村を開いて
から４００年の節目の年。オール京都の力を結集した「琳

「平成２６年８月豪雨」をはじめ、気候変動の影響により

派４００年記念祭」で、着物や工芸品など伝統産業の復権

京都は３年連続の甚大な災害に見舞われました。改めて被

を目指すとともに、
「PARASOPHIA：京都国際現代芸術

害を受けられた皆さまにお見舞いを申し上げます。府は、

祭２０１５」と併せて京都の文化新時代を築き上げていき

一日も早い復旧と将来にわたっての安全確保対策に、国・

ます。

市町村と連携し全力を挙げて取り組んでいるところであり

真の地方創生を目指して

ますが、
「経験したことの無い」や「史上最大」という表現

これまでの安心を超える「新たな安心」の創出、北から

が毎回のように繰り返される現状を見ると、もう一段階上

南まで京都の資源と魅力を活かした
「新たな交流」
により、

の根本的な防災対策が大きな課題になっていると思います。

府民の皆さまと力を合わせて京都の未来を切り開いていき

また昨年、私が会長を務める全国知事会で「少子化非常

たいと思います。
「少子化対策」
、
「東京一極集中の是正」
、

事態宣言」の決議を行いましたが、地方消滅とまで言われ

「地域活性化」という地方創生を進めるためにも、京都か

る少子化の問題も高齢化の進展と併せて一刻の猶予もなら

ら安心と交流をつくり出し、お互いが支え合う地域社会を

ない状況にあり、婚活から出産、子育て、雇用問題まで、

築いていく。京都には、それを可能にする力があります。

幅広い分野で抜本的な対策を講じなければなりません。

今こそ、私たちの持つ「京都力」を結集し、真の「地方創

さらに、東京一極集中の是正や中小企業・農林水産業の
振興、環境・エネルギー問題など、今、日本社会は大きな
転換期に来ており、これまでの対応では解決できない課題

生」をつくり上げていきましょう。
この一年の、皆さまのご健勝とご多幸を心からお祈り申
し上げます。

を多く抱えています。従来の制度や政策を大きく超えた発
想やスピード感をもった新たな施策により「新しい安心」
を創出していかなければなりません。
大交流時代の実現へ

新年のごあいさつ
向日市長

ただ、一方で京都の観光客数は大幅な回復を見せ、植物
園は近年最高の入園者数を記録し、
「海の京都」
観光圏に認
定された府北部５市２町で開催された「海フェスタ京都」
では１４０万人を超える方々にご来場いただきました。

明けましておめでとうござい
ます。

京都府立医科大学、京都府立大学及び京都工芸繊維大学の

会員の皆様におかれましては、

３大学による全国初の教養教育共同化施設が完成し、豊か

健やかに新年をお迎えのことと、

な人材育成・交流拠点として活動を始め、学研地域にも企

心からお喜び申し上げます。

業の立地が相次ぎ、
「けいはんなオープンイノベーション
センター（ＫＩＣＫ）
」
（旧「私のしごと館」
）も動き始めま
した。
さらに今年は、悲願であった京都縦貫自動車道が全線開
通し、高速道路の整備が大きな節目を迎えます。また、京

また、平素は市政の推進に温かいご理解とご協力を賜っ
ておりますことに対しまして、厚く御礼申し上げます。
さて、昨年は１７年ぶりの消費税増税や、衆議院の解散
に伴う総選挙など、国内の政治・経済においては、激動の
１年でございました。

都舞鶴港の整備や JR 奈良線の複線化事業など、京都がこ

また、ソチ冬季オリンピックでの日本選手の活躍や、プ

れまで取り組んできた基盤整備が大きな成果を上げつつあ

ロテニス錦織圭選手の全米オープンテニスでの準優勝など、

ります。
これらの整備された交流基盤の上に、
「海の京都」
、

日本中が勇気づけられる嬉しいニュースも多くございまし

「森の京都」
、
「お茶の京都」や１５の「みやこ構想」の花

た。

を咲かせ、文化・スポーツ、学術・研究、産業などあらゆ

本市においては、長岡京遷都１２３０年という記念すべ

る分野で「新たな交流」を進める「世界の交流首都・京都」

き年でありました。西暦７８４年、桓武天皇により平城京

が姿を現しつつあります。

から長岡京に都が遷(うつ)され、その後１０年間、向日市

は日本の政治・経済・文化の中心地として栄えました。
その長岡京遷都１２３０年、平安京遷都１２２０年を記

も、向日市の商工業の振興・発展にご尽力賜りますよう、
お願い申し上げます。

念し、昨年１０月に「京都市・向日市相互交流宣言」を行

今後とも、市民の皆様から「ずっと住み続けたい、活力

いました。これにより両市の絆をより一層深め、相互の歴

とやすらぎのあるまち」と言っていただけるよう、市政運

史・文化を生かすとともに、両市民のために、安心・安全

営に全力で取り組んでまいります。皆様におかれましても

のまちづくりなどの幅広い分野で協力していく所存であり

一層のご支援とご協力をお願い申し上げます。

ます。

向日市商工会のますますの発展を願いますとともに、本

こうした中、商工会におかれましては「桜まつり」の開
催や、プレミアム商品券「長岡京遷都１２３０年記念 ひ

年も皆様にとりまして、幸多い年となりますよう心からお
祈り申し上げます。

まわり得トク商品券」の発行など、地域経済の活性化に積
極的に取り組んでいただいたところでございます。
加えて「長岡京遷都１２３０年・平安京遷都１２２０年

親子竹馬教室＆第13回たけうま全国大会
向日市商工会青年部は、
親子竹馬教室と第１３回

記念『竹結びフェスタ』
」や「竹の径・かぐやの夕べ」など、
数々のイベントにご協力いただき、あらためて感謝を申し

たけうま全国大会を向日市観光協会協賛で開催い

上げます。本市といたしましても、引き続き、商工会の皆

たします。多数のご参加をお待ちしています。
詳細は、
本会ホームページにも記載しております。

様と連携しながら、商工業の振興・発展に努めてまいりま
す。
また昨年は、
イオンモール京都桂川の開業により、
「桂川

●日 時：１月２５日（日）
（小雨決行）

洛西口新市街地」の本格的なまちづくりが始まりました。

親子竹馬教室：午前９時～

この新市街地では、広域的な商業や居住、文教など複合的

たけうま全国大会：午前１０時３０分～

な都市機能を有するまちづくりが着々と進展しているとこ

●参加費：教室参加は３００円（材料費の一部）
：大会参加は無料

ろであります。この新市街地の力強い歩みが、本市発展の
起爆剤となり、そのにぎわいを市全体の活性化につなげて

●場 所：向陽小学校グラウンド（向日神社横）

まいりたいと考えております。どうか皆様におかれまして

１月の予定表
日

時

１月６日、２０日（火）
午後１時～午後４時３０分
１月１３日（火）
午後１時～午後４時３０分
【事業所訪問は別途ご相談】
１月６日（火）
午後５時
１月１６日（金）
午後５時
１月２５日（日）
午前９時～午後１２時

行 事 名

場

所

内

容

税理士が税務に関する相談に応じます
担当：野村 充弘 税理士 相談無料・秘密厳守
中小企業診断士が経営に関する相談に応じます
担当：上田 清 中小企業診断士
相談無料・秘密厳守

税務相談

商工会館

経営相談

商工会館

新春年賀
交歓会
第１４回
理事会
親子竹馬教
室＆たけう
ま全国大会

バンビオ
１番舘

乙訓２市１町商工会合同新春年賀交歓会

商工会館

理事会後、市長等と商工会役員との懇談会
（午後６時より）

競輪のない日

向陽小学校

青年部主催による親子竹馬教室と第 13 回目の
たけうま全国大会

１日（木）
、８日（木）
、９日（金）
、１４日（水）

｢竹とあかりの祭典｣イルミネーション
阪急東向日駅前三角地、深田川橋公園、ＪＲ向
●ＰＬ法に対応した商工３団体による中小企業会

日町駅前、五辻常夜灯ポケットパークに工夫をこ

員のための全国制度！

らした飾り付けを施した「竹のツリー」がきれい

●中小企業のための低廉な保険料！

な和洋の幻想空間をつくっています。輝きの一部

●「リコール特約」付加で、重大事故発生による

は太陽光パネルでつくられた電気でまかなわれ、

リコールにも対応可能！

省エネのイルミネーションで実施しております。

●海外でのﾄﾗﾌﾞﾙには、海外ＰＬ保険で対応可能！

（主催：向日市商工会、向日市商店会、向日えき

ＰＬ保険制度(生産物賠償責任保険)とは

えきストリート）

本制度に加入した中小企業の皆様が、日本国内
で製造または販売した製品や、行った仕事の結果
が原因で、他人の生命や身体を害するような人身
事故や、他人の者を壊したりするような物損事故
が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起され
たことによって、法律上の損害賠償金や争訟費用
等の損害を被った場合に保険金をお支払いいたし
ます。

ＰＬ法（製造物責任法）とは
製品の欠陥により被害を被った被害者が製品の
製造業者等に対して損害賠償請求する場合、以前
は民法に基づいて、製造業者等に故意または過失
があったこと（いわば人為的な過ち“人が不注意
であったこと”
（過失欠陥主義）を証明しなければ
なりませんでした。ＰＬ法が施行され、被害者が
①損害の発生、②当該製品の欠陥の存在、③欠陥
と損害との因果関係 の３点を立証すれば、製造
業者等は過失の有無にかかわらず、損害賠償責任
(欠陥責任主義)を負わなければならなくなりまし
た。詳細な制度内容及び保険料などは、商工会ま
でお問い合わせください。

商工会は 行きます 聞きます 提案します 順次会員募集中！

・経営や税務・創業に関する無料相談
・無担保・無保証で受けられるマル経融資や府制度融資の利用、補助金の活用
・専門的・実践的な助言と指導により課題に対応できる専門家派遣制度 など
・経営革新・知恵の経営報告書・経営計画書作成支援
・経営力向上・経営意識向上のためのセミナー、先進地視察研修への参加
・ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ・物産展・商談会・通販ｻｲﾄ・SHIFT(100 万会員ﾈｯﾄﾜｰｸ)などによる販路開拓・情報発信支援
・リスク対策のための各種共済制度の利用、労働保険事務代行
・業種別部会、青年部・女性部の活動など会員相互の交流による人脈の拡大やビジネス機会の創出

入会メリット満載です。お知り合いの事業所様をご紹介下さい！

