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向日市商工会では「第2回向日市歴まち商品券」

を発売します。 

商品券を購入するための事前申し込みを、 

１０月１日から受け付けます。購入を希望され

る方は「往復はがき」にて、期間内にお申し込み

ください。 

 

【商品券の概要】 

●発行総数：13,500セット 

（発行総額1億6,200万円） 

●発行内容：1セットに1,000円券8枚、500円券

8枚の16枚綴り（12,000円分）※500円券8枚は

地域専門店専用券となり、大型店等では使用でき

ません。 

●販売方法：当選はがきに記載された期間・場所

で、当選はがきと引換えにより販売 

●販売価格：1セット10,000円  

※1人3セット（30,000円）まで購入可 

●利用期間：平成27年10月22日（木曜日） 

～平成28年2月26日（金曜日） 

【購入の事前申込】 

●購入対象者：向日市内に住所を有する人 

●申込期間：平成27年10月1日（木曜日） 

～平成27年10月14日（水曜日）（当日消印有効） 

●申込方法：往復はがきに必要事項を明記し、向

日市商工会へお申込みください。 

必要事項等詳細は広報むこう10月1日号、または

全戸配布予定のチラシをご覧ください。※応募数

が発行総数を上回った場合は抽選を行います。 

●引換販売期間：平成27年10月22日（木曜日）

～平成27年10月28日（水曜日） 

●向日市歴まち商品券持込期限 

１０月９日(金)迄 となっております。 

※１０月５日、７日、９日持込分につきましては、

１０月１５日(木)に貴事業所様の金融機関口座に

お振込させて頂きます。 

 

●現金換金最終日(50,000円以下) 

１０月７日(水) となっております。この期限を

過ぎますと、換金は致しかねますので、換金漏れ

などございませんようくれぐれもご注意頂きます

よう、宜しくお願い致します。 

 

２０１６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(934-2665)で１０月１４日（水）

までにお申込み下さい。（様式問いません。）価格は

１冊３００円（税込）です。 

 

建設業部会視察研修会のご案内 

建設業部会主催の視察研修を開催します。 

 日  時  １０月１７日（土） 

午前８時３０分出発 

場  所 舞鶴港（京都府舞鶴市） 

舞鶴海上自衛隊 

赤レンガパーク及び赤レンガ博物館 

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） 

備  考 詳細は同封の案内をご覧ください。 

第２回向日市歴まち商品券 

購入事前申込受付開始 

第１回向日市歴まち商品の 

換金期限のお知らせ 

 



工業部会視察研修会のご案内 

工業部会主催の視察研修を開催します。 

日  時  １１月７日（土） 

午前８時００分出発 

場  所 日に新た館（滋賀県蒲生郡日野町） 

黒壁スクエア（滋賀県長浜市） 

参 加 費 １，５００円（当日徴収） 

募集人員 １５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。 

   

 

 

竹の径・かぐやの夕べ 
「竹の径・かぐやの夕べ」は、「竹の径」を水ろ

うそくで浮かべた約４，５００本の竹行燈によっ

て彩られます。夕闇が深まっていく竹林に楽器の

音色が漂い、場内は幻想的な雰囲気に包まれてい

きます。 

本年は、歴史まちづくり認定記念として、当日

は、『京もの祭～向日市歴まちマルシェ～』や『竹

結びフェスタ』と称して「竹あかりワークショッ

プ」、「竹結び婚活」など関連するイベントも盛り

だくさんとなっています。 

＊当日は、必ず懐中電灯をご持参下さい。 

＊駐車場はありませんので、会場へは徒歩でお

越しください。 

日 時：１０月１７日（土） 

午後５時３０分～午後８時３０分 

（少雨決行、雨天中止） 

場 所：「竹の径」及び第６向陽小学校周辺・     

京都市洛西竹林公園周辺 

    ＊駐車場なし 

主 催：向日市観光協会 

協 賛：向日市商工会 向日市竹産業振興協議会 

 

 

 

 

 

京都府最低賃金のお知らせ 
－京都府最低賃金を１８円引き上げ－ 

京都府最低賃金（地域別最低賃金）を平成２７

年１０月７日から１８円引き上げて８０７円 

（現行７８９円）に改正されます。 

 適用対象は、京都府下の事業場で働くすべての

労働者及びその使用者となっており、京都府内で

は、この金額より低い金額で労働者（パートタイ

マー・アルバイト等を含む）を使用することはで

きません。 

＊除外賃金（最低賃金に参入されない賃金）は下

記の通り 

①精・皆勤手当て、通勤手当、家族手当 

②時間外・休日及び深夜手当 

③臨時に支払われる賃金 

④１か月を超える期間ごとに支払われる賃金 

 なお、詳細は京都労働局労働基準部賃金室

（TEL075-241-3215）又は最寄の労働基準監督署に

お尋ねください。 

 

 

全国展開支援事業に取組みます！ 

   向日市商工会では、全国商工会連合会の小規模

事業者地域力活用新事業全国展開支援事業に応

募し、助成金の採択を受けました。 

    この事業は、地域の小規模事業者が、地域の資

源を活用して、全国規模のマーケットを視野に入

れた新事業展開を支援するために実施されるも

のです。 

    本会では、女性部常任委員会の委員が中心とな

って、この「調査研究事業」(補助対象事業：特

産品開発事業)により特産品の開発を行い、販路

拡大を目指すこととなりました。 

    委員会名は「乙訓産白子筍で作る(かぐやしぐ

れ)(仮称)による販路開拓」プロジェクト推進委員

会(委員長：宮路 千鶴子(㈱麒麟園))です。 

    事業への参画希望は随時商工会事務局にて受

け付けおります。 

    どうぞお気軽にお問い合わせください。 



労働トラブル解決制度（あっせん）のご案内 

～京都府労働委員からのお知らせ～ 

配置転換に応じない、退職条件が折り合

わない等、事業主と労働者の間の労働条件

等に関する紛争をていねいな話し合い 

（あっせん）で円満解決を目指します。 

手続きは簡単です。（秘密厳守･無料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(問い合わせ)京都府労働委員会 TEL075-414-5733 
   http://www.pref.kyoto.jp/kyoroi/ 

 

小規模企業共済制度のご案内 

小規模企業の個人事業主または会社等の役員が

事業を廃止したり、退職する場合に生活の安定や

事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備し

ておく国の共済制度で、いわば経営者の退職金制

度といえるものです。 

●制度の特色 

①掛金は全額所得控除できます。 

②共済金は退職所得扱い(一括受取り)又は公的

年金等の雑所得扱い(分割受取り)となります。 

③納付した掛金合計額の範囲内で事業資金等の

貸付が受けられます。 

●加入できる方 

常時使用する従業員が２０人（商業・サービス

業では５人）以下の個人事業主及び会社の役員。

小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者

（個人事業主１人につき２人まで） 

●掛 金 

 月額１，０００円～７０，０００円までの範囲

内（５００円単位）で自由に選べます。 

●共済金 

加入後６ヶ月以降に、個人事業の廃止や会社等

の解散、役員の疾病・負傷又は死亡による退職、

老齢給付など、加入者の方に生じた事由や掛金の

納付月数に応じて、法律で定められた額が支払わ

れます。 

お問合せ 商工会事務局まで 

 

         

 

あっせん期日（手続きは非公開） 
３名のあっせん員が、公平・中立の立場で、労使
の話し合いをとりもちます。 

＜ あっせんの流れ ＞ 

あっせん申請 
申請書をもとに、トラブルの内容、話がこじれた事
情をお聴きします。 

解  決 
解決への歩み寄りがあれば、解決内容を記した「あ
っせん案」が提示されます。労使双方が受け入れた
ら解決です。 

事務局調査 
相手方と面談し事情をお聴きします。あっせんのメ
リットや手続きを説明し、参加を要請します。 

http://www.pref.kyoto.jp/kyoroi/


 

・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！ 

 

  ●「会員交流会」（主催：サービス部会） 

日 時：１０月２０日（火） 

    午後６時３０分～午後９時００分 

場 所：向日市商工会館３F会議室 

＊向日市商工会員の「新たな出会いの場」、「情

報交換の場」、「ビジネスマッチングの場」として

ご要望等にお応えし今年度も開催しますので、多

数のご参加お待ちしております。 

 なお、申込方法等詳細は、別添案内チラシをご

覧ください。 

 

  

●「経営セミナー」（主催：商業部会） 

日 時：１０月２８日（水） 

    午後７時００分～午後９時００分 

場 所：向日市商工会館３F会議室 

 テーマ：「プレミアム商品券を上手に活用！ 

～新規顧客獲得や顧客の固定化につな

げるチャンスです～」  

講 師：中小企業診断士 大西 眞由美 氏  

 

＊向日市商工会員の経営力向上・経営意識向上

のためのセミナーを例年、部会ごとに開催してお

りますので、是非ご参加ください。 

なお、申込方法等詳細は、別添案内チラシをご覧

ください。 

 

 １０月の予定表 

日   時 行 事 名 場   所 内   容 

１０月６日、２０日（火） 

午後１時００分～午後４時３０分 
税務相談 商工会館 

税理士が税務に関する相談に応じます 

担当：松本 克彦 税理士 相談無料・秘密厳守 

１０月２０日（火） 

午後６時３０分～午後９時００分 

ｻｰﾋﾞｽ部会主催 

会員交流会 
商工会館 

交流会オリエンテーション 

１分間プレゼンテーション（事業所紹介） 

交流会＆名刺交換会 

１０月２８日（木） 

午後７時００分～午後９時００分 

商業部会主催 

経営ｾﾐﾅｰ 
商工会館 

｢プレミアム商品券を上手に活用！～新規顧客獲得や顧客

の固定化につなげるチャンスです～｣ 

講師 中小企業診断士 大西 眞由美 氏 

競輪のない日はありません。 

商工会がお勧めする会員交流会・経営セミ

ナーのご案内 

商工会は 行きます 聞きます 提案します 順次会員募集中！ 


