向日市商工会情報
２０１９向日市まつり開催報告

◇似顔絵コーナー イラストレーターちゅんこ氏

１１月１６日（土）
、１７日（日）に京都向日
町競輪場で、
「２０１９向日市まつり」が開催さ
れました。厳しい冷え込みが予想されましたが、
冷え込むこともなく、
快晴に恵まれた２日間でし
た。
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。
◇オープニングセレモニー

合同新春年賀交歓会の開催

◇商工コーナー入り口

◇女性部 たけのこ・ちくわの天ぷら販売

◇青年部 綿菓子・ポップコーン販売

令和２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：令和２年１月７日（火）
開会 午後５時（受付 午後４時）
場 所：ＪＲ長岡京駅前 西出口南側
「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
締切日：１２月１３日（金）まで
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。
みんなで街を明るく飾りまし
ょう。
開催日 １２月６日（金）～１２月２５日（水）
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

２０１９・２０２０年度競争入札等参加資格審査の随時申請
２０１９・２０２０年度に向日市が行う入札等
に参加を希望する業者の受付が行われています
ので、
希望される方は向日市役所へ申請を行って
ください。
【対
象】２０１９・２０２０年度に入札等
参加資格を希望する全ての業者
【申請種別】①建設工事
②測量・建設コンサルタント業務等
③物品購入等
④委託業務（役務）
【受付期間】令和元年５月７日（火）から随時
（毎月１５日提出分までが当月の受付。）
【申請方法】郵送受付のみ
（簡易書留郵便等、
配達記録の残る方法に限る。
）
申請書類等は、向日市ＨＰからダウンロードで
きます。（以下のＵＲＬを参照ください。）
https://www.city.muko.kyoto.jp/kurashi/sosh
iki/somu/3/1/6/1/1511260080946.html
【郵 送 先】〒617-8665
向日市寺戸町中野 20
向日市役所 総務部 総務課 管財係

展示室・総務省大臣政務官室を見学しました。
２日目は全国商工会連合会にて、組織支援課の
担当者から「商工会組織を取り巻く最近の動向」
について講義を受け、その後、観光客で賑わう豊
洲市場などを散策するなど、有意義な行程となり
ました。
なお、サービス部会では、年明けに、マッチン
グや名刺交換を兼ねて交流会の開催を予定して
います。
（スケジュールが確定次第、情報誌等に
掲載します。
）

お問合せについては向日市役所総務部総務課
管財係まで（TEL：931-1111、内線 290）

サービス部会視察研修開催報告
１１月６日（水）
・７日（木）サービス部会主
催の視察研修（東京都方面）を開催しました。
１日目は参議院議員会館特別室にて、
中小企業
庁の小規模企業振興課の担当者から「小規模事業
者政策」について講義を受け、続いて参議院議員
会館食堂にて昼食の後、警視庁・法務省法務史料

女性部活動便り
日 時

場 所

13：00～

干支のちぎり絵教室

教室終了後

第 8 回 常任委員会

17 日(火)

13：00～

ガーデニング事業

麒麟園ガレージ

4 日(火)

13：30

第 9 回 常任委員会

商工観光振興センター

乙訓商工会女性部懇親会

次月号に決定

2 日(火)
12 月

2月

活動行事

18 日(火)

向日市女性活躍センター

※常任委員会につきましては、オブザーバーとしてご参加していただくことも可能です。

ホームページを開設してみませんか！
全国商工会連合会と GMO ペパボ株式会社が包
括連携協定を締結したことによって、GMO ペパボ
株式会社の「Goope（グーペ）
」全国連版フリープ
ラン（０円プラン）がご利用いただけますことを
ご紹介いたします。
◇グーペについて(https://goope.jp/)
GMO ペパボ株式会社が運営する今年で 10 年目
の純国産のサービスです。開発からサポートまで
全て GMO ペパボ株式会社で行っています。また、
利用者は、管理画面からデザインの設定、情報の
登録をするだけでどなたでも簡単にホームペー
ジが作成できるサービスです。
◇グーペの３つの特徴について
①０円からホームページを始められます。
通常、有料プランでの申込みとなりますが、
０円からスタートすることができます。さらに
有料プランへプランアップしていただくこと
で、様々な機能をご活用していただくことがで
きます。
②誰でも簡単にホームページを作成できる。
管理画面からデザインの設定、情報の登録を
するだけでどなたでも簡単にホームページが
作成できます。お持ちのスマートフォンやタブ
レットでホームページの作成・更新も可能です。
作成したホームページはスマートフォンに最
適化されて表示されます。
③簡単かつ高機能なサービスを提供できます。
【有料プラン】
モバイル対応、SNS 連携、アクセス解析、ネ
ットショップ開設、予約機能、クーポンの発行
機能等ホームページを作成してから運用・更新
するための機能が充実しています。
※お申し込み方法等は、向日市商工会まで。

向日市への要望
向日市長及び向日市議会議長へ要望書を提出
しました。
（内容一部抜粋）
「たよれるお店ガイドブック
（仮称）の作成支援について」
当会では、
会員事業者の売上や受注の拡大に繋
がる各種経営支援事業を実施しているところで
ありますが、大型店の進出やネット販売の普及な

ど顧客の購買ツールが多様化する中、会員事業者
の新規顧客獲得や販路拡大を推進するためには、
店舗等を幅広く周知し、
市内外での認知度を高め
ていく必要があります。
そのために当会では、
会員事業者が提供できる
商品やサービス等について調査及び整理を進め、
その情報をもとに事業者を業種別に幅広く紹介
する冊子等を作成し、
優良な地元事業者を積極的
に市民の方へ周知することが効果的であると考
えます。
冊子等は、当会窓口をはじめ、公共施設等に設
置し、幅広く配布することにより、市民の方は商
品やサービスの情報収集が容易になり、
災害時に
おいても有効に活用していただけると考えます。
つきましては、事業実施に関して特段のご配慮
とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
「商工会経営支援員設置
にかかる財政援助について」
商工会、商工会議所が小規模事業者への支援の
中核を担う「小規模企業振興基本法」及び｢商工
会及び商工会議所による小規模事業者の支援に
関する法律の一部を改正する法律｣が成立してか
ら５年が経過し、継続して実施している国の｢小
規模事業者持続化補助金｣、京都府の｢中小企業知
恵の経営ステップアップ補助金｣、また、災害に
遭われた事業者への支援策である｢中小企業等復
興支援補助金｣、さらには消費税の増税に伴う小
規模事業者への支援策である「消費税率引上げ対
策支援事業補助金」の実施など、商工会の小規模
事業者への経営支援活動はますます増加し、
重要
になってきております。
向日市におかれましては、毎年見直しを行いな
がら進められている｢ふるさと向日市創生計画｣
について、当会の経営支援員５名が｢ふるさと向
日市創生計画｣施策分野２の施策１、｢商工業の活
性化｣を推進するべく市内事業者を巡回し、支援
策のリアルタイムな告知や経営相談、補助金申請
支援等を積極的に実施しております。
しかしながら経営支援員の設置費は、その大半を
京都府の小規模事業経営支援事業費補助金で手
当てし、不足分においては向日市からの支援及び
自己財源でまかなっております。財政力の小さい
当会では、
経営支援員設置に伴う自己財源の負担
が非常に大きく、令和２年度予算編成にあたり大
きな支障をきたしております。
どうかこの事情を

ご理解いただき、経営支援員設置についてご支援
いただきますようお願い申し上げます。

京商ビジネススクール新入社員研修のご案内
京都商工会議所では京都企業の人材育成の支
援を重要な目標として掲げており、
京商ビジネス
スクールにおいて、
優れた講師陣やハイレベルな
内容のセミナーなどを実施することで、
知恵を活
かすことのできる" 自律人財" の育成サポートを
行っております。
つきましては、
令和２年度の新入社員研修をご
案内しますのでご活用ください。

【会 場】京都経済センター
（京都市下京区四条通室町東入）
※コースによっては、からすま京都ホ
テル（京都市下京区烏丸通り四条下ル）、
ヒューマンアカデミー京都校（京都市
中京区烏丸通錦小路上ル京都フクトク
ビルディング３F）での受講になります。
【対 象】新入社員、若手社員
【期 間】令和２年４月２日（木）
～６月１２日（金）の間
【受講料】[基本（Ａ～Ｊ）コース]
京都商工会議所会員：13,200円
一般：17,600円
※（一社）京都経営者協会・（一社）
京都経済同友会・（公社）京都工業会・
京都府内の商工会議所・商工会いずれ
かの会員 15,400円
※受講者には研修振り返りシートを記
入頂きます（Ｊ〜Ｍコース及び入社年
次別研修を除く）。
[フォローアップ（Ｋ～Ｍ）コース]
京都商工会議所会員：13,200円
一般：19,800円
[入社年次別研修]
京都商工会議所会員：17,600 円
一般：26,400 円
詳細等については、
京都商工会議所 会員部 研
修事業課 林里香宛まで。TEL：075-341-9762

１２月の予定
日

時

行 事 名

１２月３日（火）
、１７日（火）
午後１時～午後４時３０分
（最終受付：午後４時迄）

税務相談

１２月６日（金）
～１２月２５日（水）

｢竹とあかりの典｣
ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝまつり

１２月１９日（木）
午後１時～午後４時
（最終受付：午後３時３０分迄）

不動産相談

場

所

商工観光
振興センター

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

市内３ヶ所
イルミネーション点灯
商店会・えきえき
＊市内３ヶ所においては、午後５時～午後１１時
各店舗など
商工観光
振興センター

宅地建物取引士が不動産に関する相談に応じます。
担当：
（公社）京都府宅地建物取引業協会 第五支部会員

【お詫びと訂正】
本紙１１月発行の第２５９号、
「新規会員のご紹介」にて、
「京都トヨタ自動車株式会社桂川洛西店」の代表者名の記載に誤り
がありました。正しくは、大窪 鉄也 様です。訂正してお詫び申し上げます。

