向日市商工会情報
建設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２６日（水）
午前９時００分出発

場

所 ２０１６建設技術展（マイドーム大阪）
大阪暮らしの今昔館

２０１７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（金）
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。

エキスポシティ ニフレル
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。

【再掲 随時受付中】
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

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 １０月２８日（金）
午前７時３０分出発

場

所 理化学研究所

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

放射光科学総合研究センター

（１，
０００円券７枚、
５００円券８枚）
を１０，

(SPring-8)（兵庫県佐用町）

０００円で販売。※５００円券８枚は大型店では

国宝・姫路城

使用できません。

参 加 費 １，５００円（当日徴収）

●換金手数料：会員事業所 …３％

募集人員 ２０名（定員に達し次第締め切り）

会員事業所（大型店）…４％

備

非会員事業所 …５％

考 詳細は同封の案内をご覧ください。

●利 用 期 間：平成２８年１２月１日（木）～

サービス部会視察研修会のご案内
サービス部会主催の視察研修を開催します。
日

時 １１月１０日（木）
午前１０時００分出発

場

所 京都有機質資源㈱エコの森京都
（長岡京市）
サントリー山崎蒸溜所（大阪府島本町）

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。

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。
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。
＊全戸配布チラシへの掲載締切は既に終了して
おります。悪しからずご了承ください。

竹の径・かぐやの夕べ
「竹の径・かぐやの夕べ」は、夕闇が深まって

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。

いく「竹の径」に水ろうそくを浮かべた約４，５
００本の竹行灯で、場内を幻想的な雰囲気に包ん
でいきます。
本年は、２日間の開催です。会場内の寺戸大塚

業務改善助成金の拡充について
平成２８年８月２４日から、京都府内において、

古墳には竹あかりに照らされて、かぐや姫が登場

「業務改善助成金」が活用できるよう制度拡充さ

します。音楽ステージ、竹結びマルシェ・竹あか

れました。

りビアガーデンなど、会場では様々なイベントが
開催されます。

この、
「業務改善助成金」とは、中小企業・小規
模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も

＊当日は、必ず懐中電灯をご持参下さい。

低い賃金（事業場内最低賃金）の引上げを図るた

＊駐車場はありませんので、会場へは徒歩でお

めの制度です。

越しください。
日 時：１０月１５日（土）
・１６日（日）
午後５時３０分～午後８時３０分
（１６日は午後８時終了、

生産性向上のための設備投資（機械設備、ＰＯ
Ｓシステム等の導入）などを行い、事業場内最低
賃金を一定額以上引上げた場合、その設備投資な
どにかかった費用の一部を助成します。

少雨実施、荒天の場合は中止）
場 所：「竹の径」及び第６向陽小学校周辺・

＜問い合わせ先＞

京都市洛西竹林公園周辺

京都府最低賃金総合相談支援センター

＊駐車場なし

０１２０－４２０－８２５

主 催：向日市観光協会

（受託団体名 京都府中小企業団体中央会）

協 賛：向日市商工会 向日市竹産業振興協議会
＜申請先＞

京都府最低賃金のお知らせ

京都労働局雇用環境・均等室
０７５－２４１－３２１２

－京都府最低賃金を２４円引き上げ－
京都府最低賃金（地域別最低賃金）を平成２８
年１０月２日から２４円引き上げて８３１円
（現行８０７円）に改正されます。

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

適用対象は、京都府下の事業場で働くすべての

事業を廃止したり、退職する場合に生活の安定や

労働者及びその使用者となっており、京都府内で

事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備し

は、この金額より低い金額で労働者（パートタイ

ておく国の共済制度で、いわば経営者の退職金制

マー・アルバイト等を含む）を使用することはで

度といえるものです。

きません。
＊除外賃金（最低賃金に参入されない賃金）は下

●制度の特色

記の通り

①掛金は全額所得控除できます。

①精・皆勤手当て、通勤手当、家族手当

②共済金は退職所得扱い(一括受取り)又は公的

②時間外・休日及び深夜手当

年金等の雑所得扱い(分割受取り)となります。

③臨時に支払われる賃金

③納付した掛金合計額の範囲内で事業資金等の

④１か月を超える期間ごとに支払われる賃金

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

料、葬儀費用、相手側への誠意を示すお見舞金な
どの出費にお役立ていただけます。

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

④共済掛金は運転者の年齢等に関係なく、車種別

（個人事業主１人につき２人まで）

に設定しています。

●掛 金

⑤事業者の場合は、掛金はすべて損金処理ができ

月額１，０００円～７０，０００円までの範囲

ます。

内（５００円単位）で自由に選べます。
詳しくは、京都府共済共同組合まで。
●共済金
加入後６ヶ月以降に、個人事業の廃止や会社等

〒615-0042 京都市右京区西院東中水町１７
京都府中小企業会館内

の解散、役員の疾病・負傷又は死亡による退職、

TEL075-314-7135 FAX075-314-7178

老齢給付など、加入者の方に生じた事由や掛金の

ホームページhttp://www.fu-kyosai.or.jp

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

共済制度のご案内 「自動車事故費用共済」
万が一の人身事故。
自動車保険に入っているから
安心と思っていませんか？

ＥＣサイト「ニッポンセレクト.com」に係
る掲載商品募集（第２期）のご案内
全国商工会連合会が開設し運営するＥＣサイ
ト「ニッポンセレクト.com」は、全国の商工会か
ら掲載商品を募集し、各地の産品等の普及・販売
を行っております。本サイトでは、今後の充実を

人身事故で加害者となった場合には、お見舞い

図るとともに、認知度を高め、利用促進を一層図

費用や、香典料など多額の自己負担が必要になる

るべく、取り扱い商品数１０，０００アイテムを

場合があります。相手側に対する道義的責任（誠

目標にしています。決済や物流などの煩雑な手続

意）についての補償は自動車事保険では必ずしも

きまで手厚くサポートしていますので、是非、こ

十分とはいえません。

の機会に自慢の商品を販路開拓につなげるツー

もしものとき、あなたの経済的負担を幅広くサポ

ルとしてご応募ください。

ートする共済、それが自動車事故費用共済です
◎５つのメリット
・出店料・出品料が無料
・写真撮影などの商品力向上支援
・クレジットなど決済システムを用意
・物流作業を代行
＜特徴＞

・メディアを使った幅広い商品ＰＲ

①万一の自動車事故の場合、すべての共済金を契

◎募集対象・条件

約者（あなた）にお支払いします。

①日本国内の中小企業庁が定める「中小企業・小
規模事業者」

②自動車保険とは関係なく、確認次第すみやかに

②当サイトを販路拡大のツールとし、産地直送方

お支払いします。

式で、売上向上に取り組もうと考える事業者

③もしも加害者になってしまった場合、香典供花

◎募集する商品

（お申込、問い合せ先）

「食品」
「非食品」

■ニッポンセレクト.ｃｏｍ運営事務局

・価格は、目安として３，０００円（税抜）以上のも

電話：０３－５５４１－７４４７

の。自社で開発、製造又は販売をしている商品。

（土日祝日を除く）

（例）お菓子類、調味料ｾｯﾄ、食肉加工品類、ﾄﾞﾘﾝ

ホームページ：http://www.nipponselect.com/

ｸ類、ﾌﾙｰﾂ類、海産物、物麺類、嗜好品 etc

ＦＡＸ：０３－５５７９－６７５４

＊衛生基準、計量法、その他関連法令に反する商

Ｅ-ｍａｉｌ: otoiawase@nipponselect.com

品の出品は避けてください。

受付時間：午前９時３０分～午後５時３０分

＊食品は、冷凍、冷蔵、常温の商品とします。
（注）出品には生産物・製造物賠償責任保険
（ＰＬ保険）の加入が必須です。
募集期間：１０月１３日（木）午後５時まで

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！

１０月の予定表
日

時

１０月４日、１８日（火）
午後１時００分～午後４時３０分
１０月４日（火）
午後６時３０分～

行 事 名
税務相談
ｻｰﾋﾞｽ部会・
青年部主催

場

所

商工会館

商工会館

セミナー

１０月２６日（水）
午前９時００分出発

建設業部会
視察研修

大阪市内

１０月２８日（金）
午前７時３０分出発

工業部会
視察研修

兵庫県

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
①「向日市をもっと知りたい！～地域活性と観光Ｐ
Ｒに向けて～」向日市 広報・ふるさと創生課
②「ＫＥＳ・環境マネジメントシステム有効活用に
ついて」 ＫＥＳ環境機構 岸 孝雄 氏
２０１６建設技術展（マイドーム大阪）
、
大阪暮らしの今昔館、エキスポシティ ニフレル
視察見学
理化学研究所放射光科学総合研究センター
(SPring-8)（兵庫県佐用町）及び国宝・姫路城
視察見学

競輪のない日 ６日（木）
、１４日（金）
、２７日（木）
、２８日（金）

