向日市商工会情報
令和４年新春年賀交歓会
１月５日（水）午後６時からホテル日航プリン
セス京都３階「ローズの間」で、向日市商工会単
独の新春年賀交歓会を開催しました。
多数のご来賓、商工会の役員及び会員約６０名
が一同に会し、コロナ感染拡大防止対策を実施し
ながら、活気のある年始の交歓の場となりました。

第３回理事会開催報告
１月１８日（火）午後５時３０分より理事会を
開催しました。今回は Cafe&Dining HANA むこ
う（京都府認証店）で実施しました。
＜審議事項＞
◆前回理事会議事録の確認に関する件
◆職員給与規程の一部改正に関する件
◆「桜まつり」開催に関する件
◆新規会員の加入承認に関する件
＜報告事項＞
◆青年部「親子竹馬教室」の開催に関する件

新規会員のご紹介
事業所名：あじひろ物集女
【挨拶（向日市商工会 髙橋会長）
】

代表者名：川本 源
住
所：向日市物集女町五ノ坪 16-14
業
種：飲食業
所属部会：商業
事業所名：日本生命保険相互会社 桂営業部
代表者名：上村 美香
住
所：京都市西京区桂野里町 41
業
種：保険業
所属部会：サービス

【祝辞（向日市 安田市長）

事業所名：ノースリバーテック
代表者名：北川 真吾
住
所：向日市鶏冠井町大極殿 3-7
業
種：サービス・小売業（便利屋・コーヒー豆販売）
所属部会：商業
事業所名：有限会社ビスタワーク

【乾杯（京都府商工会連合会 沖田会長）
】

代表者名：鷹野 知映子
住
所：向日市上植野町南淀井 2-13
業
種：電気機器製造業
所属部会：工業

事業所名：焙茶堂（バイチャドウ）
代表者名：田中 泰代
住
所：向日市寺戸町東ノ段 9-14 Windfall Gallery 内
業
種：喫茶店
所属部会：商業
事業所名：Mi Cafe タルト（ﾐ ｶﾌｪ ﾀﾙﾄ）
代表者名：美河 知代
住
所：向日市寺戸町大牧 14-67-101
業
種：製造小売業（焼菓子製造販売）
所属部会：商業
事業所名：山本 博克
代表者名：山本 博克
住
所：向日市物集女町燈篭前 2-74
業
種：カメラマン
所属部会：サービス
事業所名：お食事処 近ちゃん
代表者名：近藤 長次郎
住
所：向日市寺戸町二枚田 13-22
業
種：飲食業
所属部会：商業
事業所名：Calming party（ｶｰﾐﾝｸﾞ ﾊﾟｰﾃｨ）
代表者名：北村 洋子
住
所：向日市寺戸町向畑 1-47
業
種：小売業（ベビーシャワー、おむつケーキ）
所属部会：サービス

「向日市お買いもの応援クーポン」の換金期限について
換金は毎週月～金（祝日を除く）の午前９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）２月９日（水）
●最終換金依頼日（商工会への持込日）２月１０日（木）
となります。これ以降の「向日市お買いもの応援
クーポン」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。
（２月９日
（水）は口座振込による換金も受付しておりま
す。
）

なお、
「向日市お買いもの応援クーポン」の有効
期限は１月３１日（月）で終了しております。有
効期限を過ぎての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。

優 良 従 業 員 表 彰
表彰式は、令和４年度総代会後の「会員の集い」
時の実施を予定しております。
会員企業様の従業員で、下記の表彰基準を満た
す方がおられましたらご推薦頂きますようお願い
します。
総務委員会において審査・選考の上、各団体に
推薦します。結果は各団体で受賞決定がされ次第、
申請された会員企業様にお知らせします。
なお、勤続年数が２５年以上あっても、初めて
の推薦の方は商工会長表彰からの対象になります。
１．表彰基準：
京都府知事表彰
勤続 ２５年以上
向日市長表彰
勤続 ２０年以上
京都府商工会連合会長表彰 勤続 １５年以上
向日市商工会長表彰
勤続 １０年以上
２．推薦書提出方法：
同封の推薦書に記入して、提出して下さい。
３．提 出 先：向日市商工会事務局
４．提出期限：２月１８日（金）

工業部会主催セミナーのご案内
工業部会では IT や SNS を駆使した生産性向上
や業務改善にも役立つノウハウと共に、これから
の時代にマッチしたビジネスモデルの見直し方法
について学ぶ、IT 活用働き方改革セミナーを開催
します。
●日時：３月４日（金）午後６時３０分～午後８時３０分
●場所：向日市商工観光振興センター
●定員：会場２０名（定員に達し次第締切）
●講師：イーンスパイア㈱
代表取締役 横田 秀珠 氏
●備考：新型コロナウイルス感染拡大防止対策を
実施の上、開催します。

ただし、感染状況によってはオンライン
形式に変更する場合があります。その際
は、お申込者様宛にご連絡いたします。
●申込：２月２８日（金）まで
詳細は別添の案内チラシをご覧ください。

健康ポイント事業協賛募集
向日市では、生涯にわたって健康的に過ごして
いただくために「健康ポイント事業」を実施して
います。令和４年度の健康ポイント事業の実施に
あたり、ポイント達成者へプレゼントする商品や
食事券等の募集をしていますので、協賛のご協力
をお願い致します。なお、協賛いただいた事業所
は、広報むこう・市 HP・健康ポイントカードに「店
舗情報」と「賞品」を掲載します。
【掲載方法】広報むこう・市ホームページ・健康
ポイントカードに「店舗情報」と「賞
品」を掲載
【発行・配布】広報むこう：約 24,700 世帯（全戸配布）
市 HP：健康ポイント事業 PR ページ
各種健診事業・市内イベント・
公共施設等で配布
【対
象】市内で事業を営む法人・団体・
個人事業主／概ね５件
【募集期間】令和４年２月１８日（金）まで
【応募方法】向日市医療保険課に FAX 又はメール
【提供商品】１，０００円～２，０００円相当の
商品や食事券などのサービス券
【注意事項】市役所からの費用負担はありません
ので、趣旨をご理解いただき協賛を
お願いします。詳細及び応募用紙は
１月号に同封のチラシまたは市 HP
をご覧ください。

確定申告についてのお知らせ
右京税務署の申告書作成会場は、
「西陣織会館」
です。右京税務署内には、申告書作成会場は開設
しておりません。どうぞご注意ください。
開設期間：令和４年２月１６日（水）～３月１５日（火）
相談受付時間：午前９時～午後４時

※土・日・祝日は開設しておりませんが、２月２０
日・２７日の日曜日に限り、開設しております。
※申告書等の受付、
用紙の交付は午後５時まで行っ
ております。
※会場ではご自分で申告書等の作成やパソコン
操作をお願いしております。
※会場の混雑状況により、
早めに受付を終了させて
いただく場合があります。
※会場専用の駐車場・駐輪場はありませんので、公
共交通機関をご利用ください。
※西陣織会館では、電話によるお問い合わせは
受け付けておりません。
※会場では納税証明書の発行は行っておりません
（税務署で行っています）。
※会場では納税できません。納税については、QR
コードを利用したコンビニ納付や振替納税など
の便利な納付手段をご利用くだ
さい（詳細は国税庁ホームページ
をご確認ください。左記 QR コー
ドよりホームページへアクセス
出来ます）。
【会場での感染症対策にご協力ください】
①来場者数の状況に応じて、入場をお断りするほ
か、早めに相談受付を終了する場合があります。
②ご来場される際は、マスクの着用をお願いしま
す。※マスクを着用されていない場合、入場を
お断りする場合があります。
③咳・発熱等の症状のある方や体調がすぐれない
方は、入場をお断りします。
④会場内に筆記用具は用意しておりませんので、
ボールペンや計算器具等はご持参ください。
【会場への入場には「入場整理券」が必要です】
入場整理券は、会場で当日配付しますが、国税庁
LINEアカウントから事前発行も行っています。
LINEのホーム画面で「国税庁」または「＠kokuzei」
と検索しても友だちに追加できます。なお、入場整
理券の配布状況に応じて、
後日来場をお願いするこ
ともあります。
【申告手続などのお問合せ】
右京税務署：075-311-6366
（自動音声案内）
友だち追加はこちらから！

事業復活支援金について
新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を
受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを
含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金
を支給します。なお、給付要件等は、引き続き検討・
具体化しており、変更になる可能性がございます。
詳細については左記 QR コー
ドよりホームページよりご確認
ください。

「KES」を始めてみませんか
KES とは Kyoto（京都）
Environmental Managemet
System（環境マネジメントシステ
ム）Standard（スタンダード)）
京都議定書の発祥地、京都から発信された「環
境マネジメントシステム」の規格です。
KES では、環境マネジメントシステムの国際規
格である「ISO14001」の基本コンセプトをいかし
つつ、シンプルなシステムを構築し、低コスト化
を図っています。また、各地域とも連携し、全国
規模で活動しています。
KES の３つの特色
KES は環境への負荷を管理・軽減するとともに
環境経営の推進にも有効な仕組みです。

2月
3月

日 時
7 日(月)
14 日～16 日
7 日(月)

14：30
―
13：30

◆特色 その１
取得に掛かるコストが安く、分かりやすい。
◆特色 その２
段階的に取り組める二つのステップがある。
◆特色 その３
「持続可能な発展への貢献を最大化」を推進する
二つの新規格がある。
KES 取得のメリット
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。
KES の審査登録をご希望される方は、KES 環境
機構事務局までお問い合わせください。
各企業・組織の取組状況や業態・規模等に応じて
相談いただくことができます。
＜問合せ先＞ 特定非営利活動法人 KES 環境機構
電話：075-342-1170

女性部活動便り
活動行事
京女連創立 50 周年記念式典等
第 22 回商工会女性部 全国大会 in おおいた
第 8 回 常任委員会

場 所
ザ・サウザンド キョウト
別府国際コンベンションセンター B CON PLAZA
商工観光振興センター

※新型コロナウ イルス感染症拡大の影響 により、延期または中止する場合がございます。
※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。

２・３月の予定表
日
時
２月１日（火）
、１５日（火）
午後１時～午後４時３０分
（最終受付：午後４時迄）

行 事 名

２月３日（木）
午後６時３０分～午後８時３０分

商業部会
主催セミナー

３月４日（金）
午後６時３０分～午後８時３０分

工業部会
主催セミナー

税務相談

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。事前連絡必要。
担当：竹内 宗 税理士 相談無料・秘密厳守
※振興センターにて Zoom を利用し、遠隔相談。

商工観光
販売促進セミナー
振興センター
講師：顧客リピート総合研究所㈱ 一圓 克彦 氏
又はオンライン
IT 活用働き方改革セミナー
商工観光
講師：イーンスパイア㈱ 横田 秀珠 氏
振興センター
※コロナ感染状況により、オンライン形式に変更あり。

