向日市商工会情報
平成２８年新春年賀交歓会

第４回理事会開催報告

１月５日（火）午後５時から JR 長岡京駅前のバ
ンビオ１番館で、乙訓２市１町商工会合同の新春
年賀交歓会を開催しました。
多数のご来賓、２市１町商工会の役員及び会員
約２００名が一同に会し、活気ある年始の交歓の
場となりました。

１月１４日（木）午後５時から、商工会館で理
事会を開催しました。
＜審議事項＞
◆前回理事会議事録の確認に関する件
◆商工会職員服務規程の一部改正に関する件
◆商工会職員給与規程の一部改正に関する件
◆労働保険事務組合向日市商工会事務処理規程の
一部改正に関する件
◆平成２８年「桜まつり」開催に関する件
◆新規会員の加入承認に関する件
＜報告事項＞
◆平成２８年乙訓２市１町商工会合同新春年賀交
歓会に関する件
◆向日市商工会プレミアム商品券発行に関する件
◆たけうま全国大会の開催に関する件

桜 ま つ り「幟」募 集
事業所名入りの幟（のぼり）の新規募集を行い
ます。
幟は、
「桜まつり」開催前日より向日神社境内に
立てます。作成いただいた幟は、桜まつり終了後、
当会にて保管させていただき、次年度以降立てさ
せていただきます。同封の案内でお申し込み下さ
い。
☆幟の作成料
１流 ３，５００円

優 良 従 業 員 表 彰
表彰式は、平成２８年度総代会後の「会員の集
い」時に実施いたします。
受賞者の方は、表彰後も会員の集いにご参加頂き、
お食事を取りながらお祝いの喜びを分かち合い、
他の会員様との交流も深めて頂けます。

会員企業様の従業員で、下記の表彰基準を満た
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。
また、知事表彰は市長表彰受賞者から、市長表
彰は京都府商工会連合会長表彰受賞者から選考し
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１９日（金）

新規会員のご紹介

「向日市歴まちＰＲロゴマーク」を
活用しよう
向日市では、歴史的資源を活かし向日市の魅力
を広く発信する目的で、
「向日市歴まちＰＲロゴ
マーク」を定められました。向日市内の事業者に
おいても、このロゴマークを活用し、商品等をＰ
Ｒすることにより販路等拡大できるチャンスでも
あります。ロゴマークの活用は無料です。是非こ
の機会に活用してみませんか。
＜活用例＞
向日市の特産品などを使った食品等のパッケー
ジや飲食メニューに使用
（和菓子、洋菓子、その他向日市の独自性がある
商品や飲食メニューなど、既存商品で向日市をＰ
Ｒするような活用でも可能）
使用については向日市秘書広報課へ申請する必
要があります。向日市ホームページに掲載してい
る「向日市歴まちＰＲロゴマーク使用に関する要
領」をよくご覧ください。
使用、申請等について、是非当会事務局までご相
談ください。

事業所名：アールズ建工㈱
代表者名：曽我部 美代
業
種：建設業（解体業）
所属部会：建設業
事業所名：３
代表者名：森口 誠
業
種：飲食業（カレー、カフェ、お酒）
所属部会：商業
事業所名：ポーラ エステイン 美月
代表者名：三木 万弓
業
種：エステサロン・化粧品販売
所属部会：サービス

平成２７・２８年度競争入札等参加資格審
査追加申請について
●受付対象
平成２７・２８年度の競争入札等参加資格審査
を申請されていない方で、建設工事、測量・建設
コンサルタント業務等、物品購入等及び委託業務
（役務）について入札などに参加を希望され向日
市内に本店・支店・営業所を置く方
●申請受付
２月１日(月)～１０日(水)に申請書類を簡易書

留郵便、またはそれに準じる配達記録の残る方法
（特定記録、エクスパック等）で向日市役所総務
課管財係(〒617-8665 向日市寺戸町中野２０)へ提
出して下さい。２月１０日の消印有効。
※申請に関する要項、手引き、申請書類の様式は
向日市ホームページに掲載していますので、ダウ
ンロードし必要事項を記入の上、提出してくださ
い。

ない場合に保険金をお支払いします。
※家事従事者の場合は、入院時のみの補償となり
ます。
Point 6 団体割引で保険料もお手頃です。
■保険料など詳細な制度内容については、商工会
までお問い合わせください。

経営計画アプリ『経営計画つくるくん』
で経営計画書を作ってみませんか

｢商工会の休業補償制度｣のご案内
「全国商工会経営者休業補償制度（所得補償保険）」の 6 つの
ポイント!
Point 1 病気やケガで働けない間、月々の所得を補
償します。最長１年間補償（免責期間（保険金をお
支払いしない期間）７日間）
Point 2 ご加入の際、医師の診査は不要です。
（加入依頼書に健康状態を正しくご記入ください。
ご記入いただいた内容によっては、ご加入をお断
りしたり、保険会社の提示するお引受条件によっ
てご加入いただくことがあります。
）
Point 3 家事従事者の方もご加入いただけます。
● 入院期間を就業不能期間とみなし、保険金をお
支払いします。
（入院期間のみ補償の対象となり、
自宅療養期間等は対象となりません。
）
● １０口以上１７口までのお引き受けとなりま
す。
（１口＝補償月額 1 万円）
※会員および会員の役員・従業員の配偶者で、日
頃家事に従事されている方にご加入いただけます。
家事従事者の他、パート収入等が年間１０３万円
以下の方（基本級別 1 級の方に限ります）も対象
となります。
Point 4 天災もサポート！！
● 天災が原因のケガ＊による就業不能も補償。
＊①地震もしくは噴火またはこれらによる津波に
よって被ったケガ
②地震、噴火または津波に随伴して生じた事故ま
たはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事
故によって被ったケガをいいます。
Point 5 入院はもちろん自宅療養もカバー
治療のために入院していること、または入院以外
で医師の治療を受けていることにより、全く働け

『経営計画つくるくん』は（独）中小企業基盤整
備機構が開発した、中小企業・小規模事業者向け
の経営計画書作成のためのアプリです。
■ 経営計画書とは
企業の事業内容や経営状況を振り返り、将来の
事業目標の達成のため、経営資源（従業員、資金、
情報、資産）をどう活用するかをとりまとめたも
ので、ビジョンと経営理念を実現するための道具
です。
■ アプリの特徴
このアプリは大きく２つのメニューで構成され
ており、①Ｑ＆Ａ形式で答えを考え、入力する、
経営計画書を作ろう！のメニューと②ストーリー
に沿って出題される問題に対し答えを選択してい
くことで、経営計画作成に必要な知識や経営計画
の必要性について学ぶことができる、経営計画を
勉強しよう！のメニューがあります。
■ アプリを使うために必要なもの
Windows８．１タブレット、Windows８．１パソ
コンまたはｉＰａｄ、そしてインターネット環境
とメールアドレスです。
（アンドロイドには対応
していません。
）
まずは、お持ちのタブレットに本アプリをイン
ストールしていただくか、ホームページから検索
してください。簡単操作で経営計画書が作成でき
ます。
■ 問い合わせ
（独）中小企業基盤整備機構 人材支援グループ

アプリ担当 早川、岩井
電話：０３－５４７０－１６４２
URL：http://www.smrj.go.jp/jinzai/063743.html

商業部会主催視察研修のご案内

●日 時：３月６日（日）
午前８時３０分出発
現場改善実践工場視察研修会
向日町競輪場 集合
乙訓地域商工会広域連携協議会では、５Ｓと言
●行 先：伊根町方面
われる、職場での改善活動を進める上で必要な「整
●会 費：１，５００円
理・整頓・清掃・清潔・躾」について、実践現場
●定 員：先着２０名
を直接見学していただく視察研修会を開催します。 詳細は同封のチラシをご覧下さい。
●日 時：２月２４日（水）午後１時～午後５時
建設業部会主催セミナーのご案内
●集合場所：長岡京市産業文化会館
●見学先：ＮＫＥ株式会社 本社工場
●日 時：３月７日（月）午後６時３０分
●定 員：先着１５名
●場 所：向日市商工会館 ３階会議室
詳細は同封のチラシをご覧ください。
●定 員：先着３０名
詳細は同封のチラシをご覧下さい。

サービス部会主催視察研修のご案内

「向日市歴まち商品券」使用期限について

●日

時：２月２５日（木）
午前９時 ～ 午後５時頃
向日町競輪場 集合
●行 先： ①陸上自衛隊伊丹・千僧駐屯地
②エキスポシティ
●会 費：１，０００円（昼食代含む）
●定 員：先着２０名
＊２月１７日（水）が申込締切となっております。
詳細は同封のチラシをご覧下さい。

向日市商工会発行の「向日市歴まち商品券」の使用期
限は２月２６日（金）までです。
使用期限を過ぎてのご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取をされないようにお願いい
たします。
また、換金は毎週月・水・金（祝日を除く）で行って
おり、最終現金換金日（５万円以下）は３月２日（水）、
最終換金日は３月４日（金）となります。これ以降の商
品券の持込は受付できませんので、ご注意ください。

２月の予定表
日

時

行 事 名

場

所

内

容

２月２日、１６日（火）
午後１時～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

２月１０日（水）
午後６時３０分

工業部会
セミナー

商工会館

どこにも負けないものづくりへの挑戦
講師：㈱浜野製作所 浜野 慶一氏

２月２４日（水）
午後１時～午後５時

現場改善
セミナー

２月２５日（木）
午前９時００分 出発
２月３日（水）～３月１５日（火）
（土日祝は除く）
午前９時 ～ 午後４時

サービス部会
視察研修
所得税・消費税
確定申告
相談会

長岡京市立 現場海鮮実践 工場視察研修会
産業文化会館 ●見学先：ＮＫＥ株式会社 本社工場
伊丹市方面

右記

競輪のない日

・陸上自衛隊伊丹・千僧駐屯地
・エキスポシティ
上記場所を見学いたします。
●場所：京都府中小企業会館 ２階大ホール
京都市右京区西院東中水町 17 番地
（阪急西院駅から南へ徒歩 13 分）
75－314－7171
●お問合せ：右京税務署 ℡075－311－6366

１８日（木）、１９日（金）

