橿原商工ニュース

平成２8 年 12 月号

2016

かしはら

１０月２８日（金）臨時議員総会開催

第１０期 新役員、 新議員が決まりました

再任された森本会頭

臨時議員総会の様子

・開催期間 平成 年 月３日（土）～平成 年１月 日（火）
・開催場所 近鉄大和八木駅一帯
・点灯期間 平成 年 月３日（土）～平成 年１月 日（火）
： ～ ： （平成 年 月３日～ 月 日）
・点灯時間
： ～ ： （平成 年１月１日～１月 日）

年目の今年は初めて駅北口広場もイルミネー

光の祭典が今年も開催。煌めきを増したイルミネーションが、近鉄大和八木駅前一帯に登場！高さ

ションで装飾されます。新しい撮影スポットもございますので是非足をお運びください。

の照明柱にツリーを模したイルミネーションが施され、
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イルミネーション かしはら
COSMIC OF ADVENTURE

橿原商工会議所（会頭 森本俊一）の臨時議員総会が、
さる１０月２８日（金）午前１１時より、橿原市商工
経済会館７F 大ホールで開催されました。
今回の臨時議員総会には、７５名（委任状含む）の
議員が出席し、任期満了に伴う議員選任の報告と役員
改選が審議されました。
各役員 ･ 議員についてはかしはら商工ニュース新年
号（平成 29 年 1 月号）にてご紹介させていただきます。
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KASHIHARA C.C.I

橿原商工会議所のページ

ビジネスマッチなら

「かしはらビジネス商談会」
～地域の魅力発見フェア～を開催！
！

本年も奈良県商工会連合会との事業連携により、平成２８年１０月２６日（水）
・２７日（木）の２日間、今回から橿原神
宮内施設おきまして、『かしはらビジネス商談会 ～地域の魅力発見フェア～』を開催しました。２日間の総事業を通し
て約３，
２００人を超える方々が入場（参加）されました。
開会セレモニー及び商談会特別講演会【会場：橿原神宮会館】
平成２８年１０月２６日（水）９：１０、多くの来賓・招待者と一般入場者を前に当商工会議所森本俊一会頭が主催者挨
拶を行い、続いて来賓の浪越照雄奈良県副知事、岡崎益光橿原市副市長からご祝辞を頂き、セレモニー登壇者の紹介
を行い２日間の幕が開けられました。
引続き、元宮崎県知事の東国原 英夫氏の特別講演会に入り「今 地域が熱い！
！ ～魅力あふれる“まち”になるために～」
を演題に３５０人を超える聴講者を前に宮崎県知事時代のエピソードの話題をはじめ地域づくりの話しをされ、会場は笑
いに溢れていました。講演終了後、中井神一奈良県商工会連合会長が謝辞を申し上げ、１１：００に開会セレモニーと商
談会特別講演会が終了しました。

歓迎の挨拶を行う森本会頭

来賓の浪越副知事

来賓の岡崎副市長

商談会【会場：養正殿】
平成２８年１０月２６日（水）
・２７日（木）、
当所の商談会スタイルであります、事前予約
型商談会を開催しました。２日間で６５社のバ
イヤー企業を中心に延べ７００件を超える商談
が行われ、各商談テーブルでは真剣な眼差し
商談の様子
での商談が繰り広げられておりました。また、
展示・相談会場でも商談を行うなど新たなビジネスチャンスの場となりました。

講師の東国原氏

聴講者で一杯の会場

商談の様子

商談の様子

展示・相談会【会場：崇敬会館】
平成２８年１０月２６日（水）
・２７日（木）２７事業所の展示ブースでは自社商品・サービス等
の PR、３団体の相談会ブースでは知的財産・金融・経営支援等の相談会を行いました。商談
は事前予約と当日出展ブースで行われ、新たな出会いの場としてそして、新たな販路開拓の支
援となりました。
復興支援 熊本ミニ物産展・復興募金活動【会場：崇敬会館】
平成２８年１０月２６日（水）
・２７日（木）の２日間、展示・相談会会場と同じ会場にて地震
による甚大な被害を受けました熊本に対しての復興支援事業として実施しました。熊本県内で
もとりわけ被害の大きかった地域の産品を中心に販売を行い、来場者の善意にて全ての商品が
売切れました。
今回の事業にて「熊本の事業者商品等の売上協力支援」及び「ミニ物産展売上金の一部と
募金を合わせた【１０９，
２３４円】を熊本復興に役立つ寄付支援」を行いました。
心ある善意を頂きました皆様に感謝を申し上げます。

会場の様子

ミニ物産展ブース

ベストブース（展示）コンテスト
平成２８年１０月２６日（水）
・２７日（木）に来場された方に展示・相談会場に出展された
３０ブースの事業所・団体の「ブース装飾、担当者の説明等」が良かったブースへの投票にて
ベストブースを決定するものです。
ベストブース（展示）コンテストの結果は以下の通りです。

《グランプリ》 山本鈴音堂（橿原市兵部町）
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グランプリのブース（デザイン）
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ビジネス交流会が実施されました！
平成 28 年 10 月 26 日（水）、 午後 6 時から「橿
原観光ホテル カトレアの間」において実施されました。
このビジネス交流会は、橿原商工会議所異業種交流会
が運営主幹となり、54 企業 72 名が参加されました。
午後 6 時に開会、参加者全員による 1 分間の自社
PR プレゼンが行われ、その後、名刺交換とフリーミー
ティングに移り、各々が情報交換や人脈作りを求めて会
場内を行き来され、テーブルを囲んで会話を弾ませる方
やサンプル展示コーナーの自社サンプルを前にして商品
紹介をされる方など様々な方法で交流を深められ販路拡
大を図られました。

交流会の様子

第２回 かしはらビジネスプランコンテ
スト最終プレゼンテーション審査開催！

１０月２６日（水）に、橿原観光ホテル カトレアの間におい
て独自資源や地域資源・地域課題を解消するアイデアを活か
した新たなビジネスや独創性のあるビジネスプランを持つ事
業を発掘・応援する「第２回かしはらビジネスプランコンテスト」
最終プレゼンテーション審査を開催しました。 今回のビジネス
プランは、既存事業者だけでなく創業者・学生による１１プラ
ンの申込があり、１次審査の結果、７プランが、最終審査に
のぞまれ、厳正なる審査の結果、下記の発表並びに表彰が行
われました。
＜グランプリ＞
ビジネスプラン：奈良特産の足袋靴下にて古都奈良の魅力
伝わる新ブランド展開
受賞者：有限会社 巽繊維工業所 巽 美奈子氏
＜準グランプリ＞
ビジネスプラン：タイヤ空気圧警報機プラスアプリ『みまもり君』
受賞者：スリーウッドタイヤの森
森 啓二 氏
＜特別賞＞
ビジネスプラン：地域密着型おうちごはんときのはだから
できる交流カフェ
受賞者：おうちごはんときのは
梅本 千鶴 氏 ・ 吉尾 友美 氏
＜特別賞＞
ビジネスプラン：鳥獣害を美味しく守るハンティング
受賞者：奈良県立大学 学生 佐藤 康平 氏

〈右端より〉高瀬審査委員長・佐藤氏（特別賞）
・巽氏（グランプリ）
・嵜山審査委員・
森氏（準グランプリ）
・梅本氏・吉尾氏（特別賞）

ビジネスマッチなら かしはらビジネス商談会
１１月個別商談会実施！

かしはらビジネス商談会にも参加されていたバイヤーを３社招聘し、１１月１５日（バイヤー：４７ＣＬＵＢ（奈良新聞社）
・
１６日（バイヤー：( 株 ) ヤマト－）
・１８日（バイヤー：読売ファミリー）と３日間個別商談会を開催しました。

４７ＣＬＵＢとの商談

( 株 ) ヤマト－との商談

読売ファミリーとの商談

かしはら元気！！わくわく！！プレミアム商品券 スタンプラリー前期抽選を実施しました。
平成２８年１０月２６日（水）
・
２７日（木）の２日間にわたり、
橿原神宮 崇敬会館にてかし
はら元気！
！わくわく！
！プレミア
ム商品券スタンプラリー前期
抽選を実施しました。 抽選当
日には前期抽選にたくさんの
方にご来場いただきました。

抽選風景

抽選風景
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お知らせ

橿原市市政有功労者表彰

平成 28 年度「橿原市の市政有功労者表彰式」が 11 月 3 日の文化の日に
かしはら万葉ホールで開催されました。
本表彰は市政の発展に尽力された個人や団体に対し功績や善行を表彰する
もので当所より推薦した嵜山雅由氏が「功労者」として受賞されました。
永年の功績が認められここに謹んでお慶び申し上げます。

嵜山雅由氏
常議員・3 号議員
建設業部会長

部会だより 商業部会 ･ 消費税軽減税率 ･ 転嫁対策窓口等相談事業

イチからわかる・使える経理の基礎知識講座を開催しました！
！
経理の基本・決算書のポイントを基礎から学ぶ講座を平成２８年１１月８日（火）
・１１月１５日（火）の２日間の講習を
主催商業部会（部会長 木原智司）にて実施しました。 講師に吉田廣彰先生をお招きし、１日目に経理の基礎として
領収書の整理の仕方、経費の分け方、必要な帳簿等の説明が行われ、２日目には、消費税の基礎知識、決算書の見方
等について講習を行いました。

講師の吉田税理士

セミナーの様子

部会だより サービス業部会

サービス業部会視察研修報告
橿原商工会議所サービス業部会（部会長：下田吉美）で、
平成２８年１１月８日（火）に、滋賀県近江八幡方面で視察
研修を実施しました。（参加者１８名）
今回の視察研修では、ＵＣＣ工場で工場見学を行い、老
舗の喜兵衛で食事をとったあと、季節情緒あふれる近江
の町並みを屋形船で堀巡りし、最後はクラブハリエのバー
ムクーヘンで有名なラ・コリーナを見学しました。
＜ＵＣＣ工場＞
田原本町出身の上島忠雄氏が創始者。うえしま・コー
ヒー・カンパニーの略でＵＣＣと名付けられた。ＵＣＣの缶
コーヒーが世界初の缶コーヒー。 交通事情もあり、予定
見学時間を大幅に短縮することとなったが、箱型ペットボ
トルコーヒーの製造過程を見学しました。
＜喜兵衛＞
近江牛のしゃぶしゃぶや近江名物の赤こんにゃく、魚の
煮つけなど近江ならではの御膳を、古民家雰囲気のある
店舗で食しました。
＜堀めぐり＞
あいにくの雨の時間帯にもかかわらず、往復３０分程度
で風光明媚な季節情緒あふれる近江の町並みを、屋形船
で堀めぐりしながら見物し、楽しみました。
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＜ラ・コリーナ＞
クラブハリエのバームクーヘンで有名なたねやの施設。
ほとんどの参加者が、大手百貨店や専門店で販売されて
いる大人気のバームクーヘンをお土産にされました。 特
に焼き立てのバームクーヘンは、全国のたねやの販売所
でもラ・コリーナでしか入手できないため、行列ができて
いる中、購入されていました。
UCC 工場

ラ・コリーナ（お土産物：たねやのバームクーヘン）

KASHIHARA C.C.I
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部会だより 工業部会 ･ 消費税軽減税率 ･ 転嫁対策窓口相談等事業

製造業が新たな展開を起こすための４日間
「ものづくり販路開拓塾」開催
工業部会（部会長 中西 知）が、製造業の販路開拓の場として学ぶ・知る・繋ぐをテーマに製造業育成として「も
のづくり販路開拓塾」を、４日間（１０月７日・１０月１４日・１１月１１日・１１月１８日）開催しました。講師には、中小
企業診断士 吉田喜彦氏を迎え、マーケティング・お金・５Ｓ・問題解決について講義を実施し、参加者は２４名でした。

講師

吉田喜彦（中小企業診断士）

グループ論議の様子

講義中の様子

部会だより 観光部会
ハート

おもてなしの心で飛鳥・藤原を国際的な観光地に！

かしはら観光塾開催

観光部会（部会長 岸田守弘）は、日本の古里のような飛鳥・藤原地域に行きたい・来ていただく外国人観光客をター
ゲットにすべく、昨年、橿原商工会議所ビジネスプランコンテスト最優秀賞受賞の豊岡氏（スーパー英語塾 Iwill 代表）
を講師として全 3 回の講義内容を実施しました。初回は平成 28 年 10 月 12 日（水）に、「まず、外国人観光客を知
ることから ･･･」をテーマに実施。第 2 回目は平成 28 年 10 月 19 日（水）に、
「外国人観光客のもてなし方のヒント！」
をテーマに実施。最終の第 3 回目平成 28 年 11 月 9 日（水）は、豊岡講師と外国人講師（アンジェラ・レン氏）を
招き実践講座を飲食店向き・物販店向きにわけて開催しました。

岸田観光部会長開講挨拶

かしはら観光塾講義の模様

消費税軽減税率・転嫁対策窓口相談等事業

「総務の基本と実務セミナー」
を開催しました！
！
平 成２８年１１月２日（ 水 ）
10：00 ～ 16：00 に講 師に
有限会社マスエージェント 代
表取締役 林忠史氏を迎え消費
税増税への備えとして企業強
化のために総務部門の強化セ
ミナーを３３名の聴講者の参加
により実施しました。

セミナーの様子

講師 豊岡 史朗氏
アンジェラ ･ レン講師
（スーパー英語塾 I will 代表） （スーパー英語塾 I will 専任外国人講師）

健康診断事業
を実施しました
平成２８年度

１１月１日・２日の２日間にわたり、リサイクル館かし
はら プラザ棟において「平成２８年度健康診断」を実施
しました。
労働安全衛生法により事業主は１年に１回以上健康診
断を実施するように定められていることから、橿原商工
会議所が会員事業所向けに毎年行っているものです。
本年度は１２８事業所、約６７９名の方が受診されま
した。
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青年部だより

イルミネーション実行委員会開催
平成 28年 11月 7日（月）にイルミネーション実行
委員会を開催致しました。橿原商工会議所青年部イル
ミネーション企画委員から事業内容が説明されすべて
の内容が承認されました。
点灯期間は平成 28年 12月 3日（土）～平成 29年
1月 31日（火）です。
点灯初日の３日には大和八木駅南ロータリーにて点
灯式を開催致します。
実行委員会の様子

橿原商工会議所青年部部員 青年部活動報告
11月1日（火）総務研修委員会 委員長 佐原 慶他
随時募集中！
！
11月6日（日）地域活性化事業 会長 福本雅宣他

橿原商工会議所青年部は、様々な活動を通じて、
異業種の仲間達との人脈を広げ、お互いに教え学び
あい、青年経済人としての資質を磨き、地域企業の
繁栄と橿原の発展を目指す「若き起業家集団」です。
会員条件
＊橿原市周辺で事業を営んでいる経営者、又は幹部社員
＊満 20歳以上 45歳未満の方
お問い合わせ 橿原商工会議所青年部 事務局
（TEL 0744-28-4400）まで。

11月7日（月）奈良県産業・雇用振興部
森田部長表敬訪問 会長 福本雅宣他
11月9日（水）イルミネーション企画委員会 委員長 藤原雅和他
11月13日（日）
イルミネーション設置作業 会長 福本雅宣他
11月17日（木）交流委員会 委員長 奥野嘉和他
11月24日（木）
〜26日（土）第34回全国会長研修会
～播磨悠久の流れ かこがわ会議～ 会長 福本雅宣他

女性会だより

女性会一泊研修会を実施
平成２８年１１月１１日（金）から１２日（土）
にかけて女性会会員１９名にて愛知県方面に
一泊研修会を行いました。両日とも天候に恵ま
れ、
１日目は岡崎市の八丁味噌の郷カクキュー
にて味噌蔵見学を行い、八丁味噌の名前の由
来や製造方法について説明を受けました。
２日
目は長島町のなばなの里にてベゴニアガーデ
ンとイルミネーションを見学し、帰路につきま
した。今回の研修では、女性会会員同士の親睦
を大いに図ることが出来ました。

カクキュー本社事務所前にて

資料館見学の様子

飛鳥リレーマラソン2016「うまいもんコーナー」に出店

平成28 年11 月6 日（日）に橿原運動公
園にて開催された飛鳥リレーマラソン2016
「うまいもんコーナー」に女性会が出店し、き
つねうどん・ミックスジュース・フランクフルト・
お茶の販売を行いました。肌寒い一日でした
が、参加されたランナーや応援の方々には温
かいうどんが好評で終了時間までに完売とな
りました。

販売の様子
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芸人

こずまとり

めっちゃ細田さんにも好評

この店、
この人、
この会社

会員さん
Vol.244 農事組合法人

新沢千塚ふれあいの里

創業から現在までのあらまし
橿原市の新沢地域で農業をしている人や土地をもっている人で
つくった農事組合法人で、平成 28 年 4 月 24 日にオープンした
愛称「どんぐりの里」と呼ばれる農産物直販所です。
事業内容
農事組合法人

新沢千塚ふれあいの里は、単なる農産物の直販

↑店舗外観

↑地域の新鮮野菜

↑スタッフと出荷者のみなさん

↑店舗内

所だけでなく、農業生産者間の交流を通じて技術交流や生産のす
みわけも期待でき、農業を始めるきっかけ作りの場による「生きが
い」を与え、地域の活性化に繋げる場を提供しております。
店舗のこだわりとしては、限られたスペースで、地域の新鮮な
野菜や加工品の販売や他の農産物直販所では買えない工芸品も取
り揃えております。地域のスーパーや小売店にない接客として店
長を中心としたスタッフは、「お客様とふれあう」をモットーに、お
もてなし接客を推進しております。
今後は、新沢千塚ふれあいの里「どんぐりの里」のリピーター
づくりや特徴ある商品の増設と「どんぐりの里」オリジナル商品づ
くりを展開したいと考えております。

〒 634-0826 奈良県橿原市川西町 755-3

新沢千塚
ふれあいの里
曽 我 川

農事組合法人 新沢千塚ふれあいの里

今後の展望

30744-26-1170

ホームページ：http://niizawa-fureai.com/index.html
営業時間：9：00 〜 17：00 冬期（９:００～１６:３０）
定休日：火曜日 従業員：７名

史跡公園
新沢千塚古墳群

新沢千塚古墳群
¡
新沢地区公民館
卍

¡新沢幼稚園
橿原市立新沢小

卍

奈良県立
橿原高

Vol.245 井上ふとん店
創業のきっかけとこれまでのあらまし
昭和初期に祖父が桜井市芝にて創業を行ったことがきっかけです。現
在は家族のみの経営であり、夫婦二人で営んでいます。綿わたふとん、
まくら、シーツなどの販売や製造、仕立て替えを行っております。ふとん
業界では羽毛ふとんの増加により、綿わたふとんの需要が減ってきてい
ますが、現在の綿わたふとんは品質も良く、また重くありません。さら
にアレルギーの方にも優しく、保温性、吸湿性に富んだ素晴らしい自然
素材の布団です。
そんな綿わたふとんの良さを体感していただくため、自社で綿わた製
防寒具を開発し販売も行っております。
事業内容とサービスの特徴
創業 3 代目にあたり、約 50 年この地で商品販売を行っております。
その中でも主力商品の綿わたふとんや綿に関する知識は深いです。寝
具技能士 2 級の資格を持っており、綿入れはすべて手作りで行ってい
ます。
今後の展望
綿わたのすばらしさを身近に感じていただく為に開発した防寒着「大
和おいね」を多くの方に知っていただき、体感していただきたいと考え
ております。この防寒着は綿わたの特性を活かし、重量も軽く背中を
包むように温める為、背中のぞくぞく感を全く感じず 24 時間快適に過
ごせます。また、袖がないので動きやすく、服の下に着用しても目立
ちません。取り外しも簡単で購入者の方々には絶賛していただいており
ます。
ハンドメイドマーケット minne（ミンネ）にて温活部のピックアップに
掲載して頂きました。ぜひショッピングサイトを覗いてみてください。

minne

大和おいね

※大和おいねは「新沢千塚ふれあいの里」
や「道の駅 宇陀路大宇陀 阿騎野宿」
でもお買い求めいただけます。

↑大和おいねパンフレット

↑大和おいね

↑防寒着として使用していただけます

↑店舗外観

井上ふとん店
代表 井上佳輝 /〒633-0074 桜井市芝330

350744-42-6180

ホームページ：http://inouehutonten.web.fc2.com/

このコーナーに掲載希望の方、
また、推薦していただけるお店があればお問い合わせ下さい。※掲載料無料
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雇用保険の適用拡大等について
〜平成 29 年 1 月 1 日より 65 歳以上の方も雇用保険の適用対象となります〜
雇用保険の適用拡大について
平成 29 年 1 月 1 日以降、65 歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象とな
ります（平成 28 年 12 月末までは、「高年齢継続被保険者」（※ 1）となっている場合を除き適用除外です。）。
○平成 29 年 1 月 1 日以降に新たに 65 歳以上の労働者を雇用した場合【例 1 参照】
雇用保険の適用要件（※ 2）に該当する場合は、事業所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」
（以
下「資格取得届」という。）を提出（※ 3）してください。
○平成 28 年 12 月末までに 65 歳以上の労働者を雇用し平成 29 年 1 月 1 日以降も継続して雇用している場合【例 2 参照】
雇用保険の適用要件（※ 2）に該当する場合は、平成 29 年 1 月 1 日より雇用保険の適用対象となります。事業
所管轄のハローワークに「資格取得届」を提出（※ 4）してください。
○平成 28 年 12 月末時点で高年齢継続被保険者（※ 1）である労働者を平成 29 年 1 月 1 日以降も継続して雇用
している場合【例 3 参照】
ハローワークへの届出は不要です（自動的に高年齢被保険者に被保険者区分が変更されます。）。

（

）

（※ 1）65 歳に達した日の前日から引き続いて 65 歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者。
（※ 2）1 週間の所定労働時間が 20 時間以上であり、31 日以上の雇用見込みがあること。
（※ 3）被保険者となった日の属する月の翌月 10 日までに提出してください。
（※ 4）提出期限の特例があります。平成 29 年 3 月 31 日までに提出してください。

《適用要件に該当する 65 歳以上の労働者を雇用した場合の雇用保険の適用例》
〈例 1〉平成 29 年 1 月 1 日以降に新たに雇用した場合
→雇用した時点から高年齢被保険者となりますので、雇用した日の属す
る月の翌月 10 日までに管轄のハローワークに届出をしてください。
雇入れ後に所定労働時間の変更等の労働条件の変更があり適用要件に
該当することとなった場合は、労働条件の変更となった日の属する月
の翌月 10 日までに管轄のハローワークに届出をしてください。
〈例 2〉平成 28 年 12 月末までに雇用し平成 29 年 1 月 1 日以降も継続して雇用している場合
→平成 29 年 1 月 1 日より高年齢被保険者となりますので、平成 29
年 3 月 31 日までに管轄のハローワークに届出をしてください。
平成 29 年 1 月 1 日以降に所定労働時間の変更等の労働条件の変更
があり適用要件に該当することとなった場合は、労働条件の変更となっ
た日の属する月の翌月 10 日までに管轄のハローワークに届出をして
ください。
〈例 3〉高年齢継続被保険者（※ 1）である労働者を平成 29年 1月 1日
以降も継続して雇用している場合
→自動的に高年齢被保険者となりますので、届出は不要です。

詳しくはハローワークの雇用保険窓口にお尋ね下さい
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商工会議所 LOBO

商工会議所 LOBO（早期景気観測）

－平成２8 年10 月度調査結果－

業況ＤＩは、一進一退。先行きは持ち直しを見込むも、慎重な姿勢崩れず
ＬＯＢＯ全産業合計の各ＤＩの推移（２０１4 年10月以降）

ポイント

20

▶１０月の全産業合計の業況ＤＩは、▲２５．５と、前月から
＋２．３ポイントの改善。住宅など民間工事や公共工事が持ち直
したほか、自動車や電子部品の関連業種で堅調な動きを指摘す

従業員ＤＩ
売上ＤＩ

0

資金繰りＤＩ

る声があった。他方、個人消費の低迷が続くなか、人手不足や
最低賃金改定による人件費の上昇、９月の天候不順を背景とし

-20

た農水産物の価格高騰が、小売業、飲食業の業況感を悪化させ
るなど、中小企業のマインドは依然として鈍く、一進一退の動

業況ＤＩ

採算ＤＩ

-40

きとなっている。

仕入単価ＤＩ

▶先行きについては、先行き見通しＤＩが▲２２．６（今月比

（下落－上昇）

＋２．９ポイント）と改善を見込むものの、
「悪化」から「不変」
への変化が主因であり、実体はほぼ横ばい。住宅投資や公共工
事の増加、年末年始の商戦を契機とする消費拡大への期待感が
うかがえる。一方、消費の一段の悪化、円高や海外経済減速の
長期化を懸念する声は多く、人手不足や人件費の上昇などの課
題を抱える中小企業においては、先行きへの慎重な姿勢が続く。

-60

14.10

15.2

15.6

15.10

16.2

16.6

16.10

※ＤＩ値について
ＤＩ値は、売上・採算・業況などの各項目についての、判断の状況を
表す。ゼロを基準として、プラスの値で景気の上向き傾向を表す回
答の割合が多いことを示し、マイナスの値で景気の下向き傾向を
表す回答の割合が多いことを示す。したがって、売上高などの実数
値の上昇率を示すものではなく、強気・弱気などの景気感の相対的
な広がりを意味する。

【産業別概況】

業

業
サービス業

・
「熊本地震の影響で中止になっていた宴会が復活し、
業況は改善
した。年末の忘年会等の予約も活発である」
（飲食業）
・
「最低賃金の上昇もあって人件費は増えたが、
サービス料金に全
く転嫁できていない」
（清掃サービス業）
・
「Web サイトの構築やバナー更新など、
ネットで商品販売を行う
企業からの受注が増え、売上は改善傾向にある」
（ソフトウェア
業）

売

売

ＤＩ値の傾向（最近６カ月の傾向）⇧改善傾向 ⇨ほぼ横ばい ⇩悪化傾向
業況
売上
採算 資金繰り 仕入単価 従業員
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨

・
「スマートフォンなどの生産増加の影響もあり、受注は順調で、
売上は改善傾向にある。年内はこの傾向を維持できる見込み」
（電子部品製造業）
・
「異なる車種間でも同一の部品を使えるようにしようとする動
きが自動車業界で進んでいる。複数の車種で共有化できる部
品を扱う当社は販路が拡大し、売上が伸びた」
（自動車部品製
造業）

ＤＩ値の傾向（最近６カ月の傾向）⇧改善傾向 ⇨ほぼ横ばい ⇩悪化傾向

小

卸

・
「自動車関連を中心に取引先からの受注は多いが、値下げ要請
が厳しく、採算割れの案件が増えている」
（鉱物金属卸売業）
・
「台風や長雨の影響が尾を引いており、青果物の仕入価格が非
常に高い。仕入価格上昇分を一部しか販売価格に転嫁できてい
ないため、採算は悪化した。高値による消費者の青果物離れも
不安である」
（農産物卸売業）

業

業

ＤＩ値の傾向（最近６カ月の傾向）⇧改善傾向 ⇨ほぼ横ばい ⇩悪化傾向
業況
売上
採算 資金繰り 仕入単価 従業員
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇩

造

設

・
「県や市町村からの公共工事の新規発注が出始め、売上は改善
した。今後の本格的な発注増に期待している」
（土木工事業）
・
「台風など災害復旧の緊急工事の受注が多く、
売上は改善した」
（一
般工事業）
・
「電気通信工事の受注が減少し、売上は悪化した。反面、太陽光
関連工事が増えているため、
設備投資を実施して、
今後はそちら
に注力したい」
（電気工事業）

ＤＩ値の傾向（最近６カ月の傾向）⇧改善傾向 ⇨ほぼ横ばい ⇩悪化傾向
業況
売上
採算 資金繰り 仕入単価 従業員
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨

⇨

⇨

製

建

ＤＩ値の傾向（最近６カ月の傾向）⇧改善傾向 ⇨ほぼ横ばい ⇩悪化傾向
業況
売上
採算 資金繰り 仕入単価 従業員
⇨
⇨
⇩
⇩

業況
⇩

売上
⇩

採算
⇨

資金繰り 仕入単価 従業員
⇨
⇨
⇩

・
「高額品の低迷に加え、
インバウンド需要も減少しており、業況は
悪化した。今月の気温が高めに推移していることもあり、
秋冬物衣
料の売上も精彩を欠いている」
（百貨店）
・
「最低賃金の改定により、パートの賃金が底上げされ、人件費上
昇につながった。パートの雇用人数も多いため、大幅に収益が圧
迫されている」
（衣料品小売業）

ＬＯＢＯ調査要領
○調査期間：２０１6 年 10 月１7 日～ 21 日
○調査対象：全国の４２3 商工会議所が２,９88 企業にヒアリング
（内訳）建設業：４57 製造業：７１7 卸売業：３27
小売業：695 サービス業：７92
○調査項目：今月の売上・採算・業況等についての状況
（ＤＩ値を集計）および自社が直面する問題等

そのほか、詳しい情報についてはhttp://www.jcci.or.jp/lobo/lobo.htmlからご覧ください。
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奈良県及び県内すべての市町村からのお知らせ

事業者の皆様へ

特別徴収実施のご案内

奈良県全体として、平成２５年度から個人住民税の特別徴収義務の履行を徹底しています。

個人住民税は特別徴収で納めましょう。
●個人住民税の特別徴収とは、給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月、従業員（正規雇用だけでなく、臨時職員、アルバ
イト等の非正規雇用も含む。）に支払う給与から個人住民税を引き落とし、市町村に納入いただく制度です。
●地方税法第３２１条の３、第３２１条の４等及び各市町村の税条例の定めにより、給与を支払う事業者は、原則として、すべて特
別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただく義務があります。

個人住民税の特別徴収の手続き
①従業員の住所地の市町村に１月３１日までに「給与支払報告書」を提出してください。
（②市町村役場にて税額の計算を行い、③５月３１日までに特別徴収税額決定通知書を送付します。）
④６月以降、税額決定通知書に記載の税額を給与から徴収してください。
⑤従業員の給与から徴収した住民税を、翌月１０日までに各従業員の住所地の市町村へ、市町村毎の合算額を納入してください。
従業員が常時１０名未満の事業者は、申請により年２回の納期とすることができます。
①給与支払報告書の提出
（1月31日まで）
②税額の計算

事業者

③特別徴収税額の通知
（5月31日まで）
⑤税額の納入
（翌月10日まで）

③特別徴収税額の通知
（5月31日まで）

④給与の支払いの際、
税額を徴収
6月から翌年の5月まで
毎月の給料支給日

（

給与所得者

）

詳しくは、従業員の住所地の各市町村税務担当課までお問い合わせください。
お知らせ

奈良県共同募金会主催
「第 10 回歳末たすけあい新作カレンダーチャリティーバザー展」を開催します。
●近鉄百貨店 橿原店 平成 28 年 12 月 16 日〜 18 日
●奈良県社会福祉総合センター 平成 28 年 12 月 26 日〜 28 日
●奈良県立図書情報館 平成 29 年 1 月 5 日〜 9 日
各会場 午前 10 時〜午後 5 時まで（12/28 のみ午後 3 時まで）
寄付金は、奈良県内の民間福祉活動及び、災害への支援に役立てられます。多数のご来場をお待ちしています。
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今こそ正社員！
！

ハローワーク求職者情報 12月号
No
1

希望職種
経理事務

希望収入 希望勤務時間
20 万

時間不問

学歴

住所

職歴（最新⇒旧）・免許・資格

事務：製造業にて経理事務（決算まで）７年４か月
短大卒 葛城市
資格等：日商簿記２級

事務全般（経
25 万
2
営企画事務）

08：30 ～ 大学院
（１１年４か月）、商品企画（１年４か月）
：フォー
香芝市 経営企画事務
クリフト販売会社 資格等：ＴＯＥＩＣ840、ＩＥＬＴＳ70
18：00
卒

事務、歯科助
3
手、栄養士

18 万

08：30 ～
18：00

大卒

（求人広告の作成）
：６か月
橿原市 営業サポート
販売（生鮮食品）
：９か月 資格等：栄養士

18 万

08：00 ～
19：30

大卒

大和 事務（事務全般）
：２か月
高田市 梱包・営業：１年４か月

時間不問

専門卒

大和 靴下への刺繍及び加工：１年４か月、運送：７年９か月、
高田市 靴下への刺繍：３年３か月 資格等：行政書士試験合格

4

事務

5

行政書士、
18 万
総務事務

6

医療事務

15 万

09：00 ～
18：00

大卒

大和 外来受付、医療事務補助：２か月、介護：２年４か月、
高田市 販売：１年 資格等：社会福祉士、医療事務医科２級事務

7

営業、事務

20 万

08：00 ～
19：00

大卒

大和 ドラッグストアでの販売：３年６か月
高田市 資格等：登録販売者

8

営業

25 万

09：00 ～
18：00

大卒

橿原市 営業（食品販売）
：１０年

9

配送、製造

20 万

時間不問

高卒

橿原市 製造（金属）
：７年 製造（木材）
：２年 資格等：フォークリフト、玉掛け

10

製造

16 万

時間不問

専門卒

大和 自動車整備：１年６か月。資格等：危険物乙４・５・６類、フォー
高田市 クリフト、小型建設機械、自動車整備ガソリン、ディーゼル２級

お問い合せは、ハローワーク大和高田へ。TEL 0745-52-5801

担当

28

職業紹介部門

11

巽

採用をご検討されている事業所の方 ･･･
将来を見越した正社員の登用のご検討をお
願いします。
●正社員の募集 ･ 採用は、
ハローワーク大和高田 求人 ･ 企画部門
お問合せ先電話番号
0745-52-5801 31 ♯
また、派遣社員や契約社員、パート社員等
を正社員への転換や直接雇用した場合に助
成する「キャリアアップ助成金」があります。
●詳しくは、
奈良労働局職業安定部職業対策課分室
お問合せ先電話番号
0742-35-6336

16

商売に結びつく
ホームページ活用法をご提案します。
月々1.5万円（税抜）で自社のホームページを持つことが出来ます。
デジタル印刷物の企画から制作

（ドメイン・サーバ代込み）

株式
会社

本 社 〒634-0812 奈良県橿原市今井町3-2-5
事業所 〒636-0246 奈良県磯城郡田原本町千代360-1
URL：http://www.aipricom.co.jp

TEL：0744-22-6155
TEL：0744-34-3030
E-mail：info@aipricom.co.jp
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橿原商工ニュース

〜橿原商工会議所からのごあんない〜
事務局インフォメーション
相談会

金融相談

㈱日本政策金融公庫による金融相談
相談日

12 月 21 日（水）10:00〜15:00

相談員

同公庫融資担当者

申込み １２月14 日
（水）までに、
「借入申込書」

に添付書類（確定申告書、決算書等）

平成２8 年 12 月号

橿原商工会議所ホームページ QR コード➡

12月会議所行事予定
1

木

2

金

3

土

5

月

6

火

7

消費税軽減税率・転嫁対策窓口相談等事業
無料で使える LINE ＠集客術＆３ステップで売上につ
水
ながるブログの書き方！セミナー
（１回目）

を添えて、当商工会議所 中小企業
相談所まで
※借入申込書は当商工会議所窓口にございます。

お申込み・お問合せは

経営革新計画認定・ものづくり補助金申請に対応できる
事業計画作成セミナー（５回目）

橿原商工会議所

奈良県商工青年経済３団体連絡会
（構成団体：中央会商工会連合会商工会議所）
消費税軽減税率・転嫁対策窓口相談等事業
売掛金回収プロの極意セミナー
イルミネーション IN かしはら点灯式
古代大和飛鳥バル（～２６日）
正副会頭会議
第１３２回

常議員会

女性会・青年部合同企画セミナー
金の成る木はどこに育つか 運をつかむ経営

金融審査会

30744-28-4400 まで

和歌山県 橋本市地域企業とのものづくり商談会
（工業部会）
8

木 消費税軽減税率・転嫁対策窓口相談等事業
無料で使える LINE ＠集客術＆３ステップで売上につ
ながるブログの書き方！セミナー
（２回目）
青年部役員会

9

ビジネスマッチなら かしはらビジネス商談会
金 個別商談会（( 株 ) ショクセン）
ネットで販路開拓！ザ・ビジネスモール活用セミナー

14

水 異業種交流会

15

経営革新計画認定・ものづくり補助金申請に対応できる
木 事業計画作成セミナー（６回目）
青年部

地域連携会議

産官学連携事業
橿原産イチゴを使った新商品販売開始

17

土

18

日 第２１回 環境社会（ｅｃｏ）検定試験

21

水

26

月 橿原市長と橿原商工会議所正副会頭等との懇談会

27

かしはらふれあいゼミナール・古代大和飛鳥バル２大
火 イベント連動企画 ガラガラ大抽選会

日本政策金融公庫による金融相談
年末調整個別相談（〜 H29 年 1 月 20 日）

奈良県商工会議所青年部連合会
28
H29 年
1月 4 日
H29 年

役員会

水 仕事納め
水 仕事はじめ
新年賀詞交歓会（橿原神宮養正殿）

1月 12 日 木 ※詳しくは同封の案内をご覧ください
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