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事業所内皆様でご覧下さい

曽我川

花の木橋から見た桜並木（東坊城町・令和3年3月26日撮影）

曽我川には花の木橋以外にも塚原橋や開田橋などがかかっていて、どの橋からもきれいな桜を楽しむことができます。

新型コロナウイルス関連情報
詳細は P２〜４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(/
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※3 月 23 日時点での内容になります。

新型コロナウイルス感染症関連情報
中小法人・個人事業者のための
一時支援金の概要
申請期間

一時支援金 緊急事態宣言の影響緩和

2021 年 1 月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、
売上が５０％以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時
支援金」（一時支援金）が支給されます。

2021 年 3 月 8 日（月）〜 5 月 31 日（月）
中小法人等：上限 6０万円
個人事業者等：上限 30 万円
※
給付額：2019 年または 2020 年の 1 月〜 3 月の合計売上ー 2021 年の対象月 の売上 ×3 ヶ月

給付額

※2021 年 1 月〜 3 月のうち、2019 年または 2020 年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が 50% 以上
減少した月

給付対象

❶と❷を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
❶緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること※
❷2019 年比または 2020 年比で、2021 年の１月、２月または３月の売上が 50% 以上減少

※緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域（以下「宣言地域」という）の飲食店と直接・間接の取引
があること、または、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること

詳細はこちらをご覧ください ： 一時支援金ＨＰ
https://ichijishienkin.go.jp/

小規模事業者の販路開拓を支援
小規模事業者持続化
補助金の概要

公募スケジュール

補助額・補助率

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者等が経営計画を策定して取り組む販路開拓等の取組を支援
通常枠に加え、ポストコロナ時代に対応したビジネスモデルの転換に資する取組や感染防止対策費（消
毒液購入費、換気設備導入費等）の一部を支援する「低感染リスク型ビジネス枠」が創設されました。

通常枠

低感染リスク型ビジネス枠

第５回目：２０２１年 ６月４日（金）
第６回目：２０２１年 １０月１日（金）
第７回目：２０２２年 ２月４日（金）
※各日とも当日消印有効

3 月中公募予定

補助額：上限５０万円
補助率：２/３

補助額：上限１００万円
補助率：３/４
（感染防止対策費は補助対象経費のうち 1/4（最
大２５万円））

※緊急事態宣言再発令による特別措置として令和３年
１〜３月のいずれかの月の売上高が、対前年又は前々
年の同月比で 30％以上減少している場合感染防止
対策費の上限を１/２以内（最大５０万円）へ引上げ

※様式４（事業支援計画書）の発行依頼締切日は未定です。決定次第当所ＨＰ等でお知らせします。

詳細はこちらをご覧ください：小規模事業者持続化補助金PDF
https://seisansei.smrj.go.jp/pdf/0102.pdf
：小規模事業者持続化補助金WEBサイト
https://r1.jizokukahojokin.info/
※3 月 23 日時点での内容になります。
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コロナ対策に関するみなさんの声を橿原市に届けました！
橿原商工会議所は、会員の皆様へ「新型コロナウイルス感染症に関する事業所
アンケート調査」を行い、その結果を基にした対策事業の素案を「会員の声」
として橿原市へ届けました。今後、この素案をもとに橿原市と意見交換してま
いります。
下記の大項目についてご意見を求め、多くの会員皆様から貴重なる「生のお声」をいただきました。

給付金や協力金
販路開拓事業

消費喚起に関する事業
情報収集

補助金・新型コロナ感染症対策セミナー

国や県・市等に対して、新型コロナ感染症対策で
こんな事業や支援策があったらいいのにと思うこと
提案の骨子 ・各種コロナ感染拡大防止対策事業
・販売促進事業
・雇用対策事業
・各種給付金・補助金・支援金等事業
・橿原市所有物活用事業
・地域振興事業
・新型コロナウイルスに関する情報開示要望

.DVKLKDUD

x

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

LINE アカウントを！
！橿原市公式開設しました

市民
役立 のみなさ
つ情
報をお まに
届け！
橿原市の魅力
コロナ情報

↑

防災情報

お友達登録はこちらから！！URL https://lin.ee/GpKgJyX

商工会議所 LOBO

早期景気観測

〈令和3年2月度調査結果〉

業況DIは、緊急事態宣言の影響続き、ＬＯＢＯ全産業合計の各ＤＩの推移
一進一退。先行きは、不透明感続くも、
持ち直しを見込む
30
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販売単価DI ※1

従業員DI

売上DI

資金繰りDI

-10

POINT

-20

● 全産業合計の業況DIは、
▲46.8（前月比+2.7ポイント）
●中国向けの生産増が続く自動車関連やデジタル投資の増加を背景に需
要が伸びている半導体・電子部品関連の製造業のほか、巣ごもり需要に
より飲食料品や家具家電の売上が堅調な小売業が全体を押し上げた。
一方、10都府県における緊急事態宣言の延長に伴う営業時間の短縮や
Go Toキャンぺーンの一時停止により、
客足が落ち込む外食産業や観光
産業では苦戦が続く。
同業種でも扱う商材などにより好不調が分かれる
状況もうかがえるほか、
新型コロナウイルス感染対策のコスト増加による
収益圧迫などもあり、
中小企業の景況感は足元で鈍い動きが続いている。
● 先行き見通しDIは、
▲39.3（今月比+7.5ポイント）
●コロナ禍の収束が見通せない中新たな借入への懸念や、
雇用調整助成金
の特例措置などの政策効果剥落後の資金繰り悪化、
春の観光需要喪失を
不安視する声は多く、
先行きの不透明感から、
中小企業においては慎重な
姿勢を崩していない。
一方、
半導体・電子部品関連の生産増や巣ごもり消
費による下支えのほか、
新型コロナワクチンによる感染抑制に期待する声
も聞かれた。
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。
È
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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／2021年2月9日〜2月16日

▶調査対象／全国の337商工会議所が2,749企業にヒアリング

内訳

建設業 453 製造業 655 卸売業 318
小売業 562 サービス業 761

▶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

橿原神宮清掃奉仕を実施
川
𠮷

30 23

女性会︵会長

睦代︶
は3月

分より 橿 原 神 宮 清

日︵ 火 ︶午 後 1 時

名が参

掃奉仕を実施し︑女

性会会員

加しました︒この事

業 は 商 工 会 議 所の

前 身の 商 工 会 時 代

昨 年は新 型コロナウイルス感 染 拡 大を

から続く事業です︒

鑑み︑中 止とし ︑2 年ぶりの開 催となりま

参加する事業の為︑久しぶりに顔を合わせ

した︒また︑今 年 度 初めての女 性 会 会 員が

た会 員からは近 況 報 告する 姿もみられま

止の観点から正式参拝を取りやめ︑外での

した︒今 年は新 型コロナウイルスの感 染 防

清掃奉仕のみ行いました︒当日は天候もよ

きや落ち葉 拾いを行い︑きれいになった後

く︑清 掃 作 業の手もはかどりました︒草 引

ました︒

の様子をみて︑清々しい気持ちとなり
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▲清掃の様子

女性会 会員募集中！
！

橿原商工会議所女性会は異業種からなる女性経営者などからなる団体です
Q. どのようなメンバーがいらっしゃいますか？
A. ・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

Q. どのような事業を行っていますか？
A. セミナー、講演会、懇親会、視察研修会、地域交流・
活性化事業、社会福祉貢献活動などを行い、自己

・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

橿原

研鑽、相互交流に努めています。
お問合せ

橿原商工会議所女性会事務局
TEL：0744-28 - 4 4 0 0

日本商工会議所青年部
第４０回全国大会しあわせ福井さばえ大会に
オンライン参加！！

※YEGとは商工会議所青年部の略称です。

通信

令和３年３月５日（金）〜６日（土）に標記大会が開催されました。
橿原商工会議所青年部は３月６日（土）１４時より橿原商工会議所４階においてパブリッ
クビューイングを設置し、１１名の青年部員が集まり、新型コロナウイルス感染拡大防止
対策をとりながら記念式典を視聴しました。記念式典では、米良日本商工会議所青年部
会長の挨拶や、令和３年度日本商工会議所青年部会長の発表、令和３年度全国大会開催
地の発表（香川県高松市）等が行われました。

▲視聴の様子

橿原 YEG で繋がろう！
！

▲記念式典にて挨拶をする
米良日本商工会議所青年部会長

事業活動報告

部員募集

▲記念式典の様子

令和3年2月21日
（日）〜令和3年3月24日
（水）

3月 4日
（木） イルミネーション企画委員会
（増田イルミネーション企画委員長他）
（金）〜6日
（土） 第４０回全国大会しあわせ福井さばえ大会（泉谷会長他）
3月 5日
3月11日
（木） 橿原商工会議所青年部役員会
（泉谷会長他）
3月11日
（木） 橿原商工会議所青年部役員予定者会議
（阿智原会長予定者他）
3月13日
（土） 近畿ブロック商工会議所連合会新旧役員会
（松本近畿ブロック青年部連合会会長他）
3月16日
（火） 新入会員オリエンテーション
（泉谷会長他）
3月23日
（火） 奈良県商工会議所青年部連合会役員会
（泉谷会長他）
3月23日
（火） 奈良県商工会議所青年部連合会役員予定者会議（泉谷会長他）
3月24日
（水） イルミネーション企画委員会
（増田イルミネーション企画委員長他）

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。
Q.1

入部の資格は？

橿原商工会議所の会員事業
者に所属する経営者及び従
業員とし満年齢で45歳まで
の方です。

Q.2

入部することのメリットは
何でしょうか？

事業活動を通じて自己の能力開発や
資質の向上が期待できるとともに、同
業･異業を問わず色々な人たちと情報
交換ができるようになります。

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

.DVKLKDUD
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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

マスクアクセサリーを
製作してみました！
精密部品の製造に用いるエッチング加工技術を用いて繊細なデ
ザインを施した金属製のマスクアクセサリーを作成しました。
コロナウイルス感染拡大の中、
マスクは生活に欠かすことができな
いアイテムになってきました。
そういった中で細かなデザインが施さ
れたアクセサリーをもっと手軽にマグネットで簡単に装着でき様々な
マスクでおしゃれが楽しめることをコンセプトにしたマスクアクセサ
リーを発売。
オリジナル製作も可能です！
ト ウ ヨ ウ セ イ ミ ツ コ ウ ギョウ カ ブ シ キ ガ イ シャ

東洋精密工業株式会社

〒634-0836 橿原市新堂町376-1

▲マスク生活をおしゃれに楽しめます



金橋

0744-23-9176
0744-29-0397

イオン
モール
橿原

★

橿原

ぽかぽか
温泉

［E-Mail］Ig-hq@toyo-ppm.co.jp
［HP］http://www.toyo-ppm.com/

浮孔

お化粧品をためせるお店として
リニューアル
フェイシャルサロン月2回と深田恭子さんのＣＭでおなじみのメ
ナードフェイシャルサロンヴィサージュです。
２００５年より女性
専用のエステサロンとして長らく営業して参りました。
さらにこの
度メナードコスメもご購入頂けるお店としてご利用いただけるよ
うになりました。サロンでのエステだけでなくホームケアでもまご
ころこめて皆様のキレイをお手伝いさせていただきます。
カウンセ
リングでお客様お一人お一人におススメなアイテムをご提案。メ
イクレッスンやスキンケアレッスンも随時行っております。
どなた
様でもお気軽にご来店いただけると嬉しいです。

▲商品写真

ヴィサ ー ジ ュ

メナードフェイシャルサロン 美沙珠
〒634-0811 橿原市小綱町369-8

★

市役所

八木西口

［営業時間］9：00〜19：00
［定休日］不定休
［HP］https://www.menard.co.jp/
shop/00182699s/

大和八木

0744-22-0218



▲サロン入口

▲スキンチェック

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。
TE L 0744-28-4400

n

.DVKLKDUD

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

2021 年度各種検定試験日程表【橿原商工会議所】
検定名

回数 / 級

試験実施日

222 回
日

商

珠

算

（そ ろ ば ん）

223 回 1級〜6級

159 回
日

商

簿

記

6/27

窓口：5/24

〜5/28

10/24

窓口：9/13

〜9/17

窓口：2022 年 1/11

2022年2/13

224 回
158 回

申込受付期間
（窓口は土日祝を除く）

1級〜3級

6/13

インターネット：5/10

11/21

インターネット：10/18

ネット試験
2・3 級

10/3

随時

〜10/22
〜1/28

試験実施日や受付方法については、下記よりご確認ください。
https://www.kentei.ne.jp/

随時

2022年2/20

〜5/14

インターネット：2022 年 1/24

160 回 2・3 級 2022年2/27

★日 商 Ｐ Ｃ
1級
（文書作成）
（データ活用）
（プレゼン資料作成）
2級・3級・Basic

〜1/14

試験実施日や受付方法については、直接ネット試験施行会場にご確認ください。
各会場は下記よりご確認ください。
http://www.kashihara-cci.or.jp/assay/ 日商 pc 検定
※随時施行に加えて毎月第３金曜日は、日商ＰＣ検定全国統一試験日です。

★簿記初級・原価計算初級・電子会計実務・キータッチ 2000 テスト・ビジネスキーボード・日商ビジネス英語・日商プログラミング等の
ネット試験の施行については、各ネット試験施行会場にご確認ください。 http://www.kashihara-cci.or.jp/assay/ 日商 pc 検定
東商検定
・カラーコーディネーター検定試験
〈アドバンスクラス〉
〈スタンダードクラス〉
・ビジネス実務法務検定試験
〈2・3級〉
・福祉住環境ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ検定試験〈2・3級〉
・BATIC
（国際会計検定）
・環境社会検定試験（eco検定）
・ビジネスマネジャー検定試験

2021年度よりＩＢＴ（インターネット経由での試験）に変更になります。
随時

試験実施日や受験料、受付方法など、詳細は下記よりご確認ください。
https://www.kentei.org/

★印は、
ネット試験（インターネットを介して試験の施行から採点、合否判定まで行う試験）です。

詳細・お問い合わせ

橿原商工会議所 〒634-0063 橿原市久米町652-2 TEL０７４４−２８−４４００
またはホームページ： http://kashihara-cci.or.jp/ をご覧ください

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/
.DVKLKDUD
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先月号まで「知って得する！エキスパートゼミ」と題し、橿原商工会議所「専門家連携協
議会」所属の専門家の皆さまから様々な分野の記事提供をいただいておりましたが、今月
より「誌上お悩み相談室」と装いも新たに事業所の皆さまのご質問にお答えいただく形
にリニューアルいたしました。平素の事業活動に是非ともお役立てください。
橿原商工会議所 専門家連携協議会

ご対応いただいた専門家
株式会社奈良経営研究所（併設 : 森村社労士事務所）
代表取締役・中小企業診断士・社会保険労務士

【プロフィール】
1955 年橿原市生まれ。奈良県立畝傍高校、大阪市立大

森村 文則

学法学部卒。南海電鉄㈱、コンサル会社勤務を経て独立。
社会保険労務士、中小企業診断士、経済産業省認定経
営革新等支援機関として活動中。

所在地 :
橿原市久米町 682 フォートボイヤール神宮前 402
Tel : 0744-28-3003 Fax : 0744-28-3004
E-mail :
info@success-skill.com
HP
http://www.success-skill.com

4
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新型コロナウイルスの感染拡大により景気が悪化し、
経営も苦しい状況です。
今後の経営戦略・経営方針はどのように進めればいいでしょうか。

ピンチをチャンスに変える戦略づくり

2020 年に世界は新型コロナウイルスの感染拡大（パンデミック）により急速に景気悪化の波に洗われました。今年に入りようや
くワクチン接種が始まりましたが、今度は世界的規模でのワクチン争奪戦により、国内での集団免疫の獲得の目途はまだ立ちません。
経営にとり先行き不透明感が一層増していますが、グローバル化が今後も続くことは確実ですので、このような感染症が変えた
新しい社会に適合した経営を迫られています。経営環境が大きく変化するときは、主役の交代が起こります。すなわち見方を変え
ればチャンスでもあります。ピンチをチャンスに変える大きな要因は、経営戦略についての経営幹部と従業員の率直な意見交換で腑
に落ちる経営方針を共有することです。
そこで、
今回は経営戦略の議論の進め方を説明します。一番分かりやすく自社単独で取り組みやすい方法は、
SWOT分析です。
（
「図
表 1」参照）まず、自社が保有する資源の強み（長所）と弱み（課題）
、すなわち内部環境を洗い出します。次に、自社を取り巻
く外部環境の中で機会となるトレンド（追い風）と脅威となるトレンド（向かい風）を列挙します。

図表 1 「自社の何が強みで何が弱みなのか」

強み

Strengths

弱み

▷シェアは長年２〜３位
▷ブランディングが苦手
▷IoT の取り組みの遅れ

▷設計開発から完成品製作まで一気通貫体制
本当に強み
（弱み）
なのか
▷グローバルな販売チャネル
▷協業先との強いつながり

機会

Weaknesses

Opportunities

脅威

▷グローバル化の進展と日本ブランド隆盛
▷「モノ」から「コト」への価値の転換
▷新たな研究機関の活動の活性化

Threats

▷国内市場の縮小
▷途上国メーカーの台頭
▷大きな自然災害のリスク

本当に機会
（脅威）
なのか

そこから戦略を導き出すには、強み × 機会、強み × 脅威、弱み × 機会、弱み × 脅威の組み合わせにおいて、どんな打ち手が
あるか考えます。(「図表 2」参照 )
できれば、競合他社に対しても同じような分析をした上で、相互比較して最適な方針を選び、環境変化に対応した新しい戦略を
立案します。固定観念にとらわれず、柔軟に考えて起死回生の戦略を生み出すことが、不透明な時代に生き残り、発展する企業づ
くりにつながります。

図表 2 「クロス SWOT 分析」

内

強み

Strengths

部

環

境

弱み

Weaknesses

外部環境

機会

積極攻勢
強みを生かして機会をつかむ

弱点強化
弱みを克服して機会をとらえる

脅威

差 別 化
強みを生かして脅威を機会に
変える

防
衛
最悪の事態にならないように
手を打つ

Opportunities

Threats

事業所の皆さまのお悩みを募集いたします。専門家の皆さまに聞いてみたいことなどお寄せください。ご質問、事業所名、役職、氏
名、連絡先をご記入の上、右記までお送りください。形式は問いません。FAX 0744-28-4430 メール uketsuke@kashihara-cci.or.jp
（掲載については事務局にて調整させていただきます。ご応募後すぐに掲載できない場合もございます。予めご了承ください。）

£ä
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橿 原 市 商 工 会 議 所 会 員サービ スのご 案 内

貴社のチラシを会報に折り込んでみませんか？

チラシ同封サービス

新サービス始まります！

橿原商工会議所では会報誌「橿原ビジネスプレス（橿原商工ニュース）」に会員事業所様
の広告チラシを同封し、リーズナブルな価格で配送する「チラシ同封サービス」を行って
おります。令和３年４月より、新たなサービスを開始することになりました。もっとお得に
御社の商品や製品・サービスをＰＲしませんか？

① 継続利用割引

新サービス

継続利用の申し込みをいただくと、最終月は割引価格でご利用いただけます。

② 複数枚同封割引

新サービス

種類・サイズを限定せず、複数枚同封で利用料を割引いたします。

ご利用料金（税込み）

Ｂ５・Ａ４サイズ

Ｂ４・Ａ３サイズ

１１，０００円

２２，０００円

３ヶ月連続（最終月割引率 １５％）

３1，3５０円

６2，7００円

６ヶ月連続（最終月割引率 ４０％）

６1，6００円

１２3，2００円

１２ヶ月連続（最終月割引率１００％）

１２１，０００円

２４２，０００円

１６，５００円

３３，０００円

ご利用内容
１回
継続利用

複数枚利用（割引率２５％・同サイズ 2 枚の場合）

詳しくは橿原商工会議所ホームページをご覧ください。チラシ同封サービス : http://kashihara-cci.or.jp/?p=16521
お問い合わせ

橿原商工会議所

ＴＥＬ ０７４４−２８−４４００

チラシ同封サービス担当まで

日 本 商 工 会 議 所 か ら の お 知 らせ
中 小 企 業 の

セキュリティー対策
キュリティー対

情報セキュリティ１０大脅威２０２１

ニューノーマルな働き方狙う攻撃が初登場
独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）は、2020年に発生した社会的に影

響が大きかったと考えられる情報セキュリティに関するトピックについて、情報

セキュリティ分野の研究者など約160人のメンバーから成る「10大脅威選考会」
の審議・投票によりトップ10を選出。
「情報セキュリティ10大脅威2021」として順
位を決定し、ＩＰＡのホームページで公表した（後掲のＱＲコードを参照）。

組織の順位では、
「ランサムウェアによる被害」が１位となった。昨年８月にＩＰ

Ａは、ランサムウェアを用いた新たな攻撃の手口として「人手によるランサム
ウェア攻撃」
と「二重の脅迫」について注意喚起を行った。従来はウイルスメール

手口を知り 常に対策を
今年は「組織」と「個人」を合わせた
20の脅威のうち、19の脅威が昨年に
引き続きランクインした。このように

て手口を知り、常に対策を怠らないこ

３位 テレワーク等のニューノーマルな働き方を狙った攻撃

なく、また新しい手口でもない。よっ

２位 標的型攻撃による機密情報の搾取

とが重要と考えられる。

４位 サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃

ＩＰＡでは、情報セキュリティ対策

クに侵入したり、データを暗号化するだけでなく窃取して公開すると脅したりし

ワード管理・認証の強化、④設定の見

の攻撃も報道され、大きな話題となった。新たなランサムウェア攻撃は、標的型

攻撃と同等の技術が駆使されるため、例えば、ウイルス対策、不正アクセス対策、
脆弱（ぜいじゃく）性対策など、基本的な対策を、確実かつ多層的に適用するこ
とが重要である。

組織の脅威

大半の脅威は急に出現したものでは

の基本として、①ソフトウエアの更新、

て、身代金を支払わざるを得ないような状況をつくり出す。昨年は国内企業へ

順位

１位 ランサムウェアによる被害

をばらまくなどの方法で広く無差別に攻撃が行われていたが、新たな攻撃者は、
明確に標的を企業に定めている。標的型攻撃と同様の手法で企業のネットワー

情報セキュリティ１０大脅威２０２１

②セキュリティソフトの導入、③パス
直し、⑤脅威・手口を知ることを推奨
している。企業規模にかかわらず実行

５位 ビジネスメール詐欺による金銭被害
６位 内部不正による情報漏えい
７位 予期せぬＩＴ基盤の障害に伴う業務停止
８位 インターネット上のサービスへの不正ログイン
９位 不注意による情報漏えいなどの被害
10位 脆弱性対策情報の公開に伴う悪用増加

することが可能な基本的な対策だが、10大脅威のさまざまな脅威に対して有効
であるため、確実に実行していただきたい。

また、これら基本的な対策に取り組むことを宣言することで、セキュリティ対

また、
「テレワークなどのニューノーマルな働き方を狙った攻撃」が初登場で３

策自己宣言制度「SECURITY ACTION」のロゴマークを使用することができる。ロ

症対策の一環として政府機関からテレワークが推奨された。テレワークへの移

取り組んでいることをアピールすることが可能だ。利用手数料は無料。具体的な

位となった。昨年は新型コロナウイルス感染症の世界的なまん延に伴い、感染

行に伴い、自宅などからＶＰＮ経由で社内システムにアクセスしたり、Ｗｅｂ会

議サービスを利用したりする機会が増えた。また、私物のＰＣや自宅ネットワー
クの利用、初めて使うソフトウエアの導入など、以前は緊急用として使っていた

仕組みを恒常的に使う必要性が出てきている。こうした業務環境の急激な変化
を狙った攻撃が懸念される。基本的な対策のほか、テレワークの規定や運用
ルールの整備、セキュリティ教育の実施などが重要である。

ゴマークをウェブサイトや名刺などに表示することで、情報セキュリティに自ら
手続きはＩＰＡのホームページを確認してほしい（ＱＲコードを参照）。
情報セキュリティ
10大脅威2021はこちら→

SECURITY ACTIONは
こちら→

（執筆者：独立行政法人情報処理推進機構・江島将和 氏）
会議所ニュース2021年2月21日号（日本商工会議所発行）より転載
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橿原市と建設業部会・建設業協会との合同意見交換会

建設業部会主催

労働安全セミナー

橿原市契約検査課と橿原商工会議所
建設業部会・橿原市建設業協会合同に
よる意見交換を行いました。

〜事業主の安全意識向上を目指して〜
●日時／令和３年２月１７日
（水） 18：30〜
●会場／橿原商工会議所 ４階 多目的スペース
●講師／中川 忠義 氏（建設業労働災害防止協会奈良県支部 安全衛生管理指導員）
●参加者／１4名

令和3年3月3日
（水）午前10時より橿原市役所にて、橿原市契約検査課と橿
原市の入札制度等について意見交換会を行いました。今後も引き続き地域経
済の活性化に向け意見交換を実施してまいります。

安全意識の向上を目指し、安全衛生に関する
知識を習得、作業場の環境改善についで学べる
セミナーを開催いたしました。建設現場の感染症
対策や、事故の型から見る労働災害についての
説明があり、新型コロナウイルス感染症対策に配
慮した会場で、参加者は、現場環境改善を改めて
▲嵜山部会長挨拶
見直す機会として、熱心に受講されていました。
【内容】
▶建設現場のコロナ感染症対策と事故の型から
見る労働災害について
新型コロナウイルスを想定した新しい活動様式
感染が疑われるときと感染者が出たときのフ
ローと対策の基本
▶事故の型から見る労働災害について
▲セミナーの様子
奈良県内の災害発生状況
重篤化率の高い崩壊・倒壊災害について

●出席者／
橿原商工会議所建設業部会 部会長

嵜山 雅由 氏
（株式会社崎山組）

橿原商工会議所建設業部会 副部会長 中川 茂宣 氏
（株式会社中川組）
橿原商工会議所建設業部会 副部会長 中谷 芳一 氏
（株式会社中和設計）
橿原市建設業協会

会長

橿原市建設業協会

副会長

松田 充玄 氏
（株式会社松吉組）
嘉藤 良道 氏
（かとう建設株式会社）

橿原市建設業協会

顧問

山辺 元康 氏
（八房建設株式会社）

異業種交流事業委員会

異業種交流事業委員会を開催
●日時／令和3年2月10日
（水）19：00〜
令和3年3月17日
（水）19：00〜
●会場／橿原商工会議所 ４階 多目的スペース
●講師／岡本 𠮷偉 氏（フラワーショップ岡本）
増田 善紀 氏（大和物産館株式会社）

か し は ら 創 業 塾

新事業展開・事業承継のタイミングで、
事業継続力強化計画を作ってみよう

▲会議の様子

異業種交流事業委員会（委員長 長友 久和）
を新型コロナウイルス感染拡大
防止対策に配慮し実施しました。
委員会では、今後の委員会の運営方法や令和3年度の委員会事業内容に関
して協議を行いました。
また、委員同士相互の理解を深めるためのテーマ別勉
強会を行いました。

●日時／令和３年２月２２日
（月） 令和３年２月２５日
（木） 各日 13：30〜
●会場／橿原商工会議所 ４階 多目的スペース
●講師／中小企業診断士 本田 秀継 氏（真秀経営相談所 代表）
●参加者／７名

事業承継をきっかけに、災害に対する事業継
続力を強化するセミナー＆ワークショップを開
催いたしました。
セミナーに参加された受講者
は、新型コロナウイルス感染症対策に配慮した
会場で、事業継続力強化計画について熱心に学
▲本田 氏
んでおられました。

テーマ別勉強会（３月17日）
テーマ別勉強会（２月10日）
講 師：増田 善紀 氏
講 師：岡本 𠮷偉 氏
（フラワーショップおかもと医大前店）
（大和物産館株式会社）
テーマ：
「花き業界の仕組みと現状」 テーマ：
「6次産業への取り組みについて」

（事業継続力強化計画の策定に向けて）
【内容】第一弾：新しい商売の形を考える
▶後継者として最初にやるべき仕事とは？
▶ＳＷＯＴ分析による新しいビジネスモデルの検討
▶事業継続力経過計画って何だ？
第二弾：新しい商売を守り続ける
（事業継続力強化計画の策定）
▶防災・減災の事前対策の効果
▶計画策定と認定申請書の作成

▲テーマ別勉強会の様子（2月10日）

▲テーマ別勉強会の様子（3月17日）

商工会議所会員向け保険制度のご案内
全

国

商

工

会

議

所

多様化・複雑化の傾向にある「労災事故」から会員企業も従業員もお守りします。
うつ病による自殺、
過労死などによる

増加

労災認定件数が
1億円を超える

高額な賠償事例が

発生

短期間労働者、パート、
アルバイト、
派遣社員等

非正規雇用労働者の
2014年
労働安全衛生法改正で

企業の安全配慮義務の

増加
厳格化

あなたの 会 社 が「業 務 災 害 補 償 プ ラン」に加 入してい れば !
会員企業には…

資金繰りに影響を与えること無く、
高額な損害賠償金が支払い可能に!

従業員には…

パート・アルバイトを含む
全従業員を包括補償で安心!

業務災害補償プラン
●全国商工会議所のスケールメリットによる低廉な保険料（一般加入と比べ約半額の掛金水準）
●労災賠償に備える
「使用者賠償責任保険」
を標準セット
●政府労災保険の給付を待たずに保険金のお支払いが可能

政府労災保険への加入が必要です
（使用者賠償責任保険は給付決定後の支払いになります）。

まで
げさ
おか コロナ

新型 ス
も
ル件
ウイ万

8補償
破
突

●派遣、委託作業者のほか、下請負人も補償
●政府労災で認定された業務・通勤による精神障害、脳・心疾患などの疾病（新型コロナウイルス含む）
や自殺などを補償

政府労災保険の認定を受けた場合に上乗せ補償を受けるプラン・特約に加入している場合。
なお、
厚生労働省HP(令和２年４月６日時点版)によれば、
労働者が新型コロナウイルス感染症
を発症した場合、業務または通勤に起因して発症したものであると認められれば、労災保険給付の対象となります。労災保険給付の詳細については、労働基準監督署にご確認ください。

商工会議所の
保険制度HP

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
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。

£Ó .DVKLKDUD

商工会議所名簿

引受損害保険会社

東京海上日動火災保険株式会社 損害保険ジャパン株式会社
三井住友海上火災保険株式会社 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
大同火災海上保険株式会社（2020年10月補償開始）

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。

橿原市委託事業
新型コロナウイルス感染症経営相談事業

ＧビズＩＤ概要及び登録説明会

〜You Tube LIVE によるオンライン開催〜

●日時／令和３年３月１１日
（木） 18：00〜
●講師／中小企業診断士 吉田 喜彦 氏
（経営システムコンサルティング事務所 代表）
●参加者／15名
補助金の電子申請化の波をうけ、今後電子申請に必要なGビズIDプライム
アカウントの概要や取得方法、更に今年度の注目の補助金で電子申請のみの
受付となる事業再構築補助金について、橿原商工会議所では初となるＹｏｕＴ
ｕｂｅＬＩＶＥ
（橿原商工会議所会員様限定公開）
でオンラインセミナーを開催
しました。途中で視聴を止める方が少なく、熱心にご視聴頂きました。

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

個別経営相談会〜経営お悩み相談会〜
●日時／令和３年２月２４日
（水） 13：00〜
●会場／橿原商工会議所 ４階

会議室

●対応相談員／
金融相談：株式会社 南都銀行
税務相談：税理士 山本 眞市 氏（山本税理士事務所 代表）
許認可等手続きに関する相談：
行政書士 山口 泰樹 氏（山口行政書士事務所 代表）
●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、経営のお悩み相談が

【内容】

できる個別経営相談会を実施しました。今回は、金融・税務・許認可等手続き

①ＧビズＩＤとは
・概要、
用途、
メリット・取得することで可能な申請

に関する３つの相談を実施しました。

②ＧビズＩＤの取得方法
・アカウントの種類について・具体的な登録について
③事業再構築補助金について

▲説明会の様子

▲吉田 氏

▲山本 氏

▲山口 氏

.DVKLKDUD £Î

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！

代表者名
（事業所名）

令和２年９月〜令和３年2月（順不同・敬称略）

所 在 地

業

種

西俣

美奈子
（“OCCHIO”）

橿原市新口町146-4
グリーンハウス松尾205

エステティックサービス
（美顔術業、ボディケア、アロマオイルトリートメント、
ヘッドセラピー）

平谷

誠
（正電気）

桜井市阿部642-5

電気工事業

北葛城郡広陵町三吉20番16

鉄筋工事

岡

遊馬
（岡鉄筋工業）

個人

岡本

康宏
（本家かまどや 白橿店） 橿原市白橿町2丁目29番16号

持ち帰り弁当販売

大西

美穂
（サロンgala）

橿原市久米町650-3
アルテハイム401

德永

裕作
（德永瓦工業）

吉野郡下市町下市1898

瓦屋根工事

橿原市新堂町292-2

リラクゼーションサロン
（タイ古式マッサージ）

秋月 雄太
（トリムルティ）

フェイシャルエステ、
ボディリンパマッサージ、
痩身エステ

山内

貴代
（ブライダル・バルーン） 橿原市見瀬町227-2

バルーン・バルーン関連商品
（イベント等のバルーン装飾）

壁谷

（Ⅲ-203）
事業所名
勇希
（Home
designer 彩） 生駒郡斑鳩町法隆寺東2-3-46

左官工事一式

事業所名

法人

株式会社ほけんのゲートウェイ

所 在 地
桜井市戒重348-1

業

種

株式会社NaraDeWa

橿原市内膳町4-3-17 ３F

株式会社マグシス

橿原市曲川町7丁目21番38号

麻雀
（マージャン）
店、
麻雀教室運営、
健康麻雀教室・大会、
企画運営

千華舎株式会社

橿原市四条町792-1

ペットに係わる、
移動火葬車による出張火葬・メモリアルグッズ販売。
ペット保険

株式会社UTケアシステム

橿原市御坊町152

訪問看護、
デイサービス、
児童通所施設、
居宅介護支援、
相談支援、
就労支援

株式会社吉田屋 阿知賀営業所

吉野郡下市町阿知賀1128-1

吉野葛加工品・菓子・そうざい仕入品食品及び民芸品の卸売・小売業

積水ハウス株式会社
奈良支店 香芝店

香芝市西真美3-5-1
MBSハウジング香芝住宅展示場内

建設工事の請負及び施工、
建築物の設計及び工事監理、
造園工事及び外構工事
の設計、
請負施工及び監理並びに樹木の育成及び売買

株式会社IB−Ofﬁce
（彩）

橿原市曽我町810-1

仕出し①定期配達、
店飲食店
（予約）
ランチ・コース料理
（割烹）
②単発配達、
総菜販売

合同会社RandS

香芝市五位堂6丁目219-1 ルナピアッツァ弐番館101号 生命保険代理店・経営財務コンサルティング

乾造園土木株式会社

橿原市西池尻町355番地2 ヒロタマンション西８号

損害保険・生命保険の販売
企業・事業者向けの経営・ＩＴコンサルティング事業（必要に応じて、
Ｗｅｂサイト作成、シス
テム構築含）、Webメディア運営業、奈良および橿原をテーマとしてメディアサイトを運営

主として庭園・公園・緑地等の苑地を築造する工事

※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

令和３年度の
雇用保険料率
について
令和２年度から変更ありません
※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、
養鶏、養豚、
内水面養殖および特定
の船員を雇用する事業については
一般の事業の率が適用されます。

令和３年度の雇用保険料率（令和3年4月1日〜令和4年3月31日）
負担者

①労働者負担

（失業等給付の
保険料率のみ）

事業の種類

②事業主負担

失業等給付の
雇用保険
保険料率
二事業の保険料率

①＋②

雇用保険料率

一般の事業

3／1,000 6／1,000 3／1,000

3／1,000

9／1,000

農林水産・※
清酒製造の事業

4／1,000 7／1,000 4／1,000

3／1,000

11／1,000

建設の事業

4／1,000 8／1,000 4／1,000

4／1,000

12／1,000

全国健康保険協会 奈良支部 からのお知らせ
協会けんぽ奈良支部の加入者・事業主の皆さまへ

令和３年３月分（４月納付分）より協会けんぽの保険料率が変わります
健康保険料率

介護保険料率

令和3年2月分
（３月納付分）まで

令和3年3月分
（4月納付分）から

令和3年2月分
（３月納付分）まで

令和3年3月分
（4月納付分）から

給与・賞与の

給与・賞与の

給与・賞与の

給与・賞与の

％

％

※任意継続被保険者の方は、令和３年４月分（４月納付分）から変更となります。

※４０歳から６４歳までの方（介護保険第２号被保険者）には、健康保険料率に
全国一律の介護保険料率が加わります。

※賞与については、支給日が３月１日分から変更後の保険料率が適用されます。

£{ .DVKLKDUD

％

％

全国健康保険協会 奈良支部
協 会 けん ぽ

〒 奈良市大宮町 奈良センタービル４階
7(/： （代表・自動音声案内４番）
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月 会議所行事予定
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新 経営相談窓口
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£n

£

Óx

ÓÈ 新 経営相談窓口
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希望職種

●青年部役員会・
役員予定者会議

Ó£

ÓÇ 新 経営相談窓口

木（7KX）

金（)UL）

土（6DW）

£

新 経営相談窓口

Ó

新 経営相談窓口

Î

n

新 経営相談窓口



新 経営相談窓口

£ä

委員会

業委員会

新 経営相談窓口

新 経営相談窓口

Ón 新 経営相談窓口

4月号

希望収入 希望勤務時間

※諸状況により予定が変更となる場合があります

新 経営相談窓口
経営相談窓口
£{ 新●異業種交流事業
£x ●空き店舗対策事
£È 新 経営相談窓口 £Ç

新 経営相談窓口

ハローワーク求職者情報
No

新 経営相談窓口

Ç

新 経営相談窓口
£Ó ●青年部通常総会
£Î 新 経営相談窓口
新 経営相談窓口

0RQWKO\VFKHGXOH

新：新型コロナウイルス感染症対策

学歴

ÓÓ

Ó 昭和の日

ÓÎ 新 経営相談窓口

Ó{

Îä

£

■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３年３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 トラック運転手（10トン・中距離） 30万円

不問

高

危険物取扱者
（乙種）
卒 橿原市 ガソリンスタンド店員：約３０年／資格：大型自動車免許、

2 不動産営業

30万円

不問

大

（旧：宅地建物取引主任者）
卒 橿原市 不動産営業：約６年／資格：宅地建物取引士

3

25万円

不問

短大卒 大和高田市 一般事務員：約５年

経理事務員

経理事務員：約１２年／資格：日商簿記３級

4 フォークリフト作業員・製造作業員 18万円
5 経理事務員
6 医療ソーシャルワーカー

8：00−18：00 高 卒 大和高田市 フォークリフト作業員：約６年／資格：フォークリフト運転技能者
9：00−18：00
専門卒 広陵町 経理事務員：約１４年 金融事務員：約２年／資格：日商簿記１級
時給900円 ７時間の週４日程度
不問

不問

大

卒 広陵町 特養生活相談員：約２年／資格：社会福祉士

7 建築技術者

43万円

不問

高

１級建築施工管理技士
卒 広陵町 建築現場監督：約３３年／資格：１級土木施工管理技士、

8 製造作業員

20万円

9 一般事務員・歯科事務員 時給850円

8：00−17：00 高
9：00−16：00

６時間の週４日程度

卒 御所市 解体工事作業員：約４年／資格：ガス溶接技能者、アーク溶接技能者（基本級）、フォークリフト運転技能者、準中型自動車免許、床上操作式クレーン運転技能者、玉掛け

専門卒 香芝市 学校・経理事務員：約２年／百貨店販売店員：約３年

自動二輪免許
10 トラック運転手（2トンまで）・マイクロバス運転手 22万円 8：00−18：00 高専卒 香芝市 警察官：約３３年／資格：大型自動車免許、

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。

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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〒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
TEL（03）5294-3838 FAX（03）5209-3800

〒634-0063
橿原市久米町652-2 橿原市商工経済会館3F
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TEL.0744-28-4400

東京オフィス
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〒634-8585 奈良県橿原市雲梯町594番地
TEL（0744）22-5531 FAX（0744）22-4177
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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

