向日市商工会情報
桜 ま つ り出店者募集
「桜まつり」会場での出店者を募集します。
●日 時：
４月４日（土）午前１１時００分～午後８時
（午後５時以降の閉店時間は各店舗に任せます）
４月５日（日）午前１０時３０分～午後５時
●場 所：向日神社
●内 容：飲食物・物品の販売、その他

お知り合いの方を是非ご紹介ください！
入会金０円キャンペーン実施中
昨年１０月から実施している入会キャンペーン
もあと１か月となりました。
期間中のご入会で、入会金０円及び３月分の会
費が無料になります。新規入会に心あたりのある
方は事務局まで是非ご一報ください。
詳しくは同封のチラシをご覧ください。

●販売品：
「桜まつり」にふさわしい飲食物・物品
（注）商工会で事前審査を行い、不適当と判断さ
れるときは、お断りもしくは、変更をお願
いすることがあります。
●出店料：
飲食ブース
物販展示ブース

１５，０００円＋電気料金
８，０００円＋電気料金

●申 込：同封の用紙に記入の上、ＦＡＸにて
当商工会事務局まで。
（先着順）
＊桜まつりお茶席ご招待券を同封します。
是非、御来場下さい。
（午前１１時から午後３時）

「向日市プレミアム付商品券」の換金期限について
換金は毎週月～金（祝日を除く）の午前１０時
～午後５時で行っており、
●最終現金窓口換金日（５万円以下）
３月１１日（水）
●最終換金依頼日（商工会への持込日）
３月１３日（金）
となります。これ以降の商品券の持込は受付でき
ませんので、換金漏れがございませんようご注意
ください。
（３月１１日（水）は口座振込による換
金も受付しております。
）

桜 ま つ り 出演者募集
「桜まつりパフォーマンス」出演者を募集してい
ます。
●日

時：４月４日（土）午後５時頃～ 午後８時

●場

所：向日神社 舞楽殿

●内

容：舞楽殿でのパフォーマンス

（寸劇、ダンス、大道芸、手品 等、カラオケ大
会。内容については、事前に商工会で審査をし
ますので、ご希望に添えない場合もあります。
）
●出演時間：約１０分程度（相談可）
●定

員：先着１０組（定員になり次第、締切り）

●申

込：同封の用紙に記入の上、３月１９日

（木）までにＦＡＸにて当商工会事務局まで。

なお、
「向日市プレミアム付商品券」の使用期限
は２月２９日（土）で終了しております。
使用期限を過ぎてのご利用はできませんので、
取扱事業所様におかれましても受け取らないよう
お願いいたします。

「タイムズペイ商工会会員限定プラン」
によるキャッシュレス決済
今後の導入実施スケジュールについて
１.キャッシュレス・消費者還元事業の申込期限に
ついて
キャッシュレス・消費者還元事業(以下、還元事
業)について、事業期間は令和２年６月３０日（火）
まで、加盟店の登録は４月末日が締め切りとなっ

ています。

２.タイムズペイ商工会会員限定プランの申し込

「タイムズペイ商工会会員限定プラン」による
還元事業の申し込みについて、現状のタイムズペ

み期限について
現在、ご案内させていただいている条件での商

イ加盟店登録までの審査期間などを考慮した結果、 工会会員限定プランについては、令和２年９月３
申込み期限を令和２年３月１５日(日)までとさせ
ていただきます。

０日(水)で申込みを終了させていただきます。
なお、不備のない申込書類一式が、９月３０日

従って、３月１６日(月)以降の申し込みについ

までにパーク 24 に届いていることが条件となって

ては、機器の在庫状況等により、還元事業の対象

おりますので、記入漏れや必要書類の不備等がな

外となる可能性があります。パーク 24 としても在

いようにご留意ください。期間内に書類を受領し

庫確保に努めておりますが、還元事業終了に伴う

た場合でも、書類不備等により本プランの適用で

駆け込み需要なども想定されるため、還元事業へ

きない場合がございます。

の申し込みを希望される事業者の皆さまにつきま

また、既にご契約いただいている事業者様、並

しては、早期の申込みをいただきますようお願い

びに期間内の申し込みで契約いただいた場合は、

します。

期間終了後も契約条件等については継続して適用

なお、３月１６日以降も商工会会員限定プラン

されますのでご安心ください。

の適用は受けられます。
また、不備のない申込書類一式が、３月１５日

【商工会会員限定プラン申込締切日】

までにパーク 24 に届いていることが条件となりま

・令和２年９月３０日(水)

すのでご注意ください。

※上記期日は消印有効日ではなく、不備のない
状態で申込書類一式が、パーク 24 に到着した

【
「タイムズペイ商工会会員限定プラン」

期日となりますのでご注意ください。

による還元事業の申し込み締切日】
・令和２年３月１５日(日)

【商工会会員限定プラン】

※消印有効日は、令和２年３月１３日(金)

・VISA/Master ブランドの決済手数料が３．１％

※上記期日までに申込書類一式が不備のない

・端末機器の３点セット(モバイルプリンタ・

状態でパーク 24 に到着していることが必要。

カードリーダー・決済専用タブレット)の
無償提供

【還元事業について(参考)】
・決済手数料：還元事業期間中は、手数料の
１/３を国が補助

※１０月以降のタイムズペイの取り組みについ
ては、
パーク 24 と協議中です。
１０月以降も、

・利用者のポイント還元：５％ or ２％

タイムズペイの申込を継続する方向で検討し
ていますが、現在の商工会会員限定プランと同

還元事業
タイムズペイ
商工会会員
限定プラン

３月
１５日

４月
３０日

６月
３０日

タイムズ
ペイ
締切日

加盟店
登録
終了日

還元
事業
終了日

９月
３０日

様の内容での継続は難しくなる見込みです。
特
に端末機器の無償提供は、終了の見込みとなっ
ておりますので、導入をご検討される場合は、
必ず９月末までにお申し込みをいただきます

申込
終了日

ようよろしくお願いいたします。

３.今後のタイムズペイの受付並びに端末機器の
発送について
タイムズペイの申し込みから機器設置の期間に
ついては、１月中旬から正常化したところでござ

●小規模事業者持続的発展支援事業（持続化補助金）
（補助額：～５０万円、補助率：２/３）
小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販
路開拓の取組等を支援します。

いますが、ひと月に調達可能な台数に制限がござ
います。

●サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業（ＩＴ導入補助金）

可能な限り、３月１５日までに不備のない申込

（補助額：３０万～４５０万円、補助率１/２）

書類一式をご提出いただきますようお願いいたし

中小企業等が行う、
バックオフィス業務の効率化

ます。

や新たな顧客獲得等の付加価値向上に資するＩ

３月１５日以降の申し込みにつきましては、端
末機器の提供台数に上限がございます。
現状の実績ベースの範囲であれば対応可能です
が、駆け込み需要等の申込の状況により、想定よ
りも機器発送に時間がかかる場合もございます。
３月１５日以降につきましても、余裕のある申

Ｔツールの導入を支援します。
公募の日程等詳細が発表され次第、ホームペー
ジにて告知させていだきます。
なお、補助金の申請については経営計画書等の
作成が必須となることから、事前にご相談いただ
きますことをお薦めいたします。

込みをお願いいたします。

「親子竹馬教室」＆「第１８回たけうま全国大会」開催報告

中小企業向け補助金のお知らせ
今国会で中小企業・小規模事業者関係の予算が
計上されました。
中小企業・小規模事業者は、人手不足等の構造
変化に加え、働き方改革や被用者保険の適用拡大、
賃上げ、インボイス導入など複数年度にわたり相
次ぐ制度変更に対応する必要があります。
このため、中小機構が複数年にわたって中小企
業の生産性向上を継続的に支援する「生産性革命
推進事業」を創設。中小企業の制度変更への対応
や生産性向上の取組状況に応じ、設備投資、ＩＴ
導入、販路開拓等の支援を一体的かつ機動的に実
施します。その際、賃上げに積極的に取り組む事
業者や改革に先立ち被用者保険の任意適用をする
事業者を優先的に支援します。
●ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業（ものづくり補助金）
（補助額：１００万～１，０００万、
補助率：中小１/２、小規模２/３）
中小企業等が行う、革新的なサービス開発・試作
品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資等
を支援します。

２月２日（日）向日市立第５向陽小学校グラウ
ンドにて「親子竹馬教室」＆「第１８回たけうま
全国大会」を開催しました。

工業部会経営セミナー開催報告

商業部会視察研修のご案内

２月６日（木）に「新規開拓・販路拡大する 稼ぐ

２月号でもご案内しておりましたが、商業部会

名刺の作り方 たった一枚の名刺がビジネスを成
功に導く！」と題し、㈲エルム・プラニングの堀

では、視察研修を開催します。 開催中止
●日 時：３月１１日（水）

内伸浩氏をお招きし、全ての経営者、営業・販売
担当者の方に顧客獲得、販路・人脈に絶大な効果

午前７時３０分出発（向日町競輪場東入場門前）
●場 所：ぶらくり丁商店街（和歌山市）

を発揮する「すごい名刺の作り方」についてご講
演いただきました。

黒潮市場（和歌山市）
●会 費：１，０００円（当日徴収）
●定 員：先着２０名（定員に達し次第締切）
●備 考：申込みについては商工会までご連絡
ください。担当 石田

女性部活動便り
日 時

3月

3 日(火)

4月

4 日(土)～
5 日(日)

13：30

活動行事

場 所

第 10 回 常任委員会

商工観光振興センター

桜まつり
筍天ぷら事業

向日神社

※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。
※毎年好評を得ています女性部の名物「筍天ぷら」を是非ご賞味ください。

３・４月の予定表
日

時

３月９日（月）
午後２時～午後３時３０分
３月１７日（火）
午後１時～午後４時３０分
（最終受付：午後４時迄）
４月４日（土）
午前１１時４５分～午後８時
５日（日）
午前１０時３０分～午後５時

行 事 名
第９回
理事会

場

所

内

容

「桜まつり」実施の検討に関する件

商工観光
振興センター 職員給与規程の一部改正に関する件
職員服務規程の一部改正に関する件 他

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：松本 克彦 税理士 相談無料・秘密厳守

桜まつり

向日神社

野点・琴演奏・地元高校生による吹奏楽演奏・
かぐや太鼓ほか、市民参加の演芸多数。
飲食・物販ブースの出店。

