
向日市商工会情報 
 

サービス部会セミナーのご案内 

「ふるさと向日市の今後のまちづくりを考えよ

う！～ふるさと向日市創生計画から考える私たち

の未来～」 

 

北部の新市街地への大型商業施設や企業の進出

と、人口増加も予想される中、向日市はどのよう

に変化していくのか。サービス部会では、この点

に着目し、商工業の発展や活性化につながる「ま

ちづくり」について、語り合う場（パネルディス

カッション形式）を設けたいと考えました。講師

には向日市の担当課をお迎えし、「ふるさと向日

市創生計画」に基づいてお話いただきます。 

 

日  時 １０月１２日（木） 

午後６時３０分～午後８時００分 

場  所 向日市商工観光振興センター 

     ３階 会議室 

 多数のご参加をお待ちしています。 

   

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２８日（土） 

午前８時３０分出発 

場  所 名古屋方面 

徳川園 

     熱田神宮 

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。 

 

 

 

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 ９日（木） 

午前７時３０分出発 

場  所 花王㈱和歌山工場 

  加太・深山地区砲台跡 

参 加 費 １，０００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。 

 

２０１８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１３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。 

 

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

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。 

本年も２日間の開催です。会場内の寺戸大塚古

墳には幽玄な竹あかりに照らされて、かぐや姫が

登場します。音楽ステージ、竹結びマルシェ（２

１日）・吉本芸人の登場（２２日）・竹あかりビア

ガーデンなど、会場では様々なイベントが開催さ

れます。 

＊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。なお、両日とも、１６時台から１

９時台まで無料シャトルバスが運行します。 

日 時：１０月２１日（土）・２２日（日） 



午後５時００分～午後８時００分 

（２２日は午後８時終了、 

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・     

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２５円引き上げ－ 

京都府最低賃金（地域別最低賃金）を平成２９

年１０月１日から２５円引き上げて８５６円 

（現行８３１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。 

 

不動産無料相談のご案内 

 向日市商工会では、不動産に係るさまざまなご

相談を受け付けいたします。空き家の管理、不動

産取引の正しい知識など、気になることがあれば

お気軽にご相談ください。向日市民の方ならどな

たでもご相談に応じます。 

 

相談日 毎月第３木曜日 

（祝日の時は翌営業日８月のみ第４木曜日） 

時 間 午後１時００分～午後４時００分 

場 所 向日市商工観光振興センター 

費 用 無料 

受 付 当日受付及び電話予約 

相談員 （公社）京都府宅地建物取引業協会 

 第五支部会員 

相 談 直接向日市商工観光振興センターへお越

しください。 

    予約優先ですので、確実に相談したい方

は事前予約をおすすめします。 

    相談時間の関係もあり、午後３時３０分

で受付終了します。 

申 込 向日市商工会 事務局 

 

無料税務相談をご利用ください 

税理士が無料で税務相談に応じます。 

開催日 毎月第１、第３火曜日 

＊当日が休祝日の場合は、翌営業日 

場 所 向日市商工観光振興センター 

時 間 午後１時００分～午後４時３０分 

内 容 

・相談はすべて無料です。 

・相談の内容は、秘密厳守いたします。 

・予約制ではありませんので、直接商工会にお越

し下さい。先の方が相談しておられる場合は、お

待ちいただくことがあります。 

相談終了時間の関係で終了３０分前には来館いた

だきますようお願いたします。 

所得税、法人税、消費税、相続税等あらゆる税の

ご相談に応じます。 

担当税理士：清水仁公認会計士税理士事務所 

 清水 仁 氏 

 京都府商工会連合会では、京都府をはじめ、京

都府内農林漁業関係団体（計３１団体）で構成す

る実行委員会が府内産農林水産物のＰＲを図り、

大商工祭～丹後・丹波・山城

の特産市～出展者募集 



生産・消費拡大につなげることを目的として開催

する「農林水産フェスティバル」と標記の大商工

祭を同時開催し、会員事業者のＰＲの機会を設け

ました。２日間の日程で、昨年の来場者実績は４

万４千人となっています。 

出展をご希望の場合は、商工会事務局までお問

い合わせください。 

 

開 催 １１月１８日（土） 

午前１０時００分～午後４時３０分 

      １１月１９日（日） 

午前９時３０分～午後３時００分 

会 場 京都府総合見本市会館（パルスプラザ） 

出展料 １０，０００円 

    １小間 販売台は1,800ｍｍ×900ｍｍ 

    電気使用料を含む 

 

各種催事・出展（出店）情報について 

 商工会には、各種団体よりイベント・展示会等へ

の出展（出店）の情報が提供されます。 

これらの情報を皆様の販路拡大や商品ＰＲのた

めにご活用頂けるよう、情報提供を希望される会

員事業所様を募集し、その希望者に対して情報を

提供しています。 

情報提供は、原則メールにて配信しております

が、メールをお持ちではない方につきましては、

ＦＡＸにて情報提供させて頂きます。 

但し、各案内の出店を希望されましても各催 

の開催趣旨等から主催者側による出店の選定や審

査があり、ご希望に添えない場合もございますの

でご了承ください。 

ご不明な点、詳細等は、事務局までお問い合わ

せ下さい。 

＊メール配信を希望される方はタイトルに『出

展登録申込（貴事業所名）』を記載の上、 

muko-sci@kyoto-fsci.or.jp（商工会事務局）までご

返信お願いいたします。 

なお、ＦＡＸ配信を希望される方については、

資料枚数が１０枚超となる場合を考慮し、催事の

表題のみを送信させていただきます。その上で、

ご要望のあるものについて詳細を送信させていた

だきます。 

 ●出展案内内容 例）百貨店での各種催事、展

示会、物産展など 

 

 クラウドサービス商工会の「書庫（ｓｈｏｋｏ）

たん」とは、会員事業所の皆さまが保有する情報

をクラウド環境で安全に、安価に管理するサービ

スとなっており、全国商工会連合会と㈱地域振興

総合研究所がＮＴＴとのＯＥＭ開発によって運用

を開始しました。 

 サービス内容は、あらゆるファイルをクラウド

上で保管するもので、回線認証機能や遠隔アクセ

スロック機能を保持しており、スマートフォン等

の端末からも利用することができ、操作の場所や

時間を選びません。 

 なお、費用は容量１０ＧＢで月々４８０円から

ご利用いただくことができます 

 一方、支払い手数料削減サービス「楽たす振込」

は、㈱ミロク情報サービスが提供する「支払い手

数料」「振込手数料」を通常の手数料よりも削減で

きるサービスです。このたび、通常のサービス料

金より安価な、商工会価格で利用できるようにな

りました。 

 例えば、振込手数料では、通常のサービス料金

が一律３１０円のところ、振込先の銀行、振込金

額にかかわらず商工会特別価格で２８０円（税込）

になります。 

 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。 

 

クラウドサービス商工会の「書庫

（shoko）たん」と支払い手数料削減サ

ービス「楽たす振込」のご案内 



・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！ 

 

 

 

 

 

 

「ＫＥＳ」を始めてみませんか  

 エネルギーの消費（地球温暖

化）や環境汚染など、地球規模

の環境問題には、産業界も大き

く関わっています。そして、日本の産業界の中で

圧倒的多数を占めている中小企業が、我が国の産

業を支えているといっても過言ではありません。

環境問題を解決するためには、あらゆる規模・業

種の企業が、環境や人類の将来を考えた事業活動

を行っていくことが大切です。 

 地球温暖化防止京都会議COP3が京都市で開催さ

れたことがきっかけで、市民、事業者、京都市が

協力して立ち上げたパートナーシップ組織「京の

アジェンダ 21フォーラム」において、企業の 90%

を超える中小企業が環境に配慮した事業活動に取

り組みやすい仕組として考案したものが「KES」

（環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ･ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ）です。 

 「KES」は、2007年4月2日付で「京のアジェン

ダ21フォーラム」から「特定非営利活動法人 KES

環境機構」に引き継いで運営されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特色 

 経営に当たって、環境への負荷を管理・軽減す

るための仕組みです。 

① 取得にかかるコストが安く、わかりやすい。 

② 段階的に取り組める２つのステップがある。 

※ 環境問題に取り組み始めた段階を想定した 

ステップ 1、将来「ISO14001」の認証取得を目指

して取り組む段階で、「ISO14001」と同じような

要求項目を設けたステップ2があります。 

◆KESを審査・登録すると… 

① 省エネ・省資源・リサイクルなどにより、コ

ストダウンできる。 

② 環境にやさしい企業と認定され、取引等も有

利になる。 

③ 企業の社会的責任の証明になる。 

④ 環境管理体系（PDCA）が経営管理にも応用で

きる。 

⑤ 法規制順守に対応できる。 

⑥ 従業員の環境意識が高まる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月の予定 

日   時 行 事 名 場  所 内   容 

１０月３日、１７日（火） 

午後１時００分～午後４時３０分 
税務相談 

商工観光振興 

センター 

税理士が税務に関する相談に応じます 

担当：清水 仁 税理士 相談無料・秘密厳守 

１０月１２日（木） 

午後６時３０分～午後８時００分 

サービス部会主催 

セミナー 

商工観光振興 

センター 

「ふるさと向日市の今後のまちづくりを考えよう！ 

～ふるさと向日市創生計画から考える私たちの未来～ 

向日市 企画調整課・まちづくり推進課 

１０月２５日（水） 

       ～２６日（木） 

サービス部会主催 

視察研修 
東京 国会議事堂・築地他 視察見学 

１０月２８日（土） 

午前８時３０分出発 

建設業部会 

視察研修 
名古屋市内 徳川園・熱田神宮 視察見学 

商工会は 行きます 聞きます 提案します 順次会員募集中！ 


