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事業所内皆様でご覧下さい

丸山古墳（日本最後の大王墓（前方後円墳） 奈良県 1 位・日本 6 位の大きさ

見瀬町・五条野町・大軽町）

「新型コロナ感染予防推進宣言ステッカー」を配布します
詳細は P２をご覧ください

 奈良県橿原市久米町番地の
橿原商工会議所 〒7(/
)$;

特集：新型コロナウイルス感染症関連対策

事業者の皆さまへ

「新型コロナ感染予防推進宣言ステッカー」を配布します！
ウィズ・コロナに向けた感染対策に取り組む事業者をサポート
橿原市では、
「新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」に倣い、感染対策に取り組んでいる店

舗（施設）であることを市民の皆様に示す、
「感染予防推進宣言」ステッカーを配布いたします。

ウィズ・コロナと言われる社会情勢のもと、感染拡大の抑制と社会経済活動の維持の両立を図るため

には、事業者に業種ごとに定められたガイドラインに倣って、感染対策を講じてもらうことが大事です。

事業者は、この「感染予防推進宣言」ステッカーを、店舗の出入口等目立つところに掲示することで、市

民の皆様が安心して利用できる施設であることを周知することができます。また、ステッカーを掲示して
いる店舗等は、市公式webサイトにて順次公表いたします。

いよいよGo To Eat キャンペーンが始まる中、市民の皆様への安心の提供による施設の利用促進と、

感染拡大防止のため、このタイミングで実施する運びとなりました。ぜひこの機会に、ステッカーをご活

用ください！

１０月１日

開始日時

令和２年

申請方法

橿原市公式webサイトから宣言書をダウンロードして、必要事項を入力の上、

から受付開始

地域振興課へメールで送付してください

問い合わせ先

橿原市魅力創造部

地域振興課

TEL 0 7 4 4 - 2 1 - 111 7（直通）

Email chiikishinko@city.kashihara.nara.jp

持続化給付金申請受付の事務局変更について
持続化給付金申請受付の事務局が変更となり
９月１日より新事務局で開始されました。
持続化給付金事務局のホームページやコールセンター
の電話番号等は、下記の通り変更となります。
なお、給付要件等、持続化給付金の制度面に変更は
ありません。
また、一度給付を受けた方は再度給付申請をすること
はできません。

◆「９/１〜申請受付分」持続化給付金事務局
（新事務局）ホームページ
https://jizokuka-kyufu.go.jp/
〇コールセンター
（受付時間８:３０〜１９：００ 土曜祝日を除く）
・直通番号：0 1 2 0 - 2 7 9 - 2 9 2
・IP電話専用回線：0 3 - 6 8 3 2 - 6 6 3 1

◆経済産業省
持続化給付金に関するお知らせ
https://www.meti.go.jp/covid-19/
jizokuka-kyufukin.html

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。
+PHQTOCVKQP

インフォメーション

事業主の
皆さまへ

「ひとり親」の就労を
ご支援ください

母子家庭の母等や父子家庭の父（「ひとり親」）は、子育てと生計の維持を一人で担っていることから、
就職に当たっては、労働条件での制約を受けたり、困難を伴うことが少なくありません。
国と地方公共団体では、平成２５年３月１日に施行された「母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支
援に関する特別措置法」に基づき、企業に対して、優先的にひとり親を雇い入れたり、その他の協力を要
請することにしました。また、平成２７年１２月には政府として「ひとり親家庭・多子世帯等自立応援プロジェ
クト」をまとめました。
そこで、事業主の皆さまには、このような状況をご理解の上、ひとり親の就労をご支援いただきますよう
お願いいたします。助成金制度がありますので、ぜひご活用ください。
また、業務を外部発注される場合は、母子・父子福祉団体等の活用をご検討ください。

ひとり親の雇用促進にご協力ください
ひとり親の優先的な雇用にご配慮いただき、最寄りの
ハローワークや「母子家庭等就業・自立支援センター」※
に求人情報の提供をお願いします。

※都道府県、政令指定都市、中核市に設置されており、
ひとり親家庭に対して無料の就業相談・講習会・情報
提供などを行っています。
母子家庭等就業・自立支援センター一覧

https://www.mhlw.go.jp/content/000364650.pdf

支援する
メリット

●就業促進を通じて、ひとり親家庭を経済的に支え、子どもの
成長を育み、社会に貢献することができます。
●ひとり親を雇用する事業主は、特定求職者雇用開発助成金や
トライアル雇用助成金などを活用できる場合があります。

ひとり親を雇用する事業主が活用できる助成金（令和 2 年度）
●特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース）

ハローワークなどの紹介で、ひとり親を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に、
賃金の一部に相当する額を助成します。
・短時間労働者以外 中小企業 60 万円
中小企業以外 50 万円
・短時間労働者
中小企業 40 万円
中小企業以外 30 万円
※短時間労働者とは、1 週間の所定労働時間が 20 時間以上 30 時間未満の労働者を言います。

●トライアル雇用助成金

ハローワークなどの紹介で、ひとり親を一定期間（原則 3 か月）試行雇用する事業主に、
対象者 1 人当たり月額最大 5 万円（最長 3 か月間）の助成金を支給します。

●キャリアアップ助成金の加算

正社員化コースを実施する際に、対象労働者がひとり親の場合に助成金が加算されます。

☆「トライアル雇用助成金」と「特定求職者雇用開発助成金」は併用が可能です！

これらの助成金の対象となる「ひとり親」は、母子家庭の母等と、児童扶養手当を受給している父子家庭の父です。
詳しくは、最寄りのハローワークまたは都道府県労働局にお問い合わせください
全国ハローワーク一覧

{
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https://www.mhlw.go.jp/
kyujin/hwmap.html

都道府県労働局一覧

https://www.mhlw.go.jp/
kouseiroudoushou/
shozaiannai/roudoukyoku/

令 和２年８月３１日（月）に橿原市役所
において、建設関連要望書を当所建設業部
会と橿原市建設業協会の合同にて橿原市長
亀田忠彦氏、橿原市議会議長 槇尾幸雄氏
を表敬訪問し提出しました。
要望書の提出内容は以下のとおりです。

出席者

橿原商工会議所建設業部会
橿原商工会議所建設業部会
橿原商工会議所建設業部会
橿原市建設業協会
橿原市建設業協会

部会長
副部会長
副部会長
会 長
副会長

嵜山
中川
中谷
松田
嘉藤

雅由 氏（株式会社崎山組）
茂宣 氏（株式会社中川組）
芳一 氏（株式会社中和設計）
充玄 氏（株式会社松吉組）
良道 氏（かとう建設株式会社）

Ⅰ．新型コロナウイルス感染症拡大防止等に関する要望内容
１．建設業者の事業継続並びに雇用維持の為に来年度以降についての公共事業予算の維持・確保をお願いします。

２．発注工事に関して、新型コロナウイルス感染防止対策実施に伴う十分な工期の設定および新型コロナウイルス感染者発生による現場停止、感染危惧
による自宅待機等のための人手不足が生じた場合、工期延長等の柔軟な対応をお願いします。

Ⅱ．建設関連事業の継続的発展に向けての要望内容
１．橿原市内業者が橿原市発注の大型物件に対してＪＶ（共同企業体）による参入など大型物件に事業参画できるようご検討を引き続きお願いします。
２．橿原市入札制度において、地元業者育成を図るため橿原市内業者の受注機会の均等化のご検討と意見交換について引き続きお願いします。
３．
「働き方改革」等への対応の為、公共工事の施工期間の適切な設定、工事関連書類の簡素化のご検討を引き続きお願いします。

４．公共工事の発注において、資材価格の高騰や労務単価が上昇していることから、最低制限価格算出割合の見直しのご検討を引き続きお願いします。
５．橿原市住宅関連の補助制度等に関して、補助制度活用の際の工事発注業者に橿原市内・市外業者の区分を設け、橿原市内業者に対して優遇措置のご検討
をお願いします。

６．橿原市でも問題となっている空き家対策について、特定空き家並びに危険空き家の改築・解体等に関する助成金制度の新規創設のご検討を引き続きお
願いします。

７．公共工事受注に必須である有資格者の不足が生じており、橿原市内の建設業者育成と公共工事の品質確保の為、資格取得など技術者等の資質向
上に対する助成金制度の新規創設のご検討を引き続きお願いします。

▲亀田市長へ要望書を提出

▲槙尾橿原市議会議長へ要望書を提出

左より 槇尾議長、嵜山部会長（建設業部会）、松田会長（橿原市建設
業協会）、中川副部会長（建設業部会）、中谷副部会長（建設
業部会）、嘉藤副会長（建設業協会）

左より 亀田市長、嵜山部会長（建設業部会）、松田会長（橿原市建設業
協会）、中谷副部会長（建設業部会）、中川副部会長（建設業部
会）、嘉藤副会長（橿原市建設業協会）
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公的補償のない
自営業者でも…

休業前の所得と公的補償の差額をカバーすることで、安心して

生活水準を落とすことなく療養に専念できます!
（政府労災保険の休業補償給付など）
公的な社会保障制度
という

セーフティーネットのない自営業者も加入可能!

休業補償プラン

ロナ
新型コ スも
ウイル

補償

●入院中のみならず、自宅療養期間中の就業不能も補償
●就業外での病気（新型コロナウイルス・新型インフルエンザ含む)・ケガまで補償（国内外を問わず、365日24時間補償）
●医師の診査が不要で加入手続きが簡単
●天災
（地震・噴火・津波など）
によるケガも補償
●家事従事者の方も加入可能
●介護も補償
●１年を超える長期休業も補償

お問い合わせ先

橿原商工会議所
各地商工会議所

●一部の商工会議所では、本プランを取り扱っていない場合があります。取り扱いの有無はお近くの商工会議所にご確認ください。
●本広告は概要を示したものです。補償の内容、対象業種は引受保険会社によって異なります。
ご加入にあたっては必ず
「重要事項説明書」
をよくお読みください。
●お見積り、
ご加入手続き、保険内容のご不明点は、
お近くの代理店または引受保険会社までご連絡ください。

商工会議所名簿
橿原商工会議所

引受損害保険会社

東京海上日動火災保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社

損害保険ジャパン株式会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

商工会議所では、
本制度のほかにも各種保険・共済制度を取り扱っております。詳しくは、
お近くの商工会議所にお問い合わせください。
本広告は、
日本商工会議所が有限会社石垣サービスの協力のもと制作したものです。
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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

ナノゾーンコートで
空間まるごと抗菌
当店は健康管理士が提案するトータルビューティ事業に加えこの
度、世界最小レベルの酸化チタンによる光触媒作用を利用した「ナ
ノゾーンコート」の施工をはじめました！
〇特徴・・屋内でも長期的に光触媒作用を発揮し人体等に直接付
着しても安全です。
〇期待される効果・・花粉等の分解、抗菌、抗ウイルス、消臭、
水回り等の防汚等
〇施工・・オフィス等の施設等あらゆる場所・モノに施工可能
無料見積り実施中！お気軽にお問合せ下さい。

▲店舗外観

オ フィス カ ノ ン

Oﬃce カノン
〒634-0813

橿原市四条町793-1

八木西口

0744-25-5257

［営業時間］ＡＭ9：00〜ＰＭ8：00
［定休日］不定休
［HP］http://www.ofﬁcekanon.com/

今井町

橿原市立
今井小

★



●

平成記念 ●
病院
●



橿原
警察署

▲施工風景
▲認定書

▲施工機器

安心してご乗車して
いただけるように！
弊社は、本年12月で創業70年を迎えるタクシー会社です。
橿原神宮前駅・坊城駅・明日香村を中心に、車両台数32台とジャン
ボタクシー2台、
介護タクシー3台（1台は、
ストレッチャー対応車両）
で、
近隣のお客様や観光客中心に営業しております。
全車両、低濃度オゾン発生機を導入し、新型コロナウイルス感染対
策をいち早く実施し、
お客様に安心していただきながら、地域の皆様と
新しい毎日を一緒にがんばれるタクシー会社となれるように努力して
おります。

橿原タクシー株式会社
〒634-0063

▲新車両（ジャパンタクシー）

橿原市久米町８１４

［営業時間］早朝〜深夜 ［定休日］なし
［E-MAIL］i-taxi@mug.biglobe.ne.jp
［HP］http://www.taxisite.jp/
asuka-kashihara/

キリン堂
●

橿原観光
ホテル

★
橿原
神宮前

0744-22-2828
0744-29-3699

●

THE
KASHIHARA
●

●

橿原商工
会議所



▲全車両設置（低濃度オゾン発生機） ▲新車両（ジャンボタクシー）

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。
T EL 0744-28-4400

È
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商工会議所 LOBO

早期景気観測

業況ＤＩは、感染拡大の影響から
足踏み
先行きも強い警戒感から、
慎重な見方続く

〈令和2年8月度調査結果〉

ＬＯＢＯ全産業合計の各ＤＩの推移
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● 全産業合計の業況DIは、
▲59.0（前月比+0.3ポイント）
● 新型コロナウイルスの影響による在宅時間の増加に伴い、飲食料品の
ほか、家具・家電などの需要も伸びている小売業や、公共工事に下支え
された建設業が堅調に推移した。一方、主に都市部を中心に感染が拡
大する中、消費者のマインド低下や帰省・旅行の自粛、一部の自治体に
おける飲食店への営業時間短縮の要請などが下押し要因となり、観光
関連の業況は厳しい状況が続く。
これまで経済活動の再開に伴い、持
ち直しの動きがみられたものの、足元では感染拡大の影響から足踏み
となった。
中小企業の景況感は依然として厳しく、回復に力強さを欠く。
●先行き見通しDIは、
▲52.9（今月比+6.1ポイント）
●自動車関連をはじめとする中国向けの輸出持ち直しへの期待感がうかが
えるほか、
ネット販売の強化やIT活用など新たな生活様式への対応を進め
る企業から前向きな声も聞かれる。
一方、
主に都市部を中心とする新型コ
ロナウイルスの感染拡大への懸念から、
消費者のマインド低下や資金繰り
の悪化など、
影響の長期化に対する警戒感が強まっており、
先行きに対し
て慎重な見方が続く。

-50

https://cci-lobo.jcci.or.jp からご覧ください。

売上DI

-10

POINT

そのほか、詳しい情報については

従業員DI
資金繰りDI

採算DI

仕入単価DI

-60
-70
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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8月14日〜8月20日

▶調査対象／全国の333商工会議所が2,727企業にヒアリング

内訳

建設業 453 製造業 644 卸売業 319
小売業 558 サービス業 753

▶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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橿原

※YEGとは商工会議所青年部の略称です。

令和２年９月 日
︵金︶
︑
奈良文化会館に於いて近
畿ブロックの各 地 商工会
議所青年部会長を中心に
青年部員が集結し︑﹁近畿
ブロック商工会 議 所 青 年
部 連 合 会 役 員 会 ︑定 期 総
会︑会長会議﹂
が開催され
ました︒今回は︑
コロナ禍
の中の開催となり会議中
のマスク着用などに加え︑
事前に参加者全員へ抗体
検査キットを配布し検査
確認後の参加を促し新型
コロナウイルス感 染 症 防
止対策を行いました︒
当 日の役 員 会では ︑令
和３年 度 近 畿ブロック商
工会 議 所 青 年 部 連 合 会
役員の選任等の議事が上
程され賛成多数により承
認されました︒
定 期 総 会では︑松 本 近
畿ブロック商工会 議 所 青
年 部 連 合 会 会 長︵ 橿 原 商
工会議所青年部︶
︑
本年度
近畿ブロック大会開催地
会長である泉谷橿原商工

近畿ブロック商工会議所青年部連合会役員会・定時総会・会長会議を
通信
橿原商工会議所青年部が中心に奈良の地で開催！
！
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会議所青年部会長より挨
拶を 行いました ︒議 事に
おいては︑
役員会で承認さ
れた令和３年度近畿ブロ
ック商工会議所青年部連
合会会長予定者をはじめ
役 員 予 定 者の選 任 ︑第
回近畿ブロック大会 はじ
まりの地かしはら大 会の
開 催 案 ︑収 支 予 算 案が上
程され︑賛 成 多 数で承 認
されました︒
その後︑次年
度の近 畿ブロック春の会
長 会 議 並びにブロック大
会の日程等や︑
近畿ブロッ
ク商工会議所青年部連合
会７つを繋ぐ絆委員会の
活動報告等が行われまし
た︒
定期総会後の会長会議
では︑第 回 全国会長研
修会豊後の國 府内おおい
た塾︵ 令 和２年 月 開 催
予定︶
のＰＲや 第 回 全
国大会しあわせ福井さば
え大 会︵ 令 和３年３月 開
催 予 定 ︶のＰＲが 行 われ
ました︒

▲役員会の様子
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事業活動報告

▲定期総会の様子

橿原商工会議所青年部役員会
（泉谷会長他）
橿原商工会議所青年部再始動
（restart）
親睦会
（泉谷会長他）
第１９回近畿ブロック大会はじまりの地かしはら大会 運営委員会
（山内実行委員長他）
近畿ブロック大会はじまりの地かしはら大会 分科会部会
（植田分科会部会長）
第７回近畿ブロック商工会議所青年部連合会臨時役員会
（松本近畿ブロック商工会議所青年部連合会会長他）
（増田イルミネーション企画委員長他）
９月１５日（火） 青年部イルミネーション企画委員会
（中西総務部会長他）
９月１６日（水） 近畿ブロック大会はじまりの地かしはら大会 総務部会
（井上物産展部会長他）
９月１６日（水） 近畿ブロック大会はじまりの地かしはら大会 物産展部会
９月１８日（金） 近畿ブロック商工会議所青年部連合会役員会・定期総会・会長会議
（松本近畿ブロック商工会議所青年部連合会会長、
泉谷会長他）
（松本近畿ブロック商工会議所青年部連合会会長他）
９月１９日（土） 日本ＹＥＧビジネス交流会in近畿ブロック
９月 ３日（木）
９月 ６日（日）
９月 ７日（月）
９月１４日（月）
９月１５日（火）

▲会長会議の様子

橿原商工会議所

女 性 会のご 案 内

橿原商工会議所女性会は、会員相
互の親睦と企業経営者としての研鑽
を積み、地域商工業の振興を図り、
社会一般の福祉の増進に資すること
を目的としています。

会員資格 ・橿原商工会議所の会員
・女性経営者
・ご家族の事業を共に支えている方
など、経営に携わっている女性の方
▲令和元年度会員通常総会での女性会の皆さん
会
費 入会金 3,000 円 年会費 1,000 円
※その他研修会や親睦会など都度必要になる場合があります。
主な
・地域交流・活性化事業（橿原夢の森フェスティバル・飛鳥 RUN×2 リレーマラソンへの出展）
活動内容 ・企業視察会（各種企業の施設を訪問・最新技術や地域事情を学んでいます）
・セミナー・講演会（様々な分野の講師をお招きし知識を深めています）
・一泊研修（各地の施設見学・地域産業を学んでいます）
・親睦事業（慰労会・新年懇親会等の実施）
・社会福祉活動（（福）橿原市社会福祉協議会への寄付、橿原神宮清掃奉仕作業）
入会方法 こちらまでお問い合わせください → 橿原商工会議所 女性会事務局 TEL 0744-28-4400 FAX 0744-28-4430

n
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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/
.DVKLKDUD
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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。

中小企業診断士
ＩＴコーディネーター

わたなべ

渡辺

じゅん

淳

株式会社ブルーオーキッドコンサルティング
代表取締役

住所：〒630-8253
奈良市内侍原町6番地の1
営業時間：9:00〜18:00

奈良県林業会館24号室

TEL：0742-81-8120
FAX：0742-81-8130
MAIL： info@blueorchid.co.jp
URL： http://www.blueorchid.co.jp/

■プロフィール
中小企業のIT 経営を支援する株式会社ブルーオーキッドコンサルティング代表取締役。
中小企業のIT導入支援や、IT活用に関するコンサルティングを行うとともに、研修、講演等
も行う。
また、創業・起業に関するコンサルティングや講演、
マーケティング戦略や販路開
拓、各種補助金申請に関わる支援など、伴走型による幅広い分野での中小企業・小規模
事業者支援に携わる。一般社団法人奈良県中小企業診断士会副会長、中小企業診断
士、IT コーディネータ、情報処理技術者、事業承継士、商業施設士。
かしはら創業塾「成功に導く創業講座」、IT導入補助金活用セミナー、
その他実績多数。
■経歴
1995年 龍谷大学法学部法律学科 卒業
2013年 同志社大学大学院ビジネス研究科 卒業（MBA）
1995年 日本電信電話株式会社（NTT） 入社
1999年 西日本電信電話株式会社（NTT西日本）入社
2011年 株式会社ブルーオーキッドコンサルティング 創業

中小 企 業とDX
1.DXとは
デジタルトランスフォーメーション（ D i g i t a l
Transformation、以下DX）
の概念は、2004年、
当時ウメオ大学（スウェーデン）
のエリック・ストル
ターマン教授によって
「ITの浸透が、人々の生活
をあらゆる面でよりよい方向に変化させる」1こととし
てはじめて提唱されました。
その後、
日本でも、2018
年に経済産業省によって
「デジタルトランスフォー
メーションを推進するためのガイドライン
（DX推進
ガイドライン）」2が策定され、
その中で、DXとは
「企
業がビジネス環境の激しい変化に対応し、
データ
とデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズ
を基に、製品やサービス、
ビジネスモデルを変革す
るとともに、業務そのものや、組織、
プロセス、企業文
化・風土を変革し、競争上の優位を確立するこ
と」
と、
より明確に定義されました。

2.なぜDXなのか
デジタル化の進展により、様々な産業においてこ
れまでの常識が通用しない状況が、
デジタル技術
を駆使して時間的・空間的な制約を超越し、
これ
までになかった革新的なビジネスモデルで既存の
業界を破壊する デジタル・ディスラプター（破壊
者）によってもたらされています。
わかりやすい例はAmazonです。百貨店や
ショッピングモールなどの小売店はAmazonによっ
てその存在を脅かされています。百貨店で商品を
見てその場でスマートフォンを使ってAmazonで購
入する、好きな商品をどこからでも買えるという体験
で消費者の購買行動は大きく変化しました。他に
も、airbnbは、空き部屋を貸したい人と部屋を借り
たい人をつなげる民泊仲介サービスでホテル・旅
館などの宿泊業を、
ライドシェアサービスのUberは
既存のタクシー業界を脅かしています。
デジタル・
ディスラプターは、既存企業の優位性を揺るがす
だけではなく、業界そのものを破壊する可能性も
もっています。
また、経済産業省は、2018年に発表した「DX
レポート」
において、多くの企業が利用している既
存の情報システムが老朽化・ブラックボックス化し
ており、
これらがDXの推進を阻んでいると指摘して
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います。
さらに、
この問題を解消できない場合、
2025年以降、
日本経済は年間で最大12兆円の
損失が生じる可能性があることを、
「2025年の崖」
問題として提起しています。3
デジタル化の進展により激変するビジネス環境
への対応、既存の企業や業界を脅かすデジタル・
ディスラプターの登場、国内企業における既存シ
ステムの老朽化・ブラックボックス問題と
「2025年
の崖」。
このような状況下でも競争上の優位を確
立していくために、企業には今まさにDXの推進が
求められているのです。

3.DXの推進
DXの推進には、IT（データとデジタル技術）
の
活用が不可欠です。DX推進に必要なITとしては、
建物や車、工場の設備などのモノをインターネット
で接続するIoT、予測や識別など人間の知的行
動の一部を担うAI、
インターネットを通じて様々な
業務アプリケーションやストレージ等にアクセスでき
るクラウド、金融取引などの重要データの取り扱い
を可能にするブロックチェーン、現実を拡張する
ARや限りなく現実に近い仮想現実を作り出す
VRなどがあります。企業がDXで競争優位性を確
立できるかどうかは、
これらのITをどこまで活用でき
るかにかかっています。
DXに取り組もうとする場合、先に紹介した経済
産業省の
「DX推進ガイドライン」
（以下、
ガイドライ
ン）
が参考になります。
ガイドラインは、
「DXを推進し
ていくための経営のあり方、仕組み」
と
「DXを実現
する上で基盤となるITシステムの構築」
の2部構
成ですが、
なかでも経営戦略・ビジョンの提示、経
営トップの強いコミットメントが最優先事項となって
います。DXの推進にはITをどこまで活用できるか
が重要ですが、一方で、ITの導入ありき、技術起
点でのDX推進は失敗のもととガイドラインも指摘し
ています。
どのような事業分野で新たな価値を生
み出していくのかという経営戦略やビジョンを明確
化し、組織・制度・意識・文化なども含めた企業
変革に対して経営トップの強いコミットメントがなけ
れば、
どれだけ先進的なITを使っても、 DXごっ
こ に終わることは明白です。

４．中小企業とDX
経済産業省は、
「DXの取組の成否が、
あらゆ
る産業において、今後の競争力を決する重要なイ
シューである」
として、企業自らが自己診断する
「DX推進指標」
を制定4 、企業の自己改善による
DXの推進を図っています。
さらに、2019年10月に
は、各企業のDX推進実態を評価し、
いわゆる
「DX格付け」
を行うための
「デジタルガバナンス・
コード」
の策定を発表5するなど、政府も企業のDX
推進に本腰を入れています。
DXの推進は大企業だけの話ではなく、
中小企
業にも関わる重要なテーマです。単なるITの導入
を超え、
デジタル技術を活用して新しい価値を創
出していこうという姿勢は、
これからの時代の中小
企業に不可欠です。組織が小さい分、大企業より
もDXを推進しやすいとも考えられます。
デジタル・
ディスラプターといえども、
もともとは一人の創業者か
らはじまった企業やビジネスモデルで、最初から大
企業ではなかった企業もあります。専門人材や資
金の問題はあるかもしれませんが、中小企業だか
らできないというものでもありません。
この先、取引先
の大企業がデジタル・ディスラプターの登場で市
「DX格付け」
を大企
場から退場させられることや、
業が取引の条件にしてくる可能性も考えられます。
新型コロナウイルス感染症の影響からも、当面
は厳しい経営環境が続くかもしれませんが、一方
では、DXを推進することによってこの局面を打開で
きる可能性もあります。
いつまで続くのかわからない
ウィズコロナの時代、
この危機的状況をむしろ機会
ととらえ、
自社のDX戦略について考えてみませんか。
［脚注］
1 Erik Stolterman,Anna Croon Fors,「INFORMATION TECHNOLOGY AND THE GOOD LIFE」(2004)
2 経済産業省「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン
（DX推進ガイドライン）」
（2018年）
https://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181212004/20181212004-1.pdf
3 経済産業省「DXレポート〜ＩＴシステム
「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展
開〜」
（2018年）
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono̲info̲service/digital̲transformation/pdf/20180907̲03.pdf
4 経済産業省「DX推進指標」
とそのガイダンス」
（2019年）
5 経済産業省「デジタルガバナンス・コードの策定に向けた検討」
（2020年）
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono̲info̲service/digital̲governance/pdf/report̲001.pdf
［参考文献］
Ⅰ 内山悟志著,「これからのDX<デジタルトランスフォーメーション>」,
エムディエヌコーポレーション／インプレス
（2020年）
Ⅱ 野口浩之，長谷川智紀著,「勝ち残る中堅・中小企業になるDXの教科書」，
日本実
業出版社（2020年）
Ⅲ マイケル・ウェイド,ジェイムズ・マコーレー, アンディ・ノロニャ, ジョエル・バービア
著,「DX実行戦略-デジタルで稼ぐ組織をつくる-」,日本経済新聞出版社（2019年）
Ⅳ 室脇慶彦著,「IT負債-基幹システム
「2025年の崖」
を飛び越えろ-」,日経BP
（2019）

まほろば共済（生命共済）
事業推進キャンペーンのご案内

まほろば共済
共済（生命共済）
では期間中に新規加入・増口していただいた事業所様に手指消毒液＆マスクをプ
増口していただいた事業所様に手指消毒液＆マ
レゼントいたします。
この機会に新規加入・増口をご検討ください。
また、
ご加入中の事業所様には、
入中の事業所様には、
ご応募いただいた中から抽選で豪華賞品が当たるキャンペーンを行います。
ご応募いただいた中から抽選で豪華賞品が当たるキャンペーンを行
皆様のご応募お待ちしております。詳しくは同封のチラシをご覧ください。

まほろば共済のご案内

入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付

定期保険（団体型）+ 橿原商工会議所独自の給付金制度（見舞金・祝金制度）

福利厚生制度にご活用いただけます
業務上・業務外を問わず

24時間保障

１年更新で医師の

診査なし

６大生活習慣病入院一時金
がん入院一時金・がん先進医療一時金

剰余金があれば

配当金も！

商工会議所独自の

給付制度も！

健康増進に役立つ付帯サービスも

健診機関紹介サービス、禁煙外来紹介サービスなど

保障内容、年齢別の月額掛金は橿原商工会議所ホームページ 共済・福利厚生のページでご確認いただけます。
「ご加入にあたってはパンフレット、重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）を必ずご覧ください。
」

引受保険会社：アクサ生命保険株式会社

お問合せ：橿原商工会議所 まほろば共済係

0744-28-4400

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
作りたかったもの」
」
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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ビジネスマッチなら 橿原ビジネス商談会

 奈良ええもんストア（奈良テレビ放送(株)）
*VM

との個別商談会

●日付／令和2年8月7日
（金）10：00〜
●会場名／橿原商工会議所 会議室 A
●バイヤー名／奈良テレビ放送（株） ビジネス開発局 ビジネス開発部
部長 村松 博 氏
藤本 有果 氏
●参加者数／12事業所
古都・奈良の厳選された特産品や名産
品を全国へお届けするならええもんストア
（奈良テレビ放送(株)）
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１２事業所が参加しました。新型
コロナウイルス感染症の対策に留意した
会場で、各事業所は、会社や商品について
▲村松 博 氏（右） 藤本 有果 氏（左）
説明し、売り込みを行いました。

 (株)日本文化センターとの
8YI

個別商談会

●日付／令和2年8月25日（火）13：00〜
●会場名／橿原商工会議所 会議室 A
●バイヤー名／株式会社日本文化センター
バイヤー 下口 泰正 氏
●参加者数／６事業所

τ グランドフードホール（Smile Circle(株)）
;IH

との個別商談会

●日付／令和2年8月19日
（水）10：00〜
●会場名／橿原商工会議所 会議室 A
●バイヤー名／スマイルサークル
（株） 営業部
課長 山村 渉 氏
●参加者数／7事業所
厳選した本物だけを取り扱う高品質デ
リカテッセン、
グランドフードホール
（Smile
Circle(株)）
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7
事業所が参加しました。新型コロナウイル
ス感染症の対策に留意した会場で、各事
業所は、会社や商品について説明し、売り
込みを行いました。

▲山村 渉 氏

  食伯楽通販サイト（(株)ぐるなび）
8LY

*VM

との個別商談会

●日付／令和2年8月27日
（木）13：00〜
令和2年8月28日
（金）10：00〜
●会場名／橿原商工会議所 会議室A
●バイヤー名／（株）
ぐるなび プロモーション事業部
田中 恵子 氏
●参加者数／11事業所

TVショッピングでおなじみの株式会社
日本文化センターを招聘し、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６事業所が参加しました。新型コロナ
ウイルス感染症の対策に留意した会場で、
各事業所は、会社や商品について説明し、
売り込みを行いました。

食伯楽通販サイト
（(株)ぐるなび）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１１事業所が参
加しました。新型コロナウイルス感染症の
対策に留意した会場で、各事業所は、会社
や商品について説明し、売り込みを行いま
した。
▲下口 泰正 氏

▲田中 恵子 氏

新型コロナウイルス感染症対策支援


 家賃支援給付金申請に関する
8YI
;IH

アドバイス会

●日付／令和2年8月18日
（火）①13：30〜 ②19：00〜
●会場名／橿原商工会議所 多目的スペース
●専門家／行政書士 山田 善紀 氏（アインス行政書士事務所 代表者）
●参加者数／11名
（①②計）
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上減少に直面する事業者の家賃
（賃料）負担を軽減するための「家賃支援給付金」に関するアドバイス会を開催
しました。
参加された事業所は、それぞれ専門家からのアドバイスを熱心に聴いておられ
質疑応答では熱心に質問をされていました。

▲山田 善紀 氏

▲アドバイス会の様子

制度改正に伴う専門家派遣等事業

今こそチェック！
！
法改正に対応する為の時間管理・
就業規則ポイントセミナー

新型コロナウイルス感染症の影響や働き方改革により、目まぐるしく変化する
環境に対応するため、自社の職場環境と就業規則・社内制度を改めて確認する
機会としてのセミナーを開催しました。
8LY
【内容】
・「働き方改革関連法」等の最近の法
改正に対応できている？
●日付／令和2年9月3日
（木）13：30〜
・時間管理ができてこその社会・組織
●会場名／橿原商工会議所 多目的スペース
●講師名／特定社会保険労務士 長友 和久 氏（長友社会保険労務士事務所 所長） ・業績回復のため、必要な人材を守る
ため
●参加者数／13名
・今だからもう一度確認したい「休業」
について
▲セミナーの様子

τ
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新型コロナウイルス感染症対策支援
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10月の補助金申請に向けて準備しよう！
「小規模事業者持続化補助金」
説明会

●日付／

A日程 令和2年8月21日
（金）
B日程 令和2年9月9日
（水）
①10:00〜 ②14:00〜 ③19:00〜
●会場名／ 橿原商工会議所 多目的スペース
●講師名／
＜A日程＞ 中小企業診断士 和田 貴美子 氏（和田貴美子税理士事務所 代表）
中小企業診断士 岩井 秀之 氏（Bizサポートコンサルティング 代表）
中小企業診断士 岡原 慶高 氏（アクセルコンサルティング（株）代表取締役）
＜B日程＞ 中小企業診断士 渡辺 淳 氏（ブルーオーキッドコンサルティング 代表取締役）
中小企業診断士 志賀 公治 氏（コンサルティングパートナー“AUBE” 代表）
中小企業診断士 本田 秀継 氏（真秀経営相談所 代表）
●参加者数／40名
新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者を支援するため
の「小規模事業者持続化補助金」について、説明会を実施しました。
専門家より『「小規模事業者持続化補助金」って何？から申請書作成のコツ、補助金受領までの
プロセス』を丁寧に解説して頂きました。

▲渡辺 淳 氏

τ 
;IH

▲本田 秀継 氏

ττ
;IH

τ
8LY

τ
8LY

▲志賀 公治 氏

τ
*VM

▲和田 貴美子 氏

▲岩井 秀之 氏

▲岡原 慶高 氏

τ 専門家による
*VM

「申請書作成支援」
個別相談会

●日付／

A日程 1回目相談日 9/2（水） ２回目相談日 9/9（水）
B日程 1回目相談日 9/3（木） ２回目相談日 9/10（木）
C日程 1回目相談日 9/4（金） ２回目相談日 9/11（金）
①10：00〜 ②13：30〜 ③15：45〜
●会場名／ 橿原商工会議所 会議室
●講師名／ 中小企業診断士 和田 貴美子 氏（和田貴美子税理士事務所 代表）
中小企業診断士 中野 雅公 氏（グラスハパコンサルティング（株）代表取締役）
中小企業診断士 岡原 慶高 氏（アクセルコンサルティング（株）代表取締役）
●参加者数／9事業所

▲中野 雅公 氏

▲和田 貴美子 氏

▲岡原 慶高 氏

専門家による個別相談会を開催し、補助金を受けるまでの道標として、申請書作成のコツを説明し、アドバイスを行いました。

い羽 根
10月1日から赤
まります！
じ
は
が
金
募
同
共
企業・篤志家の皆様方には、赤い羽根共同募金に温かいご支援・ご協力を賜り、
心より感謝申し上げます。本年度も「じぶんの町を良くするしくみ。
」をスローガンに、
▲企業の社員さん
１０月１日から３月３１日まで赤い羽根共同募金運動が全国的に展開されます。橿
も募金活動に参
■お問合せ先
先
加
原支会では、新型コロナウイルス感染症予防に十分配慮しながら、この共同募金
奈良県共同募金会橿原支会
運動を進めてまいります。
社会福祉法人橿原市社会福祉協議会 地域福祉係
本年度も共同募金運動にご支援・ご協力を賜りますようよろしくお願いします。
TEL.0744−29−3880 FAX.0744−29−4400
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新入会員のご紹介

ご入会いただきありがとうございます！

個人

代表者名
（事業所名）

令和２年３月〜８月 （順不同・敬称略）

所 在 地

業

種

橿原市上品寺町413-16

各種国家資格取得のための模擬試験、
補助教材販売

今澤慶子
（美容室いまざわ）

橿原市太田市町87

美容業

大前卓眞
（大進興産）

橿原市新口町182-20

岡本美香
（SQUARE PAIR SHARE SALON）

橿原市北八木町３丁目65-8

槇峯博好
（マダムチャマ）

橿原市南八木町１丁目３-５ 槇峰ビル３F

ショットバー

上村文昭
（上村設備工業）

北葛城郡広陵町笠133-５

配管工

東山美和
（月姫）

橿原市大軽町120-１

大類路代
（イルミナラッシュ）

橿原市内膳町1-2-15

世利重実
（総合研修センター）

建設部材の運搬、
据付
谷ビル５F

美容室

飲食業
スカイピア上田５F

マツゲエクステ商材販売・マツゲエクステ講習・サロン運営

田中道彦
（事業繁栄コンサルティング） 生駒市喜里が丘1-8-24

経営コンサルタント
（中小企業診断士）

岩見統伸
（岩見建設）

橿原市出合町185-5

建設土木

武村直治
（武村直治行政書士事務所）

高市郡高取町大字薩摩557番地

行政書士業

米田昇平
（よねだ社会保険労務士事務所） 橿原市新口町165-1

社会保険労務士業

堀哲嘉
（学習ジム・コーチ）

橿原市曲川町７丁目24-3-2

寺澤剛

宇陀市菟田野岩崎202-33

解体工事

淺野雄三
（ヌーベル化学工業）

橿原市十市町926番地

プラスチックボトル製造・化粧品製造販売

大原成子
（NICOʼS CAFE＆TABLE）

橿原市兵部町3-14

カフェ

徳本豊
（徳本建築設計事務所）

橿原市小槻町291-8

設計事務所

福田典生
（Lotus共創研究所）

橿原市田中町264-4

経営コンサルティング
（セミナー講演、
知的資産経営実践支援、
経営診断、
経営計画作成支援、
業務プロセス改善、
IT・IOT活用支援）

上之原秀寿
（上之原サイディング）

葛城市新庄416-8

島岡眞耶
（コンディショニングサロン ＣＵＲＡ） 橿原市城殿町255-2

塾経営のためのコンサルタント

外壁工事
ヴィオレッテ内2F

リラクゼーション、
エステ、
パーソナルトレーニング
（マンツーマン指導）

今西伸文
（ナウエストカンパニー）

橿原市四条町792番地2

四輪販売
（新車・中古車）
、
点検車検、
一般整備、
保険、
クレジット、
部品用品販売、
用品ブランド設計販売

辻幸子
（さちのかご）

高市郡明日香村奥山37-5

クラフトテープ
（紙バンド）
を使ったかご・鞄

髙田勢津子
（美容室 さち）

橿原市久米町533-1

女性用ウイッグとカット

法人

事業所名

前田ビル201

所 在 地

業

種

株式会社マンヨー
一般社団法人 結

橿原市鳥屋町1-25
橿原市内膳町１丁目3-22

リフォーム工事・設備工事・外壁塗装工事
社会福祉事業（障害者の就労支援、軽作業請負、ポップコーンの製造販売）

トーマス株式会社

橿原市内膳町4-4-5 かとうビル２階

介護事業（福祉用具レンタル・販売、住宅改修）、経営サポート事
業（補助金、
Ｍ＆Ａ支援）、行政書士

東洋設備株式会社
信和化学株式会社
有限会社アラヤ商店

橿原市石川町291-1
橿原市忌部町164番地の6
橿原市高殿町587-10

管工事業
一般クリーニング
海苔及び椎茸・
・昆布
昆布・干ぴょう・生油・高野豆腐
・高野豆腐・ガリ等、お寿司関連商品の卸売業

株式会社パートナーズ

大和高田市大谷473-12

ソーシャルメディア広告配信代行及びアドバイス・ソーシャルメディアビジネス活用
アドバイス・ＩＴコーディネイト事業①システム導入、設定支援 ②Webサイト構築

株式会社九鼎

香芝市下田西1丁目124番1号豊富香芝ビル1階3号

リラクゼーションサロン

株式会社内炭登山ガイド企画

橿原市南妙法寺町15番地の3

登山ガイド業・登山の企画立案業務・登山教室の開催・旅行業者
代理業・転業安定法に基づく有料転業紹介事業

ティユニオン株式会社

橿原市上品寺町239-12

窒素ガス発生装置販売、各種省力化機器製造・販売、樹脂・粒体貯蔵
設備製作・工事、
ドローン事業（各空撮、農薬散布、
ドローン教室等）

K-TRADING株式会社
宗教法人神道久米稲荷

橿原市忌部町192-1
橿原市久米町906番地3

ドライアイス販売、
キッチンカーによる食品販売
宗教法人

大和高田市高砂町7-17-102

骨盤矯正・美容鍼灸・交通事故治療・骨格矯正・サーキットトレー
ニング・小顔矯正・パーソナルトレーニング

橿原市八木町1-7-3 橿原ビル302号室

旅行業者代理業・翻訳、通訳業、観光地の開発並びに、旅行及び文化、
観光施設等に関する企画運営斡旋等の事業、旅行損害保険取扱業務

株式会社Riche Lifestyle

橿原市土橋町232-4-D

和菓子の通信販売、食品通販コンサルティングサービス、WEB広告代行サービス

合同会社T＆C（T＆C TOEIC英検
T＆C English school）
school、

大和高田市東中2-11-27

英語資格対策・英会話スクールの経営、英語講師派遣、セミナー・講演会・イベント
等の企画及び運営、英語教育・学習に関するコンサルティング・カウンセリング

株式会社ＳＵＸＥＡＤ
（まつい鍼灸整骨院）
株式会社LUKES

橿原支店

※加入手続きの際に掲載承諾をいただいた事業所のみ、ご紹介をさせていただいております

10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 松本

※令和２年9月18日現在
ハロ ーワークに登 録
されている人の一例です

職歴（最新▶旧）
・免許・資格

1

経理事務員

2

保育士

3

洋生菓子製造工

：００−１５：００ 大 卒 橿原市 経理事務員：約９年／資格：日商簿記３級
時給９００円 ９
5時間程度 週4日程度
：００−１６：００ 短大卒 橿原市 保育士：約8年／資格：保育士
時給８５０円 ９
7時間程度 週5日程度
：００−１７：００ 専門卒 御所市 パティシエ：約２０年／資格：調理師
時給１０００円 ８
8時間程度 週5日程度

4

4tトラック運転手

時給１５００円

5

介護福祉士・介護相談員

２０万円

８：００−１８：００ 高

卒 葛城市 介護福祉士：約8年

6

医療・介護事務員

１８万円

８：３０−１７：００ 高

卒 葛城市 医療事務員：約13年／資格：医療事務資格

7

倉庫作業員

１８万円

８：４５−１７：４５ 高

卒 王寺町 倉庫作業員：約４年／資格：フォークリフト運転技能者、
大型自動車免許

8

機械・金属製造・機械設備

２５万円

８：００−１８：００ 専門卒 広陵町 自動車整備：約17年／資格：二級自動車整備士、
大型自動車免許、
自動車検査員

9

柔道整復師

２６万円

10 経理事務員・営業事務員

£{ .DVKLKDUD

２５万円

不問

不問

高

卒 御所市 ４tトラック運転手：約4年 印刷物加工員：約10年／資格：準中型自動車免許、小型移動式クレーン運転技能者
飲食店接客：約4年／資格：調理師、
介護福祉士

専門卒 広陵町 柔道整復師：約3年／資格：柔道整復師

８：３０−１７：００ 大

卒 香芝市 経理事務員：約17年／資格：日商簿記3級

£ä

0RQWKO\VFKHGXOH

月 会議所行事予定

商：ビジネスマッチなら橿原ビジネス商談会 制：制度改正に伴う専門家派遣等事業 新：新型コロナウイルス感染症対策 ※諸状況により予定が変更となる場合があります

日（6XQ）

ÓÇ

月（Mon）

火（7XH）

Ón

水（:HG）

Ó

新 経営相談窓口

Îä

新 経営相談窓口
●第156回 日商簿記
●かしはら創業塾6日目
検定試験 ネット申込開始 ●サイバーセキュリティお助
け隊事業 UTM・テレワーク
（〜14 ）
ツール無料体験＆説明会
制 民法の大改正と中小
企業の実務
●ビジネス実務法務検定試
験申込登録期間（〜23日 ）

x

{

木（7KX）

È

Ç

£

Ó

新 経営相談窓口
●かしはら創業塾5日目

Î

新 経営相談窓口



新 経営相談窓口
●かしはら創業塾7日目

£ä

●空き店舗対策事業
委員会
●青年部役員会
新 経営相談窓口

n

検定試験 窓口申込開始
（〜16 ）

商 ビジターズビューロー

との個別商談会

委員会

新 経営相談窓口
£ 商新 経営相談窓口
Óä ●かしはら創業塾10日目
Ó£ 新 経営相談窓口
西日本高速ロジス

£n

（株）
との個別商
ティックス
談会

土（6DW）

新 経営相談窓口

経営相談窓口
新 経営相談窓口
経営相談窓口
£Ó 新●第156回
£Î ●かしはら創業塾8日目
£{ 新●異業種交流事業
£x 新 経営相談窓口
日商簿記

££

金（)UL）

新 経営相談窓口
£È ●かしはら創業塾9日目
£Ç

経営相談窓口
ÓÓ 新●異業種ビジネス交
ÓÎ 新 経営相談窓口

Ó{

流会

●第220回
経営相談窓口
経営相談窓口
経営相談窓口
経営相談窓口
経営相談窓口
Óx 日商珠算検
ÓÈ 商新 オージースポーツ
ÓÇ 新●商標登録セミナー
Ón 新●事業引継ぎ個別相談会
Ó 新●会員事業所健康診
Îä 新商 ラオ
Î£
ックスとの個別
定試験

との個別商談会

●個別経営相談会

●会員事業所健康診断事業 断事業（リサイクル館かし
（リサイクル館 かしはら）
はら）
●経営力向上計画策定セミナー

商談会

ర౮౺ಒಬ⏗ಋಋഝഔఱ
取り扱い店舗の募集について

橿原市では Go To トラベルキャンペーン等を利用して奈良県を来訪する方の本市での宿泊を

獲得すると共に、市内での消費を促し広く観光振興を図ることを目的に、中南和地域の観光施

設の入場料等で利用できるクーポンや市内の飲食店や小売店・ショップ、タクシー等で利用でき

るクーポンを発行します。（実施期間：令和 2 年１０月１日〜令和 3 年 2 月２８日宿泊分まで）

この飲食店・ショップ等クーポンが利用できる橿原市内に店舗等を有する事業者（飲食サー

ビス業、小売業（製造小売業含む））で業界団体が作成した感染拡大予防ガイドラインを実施

している店舗等を募集しています。
詳しくは橿原市観光協会（

20 -112 3 平日9：00〜17：00）までお問い合わせください。

奈 良 県 最 低 賃 金 が 改 定 さ れ まし た
奈良県最低賃金

838円（時間額）

【発効日】令和２年10月1日
奈良県最低賃金はすべての労働者に適用されます。ただし、特定の産業には特定最低賃金が定められています。

奈良労働局・労働基準監督署
.DVKLKDUD £x

発行所／橿原商工会議所
URL http://kashihara-cci.or.jp

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1丁目21番5号 C-5ビル7階
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橿原市久米町652-2 橿原市商工経済会館3F
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本 社・工 場

$6+,+$5$

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

