The Kashihara Chamber of Commerce and Industry

橿原ビジネスプレス

November





事業所内皆様でご覧下さい

月の誕生石（大和三山

香具山

南浦町）

この石から月が産まれたという言い伝えがあります。石はあたかも妊婦が腹帯をして、横たわっている
ように見え、円形の黒色の斑点は月が使った産湯の跡で、小さな斑点は月の足跡と伝えられています。
引用：橿原市観光政策課・一般社団法人橿原市観光協会「香具山周辺散策マップ」より

小規模事業者持続化補助 第 5 回受付分新設されました
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

販路開拓をお考えの小規模事業者様へ
小規模事業者持続化補助金
令和２年度補正予算小規模事業者持続化補助金【コロナ特別対応型】
第５回受付締切分が新設されました。

●第５回受付締切：２０２０年１２月１０日（木）【郵送必着】
補助金名称

令和２年度補正予算
小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞

支援内容

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いながら販路開拓等に取り組む事業
者への重点的な支援。

対象者

小規模事業者及び一定要件の満たす特定非営利活動法人
商業・サービス業（宿泊業・娯楽業除く）：常時使用する従業員の数５人以下
製造業その他：常時使用する従業員の数２０人以下

補助対象経費

機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、
専門家旅費、設備処分費、委託費、外注費
※パソコン、タブレット等の汎用可能な設備投資は補助経費対象外（リースは除く）

特記事項

補助対象経費の 1/6 以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資であること
●Ａ類型：サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
●Ｂ類型：非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと
●Ｃ類型：テレワーク環境の整備
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること
※売上高が前年同月比▲20％以上減少した小規模事業者で、補助金の早期の受領を希望する事業者に対し
ては、補助金交付決定と同時に概算払いによって交付決定額の 1/2 を即時支給する。
※２月 18 日以降に実施した取組まで遡って補助。

補助上限
補助率

100 万円
（A 類型）2/3 以内、
（B・C 類型）3/4 以内

申請締切

５次締切：12 月 10 日

コロナ特別対
応型支援機関
確認書（様式
３）の発行に
ついて

支援機関確認書（様式３）は申請の際、任意提出書類になりました。
コロナ特別対応型は、商工会議所発行の書類を得ずに（商工会議所に行かずに）申請することができます。
様式３の添付有無は採択審査上、影響はありませんが、発行を希望される事業所は下記のとおりご依頼くださ
い。
支援機関確認書
（様式 3）発行依頼締切日
◆第５回受付締切分について◆
＜橿原商工会議所会員＞
2020 年 12 月 8 日
17：00 まで
＜非会員＞ 2020 年 12 月 7 日
17：00 まで

郵送必着

事業再開枠

補助上限：50 万円、補助率：定額（10/10）
※
「事業再開枠」の取組は５月 14 日以降に実施した取組まで遡って補助
【事業再開枠の対象】 ※業種別ガイドライン等に基づく以下の感染防止対策費
●消毒、マスク、清掃 ●飛沫防止対策（アクリル板・透明ビニールシート等） ●換気設備
●その他衛生管理（クリーニング、使い捨てアメニティ用品、体温計・サーモカメラ・キーレスシステム等）
●掲示・アナウンス（従業員又は顧客に感染防止を呼びかけるもの）等

追加対策枠

補助上限：50 万円、補助率：2/3 または定額（10/10）
※「追加対策枠」はクラスター対策が特に必要と考えられる特例事業者（ナイトクラブ、ライブハウス等、
公募要領に掲げられている業種）が対象。
応募申請書類等に関する詳細は、特設サイト（日本商工会議所）をご参照ください。

公募要領
申請書類

【お問い合わせ先】橿原商工会議所

https://r2.jizokukahojokin.info/corona/

中小企業相談所

電話：0744-28-4400

9：00-17：00（土日祝日、年末年始除く）

日本商工会議所より 検定事業の受験者数
拡大について表彰されました
令和２年 9 月 17 日（木）開催の日本商工会議所第 131 回通常会員
総会において、全国 515 商工会議所の中から橿原商工会議所が検定事
業表彰（受験者数拡大）を受賞しました（18 会議所対象）。
これは、対前年度比で受験者数の伸び率が大きい商工会議所を表彰す
るもので、他の模範となる商工会議所として表彰を受けたものです。
橿原商工会議所は、今後とも地域の産業人材育成に大きな役割を果た
すべく尽力して参ります。

▲授与された表彰状
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●コロナ禍の中、橿原に訪れた人々の心の灯
になるように明るく光を照らします。

11/28
〜 20211/31

開催期間

2020

開催場所

近鉄大和八木駅一帯

点灯時間

17：00〜24：00
（2020年11月28日〜12月30日）
17：00〜 7：00
（2020年12月31日〜2021年1月1日）
17：30〜24：00
（2021年1月1日〜1月31日）
※写真は2019年度のものです
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事業活動における賠償リスク、
事業休業リスク、財物損壊リスクを総合的に補償します｡

ビジネス総合保険制度
ここがおすすめ

従来の
保険契約

●賠償責任（PL、
リコール、情報漏えい、サイバー、施設・
事業遂行等）
リスクを総合的に補償
●事業休業補償により災害に遭った際の事業継続のため
の資金を確保
●全国商工会議所のスケールメリットによる割安な保険料
水準

険

施設賠
償
責任保
険

機械保険

https://hoken.jcci.or.jp

制

度

運

営

日本商工会議所

お問い合わせ先

橿原商工会議所
各地商工会議所

●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
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●保険会社の早期災害復旧支援により事業継続を後押し
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保険ごとに必要

件
5万破
突

全国商工会議所

休
業
補
償

引受損害保険会社

保険の見直し
しませんか ？

●会員事業者を取り巻くリスクに対する補償のモレ・
ダブリを解消し、
一本化して加入可能

まで
げさ
おか

ビジネス
総合保険制度

スッキリ!
・
補償の
重複がない!
・
ご契約手続きを
一本化!

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
大同火災海上保険株式会社

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。

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

橿原市家賃支援給付金を交付します！
新型コロナウイルス感染症の影響を受け売上げが減少している事業者を支援するため、
国の「家賃支援給付金」の支給を受けた事業者に対し、橿原市内に所在する物件の月額
賃料の１／３×６か月分（最大３０万円）を交付します。
【対象者】次の項目全てに該当する中小企業・小規模事業者
①国の「家賃支援給付金」の支給を受けた
②国の「家賃支援給付金」の対象となる橿原市内に所在する土地・建物に
おいて事業を営み、現に地代・家賃に対する賃料を支払っている
【給付額】月額賃料 × １/３ × ６ヶ月
※上限３０万円、千円未満の端数は切り捨てます。
【期 間】R2/10/1（木）〜 R3/3/1（月）
【申 請】申請書類と添付書類を揃えて、地域振興課へ提出してください。
詳細は市ホームページをご覧ください。
【お問合せ】地域振興課（℡:0744-47-2091）

+PHQTOCVKQP

インフォメーション

計量器定期検査のお知らせ
取引または証明に使用する特定計量器は計量法第１９条第１項の規定により、２年に１度の
定期検査が義務付けられています。
今年度は次のとおり定期検査を実施しますので、最寄りの場所で受検してください。
< 対象となる計量器 >
・商店、スーパー、生産農家などで物品の売買、取引に使用されるもの。
・医院、診療所などで、証明用に使用されるもの。
< 手数料 >
計量器の種類・能力により異なります。
日

程

11月19日
11月20日
11月2 5日
11月26日

時

間

10時〜12時
13時30分〜15時
10時〜12時
13時〜15時
10時〜12時
13時30分〜15時
10時〜12時
13時30分〜15時

検査場所

奈良県農協真菅支店
ふれあいセンターふじわら
橿原市役所（北館１階入札控室）

※検査当日は、市役所北館にお越しください

リサイクル館かしはら
奈良県農協橿原営農経済センター
畝傍地区公民館
かしはら万葉ホール（中央体育館東側）

※日程内に定期検査を受けられないときは、県産業振興総合センター
計量検定室（奈良市）で検査を受けてください。

※定期検査を受けないで使用すると、処罰を受ける場合があります。

{
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【申込み・お問い合わせ】
県産業振興総合センター・計量検定室

０７４２-３０-４７０５

商工会議所 LOBO

早期景気観測

〈令和2年9月度調査結果〉

業況ＤＩは、持ち直しの動きあるも、 ＬＯＢＯ全産業合計の各ＤＩの推移
力強さ欠く
先行きは慎重な見方続くも、
回復に期待感
30
20
10
0

従業員DI

資金繰りDI

売上DI

販売単価DI ※1
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● 全産業合計の業況DIは、
▲56.5（前月比+2.5ポイント）
● 新型コロナウイルスの影響により、巣ごもり消費が拡大する中、
ネット通
販やデリバリーを活用する消費者の増加も追い風となり、飲食料品の売
れ行きが堅調だった。
また、
自動車関連で、経済活動をいち早く再開した
中国向けの生産が持ち直しつつあるほか、建設業では台風などの災害復
旧を含む公共工事の下支えが続く。一方、消費者のマインド低下や観光
需要の低迷から、飲食・宿泊をはじめ関連産業の経営は依然厳しく、
コロ
ナ対策のコスト増を指摘する声も聞かれる。
中小企業の景況感は持ち直
しに向けた動きがみられるものの、
力強さに欠く状況が続いている。
● 先行き見通しDIは、
▲44.0（今月比+12.5ポイント）
●コロナ禍の影響長期化により、
売上回復の見通しが立たない中、
助成金等
の政策効果が剥落したあとの急激な業績悪化を懸念する経営者も多く、
先行きの不透明感から、
慎重な見方が続く。
一方、
政府による旅行喚起策
の東京追加や、
順次開始される飲食業支援策による需要喚起への強い期
待感がうかがえるほか、欧米向けを含む自動車関連、5G向けなど半導体
関連の持ち直しを期待する声も聞かれた。

-50

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。

仕入単価DI

採算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9月11日〜9月17日

▶調査対象／全国の336商工会議所が2,748企業にヒアリング

内訳

建設業 456 製造業 650 卸売業 321
小売業 567 サービス業 754

▶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

.DVKLKDUD

x

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

奈良近郊の山歩きから
夢は海外の山々まで
公益社団法人日本山岳ガイド協会の認定ガイド資格を有し、
ガ
イドブックの執筆や数々のＴＶ番組に出演したことのあるプロガイ
ドが在籍。奈良近郊の日帰りの山歩きから日本アルプスや日本百
名山等の山々へご案内をしております。
「山歩き教室」
を月1回9講座開設。疲れにくい歩き方や必要な装
備など一から学べます。初心者でも６ヶ月で槍ヶ岳、屋久島、利尻、
富士山等に登っていただけるようになり、好評をいただいています。
健康に自然の中に親しみ、普段の生活では味わえない大きな感
動を一緒に楽しみましょう。
ウチ ズミ ト ザン

▲登山の時間を楽しく過ごせるようご案内します

キ カク

株式会社内炭登山ガイド企画
〒634-0052

橿原市南妙法寺町15-3



0744-28-3197

［定休日］なし
［HP］http://uchizumi.sakura.ne.jp/

橿原白橿
郵便局・
徳応寺
・

★

岡寺
・
奈良福祉会
橿原保育園

白橿
近隣公園

207

・
橿原市立
白橿中

▲経営者の内炭直美氏（右）
と内炭孝夫氏（左）

コンベンションルームを
ご利用ください‼
弊社は、
ミグランスで観光案内所とコンベンションルーム
（貸会議
室）等を運営しています。
コンベンションルームは約２００ｍ²の広さがあり、定員は117名で、
分割して利用いただくことも可能です。音響・スクリーン・プロジェク
ターの附属設備は最新設備を完備しております。
ホワイエ
（ロビー）
も
ゆったりとした間取りで控室も充実し、広々とお使いいただけます。空
き状況・会議室見学・その他質問がございましたらミグランス1階の観
光振興支援室までお問い合わせ下さい。
トウキュウ

カンコウシンコウ シ エンシツ

（株）東急コミュニティー ミグランス観光振興支援室
〒634-0804 橿原市内膳町1-1-60
橿原市役所分庁舎 観光振興支援室

0744-47-2924
0744-47-2787
［営業時間］8：00〜20：00
［定休日］年中無休
［HP］http://migrans.jp

▲外観

大和八木



★

柳町

・ 奈良地方法務局
橿原出張所
大和橿原
シティホテル
・

▲コンベンションルーム

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

.DVKLKDUD

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

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

Ç

女性会とは？

●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
マラソンに出展し地域の皆
様との交 流・地 域 活 性 化
事業を行っています︒

●企業視察見学
各 種 企 業の施 設を 訪 問
しています︒最 新 技 術や︑
地 域 事 情などを 学び︑見
聞を広めています︒

●セミナー・講演会
様々なテーマでセミナー
や講 演 会を 開 催し 知 識を
深めています︒また︑女性会会員が講師
になり 講 習 会を 行うなど 会 員 同 士の交
流事業にもなっています︒

●親睦会
新 年 懇 親 会や慰 労 会など 楽し
く 交 流 を 行い︑会 員 同 士の親 睦
を深めています︒

●一泊研修
一泊研修として各地の施設見学
行い︑地 域 産 業を 学んでいます︒
また︑各 地の商工 会 議 所 女 性 会
と交流事業を行っています︒

このような活動を行っています！
！

異業種からなる女性経営者などの団体です︒一人で経営
者として孤軍奮闘頑張っている方︑夫の会社を共に支えて
いる方︑新たに事業を起こした方など︑各々違った立場で
経営に携わっている女性メンバーの集まりです︒各事業を
通じて自己研鑽︑相互交流に努めています︒
私達と楽しい日々を過ごしてみませんか︒

橿 原 商 工 会 議 所 女 性 会 会員募 集中！
！

▲橿原夢の森フェスティバルに出展

入会金 3,000円
▲新年懇親会で親睦を深めています

橿原
通信

▲講演会の様子

日本商工会議所青年部
第３８回近畿ブロック大会
はじまりの地かしはら大会
１２月に実施 !!

お問合せ

橿原商工会議所 女性会事務局 TEL.0744-28-4400

※YEGとは商工会議所青年部の略称です。

新入部員紹介 !!
＜名前＞
木村 亜希子
＜事業所名＞
Ｋ−ＴＲＡＤＩＮＧ株式会社
＜役職＞
代表取締役
＜住所＞
橿原市忌部町192番地-1
＜業種＞
ドライアイス販売他
＜モットー＞
百忍百謝

当初９月開催を予定しておりました標記大会ですが、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止対策を整えた上で、１２月４日（金）
に開催することに決定しました。
〜開催項目〜
記念式典（無観客ライブ配信）
分科会＜橿原神宮正式参拝＞
（無観客ライブ配信）

▲はじまりの地 かしはら大会

＜名前＞
嶌 将太
＜事業所名＞
株式会社保険のゲートウェイ
＜役職＞
営業
＜住所＞
桜井市戎重348-1
＜業種＞
保険代理店
＜モットー＞
変わることを恐れず、
挑戦を
恐れず、
失敗を恐れず

▲リハーサルの様子

事業活動報告
９月２５日
（金） 近畿ブロック大会はじまりの地かしはら大会 式典部会
（山内実行委員長他）
９月２８日
（月） 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）
１０月１日
（木） 橿原商工会議所青年部役員会 （泉谷会長他）
１０月２日
（金） 近畿ブロック大会はじまりの地かしはら大会 事前リハーサル
（松本近畿ブロック商工会議所青年部連合会会長他）
１０月８日
（木） 近畿ブロック大会はじまりの地かしはら大会 式典部会
（福本式典部会長他）
１０月１４日
（水） イルミネーション企画委員会 （増田委員長他）
１０月１６日
（金） 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
（井上物産展部会長他）
１０月２０日
（火） 近畿ブロック大会はじまりの地かしはら大会 総務部会
（中西総務部会長他）
１０月２７日
（火） 奈良県商工会議所青年部連合会役員会 （泉谷会長他）

n

.DVKLKDUD

年会費 1,000円

橿原 YEG で繋がろう！
！

部員募集

橿原YEG（橿原商工会議所 青年部）
とは？
私達、橿原商工会議所青年部は、主に橿原市内で活動している45歳ま

での商工業青年経済人の集まりです。沢山の人達がこの街を好きにな

り、この街で働き、この先もずっと暮らしていけるように、豊かで住みよ
い郷土づくりに貢献しています。

お問合せ：橿原商工会議所青年部事務局
（TEL：0744-28-4400）まで

まほろば共済
（生命共済）
掛金変更のお知らせ

まほろば共済のご案内

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

まほろば共済（生命共済）
は毎年12月1日が更新日となり
ます。保険年齢により12月分（11月27日口座振替分）
より月
様にはアクサ生命保険株式会社より変更後の掛金について
また、年齢別の掛金一覧表につきましては、橿原商工会議

剰余金があれば

商工会議所独自の

配当金も！

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

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

所ホームページに掲載いたしますのでご確認ください。

希望職種

診査なし

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。」

個別に金額をお知らせいたしております。

No

１年更新で医師の

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

額掛金が変更になる場合がございます。変更になる事業所

ハローワーク求職者情報

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制度（見舞金・祝金制度）

11月号

0744-28-4400

■お問合せは、
ハローワーク大和高田へ

TEL.0745-52-5801

担当／職業紹介部門 松本

※令和２年10月20日現在
ハロ ーワークに登 録
されている人の一例です

希望収入 希望勤務時間

学歴

住所

３０万円 ８：００−１７：００

高卒

橿原市

2 電気工事作業員

２０万円 ８：３０−１７：３０

高卒

橿原市 火力発電所オペレーター：約３年／第二種電気工事士、危険物取扱者（乙種）、２級ボイラー技士、クレーン運転士、玉掛技能者

3 トラック運転手

３０万円 ８：３０−１７：３０

高卒

田原本町 トレーラートラック運転手：約２０年／大型自動車免許、
フォークリフト運転技能者

1 トラック運転手

4 介護福祉士（施設介護員） ２０万円

飲食店での接客・調理：約６年 工事現場作業員：約１年／大型自動車免許、
フォー
クリフト免許、
牽引免許、
玉掛技能者、
小型移動式クレーン運転技能者

高卒

田原本町 介護福祉士
（訪問）
：約１６年／介護福祉士

5 製造員 大型特殊車両運転手 ２８万円 ８：００−１７：００

中卒

広陵町 段ボール製造（配送・営業等も含む）
：約２８年／大型自動車免許、大型特殊自動車免許、フォークリフト運転技能者

6 製造作業員

２０万円

不問

高卒

香芝市 廃棄物収集作業員：約４年／フォークリフト運転技能者、車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者

7 和食・洋食調理人

３０万円

不問

高卒

香芝市 調理人：約３年／調理師

8 トラック運転手 飲食店店員

４０万円 ８：００−１８：００

中卒

上牧町 トラック運転手：約１２年／大型自動車免許

9 介護福祉士（施設介護員） ２０万円 ８：００−１７：００

高卒

上牧町 介護福祉士（施設）
：約４年、食品サンプル製造：約１２年／介護福祉士、福祉用具専門相談員

10 大型トラック運転手

４０万円

不問

職歴（最新▶旧）
・免許・資格

不問

専門卒 河合町 大型トラック運転手（長距離）
：約１年／大型自動車第二種免許、
フォークリフト運転技能者

.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。

社会保険労務士

おお

か わら

とおる

大河原 徹

社会保険労務士法人オフィスリンク
代表社員

住所：〒634-0063
奈良県橿原市久米町６６１番地
TEL：0744-48-0874
FAX：0744-48-0875

大和開発ビル３Ｆ

URL： https://sr-ofﬁcelink.or.jp/

■経歴
1972年 千葉県鎌ケ谷市生まれ
鉄鋼専業商社勤務を経て、
2014年10月に社会保険労務士事務所オフィス
リンクを開業
2018年10月法人化
企業の労務相談を中心に、給与計算業務、労働保険・社会保険の手続業務、
助成金のアドバイス・申請手続業務を主に行う。
最近では、助成金を活用した企業の評価制度の導入や社員教育制度に
力を入れている。

法定三帳簿を整備・保存していますか？
「法定三帳簿」
・・・あまり聞いたことが

残業に関する相談が増えてきています。未

無い言葉かと思いますが、
「労働者名簿」

払いの残業代に関しては、
さかのぼって

「賃金台帳」
「 出勤簿」
はご存知の方は

請求できる期間（時効）
が2年から3年に

多いと思います。法定三帳簿とは、
この
「労

延長されました。仮に1日1時間残業時間

働者名簿」
「 賃金台帳」
「 出勤簿」
のこと

の計算が間違っていた場合（不足してい

で、労働基準法では
『事業主は法定三

た場合）
では、
月に20日勤務の会社の場

帳簿を備え付け、3年間の保存』
を義務

合は３年間では720時間分の残業代をさ

付けています。法定三帳簿は提出の義務

かのぼって請求される、
という事にもなりか

はありませんが、労働基準監督署や年金

ねません。

事務所による監査の時、雇用関係の助
成金の申請時には提出が求められます。

法定三帳簿をきちんと整備することは＝
社員さんからの信頼度がより大きくなる→

これらの帳簿の備え付け、3年間の保存

社員さんが安心して働くことが出来る→社

義務違反に対しては、
３０万円の罰金が

員さんの定着率が向上する→生産性が

科せられることがあります。

向上する→最終的には会社の発展に繋

コロナ禍で注目を浴びました雇用調整

がっていきます。

助成金の申請でも
「賃金台帳」
と
「出勤

各帳簿の作成は難しいことではありませ

簿」
の提出が求められましたが、
日頃からこ

ん。必要事項が記載されていれば様式は

れらの帳簿を整備、保存していると非常事

問われません。
（ 厚 生 労 働 省のホーム

態の時にもスムーズに事が進みます。

ページから様式をダウンロードすることも出

法律で義務付けられているから・・・、助

来ます。）
また紙でなくてもデータでの保存

成金で必要だから・・・という理由で整備

でも構いません
（ただし紙で提出を求めら

することも大切ですが、法定三帳簿を整備

れたときはすぐに印刷できる状態が必要に

するということは、

なります）。

・ 社員さん一人一人の個人情報の把
握と管理

法定三帳簿をまだ整備されていない会
社はもちろんですが、既に整備・保存され

・ 適切な労働時間の把握と管理

ている会社でも法定三帳簿を整備する意

・ 適切に把握した労働時間に基づいた

味をもう一度考えて、法定三帳簿の正確

正確な給与計算（特に残業代や休日

な整備・保存に心がけて頂きたいと思いま

出勤時の計算）

す。各帳簿の記載事項、保存期間は以

に繋がります。
最近では
「残業代が支払われていな
い」
「 残業代の計算が不正確」
といった、

£ä .DVKLKDUD

【労働者名簿】の記載事項
・労働者の氏名
・生年月日
・履歴（主に社内での履歴）
・性別
・住所
・従事する業務の種類
・雇入れの年月日
・退職や死亡の年月日、
その理由や原因
◇保存期間：退職等の日から3年

下の通りとなります。不明な点がございまし
たら、
お近くの社会保険労務士へお気軽
にご相談下さい。

【賃金台帳】の記載事項
・労働者の氏名
・性別
・賃金の計算期間
・労働日数
・労働時間数
・時間外労働、休日労働、深夜労働時間数
・基本給や手当等の種類と金額
・賃金の控除項目と金額
◇保存期間：最後の賃金について記入し
た日から3年
【出勤簿】
・労働者の氏名
・出勤日
・出勤日ごとの始業、終業の時刻
・休憩時間等
＊タイムカードや勤怠管理システムのデータ
でも可
◇保存期間：最後の出勤した日から3年

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

.DVKLKDUD ££

ビジネスマッチなら 橿原ビジネス商談会

τ (株)近鉄百貨店MDディレクション担当者
*VM

による「百貨店市場で必要とされる商品
づくり」セミナー

●日時／令和2年9月11日
（金） ①10：00〜
●会場名／橿原商工会議所

②14：00〜

多目的スペース

●講師名／森永 美穂 氏
（(株)近鉄百貨店 百貨店事業本部 営業推進部 課長）

τ τ 奈良まほろば館（株式会社まほろば
;IH

8LY

ホールディングス）
との個別商談会

●日時／令和2年9月23日
（水） 13：30〜
令和2年9月24日
（木） 10：00〜
●会場名／橿原商工会議所

統括マネージャー

●参加者数／17事業所

店長

百貨店の動向や求められる商品づくりについて、(株)近鉄百貨店MD（マー
チャンダイジング）
ディレクション担当者を招聘し、百貨店のニーズ情報や商談に
向けた心構えについてセミナーを行いました。
セミナーには１７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、受講された方々は熱心に耳を傾けておられました。

多目的スペース

●バイヤー名／株式会社まほろばホールディングス
別所 史 氏

花岡 芙喜子 氏

●参加者数／12事業所
東京・日本橋にある、奈良県産品のブランディングと販路拡大をコンセプトとした
アンテナショップ・奈良まほろば館（株式会社まほろばホールディングス）
を招聘し、
首都圏への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

【セミナー内容】

策に留意した会場で、各事業所は、会

1.百貨店動向

社は商品について説明し、売り込みを

2.百貨店に合う商品情報

行いました。

3.他企画との差別化。
同業他社との
差別化（限定商品、
シーズン商品）
4.イベント、促販関係について
5.質疑応答

▲森永 美穂 氏

τ 道の駅-吉野・大淀「吉野路大淀
;IH

iセンター」
との個別商談会

8LY

ローとの観光・物販 個別商談会

●会場名／橿原商工会議所

●会場名／桜井市商工会

会議室A

●バイヤー名／一般社団法人奈良県ビジターズビューロー

●バイヤー名／有限会社吉野路大淀振興センター

係長

広島 利恵 氏

森 博子 氏

窪田 奈菜 氏

太田 幸子 氏

●参加者数／7事業所

●参加者数／11事業所
年間400万人もの吉野方面の観光客を出迎える、吉野地域の玄関口「道の
駅吉野路大淀i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。

奈良県の魅力を国内外に発信し、
日本の始まりとしての奈良のブランド
力を高める活動を行う一般財団法人
奈良県ビジターズビューローを招聘し
て、観光・物販の販路拡大を目指した ▲森 博子 氏
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。

▲広島 利恵 氏

▲窪田 奈菜 氏

▲太田 幸子 氏

制度改正に伴う専門家派遣等事業
σ 民法の大改正と中小企業の実務


8YI
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〜事業者に身近な押さえておきたい新ルール〜

●日時／令和2年10月6日
（火） 19：00〜
●会場名／橿原商工会議所

会議室A

●講師名／弁護士 兒玉 修一 氏（弁護士法人 やまと法律事務所 代表社員）
●参加者数／10名
民法の大改正が行われたことによる日々の業務への影響を、改正された法律
の枠組みとして学べるセミナーを開催しました。
新型コロナウイルス感染症の対策に留意した会場で、受講された方々は、押さ
えておきたい新ルールについて熱心に聴講しておられました。

£Ó .DVKLKDUD

▲花岡 芙喜子 氏

 一般財団法人奈良県ビジターズビュー
●日時／令和2年10月８日
（木）10：00〜

●日時／令和2年9月30日（水） 10：00〜

主任

▲別所 史 氏

▲兒玉 修一 氏

▲セミナーの様子

新型コロナウイルス感染症対策支援

τ ττ 家賃支援給付金申請に
;IH

8YI

関するアドバイス会

●日時／①令和2年9月23日
（水）14：00〜
②令和2年9月29日
（火）19：00〜
●会場名／橿原商工会議室

会議室A

●専門家／①行政書士 松塚 百合恵 氏
（行政書士事務所 法務ルーム 代表）
②行政書士 田中 和智 氏

▲セミナーの様子（9月23日）

▲松塚 百合恵 氏

▲セミナーの様子（9月29日）

▲田中 和智 氏

（行政書士田中和智法務事務所 代表）
●参加者数／10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。
参加者は、疑問点や問題点について多くの質問をし、専門家からのア
ドバイスを熱心に受けておられました。

τ τ
8YI

;IH

τσ τ
;IH
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τ τ 専門家による
8LY

1SR

「申請書作成支援」
個別相談会

●日時／

A日程 1回目相談日 9/15（火） ２回目相談日 9/23（水）
B日程 1回目相談日 9/16（水） ２回目相談日 9/24（木）
C日程 1回目相談日 9/17（木） ２回目相談日 9/28（月）
①10：00〜12：00 ②13：30〜15：30 ③15：45〜17：45
●会場名／ 橿原商工会議所 会議室
●講師名／ 中小企業診断士 渡辺 淳 氏
（（株）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／9事業所

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。

▲渡辺 淳 氏

橿原市委託事業：新型コロナウイルス感染症経営相談事業
小規模事業者・中小企業者等の経営支援に関する連携支援事業

τ 個別経営相談会
1SR

〜経営お悩み相談〜

●日時／令和2年９月２８日
（月） 13：00〜
●会場名／橿原商工会議所

会議室A

 異業種交流事業委員会を

ττ
;IH

;IH

開催

●日時／令和２年９月９日
（水） 19：00〜

●会場名／橿原商工会議所

令和２年１０月１４日
（水） 19：00〜
異業種交流事業委員会（委員長

会議室

長友久和）は、新型コロナウイルス感染

拡大防止対策をした上、１０月２２日（木）に実施する異業種ビジネス交流会、
実施している委員同士の相互の理解を深めるテーマ別勉強会を行いました。

特定社会保険労務士 森川 康治 氏（もりかわ社労士事務所 所長）

IT関連に関する相談 ウェブ解析士 西嶋 透 氏（MSIN株式会社 代表取締役）

〔連携支援機関〕

橿原市・橿原商工会議所・
（株）南都銀行・大和信用金庫・奈良中央信用金庫・
（株）
りそな銀行・
（株）京都銀行・
（株）
日本政策金融公庫
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業所へ、金融・労務・IT関係に関
する３つの経営相談を実施しました。

▲西嶋 透 氏

▲本田 秀継 氏

橿原ブランド認定事業について協議を行いました。また、委員会で毎回定期

●対応相談員
金融相談 大和信用金庫
労務相談

▲志賀 公治 氏

テーマ別勉強会（９月９日） 講師：中野 徹 氏（株式会社パートナーズ）
テーマ：「アフターコロナを最短・少額
で事業を回復！〜SNS広告で集客・アク
セスアップ・求人ができた成功事例〜」
テーマ別勉強会（１０月１４日）
講師：髙野 利明 氏（髙野利明社会保
険労務士行政書士事務所 代表）
テーマ：「社会保険労務士の業務と活

▲森川 康治 氏

用について

▲テーマ別勉強会の様子（9月9日）

▲テーマ別勉強会の様子（10月14日）

▲会議の様子
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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
新：新型コロナウイルス感染症対策

日（6XQ）

£

月（Mon）

火（7XH）

新 経営相談窓口

Ó

Î

0RQWKO\VFKHGXOH

制：制度改正に伴う専門家派遣等事業

伴：伴走型小規模事業者支援推進事業

水（:HG）

文化の日

{

新 経営相談窓口
制 生産性向上で収

木（7KX）

x

新 経営相談窓口
伴 事業計画策定

益を拡大させよう！セミ セミナー＆個別アドバ
ナー
イス １日目
●青年部役員会
新 経営相談窓口



n

商（株）
日本百貨店

との個別商談会

●第156回
£x 日商簿記検
定試験

金（)UL）

È

新 経営相談窓口
商 地域の魅力発見

土（6DW）

Ç

フェア
（〜8日）
●青年部近畿ブロック
役員会

経営相談窓口
経営相談窓口
経営相談窓口
£ä 新商（株）
££ 新●異業種交流事業
£Ó 新伴 事業計画策定
£Î 新商 経営相談窓口
£{
近鉄百貨店と
日本百貨店
委員会
●イルミネーション実行委
員会

との個別商談会

セミナー＆個別アドバ
イス ２日目

の個別商談会

経営相談窓口
£È 新 経営相談窓口 £Ç 制新 経営相談窓口
£n 新商 経営相談窓口
£ 伴新 経営相談窓口
Óä 商新 就職説明
Ó£
事業計画策定
・面接会
道の駅かつらぎ
withコロナ時代
の販売戦略セミナー
●橿原ブランド認定審
査委員会

との個別商談会

セミナー＆個別アドバ
イス ３日目

●日本商工会議所青年部
第38回全国会長研修会

経営相談窓口
●イルミネー
新 経営相談窓口
Ó{ ●経営個別相談会
Óx 商新 就職説明
ÓÈ 伴新 経営相談窓口
ÓÇ 制新 経営相談窓口
Ón ション点灯
・面接会
事業計画策定
新しい生活様式

ÓÓ ●第４５回福祉住
ÓÎ 勤労感謝の日
環境コーディネー

●事業引継ぎ個別相談会 セミナー＆個別アドバ
制 お客様と距離を縮め
イス ４日目
るコミュニケーション力 商 藤巻百貨店との個別
UP術！セミナー
商談会

ター検定試験

Ó

※諸状況により予定が変更となる場合があります

Îä 新商 経営相談窓口
Excelで作る

£

Ó

Î

に合った接客対応のコツ
セミナー
商 藤巻百貨店との個別
商談会

{

開始

x

POPセミナー

2021年度１学期（４月）入学生募集中！
出願期間 第１回募集：11/26〜2/28（必着） 第２回募集：3/1〜3/16（必着）

選ばれる魅力！ この機会に
放送大学で学んでみませんか？

■ポイント１ 学ぶ意欲が入学資格！学力試験はありません

■ポイント３ １科目から学べます 半年だけの在学もOK！

条件を満たせば学力試験はありません。
卒業すれば学位（学士）を取得できます。大学院もあります。

一流の講師による多彩な約300の科目があり、1科目から学ぶことができます。
人気の心理学をはじめ外国語も充実。学ぶ目的に応じてお選びください。

■ポイント２ BSテレビ・ラジオだけじゃない！スマホやパソコンでも！ ■ポイント４ 負担が少ない授業料が魅力です
BSテレビ・ラジオの放送授業を自宅で学べるほか、インターネットでいつでも
どこでも授業を受けることができます。また全国の学習センター等に備えてあ
るＤＶＤ、ＣＤ等でも視聴できます。

資料請求・詳細はホームページにて
あなたのそばに
学習センター

出願前のご相談、見学だけでも歓迎。
お気軽にお越しください。
（電話相談も受付けています）

授業料はテキスト費込みで1科目11,000円（放送授業）。入学料を含めリーズナブル
な費用で学べます。 また半年ごとに受講する科目の授業料だけを払う仕組みも魅力
のひとつです。
詳しくはホームページ、
もしくは
奈良学習センターへ
センタ

https://www.ouj.ac.jp/

放送大学奈良学習センター
〒630-8589 奈良市北魚屋東町 TEL:0742-20-7870

•奈•良•労•働•局•か•ら•の•お•知•ら•せ•
11 月は「労働保険適用促進強化期間」です。

１人でも労働者（パート、アルバイトも含まれます）を雇った場合、事業主は、労働保険（労災保険・
雇用保険）に加入する必要があります。
事業主の方は、従業員の方が安心して働けるよう、忘れず加入手続きを行ってください。

電子申請での手続き。口座振替納付が便利。24 時間、365 日いつでも OK!
★お問合せ先★

労働基準監督署
公共職業安定所（ハローワーク）

奈良労働局総務部 労働保険徴収室

0742-32-0203
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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

