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事業所内皆様でご覧下さい
Graphic Planning
代表

多中達也氏
（写真左）

（株）夢叶處
プログラミングアカデミー
代表取締役
（写真左）

北村明美氏

今月の会員事業所のイチオシ！
詳細はP5をご覧ください

634-0063 奈良県橿原市久米町652番地の2
橿原商工会議所 〒TEL.0744
-28-4400 FAX.0744-28-4430
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橿原市からのお知らせコーナー
橿原市から提供いただいた情報を掲載しています。

I n f o r m a t io n

ご案内

橿原市観光協会からのお知らせ

I nf orm ati on

ご案内

３月は「自殺対策強化月間」です
〜大切な人の悩みに
気づいてください〜

令和２年４月１日より、橿原市観光協会の事務所が橿原市観
光交流センターかしはらナビプラザから、今井まちなみ交流セ
ンター華甍に移転します。
移転作業のため、下記日程で施設を閉館します。
【閉館日】
４月１日
〈水〉〜２日
〈木〉

【場所】今井まちなみ交流センター華甍（今井町）

及びかしはら観光インフォメーションセンター神宮前（久米町）

【お問い合わせ】一般社団法人 橿原市観光協会（20-1123）

自殺により奈良県で210人（平成30年）の方が
亡くなられています。

自死は健康問題、経済・生活問題など様々な要因が複雑に
関係し、心理的に追い込まれた末の死といわれています。死
にたいほどの悩みを抱えた人に
「気づき」、話を
「聴き」、相談
機関に
「つなぎ」、
「見守る」人がいることが必要です
様々な悩みにひとりで苦しまず、誰かに相談してみましょ
う。
また、
身近な人の
「いつもと違う」
に気づいたら、
「眠れてい
ますか？」など、声をかけてみてください。
まずはしっかりと悩
みに耳を傾け、寄り添い、
そして相談機関へ繋がるようサポー

I n f o r m a t io n

ご案内

かしはら観光
インフォメーションセンター
神宮前開店時間の変更について
令和２年４月３日より、開店時間を午前９時〜午後７時から
午前９時〜午後５時30分に変更します。

●自殺予防のためのこころの相談
「奈良いのちの電話協会」
0742-35-1000

24時間365日

「ならこころのホットライン（精神保健福祉センター）」
0744-46-5563

平日９時〜16時

●自死遺族の集い
「奈良いのちの電話 よりそいの会 あかり事務局」

【お問い合わせ】

かしはら観光インフォメーションセンター神宮前（27-2070）

または、一般社団法人

トすることが大切です。

0742-35-7200

橿原市観光協会（20-1123）

毎週（火）10時〜16時

●橿原市の関連の相談先
I n f o r m a t io n

ご案内

「橿原市

相談窓口一覧」

市HPからご確認ください。

ＭＩＣＨＩＭＯステーション
橿原神宮前店閉店のお知らせ

●メンタルチェックシステム
「こころの体温計」

パソコンやスマホから手軽にストレス状態を

当店は３月22日
〈日〉
をもって閉店します。長らくのご愛
顧ありがとうございました。
閉店に先立ち、
インターネットからの予約を２月末日で終
了します。以後の予約はお電話にてお伺いします。
【閉店日】
３月22日
〈日〉午後６時

【場所】
ＭＩＣＨＩＭＯステーション橿原神宮前店（久米町）
【お問い合わせ】一般社団法人

予約受付番号
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Kashihara

橿原市観光協会（20-1123）
０８０・９１２２・７５４６

チェックできるシステムです。
疲れを感じたら「こころの体温」を計って
みませんか。

お問合せ ： 健康増進課（22-8331）
〜 こころの体温計 〜
パソコンからはこちら
https://ﬁshbowlindex.jp/kashihara/

会員事業所の

会員企業の新商品・新サービス
新社屋・新店舗オープンのニュース

自慢の技、イチオシの一品などを
ご紹介しています！
載料無料
掲

奈良の地域密着デザイン事務所
起業、開業、
リニューアル
デザインなら
弊社は
「商業デザイン」
を事業とし、様々な印刷、名刺、
ロゴ、
パッ

ケージ、WEB、展示ブース、会社案内、
チラシ等のデザインをご依頼
頂いております。

▲○○○○○○

弊社事務所にてデザイナーに直接相談いただけます。
お気軽にご相談お待ちしております。

▲事業所外観

Graphic Planning
〒634-0072
橿原市醍醐町275-1
with Troom Café

0744-47-2802
0744-47-2803

［営業時間］11：00〜18：00
［定休日］水・日・祝日
［HP］https://g-p-design.com/
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耳成山

大和八木

165
畝傍

畝傍高校
文
○

★

醍醐西

▲Troom Café 店舗内

パソコン＆プログラミング
学習ならお任せ
当教室の人気講座は「プログラミングとロボット教室」。
こどもプログラミングは、ゲーム制作を通してプログラミング的
思考を身に着けます。
ロボット教室では、ブロックを使って動くロボットを作成します。
「集中力・空間認識など」を養うと人気の講座です。
４月からは初心者から就職に有利な資格取得までをサポートす
る「ofﬁce 向けパソコン講座」も本格スタートします。
無料体験は随時受付中です。お気軽にお問い合わせください！
ユメ

ト

コ

（株）
夢叶處 プログラミングアカデミー
〒634-0006
橿原市新賀町232 橋本第2ビル2階

24

0744-29-1043

［営業時間］10：00〜21：00［定休日］
日曜
［Eメール］admin@programmingacademy.jp
［HP］https://www.programmingacademy.jp/

★
大和八木

新賀北

・橿原文化会館

▲プログラミング指導風景

掲載を希望される方は当会議所広報誌担当までご連絡ください。
TEL 0744-28-4400

E- ma i l：i nfo @ka shi ha r a - c c i .o r .j p

Kashihara
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新年懇親会開催
令 和２年１月

観 光ホテルにおいて女 性 会 新 年

▲挨拶をする𠮷川会長

24

日︵ 金 ︶橿 原

名が出 席し ︑ご

懇親会を開催いたしました︒

女性会会員

髙 瀬 泰 嗣 様 ︑橿 原 商 工

中澤 修様︑

門長 克

来 賓として︑橿 原 商工 会 議 所 副

会頭

会議所専務理事

橿 原 商工 会 議 所 理 事

𠮷 川 会 長の 挨 拶に 続いて︑来

浩様にご臨席いただきました︒

賓を 代 表して︑髙 瀬 副 会 頭 より

植 田 顧 問 によ る 乾 杯の 発 声

ご挨拶をいただきました︒

後 は ︑会 席 料 理 をいた だき なが

ら 終 始 和 やかな 雰 囲 気にて︑盛

大に新 年 懇 親 会が催 され ︑辻 村

副 会 長の挨 拶にて終 了となりま

新 年の新たな思いを胸に情 報

した︒

交 換する 姿も 見られ ︑会 員 同 士

きました︒

の親 睦をさらに深めることがで

22

参加された女性会の皆さんと▶
中澤専務理事
（写真下段左から3人目）、
門長理事
（写真下段左から2人目）

▲髙瀬副会頭よりご挨拶いただきました

橿原

※YEGとは商工会議所青年部の略称です。

令和２年２月６日︵木︶打谷石材株
式会社 取締役会長 打谷 久義氏
︵当所２号議員︶
を講師に迎え︑﹁人生
一〇〇 年の中でどう 頑 張っていくか﹂
﹁ふるさとの為にどう貢献していくか﹂
をテーマに︑若き日の失敗から学んだ
ことが人 生の糧となることを 名の
参加者に熱く語っていただきました︒
︻講習内容︼
●失敗も重ね重ねてお陰様で２０１年

人生の妙味
●失敗も又仕事の妙味︑
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き

22

▲参加された青年部のみなさま

2
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あお

Kashihara

第39回全国大会 ふじのくに静岡ぬまづ大会に参加！
！
やぎ なお
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日 本 商工会 議
所青年部第 回
全 国 大 会﹁ふじの
くに静岡ぬまづ大
会 ﹂が令 和 年
月 日︵ 水 ︶〜
日︵日︶
までの５日
間 開 催 され ︑ 日
︵ 金 ︶〜 日︵ 土 ︶
の 日 間の日 程
︵前泊者は 日
︵木︶
より︶
で参加いたしました︒
日︵ 金 ︶は現 地 到 着 後に会 員 総 会を
中心に参加し︑
その後静岡県内の各地域
の名所︑名産を堪能したり︑
パネルディス
カッションを受けるなど様々な内 容の分
科会がありました︒
大 懇 親 会では︑ゲストによるステージ
ショーが開 催され︑終 始 和やかなムード
で他の単会のメンバーと交流を図ること
ができました︒
翌日 日︵土 ︶は︑記 念 式 典が行われ︑
日本ＹＥＧ田中会長や来賓の挨拶の後︑
道府県青連紹介が行われました︒
その後
株式会社メルペイ 代表取締役ＣＥＯ 青
柳直樹氏による講演がありました︒
最後に全国の卒業予定者が紹介され︑
感動的な卒業式となりました︒

（会長：山内 尚）
1/6（月） １２月度三役会
1/9（木） 第１１回橿原商工会議所青年部役員会
1/14
（火） 令和元年度橿原商工会議所青年部臨時総会
1/18
（土） 平塚商工会議所青年部創立３０周年記念
式典・記念交流会
（専務：井上 昌規）
1/19
（日） 近畿ブロック商工会議所青年部連合会
「絆の力 大交流会」
（委員長：泉谷 斉）
1/20
（月） 第八回近畿ブロック大会かしはら大会
運営委員会
（実行委員長：山内 尚）
1/22
（水） 奈良県商工会議所青年部連合会
第８回ビジョン委員会
1/22
（水） １月度三役会
1/24
（金） 日本YEG第三回役員予定者会議・オリエン
テーション
（松本 智亜樹）
1/24
（金） 第9回総務広報委員会（委員長：大西 健心）
1/31
（金） 守口門真商工会議所青年部創立35周年
記念式典・祝賀会
（松本 智亜樹）

▲打谷石材株式会社 取締役会長 打谷久義氏

り種子蒔きに終わって︑
残るのは？

事業活動報告
12/4
（水） 第3回総務部会（部会長：中西 利伸）
12/5
（木） 第１０回橿原商工会議所青年部役員会
12/9
（月） 第二回 物産展・懇親会部会議
（部会長：加藤 宗範）
（副会長：田中 康博）
12/10（火） OBサロン役員会
12/10（火） 近畿ブロック大会はじまりの地かしはら
大会執行部会議
（実行委員長：山内 尚）
12/13（金） 第八回近畿ブロック大会かしはら大会
運営委員会
（実行委員長：山内 尚）
12/14（土） 近畿ブロック商工会議所青年部連合会
歴代出向者同窓会
12/16（月） 第三回近畿ブロック大会実行委員会
（実行委員長：山内 尚）
12/20（金） 日本YEG第三回執行部予定者会議
12/21（土） 近畿ブロックYEG役員会(新・旧)・絆の力
委員会
12/26（木） 奈良県商工会議所青年部連合会
第７回ビジョン委員会
12/26（木） 奈良県商工会議所青年部連合会
第9回役員会

●人生１００年の盛年の意気あれこれ

中小企業よどこへいく、
ふるさとでもっと頑張らんかい 〜若き日の失敗から学んだこと〜
経営とは種子蒔きに始ま
●人生とは︑

通信

橿原商工会議所青年部・橿原商工会議所女性会合同講習会
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GS１事業者コードの商工会議所における申請受付が終了します
橿原商工会議所では、地域の中小小売店等の POS の導入や JAN コードの利用を支援するため、GS1

事業者コード受付業務を行ってまいりましたが、昨今のデジタル化やネット化の急速な進展等に伴い、
商工会議所を通じた申請のご利用数が少なくなってまいりました。

このような状況等を踏まえ、制度全体の見直しに伴い、本事業の委託元である一般財団法人流通シス

テム開発センターからの商工会議所を通じた業務委託を終了することとなりました。

このため、2020 年 3 月 31 日をもって、商工会議所における GS１事業者コードに関する全ての業務

が終了となります。

長らくご利用いただいた事業者様には申し訳ございませんが、何卒ご理解いただきますようお願い申

し上げます。

2020 年 4 月1日以降の GS1事業者コード対応について
（１）すでに GS１事業者コードをご利用されている
事業者様について（更新手続き）

（２）新たに GS１コード事業者コードをご利用され
る事業者様について（新規登録手続き）

更新時期を迎えた事業者様には、従来どおり（一財） （一財）流通システム開発センターに直接申請を行っ
流通システム開発センターから更新申請書が郵送さ

てください。申請方法は（一財）流通システム開発

ら申請を行うか、更新申請書を（一財）流通システ

議所では申請書類は配布いたしません。申請書類を

れます。更新申請を行う場合は、インターネットか
ム開発センターへ直接送付してください。

センターのホームページでご確認ください。商工会
ご入用の場合は、（一財）流通システムセンターへ
直接ご連絡ください。

ask 24
奈良 の24時間は警備 のプロにお任せください

SECURITY

施設警備・機械警備・交通警備・イベント警備ほか
多数なケースに対応できます

Building Management by

支店：大阪・東京・奈良 営業所：名古屋

ASUKA

アスカ美装

本社 橿原市醍醐町296-1 TEL.0744-24-1757

株式
会社

http://www.asukabiso.co.jp/
Kashihara
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Counselor's office communication

相談所通信
生産性向上を目指す皆様へ

働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入など相次ぐ課題・制度変更を、

乗り越えようとする企業を応援
中小企業生産性革命推進事業

①補助事業の一体的かつ機動的な運用
□ものづくり補助金

中小企業・小規模事業者が実施する
設備投資にかかる費用の一部を補助

補助額 100 万 ~1,000 万円
補助率 中小 1/2 小規模 2/3

□持続化補助金

小規模事業者が取り組む販路開拓や
生産性向上の取組を支援

補助額 〜 50 万円
補助率 2/3

□IT 導入補助金

バックオフィス業務の効率化等の
付加価値向上に繋がる IT ツール導入を支援

補助額 30 万 ~450 万円
補助率 1/2

通年で公募し、複数の締め切りを設けることで、十分な準備の上、都合のよいタイミングで申請・事業実施することが
可能になります。また、当該事業を通じて、賃上げにも取り組んでいただきます。積極的な賃上げや被用者保険の任
意適用に取り組む事業者は優先的に支援します。

③相談対応・ハンズオン支援

②先進事例や支援策の周知・広報

上記以外の支援策も含め、生産性向上に関する中
小企業の先進事例を収集し、HP 等で広く情報発信

制度対応に係る相談に応じ、事業計画の策定段階から、国内
外の事業拡大等にかかる専門家支援や IT 化促進支援を提供

令和元年度補正予算案において中小機構に措置予定

中小企業生産性革命推進事業活用イメージ
ものづくり
補助金

補助 新製品や新サービスの提
対象 供のための機械設備購入
やシステム構築など

成功 夫婦で営業するカフェが「クッキー生地で作った食べられるコー
事例 ヒーカップ」を開発。補助金を活用して製造機械を導入し、従

採択事業者は、企業全体平均の

1.5 倍の付加価値額増加率を達成！

持続化
補助金

補助 店舗の改装、ホームページの
対象 作成・改良、チラシ・カタロ
グの作成、広告掲載など

97.5% が客数増、
96.0% が売上増を実感！
採択事業者の

※いずれも増加見込みを含む

IT 導入
補助金

補助 バックオフィス効 率 化
対象 のための IT ツール導入

来の手作業から生産効率を 10 倍に向上。「インスタ映えする」
と話題になり、全国チェーン店でも流通、会社の売上が 10 倍以
上に増加した。

担当課：技術・経営革新課（03-3501-1816）

成功 OEM 生産と自社製品販売を行う木工所で、利益率を高めるべく、
事例 自社製品販売を強化。補助金を活用し、新商品の開発と、自社

ブランドロゴマークを作成。事業終了後の１ヶ月で 26 万円の受
注につながるなど、自社製品の比率が 4% 高まり、利益率も向上。

山路を登りながら

担当課：小規模企業振興課（03-3501-2036）

成功 事務業務担当の変更や後継者問題など、長年の勘から脱却する
事例 べく、補助金を活用して販売管理システムを導入。売上の多い
得意先の需要予測や仕入れ単価の推移の見える化を行い、売上
が増加した。

採択事業者平均で、

労働生産性が 24% 増加
売上が 16% 増加
勤務時間は 2% 減少

担当課：サービス政策課（03-3580-3922）

※事務局が決まり次第、事務局 HP、中小企業庁 HP に掲載予定
お問合せ先

資料全体に関する問合せ窓口

03ｰ3501ｰ1816
中小企業庁技術・経営革新課
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予算・税制に関する資料は、
中小企業庁 HP にも掲載！
https://www.chusho.meti.go.jp/
koukai/yosan/index.html

生産性向上・販路開拓・業務効率化に取り組む事業者を応援します！！

専門家による「補助金活用」 参加費
無料
個別相談会開催！！

橿原商工会議所は専門家による個別相談会を１事業所２回で「生産性革命推進事業に係る
補助金（＊）」への取り組みをサポートします。
当事業では、補助金を受けるまでの道標と申請書作成のコツをアドバイスいたします。
初めて補助金の申請を予定する方、新たな取組を検討している方はぜひご利用ください。
＊生産性革命推進事業に係る補助金は、相談所通信（P8）をご参照ください。
＊当事業は申請書の作成代行を行うものではありません。

コース
A コース
B コース
C コース
D コース

＊

開催日時

１回目相談日
3 月 17 日（火）
3 月 18 日（水）
3 月 19 日（木）
3 月 24 日（火）

２回目相談日
3 月 25 日（水）
3 月 26 日（木）
3 月 27 日（金）
3 月 30 日（月）

＊１）相談時間は、いずれの開催日も ①10：00-12：00、②13：30-15：30、③15：45-17：45
＊２）１回目と２回目の相談時間帯は変更できません。
会

場

橿原商工会議所

４階会議室

対

象

橿原商工会議所会員

定

員

12 事業所（先着順。定員に達し次第募集を終了します）
電話またはメールでお申込みください

申込方法

（電話の場合）
・橿原商工会議所 中小企業相談所 TEL：0744-28-4400
・「個別相談会への参加したい旨」と開催日時欄の「コースと時間帯」をお伝えください。
（メールの場合）

宛先：info@kashihara-cci.or.jp
件名：補助金活用の個別相談会申込希望
本文：開催日時欄の「コースと時間帯」と事業所名、担当者名をお書きください

生産性革命
推進事業に
係る補助金に
係る参考資料
について
IT 導入補助金
について

※公募開始前のため条件が変わる場合があります
※今年度分の公募がまだ始まっていないため前年分を参考にしてください（令和2年2月20日現在）

①小規模事業者持続化補助金

補助金

参考ホームページ
http://h30.jizokukahojokin.info/

③IT 導入補助金

https://www.it-hojo.jp/ﬁrst-one/

②ものづくり補助金

https://www.chuokai.or.jp/hotinfo/mhr2̲koubo31fy.html

IT 導入補助金に関しては別途ご連絡ください。

橿原商工会議所労働保険事務組合からのお知らせ

労働保険の特別加入
給付基礎日額の変更を
検討されている方へのご案内
翌年度の給付基礎日額の変更を検討されている方
は、3月の事前申請をお勧めします！
◆給付基礎日額変更の事前申請とは、労災保険に
特別加入している人に翌年度適用される給付基礎
日額を変更するための申請を年度末（３月）に行う
ことをいいます。
◆給付基礎日額の変更は、
「年度更新」期間（令和
２年6月１日から7月10日まで）にも行うことができ
ますが、令和２年4月１日から給付基礎日額変更申
請の日（労働局受付日）までに万が一被災された
場合には、令和２年度の給付基礎日額を変更する
ことができません。
ご不明な点は下記へお問い合わせください。

事務委託の事業所の方は、
橿原商工会議所 労働保険事務組合へ

074 4 -28 - 4 4 0 0

その他の方は、
都道府県労働局・労働基準監督署へお問い合わせください。

Kashihara
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Expert Seminar

橿原商工会議所専門家連携協議会

知 っ て 得 す る !!

エキスパートゼミ

橿原商工会議所
「専門家連携協議会」
所属の専門家の皆様から
「知って得する！！エキスパート ゼミ」
と題して
様々な分野から記事提供にご協力をいただいております。
是非とも平素の事業活動にお役立てください。

税理士

たけばやし

竹林

竹林税理士事務所

りょう

亮

■プロフィール

奈良県橿原市生まれ 46歳。
大阪教育大学・大阪府立大学大学院
趣味 伝統空手（糸東流）
得意分野 建設業、医業、福祉
平成26年経営革新等支援機関認定
事務所開業当初より、会社設立前後のサポートを二人三脚で取り組み、
企業成長のお手伝いに注力しています。

〒634-0804 奈良県橿原市内膳町4-5-16
ナカノビル3F
TEL : 0744-47-4130
FAX : 0744-47-4131
URL : https://taxnara.jp/

建設業における部分完成基準と下請業者が、
毎月、出来高で請求する工事について
〜売上計上の違い〜
個人的な感覚もありますが、ほかの業種に比べて建設業の税務

な場合で、その引渡量にしたがって工事代金を収入する旨の特

調査は多い印象です。ここ数年は安定的に好況だったことも少な

約又は慣習がある場合

からず影響していると思います。今回は建設業の売上計上、中

② １個の建設工事等であっても、その建設工事等の一部が完

でも、部分完成基準と下請業者が、毎月、出来高で請求する工

成し、その完成した部分を引き渡した都度、その割合に応じて工

事との違いについて取り上げます。

事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合

１．建設業の売上計上の原則

①は、例えば、100 戸の建売住宅の建設を請け負ったような場合
に、１戸を引き渡す都度工事代金を収入する旨の特約又は慣習

税務上、建設業の売上を計上する日は、原則として、目的物全

がある場合となり、

部を引渡した日に売上を計上する工事完成基準です。

②は、例えば 1,000 メートルの護岸工事を請け負い、そのうち

【完成引渡しの日の例】

100 メートルごとに完成した都度引渡しをし、その都度に応じて工

例1

工事等が完了し、引渡し証明書などの書面を受取った日

事代金を収入する特約又は慣習がある場合となります（法人税

例2

発注者に建物等工事物の鍵を引渡した日

基本通達遂条解説）。

例3

建物等工事物を、発注者が使用を開始した日

２．部分完成基準

３．部分完成基準と下請業者による出来高請求
一般的に下請業者が、毎月、出来高で請求する工事は、この

一方で、部分完成基準とは、全部は完成していないが、一部引

部分完成基準には該当しません。その理由は、部分完成基準は

き渡している場合は、引き渡し部分について売上計上が強制され

単位 ごとの工事完成基準だからです。出来高請求は何かしら

るものです（長期大規模工事など例外はあります）。

の

よく誤解する部分は、部分完成基準はあくまで、工事完成基準の

しています。部分完成基準は、一部分を引き渡すことによって売

完成引き渡し の単位を明確に規定しているだけであって、工

上が計上されますが、出来高請求は、単純に出来たところまでを

事完成基準の一形態に過ぎません。

単位 ごとではなく、完成していなくても毎月の締日等で請求

請求しているだけで、完成引渡しがされていません。

【部分完成ごとの売上計上が強制される場合】

出来高請求時での請求額は、売上高ではなく前受金になります。

（法人税法の基本通達 2-1-9）

しかし現状では、下請業者が来高請求額を前受金で処理せずに、

①

一つの契約で、同種の建設工事等を多量に請け負ったよう
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売上高に計上しているケースがしばしば見受けられます。

商工会議所 LOBO

早期景気観測

業況ＤＩは、
4カ月ぶりの改善も
先行きは、
回復の力強さ欠き、
慎重な見方崩れず
POINT
● 全産業合計の業況DIは、
▲26.8
（前月比+2.6ポイント）
● 都市部の再開発を中心とする民間工事が堅調な建設業や、米中貿易摩
擦・中国経済減速の影響があるものの、半導体関連に持ち直しの動きが
見られ始めた製造業に加え、年末年始の長期連休により好調なインバ
ウンドを含む観光需要の恩恵を受けたサービス業、小売業の業況感が
改善した。一方、根強い消費者の節約志向や記録的な暖冬による冬物
商材の不振、深刻な人手不足や人件費の上昇、原油価格の行方、世界
経済の先行き不透明感を指摘する声も多く、
中小企業の業況改善に向
けた動きは力強さを欠いている。
● 先行き見通しDIは、
▲26.9
（今月比▲0.1ポイント）
● 個人消費拡大やインバウンドを含めた観光需要拡大、補正予算など経
済対策への期待感がうかがえる。一方、消費税率引上げの影響や、人
件費の上昇や受注機会の損失など人手不足の深刻化の影響、原油価
格を含む原材料費の上昇、
コスト増加分の価格転嫁の遅れ、貿易摩擦
や世界経済の動向、
日韓情勢の行方など不透明感が増す中、中小企業
の業況感は慎重な姿勢が続く。
そのほか、詳しい情報については

https://cci-lobo.jcci.or.jp からご覧ください。

〈令和２年１月度調査結果〉

ＬＯＢＯ全産業合計の各ＤＩの推移

（2018年1月以降）

30
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0

販売単価DI ※1
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資金繰りDI
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※DI値（景況判断指数）
について／DI値は、業況・売上・採算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・弱気などの景況感の相対的な広がりを意味する。DI=（増加・好転などの
回答割合）
（減少
・悪化などの回答割合）
※1 2019年4月より新たに調査を開始したため、2019年4月以前の数値は存在しない。

LOBO調査要領

▶調査期間／2020年1月16日〜1月22日

▶調査対象／全国の336商工会議所が2,627企業にヒアリング

内訳

建設業 432 製造業 631 卸売業 310
小売業 553 サービス業 701

▶調査項目／

業況・売上・採算・資金繰り・仕入単価・販売単
価・従業員の前年同月比(前年同月と比較した今月の水準)と向こ
う3カ月の先行き見通し
（今月水準と比較した向こう3カ月
（当月を
除く）
の先行き見通し）、
自社が直面している経営上の問題など
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1/21
Tue

奈良県内４商工会議所と奈良県信用保証協会が業務連携

橿原商工会議所は、奈良・大和高田・生駒の各商工会議所と

の相談対応など８項目があり、今後、
中小企業・小規模事業者・

ともに、奈良県信用保証協会と業務連携を行うこととなり、
「業

創業者に対する連携支援を円滑に行うことにより地域経済の活

務連携・協力に関する覚書」
の締結式を奈良商工会議所で行い

性化の促進を図っていきます。

ました。締結式には、奈良県信用保証協会松谷幸和会長をはじ
め、奈良商工会議所小山新造会頭、大和高田商工会議所寺田
俊彦会頭、生駒商工会議所鐵東貴和会頭が出席し、橿原商工
会議所からは森本俊一会頭が出席しました。締結式では、
出席
者それぞれが、連携協力による地域経済活性化の促進に対する
期待を述べました。
業務連携の内容は、商工会議所会員事業者向けの商品や保
証制度の開発、事業者への有益な情報サービスの提供、融資等

ビジネスマッチなら
橿原ビジネス商談会

▲左より森本会頭・寺田会頭・松谷会長・小山会頭・鐵東会頭

1/22 オージースポーツ
Wed
との個別商談会

2/3 2/6

1/23 経営お悩み相談会
Thu

Mon

●連携協定機関／橿原市・橿原商工会議所・
㈱南都銀行・大和信用金庫・奈良中央信用金庫・
㈱りそな銀行・㈱京都銀行・㈱日本政策金融公庫
●今回対応いただいた金融機関／㈱京都銀行

関西圏で25店舗のフィットネスクラブ
を展開する「オージースポーツ」のバイ
ヤーを招聘し、販路拡大を目指した個別
商談会を開催しました。
商談会には10事
業 所 が 参 加し、会
社 や商品について
熱心に説明し、売り
込みを行いました。

京都銀行橿原支店にて経営お悩み相
談会を実施しました。
今回は、金融に関
する相談があり、金
融機関に対応してい
ただきました。

▲個別商談会の様子

▲㈱京都銀行

労務対策特別講座＆個別相談

1/30 働き方改革セミナー

職場の混乱を招かないために
やらなければならないこと やってはいけないこと

●時間／14：00〜16：00
●講師／長友 久和 氏
（特定社会保険労務士 長友社会保険労務士事務所 所長）
●会場／ミグランス コンベンションルーム ●参加者数／１９名

働き方改革による職場の混乱を招かないための、労務対策特
別講座を開催いたしました。働き方改革とは何か、誤解や、対策を
講じたつもりによるトラブル回避方法等、受講者は熱心に聴講し
ていました。
【講座内容】
≫働き方改革の概要
≫会社にも従業員にも不満が
出てくるのは何故か？
≫労働時間の
「誤解」
≫働き方改革の対策をした
つもりが…
▲講座の様子
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担当

Thu

経営バトンタッチを機に
自社ならではのもうける
しくみをつくろう

〜事業承継を成功させるセミナー＆ワークショップ〜

●時間／10：00〜17：00
●バイヤー／㈱オージースポーツ
●会場／大和郡山市商工会館
●参加事業所数／10社

Thu

かしはら創業塾

小規模事業者・中小企業者等の
経営支援に関する連携事業

●時間／令和2年2月3日
（月）18：00〜21：00
令和2年2月6日
（木）
14：00〜17：00
●講師／本田 秀継 氏
（中小企業診断士/ターンアラウンドマネー
ジャー/ 真秀経営相談所 代表）
●主催／橿原商工会議所 ４階 和室
●参加者数／4事業所

後継者候補に事業を
引き継がせるタイミング
は、
自社の発展につなが
る種まきのチャンスとと
らえ、
その大事な準備段
階を整えるためのセミ ▲講師の本田秀継氏
ナー＆ワークショップを開催いたしました。

橿原ブランド認定事業

1/24 橿原ブランド（万葉×橿原コレクション）
Fri

認定品を記者発表‼

報道機関に向けて、橿原ブランド
「万葉×橿原コレクション」
に認定された
「瓜の奈良漬」
「橿の樹」
「きなこだんご」
の３品に
ついて記者発表を行いました。
下記の新聞社にて掲載いただき
ました。
掲載紙 ： 奈良新聞 令和２年１月２９日
（水）
毎日新聞 令和２年２月２日
（日）
産経新聞 令和２年２月３日
（月）
読売新聞 令和２年２月１２日
（水）

消費税軽減税率対策窓口相談等事業

1/21
Tue

成長を加速させたい企業のための
広告予算0円から始める！

取材を呼び込む広報の基礎講座

●時間／13：30〜16：30
●講師／鈴木 美和 氏
（ポワンジョリ 代表）
●会場／
橿原商工会議所 4階
多目的スペース
●参加者数／１３名

Wed

広告カメラマン歴30年のプロが教える
スマホで簡単！ プロ仕上がりに撮れる

写真講座

●時間／18：30〜21：00
●講師／渡会 保心 氏
（広告カメラマン Studio
Liaison 代表）
●会場／
橿原商工会議所 4階
多目的スペース
●参加者数／27名

中小企業の広報を戦
略的に行うためのセミ

1/22

▲セミナーの様子

ナーを行いました。基礎知識として、広報の重要性や、広告との
違いを説明。事前準備や価値の作り方・伝え方について等、
ワ
ークを交えた講座となりました。
【内容】
≫消費税価格転嫁・軽減税率についての概要説明
≫重要性を増す広報・PRとは ≫広告と広報の違い ≫ボツ
or採用？プレスリリースの違い
【ワーク】
≫メディアが取り上げたくなる価値の作り方、伝え方

▲セミナーの様子

広告写真のプロが、
スマートフォンでもプロの仕上がりに撮
影できる方法を伝授する講座を行いました。
聴講者はスマートフォンを持参して、
持ち方から撮影の仕方、
画
像修正の便利なアプリの使い方等、
実技的な指導を受けました。
【カリキュラム】 ≫消費税価格転嫁・軽減税率についての概要説
明 ≫写真を撮る前の準備、
心構えについて ≫スマートフォン
の持ち方 ≫あると便利な補助グッズ紹介

≫実技講座

≫

知っておきたいアプリでの画像修正

≫広報活動は事前準備９割 ≫中小企業の広報は団体戦で

消費税引き上げでも売り上げアップを実現する

1/23 「Googleマイビジネス」
活用セミナー
Thu
●時間／13：30〜16：30
●講師／浦出 奈緒子 氏
（中小企業診断士 アクセル
コンサルティング株式会社）
●会場／
橿原商工会議所 4階
多目的スペース
●参加者数／２２名

▲セミナーの様子

ることができる無料ツール
『Googleマイビジネス』
を使って、情
報発信やアピールの方法を学べるセミナーを開催いたしました。
【内容】
≫消費税価格転嫁・軽減税率について ≫Googleの概
念とは ≫Googleマイビジネスでできること ≫独自のウリを
基に発信する内容を考えよう ≫Googleマイビジネスの登録
の流れ ≫Googleマイビジネスで発信する内容を考えよう

令和元年度 伴走型小規模事業者支援推進事業

1/17 1/24 1/31 2/7 経営力向上計画
Fri

Fri

Tue

個人事業主の方必聴！
！ 消費税の軽減税率
制度に対応した 経理・申告のポイント

●時間／13：30〜15：30
●講師／吉田 廣彰 氏
（税理士 吉田廣彰税理士
事務所 代表）
●会場／橿原商工会議所
4階 多目的スペース
●参加者数／２０名

Googleサービス上にローカルビジネス情報を表示し、
管理す

Fri

1/28

Fri

策定セミナー

●時間／13：30〜
●講師／吉田喜彦氏 （中小企業診断士 経営システムコンサルティング代表）
●会場／橿原商工会議所 ４階 会議室 ●参加者数／9名

政府が企業支援のために推進している
「ローカルベンチマーク」
と
「経営力向上
計画」
を使った、
わかりやすい計画策定の
▲セミナーの様子
セミナーを開催いたしました。
【テーマ】起業の健康診断ツールを活用した経営分析・時代が求め
る経営力とは何か・数字による自社の客観視と未来戦略／経営力
向上計画を策定する・具体的な行動プランの検討・計画発表と相
互アドバイス

▲講師 吉田廣彰氏（税理士）

個人事業主の方を対象に、経理処理や申告書作成時のポイ
ントなど、確定申告に向けた適切な準備の仕方をわかりやすく
解説するセミナーを開催いたしました。
個別相談では１件のご相談のお申し込みがあり、区分経理並
びに消費税申告相談を行っていました。
【内容】
≫消費税の基本的事項と改正ポイント ≫軽減税率の
導入・概要 ≫インボイス制度の導入 ≫消費税率アップの実
務への影響 ≫複数の消費税率が混在する場合の注意点
≫消費税率が混在する場合の申告実務（一般課税）

役員会
1/28 自主申告部会
令和元年度通常総会
（評議員会）
Tue

●会場／橿原商工会議所 4階 多目的スペース
●出席者／15名（委任状含む）

自主申告部会（部会長：西澤茂吉）
は役員会と令和元年度通
常総会（評議員会）
を開催しました。上程された議案はすべて承
認され、役員が選任されました。選任された正副部会長は以下の
方々です。
部会長
西澤 茂吉（西澤製麺所 代表）
副部会長 木原 智司
（（株）香久山美人 代表取締役）
副部会長 加藤 宗範（（株）加藤建装 代表取締役）
【議案内容】
第１号議案 平成30年度会務報告並びに収支決算報告について
第２号議案 役員の選任について
令和元年度事業計画（案）承認について
第３号議案 橿原市北八木町1丁目１-８
TEL.0744-23-1800
FAX.0744-21-8008
第４号議案
その他について
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令和 2 年

議員職務執行者の変更
大和信用金庫
常議員
1号議員

八木支店

鳥殿

横瀬

アクサ生命保険株式会社
1号議員

晃久 氏

労働基準法第 15 条では、労働契約を結ぶ際、賃金な
どの労働条件を明示した書面（労働条件通知書）を事業
主から労働者に交付することを義務付けています。

奈良営業所長

変更前

鈴木

「雇う人も働く人も 労働条件は
シカと明示、シカと確認。働く前のお約束。
」

変更後

勝氏

変更後

峰子 氏 上谷

3 月1日〜3 月31日は

「労働条件の明示・確認月間」です!

支店長

変更前

そんな
はずじゃ・・・

奈良労働局からのお知らせ

異動のお知らせ News of a change

本月間についてのお問い合わせは、奈良労働局労働基準部監督課まで。

修市 氏

0742-32- 0204

www.smrj.go.jp/tkyosai

ポリテクセンター奈良

令和元年度 能力開発セミナーのご案内
ポリテク奈良

分

野

検索

コ ー ス 番 号・コ ー ス 名

機

械

【M401】油圧実践技術

機

械

【M141】機械設計技術者のためのフライス盤実践技術

0744-22-5226
日 程

受講料

3/11, 12, 13

12,500円

3/25, 26

14,500円

企業様独自の研修（主にものづくり分野）
も開催可能！（例：機械設計・加工、機械保全、建築など）

3月号

ハローワーク求職者情報
No

希望職種

希望収入

希望勤務時間

学歴

■お問合せは、ハローワーク大和高田へ

TEL.0745-52-5801

住所

担当／職業紹介部門 平田

職歴（最新▶旧）
・免許・資格

1 一般事務

15万円

8：３０−１７：３０

2 一般事務

16万円

８：３０−１８：００ 大

卒 橿原市

事務：約６年

資格：日商簿記３級

3 一般事務

15万円

８：３０−１７：００ 高

卒 大和高田市

事務：約半年

資格：日商簿記３級

4 販売

17万円

5 営業

20万円

6 介護支援専門員
7 トラック運転手
8 送迎運転手
9 化学製品製造
10 軽作業

14 Kashihara

不問

短大卒 橿原市

中 卒 橿原市

※令和２年２月19日現在
ハロ ーワークに登 録
されている人の一例です

事務：約１６年

資格：英検２級

飲食店店員：約８年

８：３０−１８：００ 専門卒 橿原市

営業：約１８年

不問

８：００−１８：００ 大

卒 橿原市

介護支援専門員：約２年、
施設介護：約８年 資格：介護支援専門員、
介護福祉士

18万円

８：００−１７：００ 高

卒 橿原市

機械組立：約２年

１０：００−１６：００
１日６時間週５日程度

高

卒 橿原市

送迎バス運転手：約２１年

８：３０−１８：００ 高

卒 葛城市

化学製品製造：約１５年

９：００−１７：００
１日５時間週４日程度

卒 大和高田市

チラシ配布：約１年、
飲食店ホール：約１年

時給900円
25万円
時給850円

高

資格：日商簿記３級、
秘書検定２級

資格：フォークリフト
資格：大型２種免許、
フォークリフト
資格：危険物取扱者
（乙種）
、
フォークリフト

3

Monthly schedule

月 会議所行事予定

日（Sun）

月（Mon）

1

2

8

9

火（Tue）

3

●決算並びに確
●青年部 OB会
定申告相談会
●税理士による
（3月12日 まで） 決算・確定申告相談

10

●正副会頭会議
●青年部 イルミ
●第１４６回常
ネーション企画
議員会
委員会
●税理士による決算・ ●第154回簿記検定
確定申告相談
試験 合格発表

15

「補助金活用」個別相
談会

橿原 24
23 ●女性会
神宮清掃作業

●奈良県商工会
議所青年部連合
会 役員会
●専門家による
「補助
金活用」個別相談会

29

木（Thu）
●青年部役員会
●税理士による
決算・確定申告相談

4

●税理士による決算・
確定申告相談

●専門家による
「補助
金活用」個別相談会
●経営お悩み相談会

土（Sat）

7

6

●近畿ブロック
商工会議所青年
部連合会役員会

14

DAYSセミナー
（３日目／全３日）

19 ●橿原市建設関
20
連部課と橿原商

春分の日

21

工会議所建設業部会・
橿原市建設業協会合
同による意見交換会
●専門家による
「補助
金活用」個別相談会

●ふれあいゼミ 26 ●専門家による 27 ●第５６回通常議員総会 28
25 ナール結果報告
●優良従業員表彰・橿
「補助金活用」個
会
●事業引継ぎ個別相
談会
●専門家による
「補助
金活用」個別相談会

1

●専門家による 31
30「補助金活用」
個

5

金（Fri）

●青年部 近畿ブ 12 ●働きたくなる
11 ロ
13
ック物産展部会
企業！になる３

17 ●女性会三役会
18 ●異業種交流
●専門家による
委員会

16

22

水（Wed）
●かしはら創業
塾「成功に導く
創業講座」
（6日目／
全６日）

別相談会
●空き店舗対策事業
委員会

2

原市長感謝状授与式
●第５回橿原ビジネスプランコ
ンテスト 賞金授与式
●橿原ビジネス商談会 運営委員会
●ビジネスマッチなら 実行委員会
●金融審査会
●専門家による
「補助金活用」
個別相談会

3

4

別相談会

50年後もありがとうと言われるマイホームを。
798万円からの注文住宅、狭小地の土地活用は

わたしたちは、
新たに導入した最新鋭の印刷機で
を
お客さまの
「作りたかったもの」
実現いたします。

おかげさまで100周年

株式会社

崎山組

■本
社 奈良県橿原市南八木町2丁目3−35 TEL 0744−22−2353
■モデルハウス 奈良県橿原市南八木町2丁目1−10 TEL 0744−25−4566

お問合せ／お申込は
フリーダイヤル

0120 - 35 - 4566

http://www.sakiyamagumi.com

オフィスビル
入居者募集中

わたしたちは予防医学を行い急性期医療から回復期リハビリテーション
在宅医療と介護福祉においてトータルなケアを行っています。

大和八木駅より
徒歩3分

社会医療法人

平成記念会

２F…10.9坪
５F…9.09坪

橿原中央ビル株式会社
橿原市北八木町1丁目１-８
TEL.0744-23-1800 FAX.0744-21-8008
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2020

本 社・工 場

ASHIHARA

三和澱粉工業株式会社は
素材の提供を通じて
お客様の抱える課題解決に
貢献します︒
私たちは自然の恵み︑トウモロコシを原料に
﹁環境調和企業﹂を目指します︒

三和澱粉工業 株 式 会 社

