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事業所内皆様でご覧下さい
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神し知らさむ（もしあなたのことを想ってもいないのに、想っていると言っ

ても、鷲の住む雲梯の社の神には分かってしまうのだろうなあ。）」（紹介文：橿原市 HP より引用）

新型コロナウイルス感染症関連情報
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(/
)$;

新型コロナウイルス感染症関連情報

「業務改善助成金特例コース」のご案内

新型コロナウイルス感染症の影響で、特に業況が厳しい中小企業事業者を支援する助成金ができました。
「業務改善助成金特例コース」とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が 30％以上減少している中小企業
事業者が、令和３年７月１６日から令和３年１２月３１日までの間に、事業場内最低賃金（事業場で最も低い賃金）を３０円以
上引き上げ※、これから設備投資等を行う場合に、対象経費の範囲を特例的に拡大し、その費用の一部を助成するものです。
■申請期限：令和４年３月３１日まで
※賃金引き上げ額が３０円に満たない場合でも、申請時までに遡って追
加の引き上げを行い、当該差額が支払われた場合は、当該要件に該当す
るものと取り扱われます。
■対象となる事業者（事業場）
以下の要件をいずれも満たす必要があります。
●新型コロナウイルス感染症の影響により、
「売上高または生産量等を示
す指標の令和３年４月から同年１２月までの間の連続した任意の３か
月間の平均値」が、前年または前々年同期に比べ、３０％以上減少して
いる事業者
●令和３年７月１６日から同年１２月末までの間に事業場内最低賃金を３
０円以上引き上げていること（引き上げ前の事業場内最低賃金と地域
別最低賃金の差額が３０円以内の事業者に限ります。）
■支給要件 以下の要件をいずれも満たす必要があります。
●就業規則等により※、引き上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の
賃金額とすることを定め、
引き上げ後の賃金額を支払っていること。
※就業規則がない場合は、
「労働者の下限の賃金額についての申出書」の
提出でも認められます。
●生産性向上等に役立つ設備投資等を行い、その費用を支払うこと
※生産性向上に役立つ設備投資等を行う取り組みに関連する費用とし
て、業務改善計画に計上された経費（関連する経費）がある場合は、その
費用も支払うことが必要です。

■助成額・助成率
助成額 最大１００万円
助成率 ３／４ ※対象経費の合計額×補助率３／４
■助成対象
ります。

以下Aのほか、業務改善計画に計上されたBも助成の対象とな

A

生産向上等に資する 機械設備※、コンサルティング導入、
設備投資等
人材育成・教育訓練など
※ＰＣ、スマホ、タブレットの新規購入、
貨物自動車なども対象

B

関連する経費※

広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の
拡大、机・椅子の増設など

※「関連する経費」は生産性向上等に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます

■助成金の上限

上限額

引き上げ
労働者数

１人
２人〜３人
４人〜６人
７人以上

３０万円
５０万円
７０万円
１００万円

●助成金の要綱・要領や、申請書の記載例を掲載している
「申請様式」等は、こちらからダウンロードできます。
※交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部（室）です。

お問い合わせ先：業務改善助成金コールセンター 電話番号：03
（6388）6155（受付時間 平日8：30〜17：15）ご不明な点やご質問等について、お気軽にお問い合わせください。
※厚生労働省ＨＰより引用
※令和 4 年 1 月 24 日時点の内容です

事業の再構築に挑戦する皆様へ

小規模事業者持続化補助金〈低感染リスク型ビジネス枠〉

〜企業の思い切った事業再構築を支援！！〜

新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の
拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
1.

必須申請要件

(a)2020年4月以降の連続する６か月間のうち、任意の３か月の合計売上高が、
コロナ以前（2019年又は2020年１〜3月）の同3か月の合計売上高と比較し
て10％以上減少しており、(b)2020年10月以降の連続する６か月間のうち、
任意の３か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して
５％以上減少していること。

※上記を満たさない場合には、次の項目を満たすことでも申請可能。
(a') 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ
以前の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していること。
(b') 2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロ
ナ以前の同3か月の合計付加価値額と比較して7.5%以上減少していること。

２. 事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取
り組む。
３. 補助事業終了後３〜５年で付加価値額の年率平均3.0％（一部5.0％）以上増加、
従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0％（一部5.0％）以上増加の達成。
【補助金額・補助率】

＜中小企業の場合＞
通常枠：100万円〜6,000万円（補助率２／３）
卒業枠：6,000万円超〜1億円（補助率２／３）

※卒 業 枠には別途要件が
ございます。また、中堅
企業の場合は補助金額・
補助率が異なります。

詳細については専用サイトをご確認ください。

ht tps://jigyou-saikouchiku.go.jp/

事業再構築
補助金
事務局ＨＰ

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

概要

対象者

公募スケ
ジュール

お問い 事業再構築補助金事務局コールセンター【9：00〜18：00（日曜日を除く）】
合わせ 〈ナビダイヤル〉 0570-012-088 〈ＩＰ電話用〉 03-4216-4080

※認定経営革新等支援機関をお探しの際は、
検索システムをご活用ください。
➡https://ninteishien.force.com/NSK̲CertiﬁcationArea
※事業再構築補助金ＨＰより引用
※令和 4 年 1 月 24 日時点での内容になります

Ó
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第 6 回受付締切：２０２２年３月９日（水）
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

補助上限額 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６回受付締切分について◆
＜橿原商工会議所会員＞ 2022 年３月 ２日 17：00 まで
＜非会員＞
2022 年２月 28 日 17：00 まで

◆第5回公募は、令和４年１月20日（木）18：00〜開始。
申請受付は、２月中旬に開始予定です。
◆申請に際しては必ず公募要領をご確認いただきますようお願いいたします。
※gBizＩＤプライムの発行には、数週間程度時間を要します。
本補助金の申請をお考えの方は余裕をもったＩＤ取得の申請を
お勧めします。なお、申請〆切りまでに取得が間に合わない方は
「暫定ＩＤ」での申請も可能です（詳細は事務局HPもしくは公
募要領をご覧ください）
。➡https://www.jgrants-portal.go.jp/

小規模事業者

！

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。
※令和 4 年 1 月 24 日時点での内容です

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。
5WDUKF[DWUKPGUU

補助事業

＜橿原市事業継続支援金について（申請期限：令和４年２月２８日）＞
【概

要】 新型コロナウイルス感染症の影響により金融機関等から融資を受けた事業者の事業継続
を支援するため、融資に係る利子及び保証料相当額を支援金として交付します。

【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橿原市内に主たる事業所等を有している者

②新型コロナウイルス感染症に関する借入れを受けた者
③暴力団等に該当しない者

【給付額】 新型コロナ関連融資に係る利子及び保証料（自己負担分）に相当する金額
※無利子・無保証料の融資の場合は対象となりません。

※利子等への補給がある場合には、補給額を除きます。
【期
【申

※上限 30 万円、千円未満の端数は切り捨てます。

間】 令和４年２月２８日（月） ※期限当日消印有効
請】 申請書類と添付書類を揃えて、
地域振興課へ郵送。

詳細は市ホームページへ。

【問合せ】 橿原市役所
（

#FXKEG

【URL】https://www.city.kashihara.nara.jp/article?
id=6163e07665909e0b66fd09b6

地域振興課

0744-21-1117）

ご注意ください

＜かしはらマイナンバー商品券の換金期限について＞
かしはらマイナンバー商品券の使用済み商品券の換金期限は
２月１５日（火）までです。期限を過ぎての換金の受付はでき
ませんので、くれぐれもご注意ください。

・使用済券換金期限 … 令和４年２月１５日（火）１７：００まで
【換金場所】 橿原市役所 北館 2F

地域振興課

【問 合 せ】 橿原市役所 マイナンバー商品券事業本部（☎ 0744-47-2091）
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橿原

※YEGとは商工会議所青年部の略称です。

ワクワクは日本を変える！
日本商工会議所青年部との
単会交流事業開催 !!

通信

令和３年度橿原商工会議所青年部
臨時総会を実施 !!
＜議案＞ 令和４年度橿原商工会議所青年部
役員予定者（案）承認について

令和３年１１月２９日（月）、橿原商工会議所に於いて、

令和４年１月１１日（火）、ＷＥＢ会議（ZOOM）にて標記
総会を実施し、議案が承認されました。

橿原商工会議所青年部（会長 阿智原兼一）が日本商工会
議所青年部（会長 吉川正明）との交流事業を開催。
橿原商工会議所青年部における会員拡大や地域活性化、

次年度役員予定者は以下のとおりです。
（敬称略）

政策提言などの活動や日本商工会議所の取組みなどの意

会
直
副

見交換を行いました。

専
委

事業活動報告

会
会
〃
〃

▲交流会の様子

務

長
長
長

理
事
員
長
〃
〃
若 手 育 成 室 長
監
事
〃
近畿ブロックYEG・日本YEG出向理事
近畿ブロックYEG出向理事

▲吉川日本ＹＥＧ会長の挨拶

▲阿智原会長の挨拶

前

藤原 雅和
阿智原 兼一
木村 亜希子
増田 善紀
田中 和寿
吉原 秀至
森川 良一
嶌
将太
牧野 雄哉
泉谷
斉
田中 康博
山内
尚
仲嶋 正起
松本 智亜樹

（ヤ マ ト ー 商 事 株 式 会 社）
（住 宅 機 器 協 業 セ ン タ ー）
（K - T R A D I N G 株 式 会 社）
（大 和 物 産 館 株 式 会 社）
（株 式 会 社 サ ン シ ュ ウ）
（日 興 薬 品 株 式 会 社）
（株式会社ジーピーウェーブ）
（株式会社ほけんのゲートウェイ）
（丸 八 運 輸 株 式 会 社）
（株式会社橿原オートサービス）
（株 式 会 社 田 中 設 備）
（マ ミ フ ォ ー ト）
（株 式 会 社 仲 嶋 電 機）
（龍 樹 警 備 保 障 株 式 会 社）

令和３年11月21日
（日）〜令和4年1月２0日
（木）

11月24日
（水）奈良県商工会議所青年部連合会役員会（阿智原会長他）
11月27日
（土）イルミネーションinかしはら点灯日

12月14日
（火） 奈良県商工会議所青年部連合会役員会 （阿智原会長他）
12月20日
（月） 未来創造委員会
（木村未来創造委員長他）
（増田イルミネーション企画委員長他） 令和4年1月5日
（水） 橿原商工会議所青年部役員会
（阿智原会長他）
11月29日
（月）ワクワクは日本を変える! 日本YEGとの単会交流事業
1月11日
（火） 橿原商工会議所青年部臨時総会
（阿智原会長他）
（阿智原会長他）
1月18日
（火） 未来創造委員会 経営計画サポート研修事業
12月 1日
（水）橿原商工会議所青年部役員会
（阿智原会長他）
（木村未来創造委員長他）

善意銀行へ寄付を行いました
令和３年１２月１０日（金）、橿原商工会議所女性会（会長 辻

村禮子）は、社会福祉貢献活動として社会福祉法人橿原市社会

福祉協議会の善意銀行へ寄付を行いました。本事業は地域福祉

の向上へ役立てていただきたいとの思いから毎年実施しています。

当日は、髙井 剛常務理事にご対応いただき、「このようなコロナ

禍でも寄付をしていただきありがとうございます。大切に使わせて

いただきます。」と感謝の言葉をいただきました。女性会は今後も
社会福祉に寄与する活動を行ってまいります。

▲髙井常務理事（左）と辻村会長（右）

女性会 会員募集中！
！
橿原商工会議所女性会は異業種の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
・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。
{
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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
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

会員事業所情報発信コーナー

会員事業所

PR

掲載事業所募集！

事業内容や販路拡大・販路開拓につながる情報
など事業所の情報をＰＲするコーナーです。
掲載料無料。ご希望の方は下記まで。
お問い合わせ先：橿原商工会議所 広報誌担当
0744-28-4400
E-mail uketsuke@kashihara-cci.or.jp
ＨＰ http://kashihara-cci.or.jp

広場
せつ

メール

び

エージー設備

総本舗増田屋から奈良漬の新提案
水まわりの事、お家の事なら何でもご相談ください
創業80周年を迎えた総本舗増田屋が「大

上下水道設備工事、リフォーム工事は

和の小包みセット」と「大和の贈り物」の２シ
リーズを用意しました。人工甘味料・着色料・

保存料などを使用しない無添加・伝統の奈
当社にお任せください
！
良漬を守り続けています。

橿原ブランド認定品に選出された白瓜をは
じめ、国産の野菜を丁寧に漬け上げていま
す。店頭に並ぶまでに1年以上の歳月を要し
ている、丹精込めた奈良漬はお歳暮などの贈
り物に最適です。

当社は奈良県橿原市を中心に、
上下水道工事、
水まわりリフォーム等、
設備工事全般を行っております。
水まわりのリフォームでは、
機能性とデザイン性に優れた商品を多数お取り扱いしており、
お客様のライフスタイル
に合わせご提案をさせていただきます。
また、
水まわりの急なトラブルにも、
スピーディーに対応いたします。
水まわり
のお困りごと、
上下水道設備工事のことなら、
当社にお任せください。
所在地

ホームページ

〒634-0077 橿原市南八木町3-3-3-2

074 4 -2 3 -1141
営業時間 8：00〜18：30

074 4 -35 -12 27

E mail

MAP

ke r ke r @ z e u s . e o n e t . n e. j p

定休日 日曜日・祝日
月曜日
び

よう

しつ

美容室いまざわ

隠れ家サロンで施される癒しのヘッドスパ
美容室いまざわは、住宅街の奥にひっそりとたたずんでいる、40代からの大人の女性の為の
アットホームな隠れ家サロンです。この度、美容師歴23年の経験を活かし、オーナーオリジナル
の新メニュー『癒しのヘッドスパ』ができました。当日のお客様の状態にあったものを選んでい
ただけるよう6種類のオーガニックアロマオイルをご用意しています。完全予約制のサロン空間
での施術はリラックス効果抜群です。

店舗内観

所在地

お客様の状態にあわせ施術します

〒634-0001 橿原市太田市町87

Youtube

オーガニックアロマオイル
ホームページ

アメブロ

公式LINE

MAP

0 8 0 - 8330 - 630 8
営業時間 9：0 0 〜18：0 0

定休日 金曜日
.DVKLKDUD
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ߕۅĻŰࣴ۰ 4 $
橿原商工会議所 専門家連携協議会

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。

ご対応いただいた専門家
イービジネス株式会社

代表取締役

上級ウェブ解析士、IT コーディネーター
や

たに

矢谷

じゅん じ

潤二

〒634-0008 橿原市十市町 363 フラワーコート橿原 C201
Tel : ０７４４−４７−２５４３
携帯 : ０８０−５４４６−５９１３
HP : https://web-consul.net
Mail : web@web-consul.net

【プロフィール】
経歴 : IT 業界にて経験を積み、2003 年にウェブ
コンサルタントとして独立。小規模事業者を中心
として、ウェブの観点から支援を行っている。
得意分野 : ビジネスモデルの構築支援、具現化と
しての HP・EC サイトの構築およびウェブマーケ
ティングに関する支援。

〜D2C(DIRECT TO CUNSUMER)〜 これからの時代の新しい売り方

4
$
4
$
4
$
4
$
4
$

従来のモデル

D2C(DIRECT TO CONSUMER) とは何ですか。
ここ数年特に注目を浴びるようになったビジネスモデルです。
D2C とは、自社で商品を企画・製造し、その商品を自社の EC
サイトを用いて直接販売を行う仕組みのことです。
SNSの普及によって、従来よりも消費者に簡単にアプローチし
やすくなったことや、コロナ禍によって EC サイトでの購買の機会
が増えて来たことなどが注目されている背景としてあります。

B to B や B to C とどのように違うのですか。

ブランド
メーカー

卸売

小売

消費者

D2C（DtoC）のモデル
ブランド
メーカー

消費者

B to Bは企業から企業へ、B to Cは企業から消費者へ商品やサービスを提供するというように誰と誰の間での取引かを
示す用語ですが、D2C は誰と誰の間でというよりも、どのように消費者に商品を届けるのかという売り方を表す用語です。

D2C のメリットとデメリットを教えてください。
メリットとしては、「デジタルで完結するため利益率が高い」、「直販により中間手数料がかからないので、その分価格
の適正化、商品の品質向上などが図れる」、
「 SNS 等の活用により、消費者の情報を蓄積でき、消費者からのフィードバッ
クを得て商品に反映できる」、「モール型 EC サイトに出店した場合に比べ、マーケティングやキャンペーンなどの売り方の
自由度が高い」などが挙げられます。
デメリットとしては、「集客のすべてを自社で行う必要があるため、自社 EC サイトの運用、SNS の運用など、商品を認
知してもらうための道筋を自社で作らなくてはならない」、
「商品開発やファンづくりに時間がかかる」などが挙げられます。

D2C に取り組み、成功するためのポイントは何ですか。
ニッチな分野のオリジナル商品・ブランドの開発、SNS の活用などにより、顧客に共感してもらうこと → 好きになっ
てもらうこと → ファンになってもらうことを目的とし、それぞれの顧客にあわせた情報やサービスを提供するパーソナ
ライズ化が成功するためのポイントになります。

D2C の成功事例を紹介してください。
小柄女性に特化したファッションブランド「COHINA」では、コミュニケーション施策として、Instagram のインスタ
ライブを使って毎日配信し、多くのファンを獲得しています。
菌ケアを前面に押し出したサプリメントや化粧品などをサブスクリプションで販売しているブランド「KINS」では、
Instagram、Twitter、LINE などのコミュニケーションツールを活用して、ONE TO ONE マーケティングを実現し、顧
客から高い評価を得ています。
D2C という販売形態は、これからの時代の新しい売り方であり、ビジネスモデルの有望な選択肢の一つになっていくの
ではないでしょうか。

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。）

È

.DVKLKDUD

各種共済・保険制度のお知らせ

まほろば共済（生命共済）
生命共
のご案内
橿原商工会議所独自の給付金制度
（見舞金・祝金制度）

定期保険（団体型）

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

まほろば共済は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

剰余金があれば

商工会議所独自の

配当金も！

給付制度も！

６大生活習慣病入院一時金
ガン入院一時金・ガン先進医療一時金

保障内容 １口あたり

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

当所独自の給付制度

お支払事由

給付内容

1口

死亡

不慮の事故により死亡したとき
〈死亡保険金（主契約）+災害保険金〉

不慮の事故により高度障害状態のいずれかになったとき
〈高度障害保険金（主契約）+災害高度障害保険金〉

（同一事故による入院は、更新前の入院日数を含み、通算60日限度）

ガンで1日以上の入院をしたとき
（1年に1回限度）

〈ガン入院一時金〉

ガンの治療を直接の目的とした先進医療による療養を受けたとき

〈ガン先進医療一時金〉

1日につき

1,500円
2万円
1万円

金

6大生活習慣病で1日以上の入院をしたとき
（1年に1回限度）

〈6大生活習慣病入院一時金〉

事故通院見舞金

祝

入院・治療

〈入院給付金〉

50万円

50万円

日帰り入院から保障

不慮の事故により1日以上の入院をしたとき

病気入院見舞金

250万円

傷害または疾病により高度障害状態のいずれかになったとき

〈高度障害保険金（主契約）〉

250万円
見舞金

高度障害

上記以外の事由より死亡したとき
〈死亡保険金（主契約）〉

1口

1口

保険年齢

男性

5,000円

１５歳〜３５歳

743円

663円

5,000円

３６歳〜４０歳

749円

688円

４１歳〜４５歳

787円

713円

４６歳〜５０歳

848円

761円

５１歳〜５５歳

940円

820円

５６歳〜６０歳

1,074円

870円

６１歳〜６５歳

1,287円

968円

６６歳〜７０歳

1,630円

1,093円

遺児1名につき

遺児育英見舞金

一律50,000円

家族災害死亡見舞金

一律50,000円

親介護認定見舞金

一律30,000円

成人祝金

5,000円

結婚祝金

5,000円

出産祝金

5,000円
一律10,000円

年齢満了祝金

5万円

月額掛金 １口あたり

75歳満了時に加入10年以上

女性

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

特 定 退 職 金 共 済 制 度・新 企 業 年金 保 険
大企業並みの退職金制度が
容易に確立できます
将来支払うべき多額の退職金を
計画的に準備できます
掛金は、１人月額30,000円まで
損金または必要経費となります
国の中小企業退職金共済制度との
重複加入も認められます

※他の特定退職金共済制度との重複加入は不可

火災共済
総合 火災共済
普通

加入資格・条件

〇奈良県内に事業所を有する商工業者の雇用する従業員で、年齢満15歳以上、満70歳未満の健康か
つ正常に勤務または就業している方
〇全従業員の加入が前提
※事業主、役員（使用人兼務・役員は除く）および事業主と生計を一にする親族は加入できません。
※加入の必要がない方（期間を決めて雇われている者、試用期間中の者、非常勤の者、季節的な仕事の
ために雇われている者、休職中の者、パートタイマーのように労働時間の特に短い者）

掛金・加入口数

〇従業員１人につき月額１口1,000円で、最高３０口まで加入できます。
〇掛け金は全額事業主負担です。損金または必要経費となります。

給付金の受取方法
（重複選択不可）

〇退職一時金：加入者が退職したとき、一時金が支払われます。
〇遺族一時金：加入者が死亡したとき、
一時金に「加入口数×10,000円」を加算した金額が払われます。

給付金の受取人

この制度の受取人は加入従業員です。給付金は、受取人名義の預金口座へ直接お振込みいたします。
なお、本人死亡の時は、労基法施行規則に定める遺族補償の順位によります。
※給付金は、いかなる場合（懲戒免職の場合を含む）にも事業所にはお支払いできません。

火災はもちろん火災
以 外 の 事 故 から住
宅、店舗、事務所、工
場、倉庫等を守り、安
心づくりのお手伝いを
いたします。

水災
物体の落下・飛来・衝突
7 水濡れ

落雷

3

破裂または爆発

4

風災・雹災・雪災

ひょう

（障害級別による）

掛金や詳しい補償内容についてはお問合せください。

相手側の場合
共済契約者の経済的負担を補うため

300 万円

合計300万円までの実費を支給
契約者側にも過失のある場合
死亡臨時費用共済金（一時金として支給）30万円

12〜300 万円 12〜300 万円 として実費を支給

算定された額を限度

（1人あたり）

そうじょう

〈問合せ先〉 橿原商工会議所

すべての共済金は、共済契約者にお支払いします。
負傷者が

後遺障害共済金

騒擾・集団行動などに伴う
暴力行為、
労働争議
9 盗難
8

補償内容

事故の日から180日
以内に死亡されたとき
（1事故につき）

6

2

人身事故で加害者となった場合に、お見舞い費用や、香典料な
ど多額の自己負担が必要になる場合があります。相手側に対する
道義的責任（誠意）についての補償は自動車保険では必ずしも十
分とはいえません。万一のときあなたの経済的負担を幅広くサ
ポートする共済、それが県共済の自動車事故費用共済です。

死亡共済金

5

火災

自動車事故費用共済

契約者側の場合

普通火災共済は❶〜❹、総合火災共済は
❶〜❾が補償の対象です。
1

〜加入・増口のおすすめ〜

左記の日額により、

入通院共済金 入院日額4,500円 合計
300万円までの実費を支給
365日分または
通院日額2,250円 契約者側にも過失のある場合
300万円限度
入通院臨時費用共済金（一時金として支給）
1事故につき入院、通院合わせて
（3日以上の通院または入院で、1事故につき） 3 万円
1日最高18,000円
特約 対物共済金
（1事故につき）

30,000 円

他人の財物を破損・汚損・滅失させ、その損害額が
2万円以上となったとき（1共済期間内に1回）

各種共済・保険制度担当 TEL.0744-28-4400
.DVKLKDUD
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事業報告
商業部会

工業部会 モノづくり企業講演会開催

IT活用支援セミナー開催

中小企業・小規模事業者だからこそ取り組む
ＩＴ活用による業務改善セミナー

看護師から町工場の跡継ぎ社長へ
２つのキャリアが生んだヒット商品

●日時／令和３年１２月１４日（火） １４：００〜
●講師／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式会社 代表取締役）
●会場名／橿原商工会議所 ４階 多目的スペース
●参加者数／１６名

●日時／令和３年12月9日（木）14：00〜
●講師名／田中 倫子 氏
（山本製作所有限会社 代表取締役）
●会場名／ミグランス４階 コンベンションルーム
●参加者数／２４名

商業部会（部会長 木原 智司）は、中小企業・小規模事業者に
特化したＩＴ活用による業務改善セミナーを開催しました。受講
者は、ＩＴやＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）を活用した業
務改善方法や事例を熱心に学んでおられました。

▲セミナーの様子

受

工業部会（部会長 中西 知）
が、新型コロナウイ ▲田中 氏
ルス感染症拡大防止を図りながら実施しました。
当日は、藤本工業部会副部会長が挨拶し、
「も
のづくりにはストーリーが不可欠だ！」
をテーマに、
看護師のキャリアから町工場の跡継ぎとなった田
中氏の造り手の思いを形にするまでを講演してい
ただきました。参加者は、
田中氏の持つまったく異 ▲藤本工業部会
副部会長挨拶
なった2つのキャリアが生みだしたヒット商品や事
業継承した内容を聴講されました。
参

▲中野 氏

講

者

の

声

少人数で業務効率化を図るためデジタル化は必要
と思い受講しました。
ＤＸの意味やどの部分をデジタ
ル化にすればいいかよくわかる内容でした。
これから
はデータとデジタル技術を活用して、
サービス・ビジ 株式会社シキヤオート
ネスモデルを変革し競争優位の確立などの必要性
代表取締役
敷矢 仁志 様
など学びになりました。

商工会議所 LOBO

者

の

声

今回の講演会は橿原商工会議所メールによる情報提
供サービスで知り、講師の父親の急死により看護師から
畑違いの金属加工業の社長に転身しヒット商品を生み出
した過程に興味を惹かれ参加しました。業務形態の拡充
や価格競争ではなく良いものを適正価格で販売する姿勢
など、分野は違えど当社の状況と重なる部分が多く共感
ダイヤ製薬株式会社
できました。
また新しいことに取り組む時のメンバーの心 役員秘書 平井 純子 様
のハードルの下げ方が学びになりました。

早期景気観測

業況ＤＩは、コスト増の影響続くも改善
先行きは、変異株への警戒感から
慎重な見方広がる

〈令和3年12月度調査結果〉

ＬＯＢＯ全産業合計の各ＤＩの推移
30
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販売単価DI
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-10
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-20

POINT
● 全産業合計の業況DI は、
▲15.8（前月比+5.3ポイント）
●日常生活の回復に伴う外出機会の増加や一部自治体による需要喚起策
の効果により客足が増える飲食・宿泊業を中心としたサービス業の回復
が続くほか、小売業では衣料品の需要に持ち直しの動きがみられる。一
方、
製造業を中心に依然として幅広い業種で、
部品供給制約による納品
遅れ、原油価格を含む資源価格や鉄鋼などの原材料費の上昇などのコ
スト増加が続いている。加えて、活動正常化に伴う人手不足も発生して
おり、
中小企業の景況感は回復基調が続くものの、
力強さを欠いている。
●先行き見通しDI は、
▲18.0（今月比▲2.2ポイント）
● 感染拡大防止と社会経済活動の両立に向けた国・自治体の支援の拡充
により、
年末年始の商戦を契機とした個人消費拡大や国内の観光需要回
復などへの期待感がうかがえる。
一方、
オミク口ン株による感染拡大と活
動制約を懸念する声に加え、
部品供給制約の長期化や円安、
資源価格の
高止まり、
最低賃金引き上げによる人件費増などのコスト上昇圧力の継
続、仕入価格上昇分の価格転嫁の遅れから、先行きの不透明感が高ま
り、
慎重な見方が広がっている。
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。
n

加
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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）
一（減少・悪化などの回答割合）

LOBO調査要領

▶調査期間／2021年12月13日〜12月17日

▶調査対象／全国の337商工会議所が2,619企業にヒアリング

内訳

建設業 435 製造業 641 卸売業 300
小売業 528 サービス業 715

▶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

-70
-80

異業種交流事業委員会開催

伴走型小規模事業者支援推進事業

●日時／令和３年11月10日
（水）19：00〜
12月8日
（水）19：00〜

事業継続と経営強化のための
事業計画策定＆個別アドバイス

異業種交流事業委員会（委員長 長友 久和）を新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止として、当所会議室とオンライン
を活用したハイブリッド方式で実施しました。
委員会ではWEB上で、地域活性化事業部門が橿原ブラ
ンド認定事業について、交流事業部門が異業種交流事業
について、委員が各部門に分かれ話し合いを行い、その後
全体で各事業について協議を行いました。

●日時／【セミナー】11月11日(木)、
18日(木)、
25日(木)、
12月2日(木) 14：30〜
【個別アドバイス】12月14日(火)、
20日(月)、
23日(木)、
令和4年1月11日(火)
●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）
●場所／橿原商工会議所 4階 多目的スペース、和室
●参加者／７名
事業計画に必要な経営の本
質や分析手法をわかりやすく
解説するセミナー、課題解決に
▲吉田 氏
向けた個別アドバイスをしまし
た。新型コロナウイルス感染症 ▲セミナーの様子
対策に配慮した会場で、参加
者は、事業継続と経営力強化のための事業計画の策定
方法や自社における課題の改善方法等について熱心に
耳を傾けておられました。
▲個別アドバイスの様子

▲WEBでの全体会議の様子

▲交流事業部門の会議の様子

受

▲地域活性化事業部門の会議の様子

講

者

の

声

改めて事業計画を学びなおそうと思い受講しました。
自分で分かっていると思っていても研修で時間をとり改めて
考える時間を作れ、再認識することがあり、
自分自身の仕事の
整理もできました。SWOT分析を行うことによって新たな会社
の強みを発見することができたのでお客様にアピールしていき
たいです。実例に基づいた内容だったので非常にわかりやす
株式会社創造工舎
く、
気づきを多くいただきました。ありがとうございました。
代表取締役 阪本 兼行 様

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/
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事業報告
ビジネスマッチなら 橿原ビジネス商談会
地元企業と学校との就職情報交換会

奈良ジョブフェア企業合同就職説明・面談会

●日時／令和3年11月2日
（火）１3：3０〜
●場所／橿原神宮会館
●参加／企業 22社
学校等就職支援機関 24機関
（高校16校、大学4校、専門校1校、短期大学１校、
支援機関2機関）

●日時・会場／令和3年11月16日
（火）13：00〜 橿原神宮会館
11月25日
（木）13：00〜 大和郡山市商工会館
●参加企業／13社
（橿原神宮会館）、9社
（大和郡山市商工会館）
奈良ジョブフェア 企業
合同就職説明・面談会を
新型コロナウイルス感染
症対策に配慮し開催しま
した。参加企業PRタイム
では全参加企業が求職者
に対して会社概要や求め
る人材についてPRを行い
▲会場の様子
ました。企業ブースでは求
職者1人1人に求人内容の説明が行わ
れました。今回参加された企業の中に
は、求職者と今後、自社にて面接を予
定される企業もあり、雇用促進に繋が
る機会となりました。

新卒採用される、又は検討される企業と県内の高校・大学
等就職支援機関が一堂に会する就職情報交換会を開催しま
した。
当日は、新型コロナウイルス感染症対策に配慮した会場で、
参加企業と学校等就職支援機関の担当者が対面にて名刺交
換、企業の求める人材や学生の就活状況等について情報交換
を行いました。企業と学校等就職支援機関との人脈構築に繋
がり、今後の新卒採用等に向けて有意義な機会となりました。

▲会場の様子

▲企業ブースの様子①

▲情報交換の様子

▲企業PRタイムの様子

▲企業ブースの様子②

地域の魅力発見フェア 即売会
●日時／令和３年１１月１２日（金）、
１３日（土）、
１４日（日）
各日 10：00〜
●会場名／イオン高の原店 ２階食品売り場催事場
イオンモール高の原 ２階平安コート
●参加事業所数／２５事業所
奈良県の魅力ある逸品が大集合した、地域の魅力発見
フェアを開催しました。参加事業所では、自慢の商品を展示
即売し、会場は多くのお客様でにぎわいました。また、奈良
県内の地域の観光・イベント・行政情報を広報する魅力発信
ブースで橿原市の魅力を発信しました。

▲即売会の様子

Nara de モニタリング
●日時／令和３年１１月２４日（水） 10：00〜
●会場名／奈良県産業会館 1階展示ホール
●参加事業所数／１０事業所
コロナ禍で消費動向が変化する中、リアルでタイムリーな意見
を集めるため、24名の女性をモニターとして迎え、参加１０事業
所の商品アンケート調査を行いました。参加した事業所は、モニ
ターの忌憚のないアンケートを基にして、自社の新商品のさらな
るブラッシュアップに意気込みを見せておられました。

▲会場の様子

£ä .DVKLKDUD

▲魅力発信ブース（橿原市）

道の駅かつらぎとの個別商談会

（バイヤーとの対面型商談）

●日時／令和３年１１月２５日（木）10：00〜
●バイヤー／中井 公人 氏（株式会社近商ストア 駅長）
西川 昌人 氏（株式会社近商ストア 購買部 主任）
●会場名／道の駅かつらぎ
●参加事業所数／３事業所
県下トップクラスの広さを誇り、地元新
鮮野菜をはじめ、奈良の特産品など地域
にこだわった商品販売や、地場産品を利
用したフードコートなど、近畿各地から
の訪問客でにぎわう「道の駅かつらぎ」
を招聘し、個別商談会（対面商談）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、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。
▲商談会の様子

ビジネスマッチなら 橿原ビジネス商談会
思い通りの写真を撮るための
悩みと問題を解決する講座
●日時／令和３年１１月２２日（月）
【基礎編】
１２月 ２日（木）
【実習編】
▲片岡 氏
各 １８：３０〜
●講師／写心作家 片岡 司 氏（スタジオアジュール 代表）
●会場名／橿原商工会議所 ４階 多目的スペース
●参加者数／１１名
自社商品を自ら撮影する必要性が増している昨今、撮影者の技術
によって出来栄えにおおきな差が生まれ、売上にも影響してくること
から、プロのカメラマンに写真撮影の基礎から技術までを学べる講
座を行いました。
受講者は、デジタル一眼レフカメラ等をそれぞれ持参し、カメラの
基礎知識から思い通りの写真を撮るための手法・技術を熱心に学ん
でおられました。

▲基礎編の様子

受

講

▲実習の様子

者

の

声

今回は商品の写真を少しでも魅力的に撮るため
の方法を知りたかったため受講しました。
ホワイトバランスや光の当て方などで写真の印
象が大きく変わることが分かり受講してよかったで 株式会社サンロード
佐藤 広弥 様
す。写真の基礎や撮りたい写真に対するアドバイス
を教えて頂きセミナー内容も満足でした。

クラウドファンディングを活用した
新規販路開拓セミナー
●日時／令和３年１１月２９日
（月） １４：００〜
●講師／金谷 弘幸 氏（株式会社一杢 マネージャー）
●会場名／橿原商工会議所 ４階 多目的スペース
●参加者数／１７名
コロナ禍における販路開拓の可能性を探るため、
クラウドファンディ
ングを活用して新規販路開拓をめざすセミナーを行いました。
受講者は、
クラウドファンディングとは何か、
またクラウドファンディン
を行うための実作業を学び、
ビジネスチャンスを100％活かす販路開
拓講義を熱心に学んでおられました。

▲金谷 氏

▲セミナーの様子

受

講

者

の

声

自社の商品販路拡大を考えており、
クラウドファン
ディングに興味があり参加しました。
セミナーの内容も理解できましたが、
実際実施す
ると不安もありますが、
挑戦していこうと思いました。

株式会社山城屋
宮嵜 全史 様

首都圏販路開拓セミナー
●日時／令和３年１２月７日
（火） １４：００〜
●講師／別所 史 氏
（ナラノコトナラ株式会社 代表取締役）
●会場名／橿原商工会議所 ４階 多目的スペース
●参加者数／１５名
東京新橋にリニューアルオープンしたアンテナショップ
「奈良まほろ
ば館」
の物販運営会社を招聘し、首都圏への販路開拓のためのセミ
ナーを行いました。
受講者は、首都圏の客層が求める地方の商品とはどのようなもの
か、奈良まほろば館の客層と動向や、取引条件などから首都への販路
開拓の手がかりを熱心に学んでおられました。

株式会社近商ストアとの個別商談会

（バイヤーとの対面型商談）

●日時／令和３年１１月３０日
（火） 10：00〜
●バイヤー／五丁森 達廣 氏（株式会社近商ストア 開発本部店舗
開発部 部長（テナント担当））
中島 高 氏（株式会社近商ストア 企画戦略部 部長）
若竹 将文 氏（株式会社近商ストア 商品本部
日配食品部 部長）
綿井 佳奈子 氏（株式会社近商ストア 営業企画部兼
企画戦略部マーケティングチーム 部長）
バ

イ

ヤ

ー

の

声

今まで知らなかった奈良の商品を知る
ことができ、
当社もチャレンジしたい商品
がたくさんありました。
また催事について
もどの事業所様もこだわりがあり感触は （左より）株式会社近商ストア
良かったです。
当社としても収穫のある商
綿井様、中島様、
五丁森様、若竹様
談会でした。
ありがとうございました。

▲別所 氏

▲セミナーの様子

受

講

者

の

声

広報誌のチラシを見て、奈良まほろば館に興味
があり受講しました。
時間帯やセミナーの内容も満足で首都圏のアン
テナショップと接触を持ててよかったです。
柏井産業株式会社
今後も販路拡大などのセミナーに参加したいと思います。 顧問 中村 浩昌 様

●会場名／橿原商工会議所
４階 会議室Ａ
●参加事業所数／１１事業所
近鉄沿線を中心に食品スーパーマー
ケットを展開している、株式会社近商ス
トアを招聘し、販路拡大を目指した個別
商談会（バイヤーとの対面式）
を開催しま
▲商談会の様子
した。
新型コロナウイルス感染症対策に配慮した会場で、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。
参

加

者

の

声

近畿圏内でスーパーマーケットを展開してい
る
（株）近商ストアさんとの個別商談会というこ
とで参加しました。今回は2020年度橿原ブラン
ドに認定された当店いちおしの
「酒まんじゅう出
世男」
を中心に各商品について話しすることがで
き、
興味を持っていただけることができました。

鈴音堂
山本 高之 様

.DVKLKDUD ££

事業報告
制度改正に伴う専門家派遣等事業
同一労働同一賃金をふまえた
中小企業の対応実務
●日時／令和３年１１月１５日（月） 講習会
１３：３０〜
個別相談会 １５：３０〜
▲北場氏
▲講習会の様子
▲個別相談
●講師名／特定社会保険労務士 北場 好美 氏
（キタバ行政書士社会保険労務士事務所 代表）
受
講
者
の
声
●会場名／橿原商工会議所 ４階 多目的スペース
●参加者数／７名
当社は正規社員のみならず非正規社員も多く在籍し
令和3年4月から、
「同一労働同一賃金」が中小企業にも適応
ています。今まで同一労働同一賃金という知識はあり
されたことから、賃金制度や就業規則の見直しなど必要な対応
ましたが細かいところを知りたかったのと、講師の方
について解説する講習会を開催しました。
が以前別件でご指導いただいた方で面識があったた 株式会社エヌテック
受講者は、同一労働同一賃金の考え方や、優先順位、制度に
総務部 部長
め受講いたしました。
講習会では今後の人口減につい
活用できる助成金について熱心に受講されていました。
松本 久志 様
てや法令が順次変わっていくということを知れて良
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
かったです。今後の事業運営に役立てたいと思います。
応していただきました。

インボイス制度の概要と実務上対応のポイント
●日時／令和３年１１月１７日
（水） 講習会
１４：００〜
個別相談会 １６：００〜
●講師名／公認会計士・税理士 隅田 高司 氏
（税理士事務所ＳＡＳＧＡ 代表）
●会場名／橿原商工会議所 ４階 多目的スペース
●参加者数／27名
令和５年（２０２３年）
１０月から導入される
「適格請求書等保存方
式（インボイス制度）」
について、制度の仕組みやその影響、備えておきた
い準備などが学べる講習会を開催しました。
受講者は、制度によって何が変わるのか、実務に何が必要なのか、熱
心に講習を受けておられました。
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。
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▲隅田 氏

受

▲個別相談

講

者

の

声

今回の講習会は広報誌に同封のチラシを見
て知りました。
消費税についてなんとなく分かっているつも
りでいましたが改めて整理することができて受
講してよかったです。

オカハシ（株）
総務部経理課
山本 賢史 様

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〜
●日時／令和3年１1月２6日
（金）13：00〜
●会場名／橿原商工会議所 4階 会議室A、和室
●対応相談員
金融相談：株式会社日本政策金融公庫 奈良支店
経営相談：中小企業診断士 西川 勝博 氏
（飛鳥おもいで堂）
労務相談：特定社会保険労務士 森川 康治 氏
（もりかわ社労士事務所）
●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、株式会社京都銀行、株式会社日本
政策金融公庫奈良支店

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11月29日（月） 令和3年12月7日（火）
いずれも 10：00〜17：00
●講師名／11/29(月) 中小企業診断士 下城 園代 氏
（株式会社ティナ・コンサルティング 代表取締役）
12/ 7(火) 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）
●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。

新型コロナウイルス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・経営・労務に関する３つの相談を実施しました。

▲下城 氏

▲㈱日本政策金融公庫担当 ▲西川 氏

▲森川 氏

▲岩井 氏
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お知らせ

橿原商工会議所
令和３年分 個人事業者の所得税並びに消費税の確定申告相談会について
令和４年

２月16日（水）〜３月10日（木） ※土・日・祝日は除く
<受付時間> 9：00〜16：00

所得税の確定申告・納付期限は３月１５日（火）ですが、e-Tax（国税電子申告・納税システム）等事務処理の関
係上、相談期間を上記の通りとさせていただきます。
※新型コロナウイルス感染症の感染防止のため完全予約制とさせて頂きますので、下記までご連絡ください。
※詳細は同封チラシをご覧ください。

予約・問合せ先

2月号

ハローワーク求職者情報
No

希望職種

1 建築設計技術者

希望収入 希望勤務時間 学歴
25万円

不問

高

橿原商工会議所

0744-28-4400

■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 今仲

※令和4年１月11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

卒 橿原市 不動産営業員：約6年、
住宅設計：約20年／資格：二級建築士

2 電気主任技術者

25万円 9:00〜17:00 高

3 配達員／軽作業員

20万円 8:00〜17:00 短大卒 橿原市 荷物配達員：約7年、
軽作業員：約1年

4 ルート集配員／倉庫管理

20万円 8:00〜18:00 高

卒 香芝市 倉庫管理：約5年、ルート集配員：約24年／資格：大型自動車免許、フォークリフト運転技能者、床上操作式クレーン運転技能者、玉掛技能者

5 機械製図工

20万円 9:00〜17:00 大

卒 香芝市 CADオペレーター：約14年／資格：CAD利用技術者2級

6 建設用機械車両運転工

30万円 8:00〜17:00 高

卒 御所市 建設用機械車両運転工：約27年／資格：大型自動車免許、移動式クレーン運転士、車両系建設機械運転技能者、2級土木施工管理技士

7 トラック運転手

40万円

不問

高

卒 御所市 施設介護員：約10年、トラック運転手：約2年／資格：大型自動車免許、牽引免許、フォークリフト運転技能者、介護福祉士

8 工場労務作業員

20万円

不問

大

卒 大和高田市 印刷・製本作業員：約1年

9 建設業（外構工事、基礎工事）／軽作業員 25万円

不問

大

卒 葛城市 建設業(外構・基礎工事の施工管理・実務)：約33年（うち雇用：約11年、自営：約22年）／資格：1級土木施工管理技士、移動式クレーン運転士

10 靴下製造技術指導

20万円 8:30〜17:00 高

奈良県共同募金会橿原支会からのお知らせ

卒 橿原市 高圧電気設備等のメンテナンス、試験等：約41年／資格：第三種電気主任技術者、第一種電気工事士、第1種・第2種消防設備点検資格者

卒 上牧町 靴下製造技術指導：約42年

令和３年度 赤い羽根共同募金運動の御礼

昨年１０月１日から赤い羽根共同募金運動（一
般共同募金と歳末たすけあい募金）が全国的に展
開され、橿原支会におきましても感染症予防に配
慮しながら、この運動を進めてきました。皆様方
には深いご理解と温かいご協力を賜り、心より感
謝申し上げます。
おかげをもちまして、令和３年１２月３１日現在
一般共同募金
８,９１７,２７５円
歳末たすけあい募金 ４,０７７,８１４円
のご協力をいただきました。

（最終の実績については、社会福祉協議会の広報紙
「いきいき４月号」に掲載させていただきます。
）
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これもひとえに商工会議所会員の皆様のご尽力
の賜物と大変感謝しております。
お寄せいただいた募金につきましては、社会福
祉事業や地域福祉活動等の資金として、有効に活
用させていただきます。

〔共同募金の主な使いかた〕
・１６小学校区地域福祉推進委員会の活動支援
・見守り活動の推進
・地域をサポートするボランティアの養成
・高齢者等の支援や団体の活動支援
・社会福祉協議会の活動や共同募金活動の啓発 など

Ó

月 会議所行事予定

0RQWKO\VFKHGXOH
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）

Îä

月（Mon）

Î£

火（7XH）

£

新 経営相談窓口

商 瞬殺POPの作

り方

Ç

È

新 経営相談窓口

n

新 経営相談窓口
商（株）
一杢との個

伴 ：伴走型小規模事業者支援推進事業

水（:HG）

Ó

新 経営相談窓口



新 経営相談窓口
●異業種交流事業
委員会

●青年部役員会
●青年部役員予定者
会議

別商談会

£Î

制 ：制度改正に伴う専門家派遣等事業
※諸状況により予定が変更となる場合があります

木（7KX）

Î

新 経営相談窓口

金（)UL）

{

£ä 新 経営相談窓口 ££

新 経営相談窓口

●かしはら創業塾
平日講座

建国記念の日

土（6DW）

x

£Ó

●第２２４回
日商珠算
（そろ
ばん）
ん 検定試験

£{ 新 経営相談窓口 £x 新 経営相談窓口 £È 新 経営相談窓口 £Ç 新 経営相談窓口 £n 新 経営相談窓口 £
●所得税 消費税の
●知的資産経営セ

Óä

新 経営相談窓口
Ó£ 新 経営相談窓口 ÓÓ ●第224回日商珠
ÓÎ

ミナー 自社のお宝さが 確定申告相談会（〜3月
10日）
し講座

天皇誕生日

算（そろばん）検定試験
合格発表

●第１６０回
ÓÇ 日商簿記検定

Ón 新 経営相談窓口

£

Ó

新 経営相談窓口
経営相談窓口
Ó{ ●個別経営相談会
Óx 新●日本商工会議所
ÓÈ

●労働安全講習会

Î

青年部 第41回全国SE
TOの都香川たかまつ大
会（〜26日）
●派遣税理士による決
算・確定申告相談指導

{

x

試験

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

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
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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

