向日市商工会情報
向日市への要望
向日市長および向日市議会に要望書を提
出しました。
プレミアム商品券の発行事業に伴う援助について

（要望）
時下ますますご清祥の事とお慶び申し上げ
ます。
また平素は、
地元商工業の発展にご尽力を賜
り厚くお礼申し上げます。
さて、当会では、平成２４年度から京都府、
向日市の支援を受け、
プレミアム商品券発行事
業を実施して参りました。
また昨年度は、向日市と共同で｢地域住民生
活等緊急支援のための交付金｣を活用し、建設
リフォーム券を含め発行総額３億６千６百万
円のプレミアム商品券事業（プレミアム率２
０％）を実施いたしましたところ、ご承知の通
り商品券の購入に多くの方々が発売所に並ば
れ、大好評のうちに即日完売となりました。
購入された皆様からも非常に好評で｢来年も
発行されるのか｣という声が数多く寄せられま
した。
個人消費が全国的に冷え込んでいる中、
プレ
ミアム率２０％の昨年度には及びませんが、
プ
レミアム率１０％の商品券発行事業は、
地域に
おける個人消費の増進に大きく寄与すると確
信し、
下記の通り向日市商工会プレミアム商品
券発行事業を計画いたしております。
商工会単独では財政的に事業の実施が非常
に困難な状況でありますので本事業内容につ
きご理解いただき、
事業費の援助について特段
のご配慮を賜りますようお願い申し上げます。
【 商品券発行事業概要 】
平成２８年度 向日市商工会プレミアム商品券
（ひまわり得トク商品券）
○発行総数：５，０００セット

（発行総額５，５００万円）
○発行内容：1 セットに１，０００円券７枚、
５００円券８枚の１５枚綴り（１１，０００円分・
プレミアム１０%）
※５００円券８枚は地域専門店専用券となり、大
型店では使用できません。
○販売価格：１セット１０，０００円
※1 人２セットまで購入可
○販売方法：当選はがきに記載された期間・場所
で、当選はがきと引き換えにより販売。
○利用期間：平成２８年１２月１日（木）～
平成２９年２月２８日（火）

【８月号に続き再掲します】
プレミアム商品券取扱事業所募集
向日市内での個人消費の喚起と商店・商店会等
の活性化を推進するため１２月上旬に１０%プレ
ミアム付商品券を販売いたします。
【商品券概要】
●発 行 総 額：５，５００万円
●購 入 方 法：往復はがきによる事前申込
●販 売 価 格：１セット１１，０００円
（１，
０００円券７枚、
５００円券８枚）
を１０，
０００円で販売。※５００円券８枚は大型店では
使用できません。

●換金手数料：会員事業所 …３％
会員事業所（大型店）…４％
非会員事業所 …５％
●利 用 期 間：平成２８年１２月１日（木）～
平成２９年２月２８日（火）
事業実施にあたり、商品券の使用できる店舗を
募集いたします。申請書（８月号に同封しており
ますが、ご入用については商工会までご連絡くだ
さい。
）にご記入のうえ登録申請をお願いします。
申込は随時受付いたしますが、９月１６日（金）
までにお申込をされた事業所のみ、全戸配布予定
のチラシに掲載いたします。
なお、申請書をＦＡＸにてお送りいただく場合、
表裏（登録申請書は裏面）に注意して送信くださ
いますよう、お願い申し上げます。

向日市まつり『商工コーナー』出店案内
今年の「向日市まつり」は、１１月１９日（土）
・
２０日（日）の２日間、京都府向日町競輪場で開
催されます。
当会は、会員企業や市民の方に楽しんでいただ
くため、商工コーナーを設けます。出店を希望さ
れる方は、同封の「向日市まつり出店申込書」を
提出して下さい。
（先着順で募集小間数に達しだ
い〆切ります。
）
なお、昨年に引き続き本年も来場者へのサービ
ス向上と地域経済の活性化を図るため、
「２０１６向日市まつり」パンフレット（※）
を作製する事に向日市まつり実行委員会で決まり
ました。パンフレットのサイズは、昨年同様コン
パクトで、会場内を持ち歩くのに便利なサイズと
なっております。パンフレット作成にあたり、出
店者の皆さまから出店料（1 小間７，０００円）と
は別に広告料として５，０００円徴収させていた
だきたく、ご理解のほどよろしくお願い申し上げ
ます。
また、電源使用に関して、会場内では電気使用
量が許容範囲を超える状況となっており、大型発
電機をレンタルして対応しているところです。出
店者説明会でもご説明させていただいております
通り、使用電気器具の容量に応じた金額を実費負
担していただく事となっております。何卒、ご理
解、ご協力の程よろしくお願いいたします。

地元の皆様による手作りの市民まつりと言う趣
旨をご理解いただき、提供商品のサービス価格で
の提供や、準備作業並びに後片付け作業へのご協
力につきまして併せてお願い申し上げます。
※「２０１６向日市まつり」パンフレットの詳細
につきましては、別添をご覧下さい。
●受付場所：向日市商工会 事務局
●出店要領：
１．出店日：１１月１９日（土）１０時～１６時
１１月２０日（日）１０時～１６時
両日ともに出店可能な方
２．場 所：京都向日町競輪場「向日市まつり」
会場『商工コーナー』
３．小間数：展示・即売３２、飲食１８（先着順）
４．出店料：
（１）１小間 12,000 円（広告料 5,000 円含む）
２小間 19,000 円（広告料 5,000 円含む）
（２）清掃費 3,000 円（飲食出店者のみ）
（３）電源料（※）100V 2000W 8,000 円
100V 1500W 5,000 円
100V 1200W 5,000 円
100V 1000W 5,000 円
100V 200W 3,000 円
100V 100W 3,000 円
※電源使用に関しては、必ず申込の範囲内でのご
使用をお願いします。

商工会がお勧めするセミナーのご案内
●サービス部会・青年部主催
①「向日市をもっと知りたい！
～地域活性と観光ＰＲに向けて～」セミナー
②ＫＥＳ・環境マネジメントシステム有効活用セミナー
サービス部会、青年部は合同で、２本立てのセミナ
ーを実施します。①は、「せっかく向日市で商売をし
ているのだから、自分たちの町をもっと知ろうではな
いか」という発想の元、実施に至ったものです。向日
市役所で地域創生に携わる担当課から、観光施策等
についてお話いただきます。②は、京都から発信さ
れたＫＥＳ（環境マネジメント規格）について、より多く
の会員事業所に環境改善活動に参画し、社会貢献、

強いては経営力強化につなげていただきたく、専門
家による効果的かつ効率的な運用についてお話い
ただきます。
是非ご参加ください。
日 時：１０月４日（火） 午後６時３０分～
場 所：向日市商工会館
講 師：①向日市役所 広報・ふるさと創生課
②ＫＥＳ環境機構 岸 孝雄 氏
なお、同封のチラシにてお申込みいただきますよう、
お願いいたします。

経理セミナーを開催しました
乙訓地域商工会広域連携協議会（協賛：向日市商
工青色申告会）では、７月２０日（水）、２７日（水）の２
日間、「初心者のための経理入門セミナー」を開催し
ました。
講師には、本会の税務相談でもお馴染み、
税理士の松本克彦先生をお招きし、簿記の基礎知識
から、日々の記帳の方法、そして決算時の処理につ
いて、丁寧に講義いただきました。

女性のための創業塾
乙訓地域商工会広域連携協議会では、エステや
ネイル、アロマ等、自分の技術でサロンを開業さ
れる女性に向けたセミナーを開催します。サロン
の開業を目指す方、もしくはサロンをオープンし
て２年以内の方向けの、より実践型の内容となっ
ています。
関心をお持ちの方がおられましたら是非ご案内
いただき、向日市商工会までご連絡ください。
●日 時 ９月２０日（火）
・２７日（火）
両日ともに午前１０時～午後４時
＊２回で連続の講義です。
●場 所 長岡京市立産業文化会館 ３階
●講 師 ＬＥＥ’Ｓ代表
中小企業診断士
リー・ヤマネ・清実 氏
●定 員 先着２０名
●参加費 ２，０００円
●内 容 ２回連続の講義です。
テーマ

課 題

『ブリーフィング』
（事業概
１ ・レクチャー
＆ミニワーク
観図）または『ビジネス×ラ
日
目 ・全体セッション イフ略系表』作成、『ビジネス
＆課題説明
２ ・レクチャー
日 ＆オープンアド
目 バイス
・ワーク
＆一言コミット
メント・まとめ

素案＆シナリオ』配布
１日目の素案を確認しなが
ら、ブラッシュアップのポイ
ント解説＆アドバイス
・
『タスク』で創業塾終了後の
具体的なアクションを書き出
す

とっておき お土産品等開発支援助成金事業
実施に伴う取組事業者募集
向日市の観光振興並びに活性化を推進する目的
で、観光お土産品等の開発及び、観光客向けの食事
メニューなどを作成し提供する事業者を募集します。
なお、採択された事業者には必要経費に対する助成
金制度があります。
●応募期間：９月１日（木）～９月１４日（水）
●実施期間：助成金交付決定の日～平成２９年２月２８日
●対象業者：向日市内に本社を有する事業者及び個
人事業者で向日市商工会員
●募集業者：５事業者程度（助成金を受けるには審査
があります）
●助成金額： 上限６０万円
●助成対象：お土産品製作及び販売促進費、観光客
向けの食事提供に必要な経費等
（詳細は事前にお問合わせください）
●応 募：向日市商工会とっておきお土産品等開発
支援助成金交付申請書（商工会にありま
す）にご記入のうえ応募期間内に向日市
商工会へ提出してください。

●その他 ：事業内容については審査会で審査し目
的にそぐわない事業内容の申請は受理
できない場合があります。応募者多数の
場合は、審査会で助成事業者を決定しま
す。
申込問合せ：商工会事務局（担当 中川）

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！
９月の予定
日

時

行 事 名

９月６日、２０日（火）
税務相談
午後１時～午後４時３０分
９月６日（火）
、２０日（火） 青年部主催
午後６時３０分～午後８時３０分 経営セミナー
９月２０日（火）
、２７日（火）
創業セミナー
午前１０時００分～午後４時００分
競輪のない日

場

所

内

容

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
経営者・若手後継者のための経営計画書策定セミナー
商工会館
講師 ：アクセルコンサルティング㈱ 岡原 慶高 氏
商工会館

長岡京
市立産業
文化会館

女性のための創業塾 エステサロン編（２回連続講義）
講師：LEE‘S 代表 リー・ヤマネ・清実 氏

１２日（月）
、２０日（火）～２２日（木）
、２８日（水）

