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事業所内皆様でご覧下さい

"!
橿原神宮の第一鳥居（畝傍町

2021 年 9 月 22 日撮影）

橿原神宮（1890 年（明治 23 年）創建）の第一鳥居は、1939 年（昭和 14 年）に建立され、2019 年（平成 31 年）に改修工事が完了しました。
ひめ た た ら い す ずひめのみこと

『古事記』『日本書紀』において初代天皇と伝えられる神武天皇と、皇后の媛蹈䌩五十鈴媛命をお祀りする神域を守っています。
（橿原神宮ＨＰ、橿原市観光協会ＨＰより）

新型コロナウイルス感染症関連情報
詳細は P４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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建設業部会役員会（総会）
を開催！
●日 時
●場 所
●参加者数
●議 案

令和3年8月５日（木）１３：３０〜
橿原商工会議所 4階 特別会議室
１０名
①令和2年度部会事業報告について
②令和2年度部会会計報告について
③令和3年度部会事業計画
（案）について
④令和3年度部会事業予算
（案）について
⑤その他について

▲嵜山部会長

▲佐藤副会頭

建設業部会（部会長 嵜山雅
由）は新型コロナウイルス感染
症拡大防止対策に配慮し、佐
藤副会頭にご臨席いただき役
員会（総会）を開催。議 案はす
べて承認されました。
▲役員会の様子

建設業部会と
橿原市建設業協会合同会議を開催
●日 時
●場 所
●参加者数
●議 案

令和3年8月５日（木）１４：３０〜
橿原商工会議所 ４階 特別会議室
５名（建設業部会３名、
橿原市建設業協会２名）
①令和3年度橿原市へ提出する要望書の内容について
②その他について
建設業部会（部会長 嵜山雅由）
と橿 原 市 建 設 業 協会（会長 松
田充玄）は、「新型コロナウイルス
感染症拡大等の影響並びに橿原
市への建設業に関する意見要望ア
ンケート調査を基に、橿原市へ合
同提出する要望書に関して建設業
部会正副部会長と橿原市建設業部
会正副会長で協議を行いました。
▲合同会議の様子

橿原市長・橿原市議会議長へ
建設業部会と橿原市建設業協会が合同で建設関連要望書提出！
！
令和３年８月25日（水）に橿原市役所にて、

出席者 橿原商工会議所 建設業部会 部会長

建設関連要望書を当所建設業部会と橿原市

橿原商工会議所 建設業部会 副部会長

嵜山 雅由 氏
（株式会社崎山組）
中川 茂宣 氏（株式会社中川組）

建設業部会の合同にて橿原市長 亀田忠彦氏、

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）

橿原市議会議長 原山大亮氏を表敬訪問及

橿原市建設業協会

松田 充玄 氏（株式会社松吉組）

び要望書を提出しました。

橿原市建設業協会 副会長

会長

嘉藤 良道 氏
（かとう建設株式会社）

要望書の提出内容は以下の通りです
１．建設業者の事業継続並びに雇用維持のため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．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。
３．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。
４．
「働き方改革」等への対応について、余裕のある工期の設定と共に、ご配慮して頂いているところではございますが工事関連書類
の簡素化のご検討を引き続きお願いします。
５．橿原市内業者の受注機会拡大の為、建設業橿原市競争入札参加資格者名簿登録申請の際の申請可能工事種別数の上限の引き
上げのご検討をよろしくお願いします。
６．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引き続きお願いします。
７．橿原市でも問題となっている空き家対策について、
「耐震建て替え工事」
に対する補助制度を新たに創設頂きましたが、引き続き
危険空き家の解体等に関する助成金制度の新規創設のご検討をお願いします。

▲亀田市長へ要望書を提出
右より亀田市長、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（橿原市建設業協会）

Ó

▲原山橿原市議会議長へ要望書を提出
左より 大北副議長、原山議長、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
（橿原市建設業協会）
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橿 原 ブ ランド 認 定 事 業
令和３年度 橿原ブランド「万葉 × 橿原コレクション」認定品が決定しました‼
橿原ブランド認定品の募集を令和 3 年 6月1日から7月20 日の間に行いました。今回より食品・工業製品・
工芸品・サービス部門の３つの部門にて募集し、申請のあった商品・サービスについて外部有識者等にお
いて構成される橿原ブランド認定審査委員会において厳正なる審査の結果、４つの商品が令和３年度 橿原
ブランド「万葉 × 橿原コレクション」に認定されました。

令和３年度 認定商品

商 品 名
事業所名
所 在 地

十返舎こだわりなすの漬物
十返舎
橿原市今井町3−6−1

商 品 名
事業所名
所 在 地

スイーツこんにゃく くずきり風
株式会社香久山美人
橿原市南八木町3−4−27

商 品 名
事業所名
所 在 地

ならまき めっちゃ薄い腹巻き〈金鵄〉
有限会社巽繊維工業所
橿原市土橋町607

商 品 名

はぴねす 苺農家の自家製ジェラート
プレミアム古都華シャーベット
ファーム西川
橿原市観音寺町265−2

事業所名
所 在 地

日商珠算（そろばん）検定

１級満点合格者を表彰
日本商工会議所主催 第２２２回日商珠算能力検定試験において
当所で受験された吉川 樹一さん（新庄小学校５年生）が１級満点
合格を達成され、９月１４日に当所にて表彰式を行いました。
当日は当所 辻本昌弘理事より日本商工会議所 三村明夫会頭名
の賞状と盾、当所より記念品を贈呈いたしました。
６月２７日に施行された同検定１級では、全国で 7, 541名が受験
し、2, 3 41名が合格、満点合格はわずか２８名という難関を吉川さ
▲吉川樹一さん（左）と辻本昌弘理事（右）

んは突破されました。
.DVKLKDUD
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新型コロナウイルス感染症関連情報

月 次 支 援 金

中小法人・個人事業者のための

緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和

※一時支援金が審査中で、
まだ月次支援金を申請されていない方であっても、
月次支援金について新たにIDを発番し、
事前確認を受けることで、
「基本申請」が可能となります。
※申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは申請期限の数日前までとなりますので、
ご注意ください。各対象月の事前確認については、
下記の事前
確認期限までに受付を行ってください。

概

2021 年の 4 月以降に実施される緊急事態措置※1 又はまん延防止等重点措置※2 に伴う、
「飲食店の休業・時短営業」
や「外出自粛等」の影響により、売上が 50％以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、
事業の継続・立て直しやそのための取組が支援されます。
月次支援金の給付に当たっては、一時支援金の仕組みを用いることで、事前確認や提出資料の簡略化を図り、申
請者の利便性が高められています※3。

要

対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置（以下「対象措置」という）に伴う飲食店の休業・時短営業又

対象者

要件１ は外出自粛等の影響を受けていること※4

要件２ 2021 年の月間売上が、2019 年又は 2020 年の同月比で 50% 以上減少
2019 年又は 2020 年の基準月の売上−2021 年の対象月の売上

給付額

中小法人等

個人事業者等

上限 10 万円／月

対象月
基準月

2019 年又は 2020 年における対象月と同じ月

申請受付期間
及び

申請受付期間

事前確認期限

８月分：２０２１年 ９月１日〜１０月３１日
９月分：２０２１年１０月１日〜１１月３０日

事前確認期限

８月分：２０２１年１０月２６日
９月分：２０２１年１１月２５日

新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号）第 32 条第 1 項の規定に基づく「新型インフルエンザ等緊急事態措置」
新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号）第 31 条の 4 第 1 項の規定に基づく「新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置」
申請者の利便性向上のために一時支援金の仕組みを用いることから、一時支援金事務局が月次支援金事務局を兼ねることとします。
2021 年の 4 月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、同措置が実施される地域において、休業又は時短営業の要請を受けて、休業又は 時短営業
を実施している飲食店と直接・間接の取引があること、又は、同措置が実施される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です。

電話番号のお掛け間違いが発生しております。お問い合わせの際は、電話番
号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願い申し上げます。

相談
窓口



!"#!#""#%!
!$''#*!%(*

ＩＰ電話専用回線
受付時間

ＱＲコード

ホーム
ページ

):$!〜"*:!!（土日・祝日含む全日）

月次支援金

▼

※1
※2
※3
※4

上限 20 万円／月

対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019 年又は 2020 年の同月比で、売上が 50％ 以上
減少した 2021 年の月

検索

https://www.meti.go.jp/covid-19/
getsuji̲shien/index.html

※月次支援金ＨＰより引用

小規模事業者持続化補助金〈低感染リスク型ビジネス枠〉
概要
対象者

小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業
継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する取組を支援
小規模事業者

第 1 回受付締切：2021 年 5 月 12 日（水）終了しました
第 2 回受付締切：2021 年 7 月 7 日（水）終了しました
第 3 回受付締切：2021 年 9 月 8 日（水）終了しました
公募
スケジュール 第 4 回受付締切：2021 年 11 月 10 日（水）
第 5 回受付締切：2022 年 1 月 12 日（水）
第 6 回受付締切：2022 年 3 月 9 日（水）
補助上限額

補助対象経費・申請方法等の詳細
は小規模事業者持続化補助金〈低
感染リスク型ビジネス枠〉補助金事
務局ホームページをご確認ください。
https://jizokuka-post-corona.jp

上限額：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（または１／２）を上限に支援。
【緊急事態宣言再発令による特別措置】
緊急事態宣言の再発令によって令和３年１〜３月のいずれかの月の売上高が、対前年又は対前々年の同月比で
３０％以上減少している場合・補助金総額に占める感染防止対策費の上限を１／４以内（最大２５万円）から
１／２以内（最大５０万円）へ引上げ・審査時における加点措置を講ずることにより優先採択。

低感染リスク
型ビジネス枠
支援機関確認
書（様式４）の
発行について

支援機関確認書
（様式４）
は申請の際、
任意提出書類です。
低感染リスク型ビジネス枠は、
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４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４）発行依頼締切日
◆第 4 回受付締切分について◆
＜橿原商工会議所会員＞ 2021年 1１月４日
17：00 まで
＜非会員＞
2021年 1１月１日
17：00 まで

！ 小規模事業者持続化補助金〈低感染リスク型ビジネス枠〉のホームページにある公募要領を必ずご確認ください。

{
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奈良県信用保証協会からのご案内
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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。
5WDUKF[DWUKPGUU

補助事業

＜従業員の奨学金返還支援を行う県内製造業者に補助金を助成します＞
【概

要】研究職・技術開発職として県内製造業の発展を担う理工系学生の県内就職促進及び定着を図ることを目的に、
対象従業員への奨学金返還支援を行う県内製造業の負担額の一部を補助します。

【申 請 要 件】下記を満たす事業者。
・県内に本社、工場、事業所等を置く製造事業者
・令和５年度に研究職、技術開発職として新卒採用を予定して
いること
・令和３年度中に奨学金返還支援制度について、就業規則や
賃金規定などで社内制度として文書で明確に定めることなど
【従業員要件】下記を満たす従業員。
・令和５年度に入社する理工系大学等の新規学卒者
・日本学生支援機構の奨学金（第一種、第二種）
を貸与されていること
・正社員として採用されること
・研究職、技術開発職として採用されること
・入社後、継続して３年以上県内の事業所等で勤務すること
など
【問

合

せ】奈良県 外国人・人材活用推進室
0742-27-8812（直通）

HP：http://www.pref.nara.jp/58276.htm

5WDUKF[DWUKPGUU

補助事業

危険ブロック塀等の
＜
＞
撤去費を補助します
【概要】危険なブロック塀等を撤去する工事に要する費
用の一部を補助する制度です。補助事業の対象になる
か、事前にお問合せください。
【対象】通学路、建築基準法上の道路、不特定多数の者
が通行の用に供する通路および公園に面し、道路面から
の高さが0.8m以上の危険ブロック塀など。
【金額】危険ブロック塀等の撤去に要する
費用（長さ1mあたり上限1万4
千円）
の3分の2
（上限15万円）。
【問合せ】橿原市 建築指導課
47-3517

＜橿原市公式ＬＩＮＥアカウント＞
ＩＤ検索 ＠kashiharacity ｜ アカウント名 橿原市
「友だち」登録を行うと、市から発信する様々な情報を受け取れます。
コロナウイルスワクチンに関する情報も随時発信しています。
※本市では、LINE を活用しての個人情報の
収集は行っておりません。

その他にも耐震対策事業を行っています。
詳しくは HP をご覧ください。

橿原市 広報広聴課（

21-1116 ）

+PHQTOCVKQP インフォメーション

＜大規模な土地取引には国土利用計画法に基づく届出が必要です＞
【対

象】市街化区域…2,000 ㎡以上の土地、市街化調整区域…5,000 ㎡以上の土地

【届

出】届出書に添付書類（契約書の写し、図面など）を添えて橿原市都市計画課へ

【審

査】土地利用に関する計画に不適合な場合、是正を求めることがあります。

【問合せ】奈良県 県土利用政策室

0742-27-8484（直通）

HP：http://www.pref.nara.jp/4928.htm

È
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商工会議所 LOBO

早期景気観測
〈令和3年8月度調査結果〉

業況ＤＩは、感染急拡大により悪化
先行きは、感染収束が見通せず、
厳しい見方続く

ＬＯＢＯ全産業合計の各ＤＩの推移
30
20

販売単価DI

10
0

従業員DI

資金繰りDI

-10
-20

POINT

-30

● 全産業合計の業況DIは、
▲29.4（前月比▲5.3ポイント）

-40

● 新型コロナウイルス変異株の感染急拡大により、緊急事態宣言とまん延

-50

防止等重点措置の期間延長・対象地域の拡大が実施された。
これに伴う

-60

業況感が悪化した。
また、鉄鋼や木材などの原材料価格の上昇、東南ア
ジアの感染拡大による部品調達難が製造業、建設業など幅広い業種に
おける業況の押し下げ要因となっている。業況回復に向けた動きが見ら
れていた中小企業の景況感は、厳しい状況が続く。

売上DI

-70

帰省を含む外出自粛やイベントの中止、営業制限等の影響により、客足
が減少した百貨店などの小売業や、観光関連を中心としたサービス業の

採算DI
仕入単価DI

19.8

19.10 19.12

20.2

20.4

20.6

20.8

20.10 20.12

21.2

21.4

21.6

21.8

※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）一（減少・悪化などの回答割合）

● 先行き見通しDIは、
▲32.3（今月比▲2.9ポイント）

LOBO調査要領

●ワクチン接種の進展による経済活動正常化に期待する声が聞かれる一方

▶調査期間／2021年8月16日〜8月20日

で、
新型コロナウイルスの感染収束が見通せず、
長引く受注・売上減少や客

▶調査対象／全国の337商工会議所が2,651企業にヒアリング

足回復の遅れから、
業績悪化の継続を懸念する企業は多い。
また、
世界的
な半導体不足による生産調整や、
鉄鋼などの原材料価格上昇分の価格転

内訳

嫁の遅れなどもあり、
先行き不透明感は強まっており、
厳しい見方が続く。

建設業 439 製造業 642 卸売業 307
小売業 536 サービス業 727

▶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

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。

奈良 の24時間は警備 のプロにお任せください

ask 24
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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女性会新会長挨拶
この度、吉川前会長よりバトンを受け、令和 3 年、4 年度の会長を務めることになりました辻村
子でございます。諸先輩方が大事に継いでこられた女性会の会長という責務の重大さを痛感しつ
つも、お受けした以上は皆様のご支援のもと頑張る所存でございます。
今年度も、
｢新型コロナウイルス｣の影響により、事業計画の変更もあるかと思いますが、感染防
止対策を取りながら地域交流、社会福祉貢献活動、自己研鑽など、可能な限り積極的に取り組ん
で参りたいと存じます。
また、私たちと一緒に女性会を盛り上げて頂ける新たな会員の皆様のご入会をお待ちしております。

辻村会長
（辻村工務店）

【令和３年度事業計画】

１．女性会三役会の開催

２．女性会役員会の開催

５．新年懇親会の開催

６．女性会主催会員向けセミナーの開催

７．青年部・女性会合同講演会

３．通常会員総会の開催

４．一泊研修の開催

８．
社会福祉貢献活動（橿原神宮清掃奉仕、善意銀行へに寄付）

橿原商工会議所女性会会員 随時募集中！
！

女性会とは？

異業種からなる女性経営者などの団体です。１人で経営者とし

女性メンバーの集まりです。セミナー・講演会・懇親会・視察旅行

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

などの事業を行っており、自己研鑽、相互交流に努めています。み

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

なさんも新しいメンバーとして「女性会」参加をご検討ください。

お問合せ

橿原商工会議所 女性会事務局 TEL.0744-28-4400

橿原

※YEGとは商工会議所青年部の略称です。

通信

橿原商工会議所青年部
新入会員紹介！！

森川 良一
株式会社ジーピーウェーブ
代表取締役
〒634-0063橿原市久米町
568 オーバン神宮前304号
＜事業所 ＞ 0744-28-8850
＜業種＞
人材派遣
＜モットー＞ 実るほど頭を垂れる稲穂かな

青年部員名：

n

山内

令和３年8月23日
（月）〜令和3年9月２0日
（月）

８月２４日
（火）奈良県商工会議所青年部連合会

第５回役員会

（阿智原会長他）

＜名前＞
＜事業所名＞
＜役職＞
＜住所＞

青年部会員紹介

事業活動報告

８月２８日
（土）令和３年度京都府商工会議所青年部連合会
第２５回会員大会舞鶴大会（山内奈良県青連出向理事）
８月３１日
（火）未来創造委員会（木村未来創造委員長他）
９月 1日
（水）橿原商工会議所青年部役員会（阿智原会長他）
９月 ７日
（火）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）
９月１０日
（金）交流委員会（田中交流委員長他）

青年部会員を皆様にもっと知っていただけるように数名ずつご紹介させていただきます（不定期）

尚

青年部員名：

松本 泰幸

青年部役職：奈良県商工会議所
青年部連合会出向理事

青年部役職：イルミネーション
企画委員会副委員長

●事業所情報●
事業所名：写真スタジオ マミフォート
事業所役職：代表
事業所住所：〒634-0821
橿原市西池尻町 358-8
事業所 TEL：0744-27-8935
事業所 PR : 弊社は成人式やウェディング、お誕生日など
の節目はもちろん、家族写真や婚活写真・終活写真に至
るまで様々な場面で撮影ができる写真館です。
スタジオでの撮影となると緊張するものですが、弊社で
は一定料金で多数のショットを撮影できるので、緊張も
ほぐれて自然な笑顔が撮影できます。

●事業所情報●
事業所名：株式会社とりっくエン
タープライズ
事業所役職：代表取締役
事業所住所：〒634-0078
橿原市八木町 1-8-16
事業所 TEL：0744-20-2232
事業所 PR : 当社は、大和八木で『個室でお鍋と鶏料理
とりっく』という鶏料理メインの個室居酒屋（7部屋）
と、
『 天ぷら酒菜 蒼天』という天ぷらメインの個室居
酒屋（10部屋）と、田原本町で食品加工工場を運営して
おります。橿原市や田原本町のふるさと納税返礼品に
も認定されています。

田中 康博

青年部員名：

青年部役職：近畿ブロック商工
会議所青年部連合会出向理事
●事業所情報●
事業所名：株式会社田中設備
事業所役職：代表取締役
事業所住所：〒634-0812
橿原市今井町 2-4-23
事業所 TEL：0744-24-5736
事業所 PR : 弊社は、水道のトラブルの修理・排水つまり
修理からトイレ水洗化・キッチン浴室等のリフォームな
ど水まわりに関することから、給湯器・ポンプなどの設
備の交換取り付けまで行なっております。お困りの時は
お気軽にご相談ください。

.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

日本酒の魅力が実感できる
家飲みセット
「御代菊を知っていただくために」
をコンセプトにした新商品、飲みき
りサイズの日本酒セット
「みよきく・ききくらべ セット」
を発売しました。
個性あふれるものばかりで、冷やしておいしもの、
お燗やオンザロック
に適したものなど6種類をセットにしています。
また、
それぞれの特徴を
わかりやすく説明した解説書（しおり）
も同梱しています。
それを見なが

▲ききくらべセット

らききくらべるのも楽しみ方のひとつです。
ぜひご利用ください。
き

た

しゅ ぞう か ぶ しき が い しゃ

喜多酒造株式会社
〒634-0062
奈良県橿原市御坊町8番地

◀ききくらべセット
しおり
畝傍御陵前

奈良県社会福祉・
総合センター

0744-22-2419
0744-25-3588



▲インスタグラム

★

［営業時間］9:00〜17:00
［定 休 日］3月〜10月：土日祝
11月〜2月：日祝
［ H P ］http://www.miyokiku.com/
［E-MAIL ］miyokiku@miyokiku.com

橿原公苑 ・信光寺
陸上競技場
コンビニ
・
・

▲店舗外観

▲ホームページ

9月に八木西口駅前にオープンした
アイリッシュパブ
全席スタンディングで、ビールをメインにカクテルやウィスキーを
キャッシュオンスタイルで楽しんでいただけるアイリッシュパブパブです。
気軽に入ることができるスタイリッシュな店内で、モニターでスポー
ツ観戦するもよし、ビールの飲み比べをするもよし、スタッフやお客様
とおしゃべりするもよし、様々なシーンで活用していただけます。
ふらっと寄るのにもちょうどいいお店です。
皆様のお越しをお待ちしております。
パブ

▲店舗外観

ホールデン

PUB HOLDEN
〒634-0078
奈良県橿原市八木町1丁目538ー6

［営業時間］ 月〜木：17時〜25時
金：17時〜LATE
土：15時〜LATE
日：15時〜25時
［定 休 日］ 不定休

八木西口

0744-55-1053



★

●

橿原市役所


畝傍駅



◀店舗内観

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 0744-28-4 4 0 0

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

£ä .DVKLKDUD
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橿原商工会議所「専門家連携協議会」所属の専門家の
皆さまから事業所の皆さまのご質問にお答えいただく形
で記事提供をいただいております。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
Lotus 共創研究所
知的資産経営認定士

福田

典生

〒634-0032 奈良県橿原市田中町 264-4
Tel : 080-3399-9268
E-mail : info@lotus-creative-lab.com
URL : http://lotus-creative-lab.com/

【経歴】
1983年熊本大学卒、
シャープ
（株）入社
電子部品の企画、開発、国内外営業を経験
●専門分野 : マーケティング、経営戦略、デジタル活用
●著書
・ 実践B2Bマーケティング入門
・ 会社を変えていくための知的資産経営
●キャッチフレーズ
社長の自社の価値を「知りたい」
「伝えたい」
「磨き上げたい」
を知的資産経営で支援します！

〜 知的資産経営について 〜

4
$

経済産業省が中小企業の経営手法として推進している知的資産経営についてご説明いたします。

知的資産・知的資産経営とは何でしょうか？
「知的資産」とは、人材、技術、組織力、顧客とのネットワーク、ブランド等の目に見えない
資産のことで、企業の競争力の源泉となるものです。右図の木に例えると地面の下の目に見え
ない根っこの部分に当たります。次の３つの資産に分類することでより理解しやすくなります。
① 人的資産：従業員の退職時に一緒に社外に持ち出されてしまう資産のことで、主にその従
業員に付随するスキルや知見のことです。
② 構造資産：従業員が退職しても組織の仕組みとして会社に残る資産のことで、風土、伝統、
データベース、生産方法、特許等があります。
③ 関係資産：企業の対外的な関係に付随した資産のことで、販売先、仕入先、外注先、提携先、
金融機関等との間に築かれている資産のことです。
それぞれの会社の強み（知的資産）をしっかりと把握し、活用することで業績の向上や、会社の価値向上に結びつけることが「知
的資産経営」です。特に大きなコストをかけなくても身の回りにある「知的資産（見えざる資産）
」を活用することによって、他

4
$

社との差別化を継続的に実現することができますので、経営資源に限りのある中小企業に適した経営手法なのです。

どこから始めたらいいでしょうか？
まず知的資産の洗い出しから始めてみましょう。知的資産といっても難しく考えず、
「自
社のいい所、自慢できる所、工夫している所、ありがとうといわれた事、お客にほめられ
た事」等をポストイットにどんどん書き出して行きます。経営者だけではなく社員様と一
緒に話し合ってみることをおすすめします。いいところを出し合っていくので自然と会話
が弾み組織が活性化しますし、色々な気づきが起きたりするといったメリットがあります。
次に、洗い出した知的資産（強み）を知的資産報告書としてまとめて行きます。報告書にすること
で共有化し伝えることができるようになります。決まったフォーマットはありませんが、経済産業省か

4
$

ら A4 サイズで２枚程度のフォーマットが用意されていますのでそれを参考に作成してください。

人的資産

組織的資産

技術スキル
のある社員
がいる

販促と営業の
チームワーク
が良い

関係性資産

その他の資産

長い付き合
いの仕入れ
先がある

知的資産経営報告書はどのような活用があるのでしょうか？
自社の強みや価値をまとめた知的資産報告書は色々なところで活用ができます。大きくは２つの活用
が考えられます。１つ目は経営戦略としての活用です。他社のまねではなく自社に合った独自の戦略を

色々なコミュニケーション
に活用
後継者

作ることができます。２つ目はコミュニケーションツールとしての活用です。例えば次のような活用です。
①事業承継で経営者の伝えたい事と後継者の知りたい事のギャップを埋める
②金融機関との融資に於ける財務以外の事業性の説明
③得意先、仕入先、協力会社等への自社のＰＲに活用
④新入社員の研修資料、会社案内に活用し人材獲得に繋げる。

4
$

自社でホーム
ページを持っ
ている

社員

知的資
産経営
報告書

金融
機関

社外関係者

あらかじめ活用する目的を決めてそれに合った形で報告書をつくるのがよいでしょう。

知的資産経営についてもっと知りたいがどうしたらいいでしょうか？
経済産業省の下記のサイトに、知的資産経営レポートの作成ガイド、事例集、支援窓口など詳しい情報が掲載され
ていますのでそちらをご覧ください。
知的資産経営ポータル：https://www.meti.go.jp/policy/intellectual̲assets/index.html

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。状況によっては掲載できない場合もございます。予めご了承ください。）
.DVKLKDUD ££
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事業報告
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〜お悩み相談会〜
●日時／令和3年8月26日（木）13：00〜
●対応相談員／金融相談：株式会社京都銀行
法律相談：弁護士 朝守 令彦 氏（なら法律事務所 代表）
IT相談 ：上級ウェブ解析士 勝川 喜仙 氏（AiT 代表）
●会場名／橿原商工会議所 ４階 会議室Ａ
●連携協定機関／橿原市・株式会社南都銀行・大和信用金庫・奈良中央
信用金庫・株式会社りそな銀行橿原支店・株式会社京
▲朝守 氏
都銀行・株式会社日本政策金融公庫奈良支店

▲勝川 氏

新型コロナ感染症の影響を受ける事業所等へ経営のお悩み相談ができる個別経営相談会を実施しました。
今回は、金融・法律・ITに関する３つの相談を実施しました。

新型コロナウイルス感染症対応のための経営相談体制強化事業
「事業再構築補助金」申請書作成支援個別相談会
●日時／令和3年8月19日（木） 令和3年８月24日（火）
いずれも10：00〜17：00
●講師名／８／19（木）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）
８／24（火）
中小企業診断士 本田 秀継 氏（真秀経営相談所 代表）
●会場名／橿原商工会議所 4階 和室
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待しづらい
中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等に事業
再構築を支援する事業再構築補助金申請の為の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、申請書の書き方等アドバイスを行いました。

▲吉田 氏

▲本田 氏

制度改正に伴う専門家派遣等事業
「小規模事業者持続化補助金」個別相談会
●日時／令和3年8月27日（金） 令和3年9月7日（火）
いずれも10：00〜17：00
●講師名／８/27(金) 中小企業診断士 渡辺 淳 氏
（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）
9/ 7(火) 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）
●会場名／橿原商工会議所 4階 和室
持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の地道
な販路開拓や商品改良、顧客獲得等を支援する「小規模事業者持
続化補助金」申請のための専門家による個別相談会を開催しまし
た。補助金を受けるまでの道標として、補助金概要や申請書作成の
仕方を説明しました。

民法改正後の動向 講座
実務の現場への影響と新民法の活用法
●日時／令和3年９月２日
（木）
講習会 18：30〜 個別相談会 20：30〜
●講師名／弁護士 兒玉 修一 氏
●会場名／橿原商工会議所 ４階 多目的スペース
●参加者数／１２名
昨年４月に施行された民法改正について、現場に与える影響と、考
えられる事案についての講習会を開きました。
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、新し
い法律の枠組みや注意点、誓約書作成等のチェックポイントなどに
ついて熱心に耳を傾けておられました。講習会終了後は個別相談が
実施され、
講師は個別案件に対応していただきました。

▲講習会

受

▲渡辺 氏

▲和田 氏

▲兒玉講師

講

者

の

▲個別相談

声

この講習会は、橿原ビジネスプレス
「橿原商工
ニュース」に同封されていたチラシで知りました。
前々から民法改正について気になっていたので、契
約についての法律の勉強をしてみようと受講を決
めました。時間帯が18：30からとちょうどよく、内
容もとてもよくわかりやすくてためになりました。

カフェえんれい
阪本 和世 様
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ビジネスマッチなら 橿原ビジネス商談会
ビジネスチャンスを100％活かす！販路開拓サポートセミナー
株式会社近鉄百貨店本店ディレクション担当が教える！

株式会社近鉄百貨店が求める商品と催事等でも使える訴求力の高い見せ方
●日時／令和３年8月6日（金）
非食品10：00〜
食品 14：00〜
●講師名／森永 美穂 氏
（株式会社近鉄百貨店 営業政策本部 営業推進部 課長）
●会場名／橿原商工会議所 ４階 多目的スペース
●参加者数／14名（非食品5名、食品9名）
百貨店バイヤーはどんな商品を求めているのか、百貨店催事等でも
使える訴求力の高い見せ方などを伝授するセミナーを行いました。新
型コロナウイルス感染症に配慮した会場で、参加者は百貨店の動向
や、他企業との差別化、商品の見せ方などについて熱心に耳を傾けて
いました。

受

講

者

の

▲セミナー

声

▲森永講師

受

講

者

の

新型コロナウイルス感染症拡大によりお

他社と差別化した新商品を開発しました

客様の流れが大きく変わる中、
より訴求力の

が、全国展開のための課題を抱えていたため

高い販促活動を行うための情報が得られれ

参加を決めました。
「お客様への訴求キーワー

ばと参加しました。森永講師が積極的に参

ドをしっかりと理解し提案することが大事！！」

加者とコミュニケーションをとられたことか

コロナ禍で社会の動向や消費者の動向が急

ら、能動的なセミナー参加となり、充実した

激に変化した今、今までと違った商品の見せ

内容となりました。
また資料もとても分かり

方が必要だとわかりました。
ありがとうござい

やすく、理解が深まりました。

（株）柿の葉ずし
西川 竜平 様

声

（株）サンロード
松下 栄一 様

ました！！

雇用マッチング第1弾

バイヤー・メディアをうごかす

成果につながる求人票の作成＆ポイントセミナー

最強のプレゼンセミナー

●日時／令和３年８月２４日（火） 13：30〜
●講師名／平田 尚子 氏（ハローワーク大和高田 求人・企画部門）
石井 早代 氏（株式会社Ｋサポート チーフインストラクター/
神戸国際大学 客員教授）
●会場名／ミグランス ４階 コンベンションルーム
●参加者数／１５名

●日時／令和３年８月２７日（金） 13：30〜
●講師名／谷 英希 氏（合同会社ヴァレイ 代表取締役）
●会場名／ふるさと会館 グリーンパレス
●参加者数／２３名

▲

求職者にとって、求人内容がわかりやすく・応募したくなる求人票
を作成するためのポイントや、
「使える人材」を見抜く中途採用面接
について解説するセミナーを開催しました。
新型コロナウイルス感染
症対策に配慮した会場で、
参加 者は求人 票の 作り方
や、面接の準備、優秀な人
材を見逃さないための着眼
点等について熱心に耳を傾
けておられました。

新たな発想・工夫で開発・改良に取り組んだ新商品・サービスをプ
レス発表することで、バイヤーや消費者へ向けた情報発信ができま
す。そのための準備や、プレス発表の仕方を学ぶセミナーを開催しま
した。
新型コロナウイルス感染症対策に配慮した会場で、参加された
方々は、自社の強みとはなにか、メディアに
取り上げられやすいプレス発表の仕方など、
熱心に耳を傾けておられました。

谷講師

▲セミナー

▲平田講師

▲石井講師

▲セミナー
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奈良県最低賃金が改定されました

理事選任のお知らせ

時間額
理

チェックしなくちゃ。
最低賃金

奈良県最低賃金

866 円

【発効日】令和３年１０月１日

奈良県最低賃金は正社員のみでなく、パート・アルバイト・
派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
奈良労働局賃金室 ０７４２-３２-０２０６

事

（旧役職 参事）

中小零細規模の事業者の皆様へ

〈令和3年8月16日付〉
氏

名： 辻本

奈良労働局では次の支援策を準備しておりますので、詳しくは
奈良労働局ホームページをご参照ください。
●賃金引上げを支援（生産性の向上）
０３ー６３８８ー６１５５
➡業務改善助成金
●雇用の維持を支援
➡雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金
０７４２ー３５ー６３３６

昌弘

全国国民年金基金奈良支部からのお知らせ
国民年金の第1号被保険者
自営業の方やフリーで働く方

〜老後の備えのご検討に終身年金はいかかですか〜

国民年金基金

会社員・公務員など
上乗せ部分 共通部分

国 民 年 金 基 金 のご案内
□□□□■■

厚生年金基金等
老齢厚生年金

国民年金基金は、国民年金法に基づいて運営され、『国民年金（老齢基礎年金）に上乗せして
“老後にゆとり” をプラスする』公的な個人年金です、終身年金が基本で税制上の優遇措置もあ
老齢基礎年金
老齢基礎年金
り、安心してご加入いただけます。
（国民年金）
（国民年金）
国民年金基金5つのメリット
【加入対象】は、20歳以上60歳未満の自営業者やフリ ー
① 終身年金。だから、
一生涯お受け取り。 ② 加入時に年金額が確定、掛金額も一定。
ランスなど、国民年金の第1号被保険者及び、60歳以上
③ 掛金は全額所得控除の対象で、税金がお得。
65歳未満あるいは海外居住されて国民年金に任意加入
④ 万が一の時にはご家族に遺族一時金も。
（遺族一時金の無いB型タイプもあります）
者の方であって国民年金保険料を納付されている方。
ただし、農業者年金加入の方は除かれます。
⑤ ライプランに合わせ、年金額や受取期間を自由に設定。
詳しい資料をお送りしますのでお気軽に下記までお問い合わせください。

!"#!'&%"*#

全 国 国 民 年 金 基 金 奈良支部
□□□□□□■■

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

30万円

2 一般・経理・総務事務員

20万円

8：30−17：30 高

卒 橿原市

3 総合事務員

16万円

9：00−17：30 高

卒 橿原市 受付・保険関係業務：約3年

4 プラスチック成形工／工場ライン作業員

15万円

8：00−17：00 中 卒 大和高田市 プラスチック成形工：約9年

問

担当／職業紹介部門 松本

※令和３年９月１７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 システム設計技術者

不

〒630-8115 奈良市大宮町4丁目255
まつもりビル2-302号室

専門卒 橿原市 分析・測定ソフトの設計・運用・保守：約4年
総務・経理事務：約4年 靴下関係の企画・開発：約5年／資格：簿記能力検定3級、
土木施工管理技士補／MOS Excel・Wordエキスパート／AutoCADプロフェッショナル

解体作業員：約17年／資格：アーク溶接技能者（基本級）

医療・介護事務員／

：00−15：00 専門卒 大和高田市 接客・調理、在庫管理：約3年 医療事務員：約3年／
時給866円 9
5
6時間の週4日程度
資格：秘書検定2級、医療事務管理士（医科・歯科）、訪問介護員
総合事務員／調剤事務員

6 金属加工作業（曲げ加工） 18万円

不

問

高

7 フォークリフト運転作業員

不

問

中 卒 葛城市 塗装工：約4年／資格：フォークリフト運転技能者

8 一般事務員

20万円
時給900円

10：00ー16：00
5時間の週4日程度

高

卒 葛城市 金属加工（曲げ加工）
：約7年

眼鏡の組立作業：約2年

卒 河合町 服飾、靴の販売：約20年／資格：日商簿記2級、珠算能力検定初段

9 ルート集配員

20万円

不

問

中 卒 河合町 配送員：約8年

10 ルート集配員

30万円

不

問

高

卒 香芝市 配送員：約5年

市場調査、製品検査：約27年／資格：フォークリフト運転技能者

社会福祉法人橿原市社会福祉協議会からのお知らせ

い羽 根
まります！
10月1日から赤
共 同 募 金 がはじ
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、
▲企業の皆さん
も募金活動に参
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
■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
£{ .DVKLKDUD
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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

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

日（6XQ）

月（Mon）

ÓÈ

ÓÇ

Î

{

新 経営相談窓口

£ä

££

新 経営相談窓口

火（7XH）

※諸状況により予定が変更となる場合があります

水（:HG）

木（7KX）

Ón

Ó

Îä

x

È

Ç

新 経営相談窓口
商 補助金活用セ

£Î

新 経営相談窓口

£{

土（6DW）

Ó

£

n

新 経営相談窓口



新 経営相談窓口

£x

新 経営相談窓口

£È

新 経営相談窓口
制 事業再構築補助

ÓÓ

新

ÓÎ

新 経営相談窓口
商 ニュービジネス

●姉妹都市
Îä 橿原と宮崎の

●かしはら創業塾
2021 平日夜間講座
（6日目／7日間）

新 経営相談窓口
新 経営相談窓口
新 経営相談窓口
●かしはら創業塾
●アンガーマネジ
●異業種交流事業
2021 平日夜間講座
メント活用働き方改善 委員会
（7日目／7日間）
講座
●橿原市契約検査課と
●青年部役員会
橿原商工会議所建設業
部会、橿原市建設業協会
との意見交換会

£Ó

金（)UL）
新 経営相談窓口

ミナー&ビジネス交流
会

£Ç

£n

新 経営相談窓口
●第159回日商
簿記検定試験 申込開
始（〜22日
（金）
・イン
ターネットのみ）

Ó{ ●第223回日商
Óx
珠算（そろばん）
検定試験

Î£ ●姉妹都市橿
原と宮崎の物

新 経営相談窓口
商 西日本高速ロ

£

新 経営相談窓口

Óä 新 経営相談窓口 Ó£

金活用セミナー

ÓÈ

新 経営相談窓口
商 いちご
（株）
（宮

新 経営相談窓口
新 経営相談窓口
ÓÇ ●個別経営相談会
Ón ●健康診断
Ó
（会

ジスティクス
（株）
との
個別商談会

交シティ）
との個別商
談会

●健康診断（会員限
定）

£

Ó

Î

員限定）

{

Nara de プレス発表

x

物産展

È

産展

貴社の印刷物にも
お試しください。

抗菌ニスコーティングで
印刷物に安心安全を＋

パンフレット・チラシ・ホームページの企画から印刷・製作までトータルサポート

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
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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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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︒

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

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

東京オフィス

〒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

h t t p : // w w w . s a n w a - s t a r c h . c o . j p /

࠲ٟɋɥĘȹ0.0/உ/.ר12/ڜ,glbb/4

発行責任者／中澤 修
〈発行回数〉
月1回1日発行
〈印刷部数〉1,800部

本 社・工 場

〒634-0063
橿原市久米町652-2 橿原市商工経済会館3F
TEL.0744-28-4400（代）FAX.0744-28-4430

三和澱粉工 業 株 式 会 社

0.0/-.7-/1/.803

