
向日市商工会情報 
 

合同新春年賀交歓会の開催 
平成２９年乙訓２市１町商工会合同新春年賀

交歓会を開催します。 

 乙訓２市 1 町の商工会員が一同に交流する場

です。お誘い合わせのうえ、是非お越し下さい。 

日 時：平成２９年１月５日（木） 

     開会 午後５時（受付 午後４時） 

場 所：ＪＲ長岡京駅西口「バンビオ１番館」 

    ３階 メインホール 

参加者：商工会員 

参加費：無 料 

申 込：同封の案内用紙によりお申込み下さい。 

 

｢竹とあかりの祭典｣ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ 
向日市商工会・向日市商店会・向日えきえきス

トリートは、「竹とあかりの祭典」イルミネーシ

ョンを開催します。今年も、太陽光パネルを使用

します。みんなで街を明るく飾りましょう。 

開催日 １２月３日（土）～１２月２５日（日） 

時 間 午後５時～午後１１時 

場 所 ①ＪＲ向日町駅前ロータリー 

    ②深田川橋公園前ポケットパーク 

③五辻常夜灯ポケットパーク 

④向日市商店会会員店舗 

⑤向日えきえきストリート会員店舗 

 

   ＊①については、太陽光発電による 

  「エコエネルギー」を活用する予定です。 

 

2016向日市まつり開催報告 
１１月１９日（土）、２０日（日）に京都向日

町競輪場で、「２０１６向日市まつり」が開催さ

れました。 

開幕はお天気も心配されましたが、特に、商工

コーナーでは各店が工夫をこらした品揃えで来

場者を出迎え、賑わいを見せていました。 

特設ステージ等も、出演者が熱のこもったパフ

ォーマンスで盛り上げるなど、会場内が一体とな

るイベントとなりました。 

◇オープニングセレモニー 

 

 

◇商工コーナー入り口 

 

 

◇女性部 天ぷら・ゴマ団子販売◇ 

 

 

 

 

 

 



◇青年部 綿菓子・ポップコーン販売◇ 

 

 

サービス部会主催セミナー開催報告 

 １０月４日（火）サービス部会では「気になる

あの話！時流にのって商機を発掘しよう！」をテ

ーマに、向日市の戦略的広報「むこう、むこう。」

について、観光ＰＲを交えながら、向日市の広

報・ふるさと創生課からお話を伺いました。 

また、後段には、「ＫＥＳ・環境マネジメント

システムの有効活用」について、取得についての

取り組みや、メリットについて、ＫＥＳ環境機構

の専門家から説明を受けました。 

ＫＥＳについては、登録や更新に関わるコンサ

ルタント費用を、商工会の専門家派遣制度などで

有効的に活用していただくことも可能となって

います。関心をお持ちの方は商工会までお問い合

わせください。 

 

 

建設業部会視察研修開催報告 

 １０月２６日（水）建設業部会主催の視察研修

を開催しました。２０１６建設技術展、１８３０

年代前半の大阪の町並みを実物大で復元した「大

阪くらしの今昔館」、そしてエキスポシティの「ニ

フレル」を見学しました。 

 

 

 

 

 

 

 

工業部会視察研修開催報告 

 １０月２８日（金）工業部会主催の視察研修を

開催しました。兵庫県佐用町にある、理化学研究

所の放射光科学総合研究センター(SPring-8)に

て、放射光を活用した産業利用などの分野で優れ

た研究成果を挙げている施設を見学、また昨年、

平成の大改修を終えた国宝姫路城の見学を行い

ました。 

 

 

 

 

 

サービス部会視察研修開催報告 

 １１月１０日（火）サービス部会主催の視察研

修を開催しました。長岡京市の京都有機質資源㈱

が設置した「エコの森京都」と呼ばれる、関西最

大級の食品廃棄物リサイクルシステムを見学、向

日市議会では、昭和４６年から使用されている議

場の見学を行い、市議会のしくみについて説明を

受けました。また、サントリー山崎蒸溜所では、

日本のウイスキーづくりの歴史や工程を、ガイド

ツアーにて体験しました。 

  

 

 

 

 



個人住民税の特別徴収をお願いします 

～事業主の皆様へ～ 

『京都府内全市町村と京都府では、平成３０年度

からは原則としてすべての事業主を特別徴収義務

者として指定いたします。』 

 

○ 個人住民税（個人の市町村民税及び府民税）

は、納税義務者の１月１日現在の住所地の市

町村に納付していただく必要があります。 

特別徴収とは、給与支払者（事業主）が所

得税の源泉徴収と同じように、毎月の給与か

ら従業員等の個人住民税を差し引いて、市町

村に納入していただく制度です。 

法令の規定により、原則、所得税の源泉徴

収義務がある給与支払者（事業主）は特別徴

収義務者として全ての従業員などの個人住民

税を特別徴収していただくことが義務付けら

れています。（事業主や従業員等の意思によ

る徴収方法の選択はできません。） 

 

  京都府内全市町村と京都府は、個人住民税

の特別徴収を推進しており、平成３０年度か

らは原則として全ての事業主を「特別徴収義

務者」として指定いたします。特別徴収を実

施されていない事業主は、法令に基づく適正

な実施をお願いします。 

 

○ 特別徴収のメリット 

・個人住民税は市町村が計算します。事業主

が税額の計算や年末調整をする手間はかかり

ません。 

・従業員の方は、金融機関に出向いて納税す

る手間が省け、納付忘れの心配もありません。 

・年税額を１２回に分けて支払うため、納期

が年４回である普通徴収（納税義務者が直接

納付）より１回あたりの負担額が少なくなり

ます。 

 

○ 手続き等 

毎年１月３１日までに給与支払報告書（総

括表・個人別明細書）を該当市町村へ提出し

ていただきますが、その際に、総括表等に「特

別徴収」する旨を記載していただきます。記

載の方法等詳しくは、向日市税務課市民税係

までお問い合わせください。 

【お問い合わせ】 

向日市 総務部 税務課 市民税係 

９３１‐１１１１（内線２２２、２２３） 
 

一人でも雇ったら、入ろう労働保険 

○ 労働保険(労災保険・雇用保険)は、労働災害

や失業等が発生した際に、保険給付等を行うこと

により労働者の福祉の向上・増進を図るための、

政府が管掌する強制保険制度です。 

○ パート・アルバイトに係らず、労働者を一人

でも雇用していれば、原則として業種・規模の如

何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は

成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなけ

ればなりません。 

○ 事業主が成立(加入)手続を行わない間に労

災事故が発生した場合、遡って保険料を徴収する

他、労災保険給付額の100％又は40％を徴収する

ことになります。 

○ 各種の届出等の事務処理については、向日市

商工会内の労働保険事務組合や社会保険労務士

を利用することもできます。 

■ 未だ成立(加入)手続を行っていない事業主

の方は、速やかに所在地管轄の労働基準監督署、

七条公共職業安定所（ハローワーク）へご相談く

ださい。 

 

経営相談は随時受付中です。 
経営に係わる諸問題を一人で悩んでおられま

せんか？ご連絡いただければ、私たち商工会の経

営支援員（中小企業応援隊員）がお伺いさせてい

ただきます。 

まずは、経営についてお悩みになっていること

をお聞かせください。客観的に問題をとらえるこ

とで、意外な解決策も見出せる場合もあります。 

もちろん、相談は無料、秘密は厳守します。 

 

新あらきょうＷｅｂ（限定無料）出店者募集 

「あらきょうＷｅｂ」は、平成２５年度に京都

府商工会連合会が開設した、府内商工会地域の観

光や産品の魅力を発信するＷｅｂサイトです。 

このサイトが、このたび、売り上げ増加に繋が

る仕組み（集客機能、決済機能）を新たに付加し

た「新あらきょうＷｅｂ」にリニューアルするこ



１２月１日から１万円で１万１千円分のお買い物ができるプレミアム付商品券「ひまわり得トク

商品券」が販売（当選された方の引き換え）されるにあたり、振込換金スケジュールをお知らせし

ます。 

 

商工会への持込日 

（月曜日・水曜日・金曜日） 

（水曜日は、5万円以下窓口換金可） 

貴事業所口座への口座振込日 

１２月 
平成28年12月 

12日（月） 14日（水） 16日（金） 
 12月22日（木） 

 19日（月） 21日（水） 26日（月） 12月28日（水） 

 28日（水） 平成29年1月 5日（木） 

１月 
平成29年1月 

4日（水）   6日（金） 
 1月12日（木） 

 11日（水） 13日（金）  1月19日（木） 

 16日（月）18日（水）20日（金）  1月26日（木） 

 23日（月）25日（水）27日（金）  2月 2日（木） 

２月 30日（月）2月1日（水）  3日（金）  2月  9日（木） 

 6日（月） 8日（水）10日（金）  2月16日（木） 

 13日（月）15日（水）17日（金）  2月23日（木） 

 20日（月）22日（水）24日（金）  3月  2日（木） 

３月 27日（月）3月1日（水） 3日（金）  3月  9日（木） 

 
6日（月）8日（水） 

10日（金）最終持込日 
 3月16日（木） 

 

なお、商品券の取扱いについて下記の点にご注意いただきますよう、お願い申し上げます。 

①取扱い（使用できる）期間：平成２８年１２月１日（木）から平成２９年２月２８日（火） 

 ②券面金額以下の販売等については、釣銭は出さない様にお願いいたします。 

 ③受け取った商品券は、裏面の「取扱店記入欄」に必ず受領年月日を記載し、店印または私印（ご

担当者印等）を押印の上、必ず、すみ切りやパンチで穴を開けるなど、使用不可としてください。 

とになりました。新あらきょうＷｅｂは“ニッポ

ンセレクト．com”と連携させて検索機能を追加

する等、魅力あるWebサイトとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

事業所の商品・販売力の向上を目的に改めて新規 

登録者を募集します。 

なお、詳細については商工会事務局までお問い

合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月の予定 

日   時 行 事 名 場  所 内   容 

１２月６日（火）、２０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 

１２月８日（木） 

午後６時～午後８時 

労務対策 

セミナー 

大山崎ふるさ

とセンター 

欲しい人材を逃さない！求人・面接戦略セミナー 

講師：Office Heart Rock 代表 野間 信行 氏 

１２月３日（土） 

～１２月２５日（日） 

｢竹とあかり

の祭典｣ｲﾙﾐﾈ

ｰｼｮﾝまつり 

市内３ヶ所 

商店会各店

舗など 

イルミネーション点灯 

＊市内３ヶ所においては、午後５時～午後１１

時 

競輪のない日  ２日（金）、７日（水）、２６日（月）、２７日（火）、３１日（土） 

ひまわり得トク商品券の換金スケジュールについて 


