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『春の久米寺』（久米寺
くめ の おう じ

橿原市久米町 502

2022 年 4 月３日撮影）撮影者：徳村俊雄氏（徳村俊雄塾
くめ の せんにん

代表）

聖徳太子の弟・来目皇子の創建とも、
「今昔物語」に（記述が）みられる久米仙人の創建とも伝えられています。創建は 7 世紀末（白
くうかい

鳳時代）をさかのぼると考えられ、空海ゆかりの寺であり、真言宗発祥の地とされています。雪柳、桜、つつじ、アジサイなど、四季折々
の花を咲かせる美しい寺院です。

発行責任者／中村 吉代茂
〈発行回数〉
月1回1日発行
〈印刷部数〉1,800部

・令和４年度 事業計画・収支予算決まる
・役員・議員の改選 詳細は P４をご覧ください

詳細は P２〜３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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第x回 通常議員総会

令和４年度 事業計画・収支予算決まる
橿原商工会議所（会頭 森本俊一）
の第59回通常議員総会は、令和４年3月２９日
（火）正副会頭・専務理事による形式開催にて実施し、定款第41条及び第42条の
規定に基づき、総議員数の過半数の賛成により議決されました。
今回の議案内容
■第一号議案…令和４年度事業計画（案）及び収支予算（案）
について
■第二号議案…定款の一部変更について
■第三号議案…役員の改選について
■第四号議案…その他について

Ⅰ 企業活力と生産性の向上
１．地域企業の安定的かつ持続的な発展
に向けた経営支援
（１）総合振興事業
①新型コロナウイルス感染症の影響を踏ま
えた地域企業の経営力強化支援
②企業のデジタル化推進による生産性向上
への対応
③経営発達支援計画に基づく
「伴走型支
援」等の推進
④ビジネスマッチなら橿原ビジネス商談会
の実施による販路拡大支援の充実
⑤企業の人材確保への対応
⑥創業支援への対応
⑦働き方改革についての支援
⑧事業承継など世代交代期を迎える事業所
への対応
⑨新型コロナウイルス感染症対策を含む会
員事業所への相談対応強化
⑩会員事業所への健康経営取組推進
⑪消費行動の変化による地域の魅力発信
⑫人脈形成をサポートする異業種交流会の
推進
（２）商工業振興事業
【商業振興事業】
①個店の魅力づくり強化から来客アップづく
り支援
②業務効率化・生産性向上のためのデジタ
ル活用支援
③商店街の振興と販売促進に関する支援
④大規模小売店舗と中小小売業者並びに
行政等の調整
⑤中心市街地活性化対策との連携
⑥その他商業に関する事項
【工業振興事業】
①人材確保に繋げる雇用マッチング事業の
実施
②業務効率化・生産性向上のためのデジタ
ル活用支援
③企業活力向上に向けた支援
④ジェトロ奈良の活用支援
⑤その他工業に関する事項
【建設業振興事業】
①市内建設業活性化に向けた要望活動
②業務効率化・生産性向上のためのデジタ
ル活用支援
③行政機関・建設業関連団体等との意見交
換及び情報交換の実施
Ó

④一人親方労災保険特別加入の推進
⑤会員事業所の事業ＰＲの促進
⑥その他建設に関する事項

【サービス業振興事業】
①魅力ある商品・サービスづくり強化から来
客アップづくり支援
②業務効率化・生産性向上のためのデジタ
ル活用支援
③地域内消費の拡大・循環支援
④人材育成に関わる支援施策等の実施
⑤その他サービス業に関する事項
【観光振興事業】
①自社の強みを活かした来訪促進支援
②業務効率化・生産性向上のためのデジタ
ル活用支援
③販路開拓に繋げる観光商談会の実施
④観光に関する情報収集
⑤その他観光に関する事項
（３）
経営安定化対策事業
【企業経営対策事業】
【労働福祉対策事業】
【金融・税務・労務等対策事業】
【経営改善普及事業】
２．デジタル化を通じた生産性向上に向
けた支援の強化
（１）企業のデジタル化推進による生産性
向上への対応
①業務効率化・生産性向上のためのデジタ
ル活用支援
②新型コロナウイルスにより加速化するデ
ジタル社会に対応するための取組
③デジタル化に伴うキャッシュレス化の推進

Ⅱ 地域力向上
１．ウィズコロナにおける感染症対策と社
会経済活動との両立
（１）新しい生活様式による地域経済循環
の取組（地域生活圏活性化事業）
２．地方創生と活力ある地域社会の実現
（１）橿原ブランド認定事業の実施
（２）橿原市への移住・起業PR活動
（３）女性活躍推進事業
（４）国際活動に関する事業
３．地域や企業の発展を後押しする政策
提言
（１）行政との懇談会の開催による情報収
集と政策提言展開
（２）部会活動等による政策提言の実施

［ 重点項目 ］
Ⅰ．企業活力と生産性の向上
Ⅱ．地域力向上
Ⅲ．組織力向上
（３）会員訪問並びに管内景況調査やＬＯ
ＢＯ調査による景気動向把握とアンケ
ートによる会員の意見聴取

Ⅲ 組織力向上
１．商工会議所の組織・機能強化
（１）会議
商工会議所事業の遂行と目的達成を強力
に推進する為、次の会議を開催する。
〇議員総会 通常議員総会を年２回開催
するとともに必要に応じて臨時議員総会
を開催する。
〇常議員会 年４回開催する。
〇正副会頭会 適時に開催する。
〇監事会 適時に開催する。
〇部会 各部会において部会総会、正副
部会長会議、部会役員会を開催する。
合同部会長会議、研修会、講習会、先進
地視察会等を開催する。
〇委員会 会議所の機関として次の委員
会を置き、調査・研究・企画にあたり適時
必要に応じて開催する。
◎常設委員会
①金融審査委員会
（毎月1回開催）
②表彰審査委員会（適時開催）
③国際交流委員会
（適時開催）
④労務雇用対策委員会
（適時開催）
⑤税務委員会（適時開催）
⑥創立30周年事業運営委員会（適時開催）
⑦議員選挙管理委員会
（適時開催）
◎特別委員会
会議所の事業運営に資するため、次の特別
委員会を置き、
その他事業に応じて特別委
員会を設置する。特別委員会の開催は必要
に応じ適時開催する。
①外国人技能実習生受入事業運営委員会
②異業種交流事業委員会
③地域交流事業特別委員会
④会員拡大委員会
（２）商工会議所活動の発信力強化
（３）共済事業・検定事業など収益事業の
拡大による財政基盤強化
（４）女性会・青年部への積極的な活動支援
（５）BCPと
「健康経営」への取り組み
（６）組織対策
（７）行政並びに関係諸官庁、関係団体と
の連携強化
（８）創立30周年関連事業の実施

.DVKLKDUD

商工ニュース2022年5月348号.indd 2

2022/04/20 20:58

︿支出の部﹀

令和４年度 収支予算書

自 令和４年４月１日 至 令和５年３月３１日

目

金 額
32,048,000

加入金

500,000

特定商工業者負担金

800,000

交付金

40,100,000

事業収入

12,522,000

雑収入

526,000

繰入金

7,300,000

積立金取崩収入

8,000,000
9,915,000
111,711,000

合計

会計別合計

一般会計

科

目

金 額
111,711,000

中小企業相談所特別会計

46,396,000

共済事業特別会計

16,554,000

労働保険事務組合労働保険料特別会計

52,000,000

労働保険事務組合一般会計
合

6,250,000
232,911,000

計

管 理 費

繰越金

事 業 費

科

一般会計

︿収入の部﹀

費

会

科 目
一般事業費
１. 総合振興費
２. 検定事業費
３. 商業振興費
４. 工業振興費
５. 観光振興費
６. 労務対策費
７. 情報対策費
８. 部会等活動費
９. 青年部・女性会振興費
10. 法定台帳作成管理運用費
11. 空き店舗対策事業費
12. イルミネーション事業費
13. 外国人技能実習生受入事業
14. その他の事業費
給与等
福利厚生費
旅費
事務費
会議費
交際費
渉外費
負担金
家屋費
広報費
租税公課
積立金
繰出金
予備費
合 計

金

額

24,495,000
1,420,000
3,000,000
1,200,000
450,000
4,395,000
5,225,000
700,000
1,150,000
50,000
0
4,100,000
1,000,000
0
19,997,000
3,008,000
305,000
9,610,000
1,160,000
100,000
400,000
2,100,000
12,020,000
200,000
2,500,000
4,000,000
5,763,000
3,363,000
111,711,000

奈 良 労 働 局 か ら の お 知 らせ
事業主の皆様へ

労働保険年度更新について
労働保険（労災保険・雇用保険）の年度更新手続は、

6月１日（水）から7月11日（月）までの期間です。
期日中の手続・納付をお願いします。
■早期申告納付のお願い

詳しくは、下記までお問い合わせください。

年度更新申告書は、5月末までに事業場あてに送付いたしますので、
申告書が届きましたら、
お早めに申告・納付をお願いいたします。
申告・納付期日である7月11日
（月）
は、金融機関・郵便局窓口におい
て大変混雑が予想されます。

■ご注意
期日までに申告書の提出がない場合は、
政府が保険料等の額を決定
し、
さらに追徴金
（保険料等の10％）
を課すことがあります。

算定期間

奈良労働局総務部 労働保険徴収室

7(/

または、管轄労働基準監督署・
ハローワーク
（公共職業安定所）

なお、橿原商工会議所労働保険事務組合にて
事務委託契約を締結していただいている事業所様へは、
別途手続き書類等を送らせて頂いております。

令和３年度確定保険料…令和３年４月1日から令和４年３月31日まで
令和４年度概算保険料…令和４年４月1日から令和５年３月31日まで
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橿原商工会議所のページ

期

第
地域総合経済団体である商工会議所の議員は、広い
意味で地域経済界の代表的存在といえます。
規模・業種などを網羅できるようにとの趣旨から、議員
を選ぶ方法が３通りあり、
その選挙・選任方法によって１
号議員、
２号議員、
３号議員と呼んでいます。

議員の選挙・選任はいつ・どのように
商工会議所議員の任期は
「3年」
で、商工会議所の最
高意思決定機関として設置されている議員総会の構
成員で1号議員、2号議員、3号議員で構成されており
本年11月1日から新しい12期目がスタートします。当
所では「3号議員」
「 2号議員」
「 1号議員」の順に改選手
続きをすすめる予定で、120名の議員選挙・選任が行
われます。

号議員

名

会員および会員以外の特定商工業者が、投票
によって会員のうちから選ぶ会員全体の代表とい
う性格の強い議員です。

号議員

名

会員で組織される業種別の5部会から選任される
もので、業種別の立場の違いや業界の共通意見を、
会議所運営に反映させるための部会の代表です。

号議員

名

会頭が、常議員会の同意を得て会員のうちから
選任します。会議所に功労のあった会員、重要産
業の代表、地区・業種等から総合的に勘案し、選
任されます。

新議員の任期は令和４年11月1日から令和７年10月
31日までの三年間です。

{

本年は役員・議員の改選が行われます

議員とは

役員の選任は
120名の新議員が出揃うと、新議員による
「臨時議員
総会」
を開催して、次の役員を選任します。

会頭

名

議員総会において会員のうちから選任します。
会頭は商工会議所の代表者です。

副会頭

名

会頭が会員のうちから、議員総会の同意を得て
選任します。
副会頭は会頭を補佐します。

専務理事

名

会頭が議員総会の同意を得て選任します。
専務理事は会頭および副会頭を補佐し、事務
局を統括します。

常議員

名

議員総会において議員のうちから選任します。
常議員会は機動的な意思決定と円滑な会議所
事業運営を図ることを目的とする機関です。

監事

名

議員総会において会員の中から選任します。
監事会は会議所業務や経理を監査します。

その他

 役員（会頭・副会頭・専務理事・常議員・監事）、議員

（1号・2号・3号）
の各定数は、
当所定款に定められて

います。
 但し、2号議員の部会別選出数は、各部会において選
任されます。

 現役員・議員の任期満了日は令和４年10月31日です。
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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。
4 G E TW K VOG P V

募集

＜かしはら応援地域振興券の取扱店を募集しています！＞
全ての橿原市民を対象に、1 人あたり４,０００円の地域振興券を現在配布中です。
橿原市では地域振興券を扱っていただける取扱店を引き続き募集しております。
【概
要】１人あたり 4,000 円
（中小店舗専用５００円 ×４枚、共通券５００円 ×４枚）
使用期間 ６/１（水）〜 ８/３１（水）
【資
格】①橿原市内に立地する店舗・事業所があること ②募集要項を遵守できること
【申
請】申請書に振込先口座確認書類を揃えて、地域振興課へ提出。詳細は市ホームページへ。

仮

【問 合 せ】橿原市役所
#FXKEG

地域振興課（

０７４４-４７-２０９１）

注意

飲食店の皆様へ

＜ グリストラップの適正管理について ＞
グリストラップを設置している飲食店の方におかれましては、
定期的なグリストラップの掃除が必要です。
油が下水へ流れ込むと下水管やマンホールが詰まり、下水道
が使用できなくなり、ご自身はもちろん周辺に住む方に多大な
影響を及ぼす恐れがあります。
【問 合 せ】橿原市役所 下水道課
（

4 G U G TX G

０７４４-２７-４４１１）

予約

＜ 橿原市新型コロナワクチン集団接種について ＞
令和３年１０月３１日までに２回目接種済みの方へ
３回目接種

令和３年１０月３１日までに２回目接種を受けた方へ
５月末で３回目接種の橿原市集団接種を終了します！
２回目接種から６か月後の同日より接種可能です。
接種を希望される方はお早めに予約してください。
５月は、５/６以降の（金）
・
（土）
・
（日）に接種実施
します。
１・２回目接種を希望される方はコールセンターへ
お問い合わせください。

【問 合 せ】橿原市新型コロナワクチンコールセンター
（ ０１２０-２８０-８５０ ＊全日 8 時 30 分〜17 時）

集団接種
5月末で終了します！

接種を希望される方はお早めに予約をお取りください。

ワクチン接種予約システム

橿原市ホームページ
.DVKLKDUD
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新型コロナウイルス感染症関連情報

申請期間
事前確認について
橿原商工会議所では、
事業復活支援金の事
前確認作業を当所の
会員事業所を対象に
行っています。

䈼䈺䈼䈼ᩏ䈻‗䈽䈻ὅ䈲‗䈳ీ䈿‗䈽䈻ὅ䈲◽䈳

※申請前に必要な登録確認機関による事前確認の実施は５月２６日（木）まで
※事前確認を希望される際は、事業復活支援金事務局ホームページから「申請 ID」を取得し
てから橿原商工会議所 中小企業相談所（ 0744-28-4400）まで、電話にてご連絡ください。
※一時支援金・月次支援金で既に申請・受給された方や、他の月で月次支援金を既に受給されている
方については、事前確認を行わず申請することができます。
※橿原商工会議所では、申請希望者が給付対象であるかの判断・確認は行いません。また、事前確
認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。給付対象については、事業復活支援金事務
局ホームページに掲載されている内容や資料等よりご確認ください。

န⇁ᬷ␠ịḚ㨅⇕㔵
ⷮ၊ᣠ㚼

❶ と❷ を満たす 中小法人・個人事業者が給付対象

となり得ます。 ※計算に当たっては、新型コロナウイルス感染症対策と

❶ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
❷ 2021年11月〜2022年3月のいずれかの月（対象月）の売上高が、

2018年11月〜2021年3月の間の任意の同じ月
（基準月）
の売上高と比較して

50％以上又は30％以上50％未満減少した事業者

ⷮ၊㶊
中小法人等
個人事業者等
給付額

上限最大250万円
上限最大50万円を支給します。

給付上限額
࿂㻄⒥ᣱ➙

基準期間※1の売上高 − 対象月の
売上高 ×５か月分

※1 2018年11月〜2019年3月／2019年11月〜2020年3月／
2020年11月〜2021年3月のいずれかの期間
（基準月を含む期間であること）

して国又は地方公共団体による支援施策により得た給
付金、補助金等は、各月の事業収入から除きます。ただ
し、対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じ
ており、それに伴う協力金等を受給する場合は、
「 対象
月中に時短要請等に応じた分」
に相当する額を、対象月
の事業収入に加えます
（給付額の算定においても同じ）
。

⏠ဵ

ᄦဵ

年間売上高※2
1億円以下

年間売上高※2
1億円超〜5億円以下

年間売上高※2
5億円超

▲50％以上

50万円

100万円

150万円

250万円

▲30％以上50％未満

30万円

60万円

90万円

150万円

※2 基準月を含む事業年度の年間売上高

ἠᙁഎ೫ೇഌ᰼₨⤒ᬋ㵓
ၖ࿃౧౽ಯ౮ᬋ㵓ವᏴಉ࿂⒥ᣱ౺ಉ౧ಮἧ౯ᣠ㚼ಊ౼ద
❶国や地方自治体による、自社への休業・時
短営業やイベント等の延期・中止その他の
コロナ対策の要請※個人消費の機会の減少
につながるもの
❷国や地方自治体による要請以外で、コロナ
禍を理由として顧客・取引先が行う休業・
時短営業やイベント等の延期・中止

❸消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活
様式への移行
❹海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制
❺コロナ関連の渡航制限等による海外渡航者
や訪日渡航者の減少
❻顧客・取引先が①〜⑤、⑦〜⑨のいずれか
の影響を受けたこと

❼コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限
❽国や地方自治体による休業・時短営業やイ
ベント等の延期・中止その他のコロナ対策
の要請※業務上不可欠な取引や商談機会の
制約につながるもの
❾国や地方自治体による就業に関するコロナ
対策の要請

࿂㖋ಎ㖋㠷౸ಯಂ౧౽ಯ౮ἠᙁഎ೫ೇഌ᰼₨⤒ᬋ㵓ವᏴಂಋಎಇ౧ಉథಀ㓅၊ಋಮ 㶘㣇ጆḄኖವ⎀ತಮᚡᐙ౯ಭಡ౼ద

ἠᙁഎ೫ೇഌ᰼₨⤒ᬋ㵓ಋಒ㯜ჯ౧ၖ࿃ᚡᐙಒⷮ၊ᣠ㚼ಋಒಭಡ౾ಶ
実際に売上が減少したわけではないにも関わらず、通常事業収入を
得られない時期（事業活動に季節性があるケース（例：夏場の海水
浴場）における繁忙期や農産物の出荷時期以外など）を対象月とす
ることにより、算定上の売上が減少している場合は給付対象外です。

売上計上基準の変更や顧
客との取引時期の調整に
より売上が減少している場
合は給付対象外です。

要請等に基づかない自主的な休業や営業時間
の短縮、商材の変更、法人成り又は事業承継の
直後などで単に営業日数が少ないこと等により
売上が減少している場合は給付対象外です。

㗲ಆಉ⢢㘏౼ಮಋ౧ಫ౩థಫ౷⫝̸㗡ಃ౸౧ద

⧥㘋Ⰹ

ഝഁഝ

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。

携帯電話からもつながります

È

※お電話は大変混み合うことが予想されますので、ホームページもご活用ください。

IP電話専用回線 03-6834-7593

受付時間 8：30〜19：00（土日・祝日含む全日）
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小規模事業者持続化補助金〈一般型〉様式４発行のご案内
一

概

要

第８回受付締切

般

型

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
締切日：２０２２年

６月３日（金） 当日消印有効

１．申請される事業所様（ご本人あるいはご担当者様）は、
「経営計画書」および「補助事業計画書」
（様式
２・３の写し）、希望する枠や加点等に関する書類等を当所までご持参ください。
（土日・祝日のぞく）

提出締切日 会員：2022年5月27日

様式４
（事業支援計画書）
発行について

17：00 ／非会員：2022年5月20日 17：00

①ご来所の前に、電話にて「持続化補助金の形式審査・様式４発行の申込をしたい」旨をお伝えください。
②士業などの代理人、
メール、
FAX、
郵送では一切お受け付けできませんのでご了承ください。
※
「経営計画書」
および
「補助事業計画書」
（様式２・３の写し）
、
希望する枠や加点等に関する書類等に関し
ては、
「令和元年度補正予算・令和３年度補正予算小規模事業者持続化補助金＜一般型＞ 応募時提
出資料様式集」をご参照ください。

２．様式４（事業支援計画書）
のお渡しにつきまして、当所での様式４作成完了次第、申請書（様式２−
１）に記載されているご担当者にお渡し日をご連絡いたします。
橿原商工会議所 中小企業相談所

☎ 0744-28-4400

※新型コロナウイルス感染症防止の観点から対応が変わる場合があります。

補助額・補助率

〇 補助上限： ［通常枠］０５０万円
［賃金引上げ枠］２００万円
［卒業枠］２００万円
［後継者支援枠］２００万円
［創業枠］２００万円
［インボイス枠］ １００万円
〇 補 助 率： ２/３
（賃金引上げ枠のうち赤字事業者については３/４）

※第８回目受付に向けて公募要領が改訂され、改訂版の公募要領「第３版」が公開されました。
（１〜７回目締切回用の応募書類での申請はできませんので、ご注意ください。）
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HP https://r3.jizokukahojokin.info/

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・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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こがねやの中村さち子と申
会に入 会したきっかけは︑女

します︒橿原商工会議所女性
性会相談役の吉田律子さんに
お 声 をかけていただいたこと
修 旅 行に参 加させていただく

Ｋ−TRADING（株）

から︑イベントや女 性 会の研

家業と女性会の両立はできる

（株）
ジーピーウェーブ

森川 良一

将太

よ うにな り まし た︒初 めは︑

会の皆さんとの交 流を深めて

のかと心 配しましたが︑女 性

年 前に

いくにつれ︑楽しい活動となっ
当 店 は︑主 人 が

▲ていきました︒

小 料 理 店として開 業し︑﹁お

客 様においしいお料 理を提 供

し︑笑顔になってもらいたい﹂

と思い︑夫婦二人三脚で営ん
でおります︒
新 型コロナウイルス感 染
症の影響により来客数も減
活 動でお知り 合いになった

少しておりますが︑女性会
方々と 話をさせていただい
たり︑相 談したりすること
橿原商工会議所に入会し確

で事業意欲も湧いてきます︒

女性会では交流や人脈形成

定 申 告 相 談 や 経 営 相 談︑

共々喜んでおります︒

も 図 る こ と が で き︑夫 婦

!!

50
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令和４年度役員紹介

会長

ヤマトー商事（株）

雅和

本年度のスローガンに
会長 ﹃未来を︑自ら︑切り拓こ
挨拶 う 〜 新 た な ス テ ー ジ
に向かうスタートの年に
〜 ﹄を 掲 げ ︑各 事 業 を 行 っ て い きま
す︒本年度の委員会は︑すべての事
業を全体事業としていきます︒各事
業の担当委員会は企画担当をし︑
事
業実施は全体で行います︒これによ
り所属委員会内だけで青年部活動を
完結することなく︑
単会すべての委
員会とつながりを持つことで︑２年
間コロナ禍で希薄になっている青年
部内のつながり強化を図ります︒右
記のことを前提において本年度委員
会を運営していきます︒また︑本年
度は橿原ＹＥＧが発足して 周年を
迎える年度となります︒
これはひと
えに今まで橿原ＹＥＧの活動を続
け︑
あらゆる時代を乗り切り︑
本日ま
で支えてくださった親会︑
先輩方の
おかげであると畏敬の念を抱かずに
はいられません︒
これまで様々な方
面から橿原ＹＥＧを支えていただい
た皆様への感謝の念を決して忘れ
ず︑
これからも素晴らしい橿原ＹＥ
Ｇが 周年︑ 周年を迎えられるよ
うに︑ 周年事業を行い︑私達もそ
の歴史の一部となれるようしっかり
と次代へと繋げていきたいと考えて
います︒
そしてそれこそが︑
社業や青
年部活動を繋げ︑
私達の︑
地域の︑
日
本のより良い未来を築くことになる
と確信しております︒そのた
めに私に出来得る全てのこと
に対し全身全霊を注ぎ︑﹃未来
を︑自ら︑切り拓こう 〜新
たなステージに向かうスター
ト の 年 に 〜 ﹄と い う 信 念 を
持って邁進してまいります︒

.DVKLKDUD

n

直前会長

阿智原 兼一

大和物産館（株）

地域活性化委員会
委員長

地域交流委員会
委員長

新規事業立案委員会
委員長

橿原商工会議所女性会事務局
TEL：0744-28 - 4 400
お問合せ

嶌

雄哉

斉

泉谷

仲嶋

松本 智亜樹

副会長

木村 亜希子

（株）
サンシュウ

（株）
ほけんのゲートウェイ

丸八運輸（株）

牧野

（株）
橿原オートサービス

正起

（株）仲嶋電機

龍樹警備保障（株）

副会長

増田 善紀

（株）
田中設備

室長

若手育成室

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

副会長

田中 和寿

マミフォート

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。
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。

50

藤原

30

!!

中村 さち子 氏

（株）
やまと技研

監事

日興薬品（株）

40

30

田中 康博

監事

専務理事

尚

山内

秀至

吉原

令和４年度スローガン：「未来を、自ら、切り拓こう！！〜新たなステージに向かうスタートの年に〜」

通信

種
業

※YEGとは商工会議所青年部の略称です。

令和４年度 橿原商工会議所青年部がスタートしました！
！

橿原

こがねや
中村 弘也
〒634-0826 橿原市川西町 71-8
TEL 0744-27-3272
飲食業

事業所詳細

事業所名
代 表 者
所 在 地

女性会会員を皆様にもっと知っ
ていただけるようにご紹介して
います。（不定期）

女性会会員紹介

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

・

.DVKLKDUD
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会員事業所情報発信コーナー

会員事業所
コウ キュウ ショク

PR

セ ン モ ン テ ン

高級食パン専門店

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 https://kashihara-cci.or.jp

広場

メール

アイラビュベイベー（有限会社インターネット）

感謝と愛情をビジュアル化したお店

カナダ産の高品質な小麦粉・北海道産バター・奄美産の黒糖等のこだわり
の食材を使った深い甘みとコクで飽きのこない格別な食パン「愛しい出逢い
（プレーン）」とシャンパンの爽やかな香りをまとったレーズンを練りこんだ食
パン「恋する果実（レーズン）」の２種の食パンをメインに販売。ほかにラス
ク、カツサンドやフレンチトースト等もラインナップしております。

令和４年５月（予定）
に2号店を近鉄大和
八木駅北側にオープ
ン！
是非お立ち寄りを。

ホームページ

所在地

〒634-0003 奈良県橿原市常盤町502-1
公式サイト https://i-loveyou-baby-pan.com/
074 4 -2 3 -7773

営業時間 10：00〜19：00

インスタグラム

MAP

※パンがなくなり次第終了となります。 定休日 不定休
フ ジ ワ ラ キョウ サ イ エ ン

藤原京菜園（株式会社鞄工房山本

アグリ事業部）

総本舗増田屋から奈良漬の新提案
（株）鞄工房山本がトマト栽培をスタート！

（株）鞄工房山本は、2022年3月より藤原京菜園として農業を始めました！
ランドセルづくりの目的のひとつである「お子様とそのご家族を笑顔にする」ことを食の
分野でも実現するため
「毎日家族に食べさせたい」と思えるトマトづくりに励んでいます。
藤原京菜園は1800㎡の太陽
光利用型ハウスなので、10月下
旬〜7月末まで安定して出荷す
ることができます。
現在新規の販売先、取組み先
を広く募集中です。
ご興味のある

▲スタッフ

方はご連絡お待
ちしております。

▲ハウスの内観

▲ハウスの外観

所在地

〒634-0032 橿原市田中町487
E mail agri̲staﬀ@kabankobo.com
営業時間 8：00〜17：00

050 -174 8 -58 0 9

ホームページ

インスタグラム

MAP

定休日 不定休

£ä .DVKLKDUD
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奈良県からのお知らせ

商工会議所 LOBO

早期景気観測

業況ＤＩは、持ち直しの動き
先行きは、コスト増への警戒感強く慎重な見方

〈令和4年3月度調査結果〉

POINT
● 全産業合計の業況ＤＩは、
▲32.7（前月比＋1.2ポイント）
● 新型コロナ感染拡大の影響に伴う巣ごもり需要による日用品などの売上
が増加した小売業や、飲食料品関連の卸売業の業況感が改善した。一
方、
18都道府県におけるまん延防止等重点措置が延長され、
営業制限や
イベントの中止が続く中、
観光関連や対面サービス業を中心に売上が低
迷するほか、
製造業では、
慢性化する部品供給制約に伴う生産調整の影
響を受けた自動車関連の動きが押し下げ要因となっている。業種を問わ
ず、
原油価格を含む資源・資材価格、
原材料費の高騰などのコスト増加が
収益回復の足かせとなっており、
中小企業の景況感は、
持ち直しの動きが
みられるものの、
力強さを欠く。
● 先行き見通しＤＩは、
▲28.8（今月比＋3.9ポイント）
●まん延防止等重点措置の全面解除に伴う客足や消費の回復、
国・自治体
による需要喚起策への期待感が伺える。
一方、
部品の供給制約、
資源価格
の高騰が継続し、
コスト増加分の価格転嫁が遅れる中、
ウクライナ情勢悪
化に伴い、
円安やコスト増がさらに加速するとの懸念から警戒感が強ま
り、
中小企業の先行きは慎重な見方が続く。

LOBO調査要領

▶調査期間／2022年3月15日〜3月22日
▶調査対象／全国の331商工会議所が2,559企業にヒアリング
内訳 建設業 418 製造業 633 卸売業 298 小売業 517 サービス業 693
▶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。
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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
真秀経営相談所
中小企業診断士
JDIO認定 ダイバーシティコンサルタント
金融検定協会認定 ターン・アラウンド・マネージャー
ほん

だ

本田

ひで

つぐ

秀継

Tel : ０９０-４２９１-６７５６
E-mail : mahodo@ﬁre-con.jp

【略歴】
勤務先の繊維製品製造会社の破綻後、中小企業診断士
資格を取得する。
某専門学校の中小企業診断士受験対策講師を経て独立。
現在は、美容・リラクゼーションサービス業や宿泊業、
その他多岐にわたる小規模事業者の伴走型支援者として
尽力中。

HP : http://ﬁre-con.jp/

〜小規模事業者持続化補助金から始める経営力の向上策〜

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

4
$

小規模事業者持続化補助金（持続化補助金）って？

4
$

いくら補助してもらえるの？

4
$

具体的な対象経費はどのようなもの？

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
小規模事業者が外部環境の変化に対応するための「販路開拓や生産性向上の取組」を支援する制度です。外部環境の変化には、
「新
しい技術の誕生による既存商品・サービスの陳腐化」や「生活習慣の変化による消費動向の変化」、「労働環境向上施策の施行」
等が考えられます。たとえば、
「キャッシュレス決済が普及したため、これまでの定番財布の買い替え需要が小さくなること」や「コ
ロナ禍による巣ごもり需要の拡大」、「最低賃金の引き上げや働き方改革等により、事業所内の生産性を
向上させなければ赤字になる」といった状況です。
そこで、上記環境変化に対応するために「事業計画を策定した小規模事業者による販路開拓等に対する
取組費用を補助しましょう」という制度が用意されているわけです。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
いくつかの申請枠があり、枠によって変わります。
一般的な【通常枠】は、上限５０万円（補助率２／３）です。
その他、上限２００万円（補助率２／３）の【賃金引上げ枠（赤字事業者のみ補助率３／４）】、
【卒業枠（小規模事業者からの卒業）】、
【後
継者支援枠】、【創業枠】や、上限１００万円（補助率２／３）の【インボイス枠】があります（全部で６枠）。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
補助金事務局による公表一覧は以下の通りです。
経費科目

①機械装置等費
②広報費
③ウェブサイト関連費

具体例

製造装置や販売用機器等の購入等
新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等
ウェブサイトや EC サイト等を構築、更新、改修するために要する経費
（但し、
ウェブサイト関連費は補助金交付申請額の１／４を上限とし、
ウェブサイト関連費のみによる申請は不可）

④展示会等出展費
展示会・商談会の出展料等
⑤旅費
販路開拓（展示会等の会場との往復を含む）等を行うための旅費
⑥開発費
新商品・システムの試作開発費等
⑦資料購入費
補助事業に関連する資料・図書等
⑧雑役務費
補助事業のために雇用したアルバイト・派遣社員費用
⑨借料
機器・設備のリース・レンタル料（所有権移転を伴わないもの）
⑩設備処分費
新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等
⑪委託・外注費
店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼（契約必須）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

4
$

まず何からすれば良い？

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
まずは、自社が置かれた状況を客観的に把握し、今後どのような事業所にしていくか（したいか）？を検討することから
始めましょう。小規模事業者持続化補助金の事業計画書は最も簡略化された初心者向けフォーマットであり、生業を事
業にするための第一歩です。興味を持たれた方は、まず持続化補助金のホームページで公募要領等を確認し、具体的な
取組み内容を検討した上で、橿原商工会議所までお問い合わせください。
※小規模事業者持続化補助金 HP https://r3.jizokukahojokin.info/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。）
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事業報告
建設業部会
橿原市契約検査課と建設業部会・橿原市建設業協会との意見交換会
●日時／令和４年３月２８日
（月）10：00〜
●場所／橿原市役所
●出席者
橿原市 危機管理部
副部長
橿原市 危機管理部 契約検査課
課長
橿原市 危機管理部 契約検査課
課長補佐
橿原商工会議所建設業部会
部会長
橿原商工会議所建設業部会
副部会長
橿原市建設業協会
会長
橿原市建設業協会
副会長
橿原市建設業協会
顧問

近澤 紀文 氏
木南 晃寿 氏
新澤 康秀 氏
嵜山 雅由 氏
中川 茂宣 氏
松田 充玄 氏
嘉藤 良道 氏
山辺 元康 氏

▲意見交換会の様子
▲意
▲
▲意見
意見交換
意見
交換
交換会
換会
会の
の様
の様子
様子
様子

▲意見交換会の様子

意見交換では、橿原市契約検査課より令和4年度に一部改正となる橿原市入札制度に係る橿原市建設工事発注規程、橿原市最低制限価格等に
関する事務取扱要綱に関して改正内容説明が行われました。
また、橿原市入札制度において、今まで対象外であった条件下でも
「総合評価方式」
を
拡大することについては、現行の橿原市総合評価方式実施要綱を改正することなく現行の要綱内で運用されることが説明されました。
なお、令和4年度の橿原市入札制度の一部改訂により橿原市最低制限価格算定割合の見直しが行われることとなり、
当所建設業部会並びに橿原
市建設業協会にて提出した要望内容に対してご対応いただけることとなりました。

事業環境変化対応型支援事業

「事業復活支援金」個別相談会を開催

●日 時 令和4年3月9日
（水）、11日
（金）、17日
（木）、22日
（火） 各日 10：00〜17：00
●講師名
（対応専門家）
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
３/９
（水）
・３/１１
（金）
・３/１７
（木）
行政書士
山田 善紀 氏 （アインス行政書士事務所 代表）
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
３/１１
（金）
・３/２２
（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）
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
３/１７
（木）
中小企業診断士 本田 秀継 氏 （真秀経営相談所 代表）
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
３/２２
（火）
行政書士
田中 和智 氏 （行政書士 田中和智法務事務所 代表）
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
●会場名

橿原商工会議所 4階 会議室

中小法人・個人事業者のための新型コロナウイルス感染症
の影響を受けた事業の継続・回復を支援する
「事業復活支援
金」
の申請サポートを行う個別相談会を開催いたしました。
▲山田 専門家

▲岩井 専門家

▲本田 専門家

▲田中 専門家

空き店舗対策事業
空き店舗対策事業委員会を開催
空き店舗対策事業委員会（委員長 森脇信之）
は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策をした上、令和４
年３月２２日
（火）
に、橿原商工会議所会議室において開催し、下記内容が承認されました。
なお、令和３年度を
もって空き店舗対策事業及び創業者出店支援事業は終了となりました。
●内容／令和３年度空き店舗対策事業（創業者出店支援事業）
の報告
▲

森脇委員長挨拶

5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 西川

職歴（最新▶旧）
・免許・資格

1 貨物自動車運転手

25万円

不問

2 電気工事士

35万円

8:00〜17:30

中学卒 橿原市 電気工事士：約27年／資格：第二種電気工事士

3 営業

30万円

8:00〜17:00

大学卒 橿原市 営業・販売・店舗運営（呉服）：22年

4 工場労務作業員

25万円

8:30〜18:00

大学卒 高取町 食品容器の製造：約5年

5 銀行窓口事務

17万円

不問

6 製造

20万円

7:00〜18:00

7 総合事務員

時給900円

9:00〜17:00
１日７時間程度週３日程度

総務事務

8 リフォーム工事 住宅水回り設備 取付工 25万円
9 運行管理事務員
10 調理補助 食品製造

9:00〜18:00

30万円

不問

21万円

5:00〜17:00

専門卒 葛城市 配送・ライン作業６ヶ月

※令和４年４月８日現在ハ
ローワークに登録され
ている人の一例です

1.5トン車運転：通算９年

大学卒 橿原市 貯金窓口業務・共済窓口業務：19年／資格：証券外務員第一種、内部管理責任者
高校卒 高取町 エアコン組立：約15年
高校卒 橿原市 経理事務、発送等：約8年
専門卒 上牧町 水回り設備取替・現場監督：14年／資格：第二種電気工事士
高校卒 葛城市 トラック運転手：約7年／資格：運行管理者（貨物）
・大型自動車免許・二級ガソリン自動車整備士・自動車検査員
高校卒 大和高田市 洋菓子の製造：約３年、糸の加工業：20年／資格：食品衛生責任者
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人事変更・異動のお知らせ
役員・議員職務執行者の変更

専務理事就任・退任

１号議員
名： 櫻井

氏

就任

茂門 氏

事業所名：株式会社オークワ 奈良事業所
役

専務理事

職：近畿第二販売部

〈令和４年４月１日付〉

販売部長
（変更前：林 雅也 氏
近畿第二販売部販売部長）

参

就任

退任

〈令和４年４月１日付〉

事

橿原市から橿原商工会議所へ派遣

名： 藤井

氏

名： 中村

氏

参事就任

吉代茂

専務理事

〈令和４年３月３１日付〉

名： 中澤

氏

寛

修

職員人事異動
〈令和4年4月1日付〉（ ）内は旧役職
事務局長 兼 総務課 課長

増田 正志

総務課

課長補佐

（事務局長）

福本 菜美

（総務係

令和４年度雇用保険料率のご案内
「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和４年３月３０日に
国会で成立しました。令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの雇
用保険料率は以下のとおりです。
●令和４年４月から、事業主負担の保険料率が変更になります。
●令和４年１０月から、労働者負担・事業主負担の保険料が変更にな
ります。
●年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。

総務課

係長

係長）

お

知

ら

木塚 有規
せ

橿原商工会議所
ホームページをリニューアル‼
https://kashihara-cci.or.jp/

令和４年度の雇用保険料率

○令和４年４月１日〜令和４年９月３０日
負担者

①労働者負担

（失業等給付・育児休業
給付の保険料率のみ）

事業の種類

一般の事業
（３年度）

農林水産・※
清酒製造の事業
（３年度）

建設の事業
（３年度）

②事業主負担

（赤字は変更部分）

失業等給付・育児休
雇用保険
業給付の保険料率 二事業の保険料率

①＋②

雇用保険料率

3／1,000

6.5／1,000

3／1,000

3.5／1,000

9.5／1,000

3／1,000

6／1,000

3／1,000

3／1,000

9／1,000

4／1,000

7.5／1,000

4／1,000

4／1,000

7／1,000

4／1,000

4／1,000

8.5／1,000

4／1,000

4／1,000

8／1,000

4／1,000

3.5／1,000 11.5／1,000
3／1,000

11／1,000

4.5／1,000 12.5／1,000
4／1,000

12／1,000

（枠内の下段は令和３年度の雇用保険料率）

○令和４年10月１日〜令和５年３月３１日
負担者
事業の種類

一般の事業
農林水産・※
清酒製造の事業
建設の事業

①＋②

①労働者負担

②事業主負担

5／1,000

8.5／1,000

5／1,000

3.5／1,000 13.5／1,000

6／1,000

9.5／1,000

6／1,000

3.5／1,000 15.5／1,000

6／1,000 10.5／1,000

6／1,000

4.5／1,000 16.5／1,000

（失業等給付・育児休業
給付の保険料率のみ）

失業等給付・育児休
雇用保険
業給付の保険料率 二事業の保険料率

雇用保険料率

※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。

今回のリニューアルは、会員の方および閲覧頂ける皆さまに
とってご利用いただきやすく、
また必要とする情報やその関連
情報によりアクセスしやすくすることを目的に行いました。
新着情報を各カテゴリーに分けて見やすくする機能を追加
するなど、
これまでのホームページを一新しました。
これからも
利便性向上とサービス強化のため、ホームページの機能・情
報の充実化を図り、
より魅力的なサイトへと進化して参ります。
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x

月 会議所行事予定

日（6XQ）

0RQWKO\VFKHGXOH
制：制度改正等の課題解決環境整備事業

月（Mon）

●東商検定（カラー
コーディネーター・
ビジネス実務法務・ビジネ
スマネジャー）第1シーズン
団体登録期間（〜５/１３ ）

£

Ó

新 経営相談窓口

新 経営相談窓口
●第161回 日商
簿記検定試験申込開始
（ 13日 ・インターネッ
（〜
トのみ）



n

火（7XH）

Î

憲法記念日

新：新型コロナウイルス感染症対策

水（:HG）

{

みどりの日

※諸状況により予定が変更となる場合があります

木（7KX）

x

こどもの日

金（)UL）

È

新 経営相談窓口

土（6DW）

Ç

新 経営相談窓口
新 経営相談窓口
£ä 新 経営相談窓口 ££ ●異業種交流事業
£Ó 新 経営相談窓口 £Î ●奈良県商工会議
£{

委員会
●青年部役員会

£x

£È

ÓÓ

新 経営相談窓口
新 経営相談窓口
新 経営相談窓口
経営相談窓口
経営相談窓口
Ó{ 制新 小規模事業者持
Óx ●東商検定
ÓÈ 新制 小規模事業者持
ÓÇ ●小規模事業者持
Ón
ÓÎ ●第２
２５回 日商珠

新 経営相談窓口

£Ç 新 経営相談窓口 £n

所青年部連合会 定時
総会
●青商会総会

新 経営相談窓口
●橿原ブランド
事業所意見交換＆交流会

£ 新 経営相談窓口 Óä 新 経営相談窓口 Ó£

算（そろばん）検定試験申 続化補助金活用セミナー （カラーコーディネーター・ 続化補助金活用セミナー 続化補助金 様式４発行
込開始（〜２７日 ）
ビジネス実務法務・ビジ ●事業復活支援金事前 申込締切
（会員）
●東商検定（福祉住環境
ネスマネジャー）
第1シー 確認の実施最終日
コーディネーター・BATIC
ズン一般申込受付期間
（国際会計）
・環境社会
（〜６/３ ）
（eco））第1シーズン団体
登録期間（〜６/３ ）

Îä 制新 経営相談窓口
Î£ 新 経営相談窓口
事業再構築補助

Ó

£

Ó

Î

{

金活用セミナー

クールビズ実施のお知らせ

&"〜"!$"

橿原商工会議所では、左記の期間省エネ・節電等
の地球温暖化対策のためクールビズを実施しており
ます。実施期間中当所職員はノーネクタイ、
ノー上着
による軽装で実務に従事いたします。
皆様のご理解とご協力をよろしくお願い致します。

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

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 https://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 /

商工ニュース2022年5月348号.indd 16

発行責任者／中村 吉代茂
〈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
TEL.0744-28-4400（代）FAX.0744-28-4430

三和澱粉工 業 株 式 会 社

2022/04/18 8:25

