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遺跡は市の北東にあり、寺川右岸の自然堤防上に位置しています。中世大和における典型的な平城で、十市氏が鎌倉時代後半から江戸
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時代にかけて居城しました。
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橿 原 ブ ランド 認 定 事 業
令和４年度 橿原ブランド「万葉 × 橿原コレクション」認定品が決定‼

令和４年度認定商品
橿原ブランド認定品の募集を令和
４年6月1日（水）から7月１５日（金）の
間に行いました。
食品、工業製品・工芸品、サービス
部門の３つの部門を募集し、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、５つの商品が令和４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。

商品名

肉厚ジャンボ生シイタケ

事業所

農地所有適格法人
吉田農園株式会社

所在地

橿原市北越智町110

＿

おにみみコーラ

事業所

端壮薬品工業株式会社

所在地

橿原市今井町4-5-10

＿

商品名

LUNARA(ルナーラ）
吸水サニタリーショーツ

＿

事業所

株式会社コーレル

所在地

橿原市八木町3-23-3

橿

原

商

輸出製品などの海外におけるＰＬリスク、
リコールリスクに備えるなら

中小企業海外PL
保険制度
●日本を除く、全世界が保険適用地域
●訴訟トラブルに巻き込まれた際、保険会社が代わって解決までの対応をサポート
●取引先から間接的に輸出された製品、外国人旅行客等によって日本国外に
持ち出された製品に起因する事故も補償

制

度

運

営

日本商工会議所

会

議

＿
＿

＿
＿
＿

古民家今井町の食事パン
イマイラージュの柿ベーグル

事業所

ウネビラージュ株式会社

所在地

橿原市今井町4-7-2

＿
＿
＿

＿

商品名

バターサンド あすかいちご ＿
事業所 有限会社ルナホーム
（バターサンド専門店 小町）
所在地

橿原市新口町282-11

＿

所

海外取引先の債権回収不能リスクに
備えるなら

輸出取引信用
保険制度
●貸倒損失への補償が、保険金の支払いにより行われるため、
キャッシュフローへの影響を軽減
●貸倒損失を一定の保険料負担により保険に転嫁することで、
費用を平準化することが可能
●売掛債権の保全となり、金融機関等に対する信用力が向上

●生産物回収費用（リコール費用）
も補償
https://www.ishigakiservice.jp/

工

＿

商品名

●取引先を引受保険会社や同社提携会社が保有する情報に基づき審査するため、
与信管理業務の効率化、強化が可能

●損害賠償金のほか、争訟費用も補償

商工会議所の
保険制度HP

＿

商品名

お問い合わせ先

橿原商工会議所
橿原商工会議所

引受損害保険会社

東京海上日動火災保険株式会社[中小企業海外PL保険制度 英文生産物賠償責任保険 輸出取引信用保険制度 取引信用保険（輸出取引・中小企業用）
損 害 保 険 ジ ャ パ ン 株 式 会 社[中小企業海外PL保険制度 生産物賠償責任保険（海外PL保険）輸出取引信用保険制度 輸出取引信用保険
三井住友海上火災保険株式会社[中小企業海外PL保険制度 海外生産物賠償責任保険 輸出取引信用保険制度 輸出取引信用保険

●一部の商工会議所では、
本制度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。
●本内容は制度概要を示したものです。補償の内容は引受保険会社によって異なりますので、各保険のパンフレットまたは重要事項説明書をご覧ください。詳細は、
ご契約者である団体の代表者にお渡ししてあります保険約款によりますが、各保険の内容についてご不明な点がありましたら、
引受保険会
社、
お近くの代理店、
またはお近くの商工会議所にご確認ください。
●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。
本募集広告は、
商工会議所会員向け保険制度の事務管理を行う有限会社石垣サービスが日本商工会議所の経営協力により作成したものです。

2021年10月作成

Ó

21-T03556
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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を提出！
！
令和４年8月29日
（月）
に橿原市役所において、
建設
業関連要望書を当所建設業部会と橿原市建設業
協会の合同にて橿原市長

亀田忠彦氏、橿原市議

会議長 細川佳秀氏を表敬訪問し提出しました。

出席者 橿原商工会議所建設業部会
橿原商工会議所建設業部会
橿原商工会議所建設業部会
橿原市建設業協会
橿原市建設業協会

部会長
副部会長
副部会長
会長
副会長

嵜山 雅由 氏
（株式会社崎山組）
中川 茂宣 氏（株式会社中川組）
中谷 芳一 氏（株式会社中和設計）
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）

要望内容

２

３
４

５

６

亀田市長へ
要望書を提出

右より 中谷副部会長（建設業部会）、中川副部会長（建
設業部会）、嵜山部会長（建設業部会）
、亀田市長、松田会
長（橿原市建設業協会）、嘉藤副会長（橿原市建設業協会）

細川橿原市議会
議長へ要望書を
提出
▲

７

建設業者の事業継続並びに雇用維持のために、厳しい財政状況とは存じま
すが市民生活に欠かすことのできないインフラ整備等の必要な公共工事の
見通しを具体的にご教示いただくと共に、来年度以降についての公共事業予
算の安定的・継続的確保をお願いします。
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
会の拡大並びに確保に向けてご検討と意見交換について引き続きお願いし
ます。
建設業者が取り組む働き方改革を踏まえ、週休２日制度が確立の出来るよう
余裕のある工期の設定を引き続きご検討お願いします。
今後の課題解決に向け、発注者観点における工事関係書類の容易に簡素化
できない問題点を具体的にご教示いただくと共に、業者が取り組む働き方改
革を踏まえた工事関連書類の事務処理の簡素化を再度ご検討お願いします。
競争性を担保し、橿原市内業者の受注機会拡大の為、橿原市内業者の建設
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の上限
数の引き上げについて引き続きご検討をお願いします。
住宅関連の補助制度に関し、橿原市エコライフハウス推進事業ならびに既存
木造住宅の省エネルギー改修工事等の補助金事業において、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。
危険空き家について、国庫補助を活用した特定空き家等の除却に係る補助
制度の確立をお願いします。

▲

１

右より 中谷副部会長（建設業部会）、中川副部会長（建
設業部会）、嵜山部会長（建設業部会）、細川議長、松田会
長（橿原市建設業協会）、嘉藤副会長（橿原市建設業協会）
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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

＜事業継続支援金 第２弾の申請を受付しています＞
新型コロナウイルス感染症や原油価格・物価高騰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】下記項目全てに該当する中小企業・小規模事業者
（１）次のいずれかに該当する者

【申請期限】令和５年１月31日（火）
※消印有効

①R4.4.1〜R4.12.31 の期間に新型コロナ関連融資を受けた

②R4.4.1〜R4.12.31 の期間に新型コロナ関連融資で借換えた、又は返済計画を変更した者

（２）橿原市内に主たる事業所等を有している者

（３）暴力団等に該当しない者

【問合せ】橿原市役所
5WDUKF[DWUKPGUU

地域振興課（☎ 0744-21-1117）詳細についてはホームページをご確認ください

補助事業

＜奈良県経営力向上支援事業補助金の申請受付が10月末まで延長されています＞
新型コロナウイルス感染症や原油価格・物価高騰等の影響を受けた県内中小企業者等について、売上等の
回復を図るための新事業創出や新分野への進出等に要する経費を補助します。

【募集期限】令和４年10月31日（月）必着

※ただし申請総額が予算額に
達した場合、期間内であっ
【補助】補助対象経費の3分の2以内で上限額50万円（下限額20万円） ても受付終了

【問合せ】奈良県経営力向上支援補助金事務局（☎0742-93-5708）
詳細についてはホームページをご確認ください

5WDUKF[DWUKPGUU

（平日9〜17時 ※12〜13時除く）

補助事業

＜事業所エネルギー効率的利用推進事業補助金の申請を受付しています＞
県内のエネルギー効率的利用の推進、及び緊急時のエネルギー対策を支援するため、県内事業者等に対し

効果的な省エネルギー・蓄エネルギー設備の導入に要する経費を補助します。

【募集期限】令和４年12月23日（金）必着

※ただし申請総額が予算
額に達した場合、期間
【補助】補助対象経費の3分の2以内（各対象事業により上限額あり） 内であっても受付終了

【問合せ】奈良県 環境政策課 エネルギー・温暖化対策係（☎0742-27-8016）
詳細についてはホームページにてご確認ください

5WDUKF[DWUKPGUU

（平日9〜17時 ※12〜13時除く）

補助事業

＜従業員の奨学金返還支援を行う県内製造業者への奈良県の助成があります＞
高度な技術・知識を有し、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。

【募集期限】令和４年11月30日（水）必着

【補助】奨学金返還支援額の2分の1（上限額50万円）
【問合せ】奈良県 外国人・人材活用推進室（☎ 0742-27-8812）詳細についてはホームページにてご確認ください
{
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女性会三役会を開催。
令和４年７月２９日（金）、橿原商工会議所４階特
別会議室において、女性会三役会を開催致しました。
当日は、辻村会長をはじめ、７名の役員が出席し新
型コロナウイルス感染症感染防止対策を講じ実施しました。
三役会では、辻村会長の挨拶のあと、今年度の事業計画について協
議を行いました。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により事業実施に向け再検
討など計画内容に関して話し合いを行いました。今回の決定事項を踏

▲挨拶する辻村会長

まえ９月８日（木）の役員会に上程する予定となりました。
■議案

１．健康講習会について
２．第２１回 橿原夢の森フェスティバル出店について
３．飛鳥RUN×２リレーマラソン２０２２出店について
４．その他について
▲三役会の様子

橿原商工会議所女性会 会員募集中
橿原商工会議所女性会は、会員相互の親睦と企業経営者としての研鑽を積み、地域商工業の
振興を図り、社会一般の福祉の増進に資することを目的としています。
会員資格

橿原商工会議所の会員事業所である女性経営者、ご家族の事業を共に支えている
方など経営に携わっている女性の方。
会費
入会金 3,000円
年会費 1,000円
主な活動内容 地域交流・活性化事業、セミナー講演会、一泊研修、親睦事業、社会福祉貢献活動
入会方法
橿原商工会議所女性会事務局（℡ 0744-28-4400）までお問い合わせください。

橿原
通信

橿原商工会議所青年部
創立３０周年記念事業実行委員会開催！！
令和４年８月２６日（金）、標記委員会を橿原
商工会議所４階会議室とWEB（ZOOM）のハイブ
リッドにて開催しました。

●３０周年事業計画について
●各部会報告 ・式典部会・懇親会部会・物産展部会・総務部会
各部会長より進捗の報告を行いました。

※YEGとは商工会議所青年部の略称です。

事業活動報告

令和４年８月２２日
（月）
〜９月２０日
（火）

８月２２日
（月） 奈良県商工会議所青年部連合会
創立３０周年特別委員会（藤原会長他）
８月２３日
（火） 奈良県商工会議所青年部連合会役員会（藤原会長他）
８月２６日
（金） 橿原商工会議所青年部創立３０周年記念事業
第2回実行委員会（藤原会長他）
９月 ２日
（金） イルミネーション準備委員会（藤原会長他）
９月 ７日
（水） 橿原商工会議所青年部役員会（藤原会長他）
９月１３日
（火） 地域交流委員会（嶌委員長他）
地域活性化委員会
（森川委員長他）
新規事業立案委員会（牧野委員長他）
９月２０日
（火） 奈良県商工会議所青年部連合会役員会（藤原会長他）

▲挨拶をする藤原会長

▲実行委員会の様子

橿原応援物産展
〜青空マルシェ2022 〜
出展事業者募集
橿原商工会議所青年部創立30周年を記念して、地元

橿原を盛り上げるべく、県内特産品を集めた物産展を

企画し、出展者を募集します！

募集店数：食品・物販ブース２０店舗（予定）
日
時：１１月２５日
（金）
・２６日
（土）１０時〜１６時

※搬入時間等詳細については出展決定後に連絡します。

会
場：奈良県橿原文化会館前広場（北八木町）
出 展 料：１ブース 10，000円（2日間）
（納付後の返金はできません）
応募方法：FAX、郵送、申込フォーム

※出展申込書は橿原商工会議所青年部ホームページにてダウンロードください。
※申込フォームは橿原商工会議所青年部ホームページ、又は
下記ＵＲＬ、ＱＲコードよりお申込みください。
※応募多数の場合は選考します。

応募期限：１０月２１日
（金）※郵送の場合は消印有効
https://forms.gle/nQdeKMWszWerifbN6

問い合わせ先：橿原応援物産展〜青空マルシェ2022〜事務局（橿原商工会議所青年部内）
〒634-0063 奈良県橿原市久米町652-2 TEL:0744-28-4400 FAX0744-28-4430
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商工会議所 LOBO

早期景気観測

〈令和4年８月度調査結果〉

業況ＤＩは、物価高と感染拡大で半年ぶりの悪化
先行きは、感染沈静化を見通せず、厳しい見方
POINT

ＬＯＢＯ全産業合計の各ＤＩの推移

●全産業合計の業況ＤＩは、
▲21.0（前月比▲3.2ポイント）
● 感染拡大の継続に猛暑や大雨が重なり、帰省や旅行、会食等を控える
動きが見られ、飲食・宿泊業などのサービス業や百貨店などの小売業
で業況が悪化。小売業・サービス業からの引き合いが減少した卸売業
も業況が悪化した。半導体等の部品供給不足が継続する製造業も業
況が悪化した。堅調な民間工事に下支えされた建設業では業況が改善
するも、資材や燃料価格の高止まりによる負担増が続き、
力強さを欠い
ている。資源・原材料価格の高騰や円安によるコスト負担増が継続する
中、物価高による消費マインドの低下や、感染拡大の継続、猛暑・大雨
による外出控えにより、
中小企業の業況は、半年ぶりの悪化となった。
●先行き見通しＤＩは、
▲26.6（今月比▲5.6ポイント）
● 今後も感染拡大が継続し、従業員の感染による生産や取引などへの影
響を懸念する声が業種を問わず聞かれた。特に、
サービス業や小売業で
は、消費者の外出控えによる需要減を危惧する事業者が増加している。
資源・資材価格の高騰が長期化し、
コスト増加分の十分な価格転嫁が
追い付かず、収益確保も難しい中、感染の沈静化を見通せず、
中小企業
の先行きは、厳しい見方となった。
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建設資材価格や燃料価格の高止まりや、公共工事の
受注減少が継続する中、堅調に推移する住宅建設関
連の民間工事に下支えされ、
改善。

「民間企業からの工事受注数は順調に推移しており、売上も着実に確
保できている。資材価格の高騰などでコスト負担は増加しているもの
の、生産性向上に向けた対策を実施することで、全体として経費削減
に取り組んでいる」
（一般工事業）
●
「工事受注数は増えてきている。従業員の感染により、受注を止めるこ
とがないよう、感染対策を継続していく」
（管工事業）
資源・燃料価格の高騰による輸送費・包装資材価格な
どの高止まりに加え、感染拡大の継続による消費者の
外出控えで、飲食・宿泊業向け食料品等の引き合い
が減少し、
悪化。

「包装資材の価格高騰が続いているものの、
コロナ禍以降に開拓し
た販路先との取引が好調のため、売上確保に繋がっている。一方で、
物価高の影響で生活必需品以外の商品の売れ行きが伸び悩んでお
り、今後も新たな打開策を検討する必要があると考えている」
（繊維
品卸売業）
●
「感染拡大により、
取引先の飲食店などで会食等のキャンセルが一部
出ており、
受注が減少傾向にある」
（食料・飲料卸売業）
●

サービス業

感染拡大の継続と猛暑・大雨などの影響で、帰省や
旅行、会食を控える動きが見られ、予約キャンセルが
増加した飲食・宿泊業を中心に、
悪化。

「人流の回復で、宴会等の予約状況も改善に向かっていたため、準備
を進めていたものの、感染再拡大による直前での予約キャンセルが増
加し、予想よりも売上が上がらなかった」
（飲食業）
●
「前年と比較すると、新型コロナウイルスによる影響は限定的である
が、
このまま感染者数の増加が続くと再び経営が苦しくなる」
（旅行
業）
●

21.2

21.4

前月と比べたDI値の動き

●

卸売業

20.10 20.12

仕入単価DI
21.6

21.8

21.10 21.12

22.2

22.4

22.6

22.8

※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）

産業別概況
建設業

採算DI

製造業

改善

ほぼ横ばい

悪化

半導体等の部品供給不足や、資源・原材料価格の高
止まりでコスト負担が継続する中、物価高と感染拡大
により、小売店や飲食・宿泊業向け食料品関係の受注
減などが影響し、
悪化。

「原材料価格や燃料費の高騰によってコスト増が続いているが、消費
者の購買意欲の低下が見られ、既存商品は値上げが厳しい状況で
ある。付加価値のついた新しい製品の販売に着手し、売上改善を図
っていきたい」
（水産食料品製造業）
●
「供給不足の継続で、部品の値上がりが続いており、収益を圧迫しているが、
必要不可欠な機械設備の受注は増えている」
（一般産業用機械製造業）
●

小売業

円安や原材料価格の高騰による仕入コストが上昇す
る中、感染拡大の継続に猛暑や大雨も重なり、客足が
減少した総合スーパーや商店街を中心に、
悪化。

「度重なる仕入価格の上昇が続く中、新型コロナの感染拡大による
消費者の外出控えと異常気象の影響もあり、見込んでいたよりも店
舗への来客数は減少しており、売上確保に苦戦を強いられている」
（書籍・文房具小売業）
●
「感染拡大により、顧客の来店頻度は減少するも、
まとめ買いで客単
価は上昇。客単価は維持し、顧客確保を図り、売上改善に努めたい」
（総合スーパー）
●

LOBO調査要領

▶調査期間／2022年8月16日〜22日

▶調査対象／全国の331商工会議所が2,566企業にヒアリング

内訳

建設業 421 製造業 628 卸売業 302
小売業 518 サービス業 697

▶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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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 https://kashihara-cci.or.jp

広場
かし

はら

い

メール

しょう

株式会社橿原衣裳

結婚衣装・礼装・式服をレンタルでご提供
お客様お一人お一人にとって
大切な日＝ライフイベントを、ド
レスアップでより豊かに楽しん
でいただくことが、当社のミッ
ションです。
結 婚式 、成 人 式 、入学卒業
式、叙勲、各種式典やパーティ
など、様々なシーンにご利用い
ただける礼装／式服をリーズナ
ブルなレンタルでご用意してお
ります。当日の 着 付 け や ヘア
セット／メイク、記念写真の撮
影等も承ります。
▲結婚衣装（和装）

▲振袖（成人式）

▲女性用袴（入学卒業式）

▲留袖

▲訪問着
インスタグラム

定休日
〒634-0063 橿原市久米町874
毎週木曜日
ma
E
il
k.cos.mariee@gmail.com
0744-22-5008

所在地

営業時間

HP

MAP

10：0 0 〜18：30
よし

だ

しん

ぐ

てん

𠮷田寝具店

寝具製造販売と仕立替・布団クリーニング
木綿わたは吸湿性・保温性に富み、中空で天然のよじれを持って
いるため、日干しをすることにより回復する優れた特徴を持ってい
ます。木綿わたは寝返りしやすい適当な硬さとクッション性をもって
おり、品質の良い木綿わたを使用している場合には、打ち直しを行
う事ができます。
当店では、東京布団技術
学院で習得した技術で、お
客様のご要望に合わせた真
心のこもった仕立てを行って
おります。お客様に、質の
良い安眠をお届けします。

▲ふとんの綿入

▲店内
HP

所在地

〒634-0812 橿原市今井町４丁目１０-7
http://www.yoshidashinguten.jp
HP
0744-22-2319

休業日

毎月3日、８日、13日、18日、23日、28日、祝日

営業時間

𠮷田寝具店

MAP

検索

9：0 0 〜20：00
.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
行政書士田中和智法務事務所
特定行政書士
た

なか

田中

かずとも

和智

〒634-0802 奈良県橿原市新口町382番地の７
TEL.0744−24−5840 FAX.0744−46−9584
E-mail ： kazutomo.t.legal.oﬃce@gmail.com
FB ： https://www.facebook.com/
kazutomo.t.legal.oﬃce/

【主な取扱業務】
建設業許可・産廃業許可・宅建業免許等の許認可法務
遺言・相続・生前贈与等の民事法務
【プロフィール】
昭和４８年生まれ 学生時代に奈良の弁護士事務所にてアルバイト事務員として法律に
関わる仕事に初めて従事する。その後、東京にて建設業許可を専門とする国内最大級
の行政書士事務所に入所し、主として、建設業許可申請、経営事項審査申請、入札参
加資格審査申請等の業務に従事し、経験を積む。平成２４年度行政書士試験に合格。
平成２５年、日本行政書士会連合会に行政書士登録、奈良県行政書士会に所属し、個
人事務所を開業。平成２７年 特定行政書士法定研修考査合格。特定行政書士付記。
奈良県行政書士会 副会長、常任理事、理事等を歴任。現在 奈良県行政書士会 理事。

〜建設キャリアアップシステム〜

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

4 建設キャリアアップシステム（CCUS）とは？
$
4 建設キャリアアップシステムの目的とは？
$

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
「建設キャリアアップシステム」は、技能者の資格、社会保険加入状況、現場の就業履歴等を業界横断的に登録・蓄積する仕組みとなっ
ています。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
わが国全体の就業者人口が減少するなかで、建設業において現場を担う技能者、とりわけ若年層の入職を進めるためには、他産業と比
べて生涯を通じて魅力的な職業、産業であることを目に見える形で示していくことが大切であると考えられ、（１）技能者の就業履歴を

蓄積し、保有資格などと合わせて能力を評価し、処遇の改善を図る、
（２）技能者のキャリアパスを明確にして若い世代の入職者を増やす、

（３）優秀な技能者を抱える専門工事業者の施工能力を見える化して競争力を高め、かつ業界の健全化を図る、等の目的のもと、技能

者を雇用し育成する企業が伸びていける建設業を目指し、建設業共通の制度インフラとして、建設業団体と国交省が連携して官民一体

で推進しています。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

4 建設キャリアアップシステムの登録は義務？
$

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
建設キャリアアップシステムの登録は、現時点では「任意」となっており、罰則等もありませんが、外国人を受け入れる事業者等の場合は「義
務」となります。ただし、国土交通省は令和５年度から直轄・自治体・民間のすべての工事での建設キャリアアップシステムを原則活用

することを目標としているため、実質的な義務化の流れが進むものと思われます。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

4 経営事項審査の改正で加点対象に？公共工事の加点項目になる自治体も
$

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
経営事項審査では、令和２年４月１日の改正から、技術力（Ｚ点）の項目において、ＣＣＵＳの能力評価基準レベル 3、4 の建設技能者
が加点対象となりましたが、新たに令和５年１月１日の改正より、その他社会性（Ｗ点）の項目において、建設工事の担い手の育成・確

保に向け、技能労働者等の適正な評価をするためには、就業履歴の蓄積のために必要な環境を整備することが必要とし、ＣＣＵＳの活用

状況を加点対象とすることになっており、また各自治体においても、システムの登録を公共工事の加点項目として評価する自治体もでて

きています。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

4 建設キャリアアップシステムに登録するには？
$
4 建設キャリアアップシステムの登録費用？
$
4 建設キャリアアップシステムの代行申請？
$

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
登録にあたっての申請方法は、インターネット申請と窓口（認定登録機関）申請の２つの方法があります。事業者登録⇒技能者登録の
順番での登録が推奨されており、技能者登録には「簡略型」と「詳細型」の２段階の登録方法があります。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
建設キャリアアップシステムを利用するに当たり、必要となる費用については、技能者の登録料と事業者の登録料・利用料となっています。
詳細につきましては、建設キャリアアップシステムのホームページ（https://www.ccus.jp/）をご参照ください。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
建設キャリアアップシステム内の代行申請とは、登録を行うには、原則本人が登録を行う必要がありますが、所属事業者や元請事業者
等が、技能者の同意のもと、技能者に代わって、申請できる制度となっています。

また行政書士による代行申請の制度もありますので、手続きが難しいと感じる技能者の方や、現場で忙しい技能者に代わって、まとめて
申請したい事業者の方は、この制度を利用することができますので、お気軽にご相談ください。

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。）

n
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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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「小規模事業者持続化補助金」

販路開拓を目指す
小規模事業者等の皆様へ

が使いやすくなりました

地域を支える小規模事業者の皆様へ
小規模事業者※1等が経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む
販路開拓等の取組を支援

【補 助 額】上限50~200万円
【補 助 率】2/3 ※2
【補助対象】チラシ作成、広告掲載、店舗改装など

類型

通常枠

賃金引上げ枠
補助率

2/3

補助上限

50万円

追加申請要件

−

特別枠

特別枠
成長・分配強化枠
2/3

新陳代謝枠

卒業枠

後継者支援枠

創業枠

インボイス枠

2/3

※2 (赤字事業者
は3/4)

200万円

100万円

下記をご確認ください

※1 常時使用する従業員数が「商業・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く）
」の場合5人以下、
それ以外の業種の場合20人以下である事業者

令和４年度募集分の注意点について
補助対象経費のウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4が上限です。
また、
ウェブサイト関連費のみの申請は
できません。
なおウェブサイト関連費とは、
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を指します。

特別枠

令和3年度補正予算に伴う特別枠の拡充
■賃金引上げ枠
事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上 (既
に達成している場合は、現在支給している、事業場内最
低賃金より+30円以上) とした事業者また、本枠を申請
する事業者のうち業績が赤字の事業者は、補助率を3/4
へ引き上げると共に加点による優先採択を実施。
■卒業枠
常時使用する従業員を増やし､ 小規模事業者の従業員数
を超えて規模を拡大する事業者
■後継者支援枠
将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取組を行う
後継者候補としてアトツギ甲子園のファイナリストになっ
た事業者

※詳細は事務局HPに掲載の公募要領をご覧ください。
■創業枠
産業競争力強化法に基づく認定市区町村や認定連携創
業支援等事業者が実施した
「特定創業支援等事業」
による
支援を過去3か年の間に受け、
かつ、過去3か年の間に開
業した事業者
■インボイス枠
2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期
間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者である
ことが見込まれる事業者のうち、インボイス発行事業者に
登録した事業者
※LPガス等の価格高騰等の影響を受ける産業の事業者は、
加点による優先採択を実施します。

今後の
●第10回 2022年12月上旬
スケジュール
事業支援計画書発行の受付締切 原則 2022年12月上旬
●第11回 2023年２月下旬
事業支援計画書の受付締切 原則 2023年２月中旬

商工会議所地区HP

jGrants(ID取得)

03-66321502

事務局
HP

！
随時
家が
専門 サポート！
を
相談対応
請
申
※詳細については、橿原商工会議所HPをご覧頂くかお電話（☎0744-28-4400）ください。

小規模事業者持続化補助金専門家相談

相談無料

高額図書等を売りつけるエセ同和行為にご注意を！
「エセ同和行為」
とは、同和問題を口実にして、企業や団体の、
「同和問題
はこわい問題で、
できれば避けたい。」
といった意識につけ込み、
「 押し売り」
「ゆすり」
「たかり」等をする行為であり、真面目に同和問題の解決を目指し
てきた関係者の努力を踏みにじり、同和問題の解決を妨げる行為です。
こういった売り込みに対しては、同和問題に対する基本的認識を培うこ
とや、毅然とした対応が求められます。
また、先ず電話による問答無用の予約持ちかけをはじめ、本を持って売り
歩く例や、本を勝手に送りつけて代金を要求する例もあります。消費者保護
の観点から、
「クーリング・オフ」の制度もあり、それぞれに適切に対応する
必要があります。
このようなことで困った時は、次のような消費生活相談や人権相談等の
窓口がありますので、
ご相談ください。

相談窓口
●電話勧誘販売、
クーリング・オフ、

送りつけ商法など消費生活相談については

奈良県消費生活センター
☎0742-36-0931
奈良県消費生活センター中南和相談所 ☎0745-22-0931

※相談受付時間

平日 9：00〜16：30

●人権相談については

奈良地方法務局 人権擁護課

☎0742-23-5457

奈良県人権施策課

☎0742-27-8726

奈良県警察本部悪質商法110番

☎0742-24-9441

●人権相談・施策については
●恐喝、
脅しなどについては
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橿原商工会議所建設業一人親方労災保険会 からのお知らせ
〜

一人親方の皆様や、一人親方に請負を発注する事業者様へ 〜

労災保険の特別加入制度をご存じですか？
労災保険は労働者の業務上・通勤途上の負傷、疾病、傷害ま
たは死亡に対して各種の保険給付を行うための保険ですが、
原則としてご自身が事業主である一人親方は保険加入ができ

自分の身は自分で守りましょう！
！
お気軽にご相談ください

ません。
しかし、労働者ではないけれど労働者に準じた保護対
象と認められる方は、特別に任意加入できる制度があります。
これが、労災保険の
「特別加入制度」
です。
国から認定された
「橿原商工会議所建設業一人親方労災保
険会」
は一人親方労災保険の特別加入団体です。当会に加入
していただくことで、労災保険に特別加入することができ、保
険給付を受けられるようになります。

詳しくは 橿原商工会議所建設業一人親方労災保険会 まで
0744-28-4400
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事業報告
創立30周年記念事業

創立30周年記念事業運営委員会を開催
●日

時／令和4年8月18日
（木）10：00〜

●場

所／橿原商工会議所 4階 特別会議室

●参加者／10名
●議

案／①創立30周年記念事業について

▲佐藤委員長の挨拶

②その他について
橿原商工会議所創立30周年記念事業の実施に向け、第３回の事業運営委員会を開
催しました。
佐藤委員長の挨拶後に議案に移り、9月29日に実施する記念式典に関して計画スケ
ジュールや出席状況の確認、
また全会員に向け開催する記念公演が11月21日に決定
し会員への周知方法や事業内容の詳細について協議を行いました。

▲委員会の様子

商業・工業・建設業・サービス業・観光部会の部会役員会（総会）を開催！
各部会役員会（総会）
は、次の日程にて開催されました。

議案は以下の通り、
すべて承認されました。

商業部会

〈部会長／木原 智司〉令和４年８月25日
（木）

工業部会

〈部会長／中西

建設業部会

知〉令和４年８月18日
（木）

〈部会長／嵜山 雅由〉令和４年８月29日
（月）

サービス業部会 〈部会長／下田 吉美〉令和４年８月31日
（水）
観光部会

〈部会長／関

俊昭〉令和４年９月 ２日
（金）

１、協議事項 ①第12期２号議員の選任について
②部会役員の選任について
２、
報告事項 ①部会事業進捗状況について
３、
その他について

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4年8月10日（水）1９
：00〜

●議 案／①橿原ブランド認定事業の進捗と販路拡大について
②ビジネス交流会計画について

●参加者／８名

③異業種交流セミナー計画について
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

感染症拡大に配慮し、
当所会議室とWEBを活用したハイブリッド形式
にて開催されました。
今回の委員会は、全委員において橿原ブランド認定事業の進捗や新
たな販売PR計画、
また10月20日
（木）
に実施するビジネス交流会につ
いて事業内容や参加募集チラシ内容等の協議を行いました。

▲委員会の様子

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〜
●日 時／令和4年8月24日
（水）13：00〜
●場

所／橿原商工会議所 ４階 会議室A

●対応相談員／金融相談：奈良中央信用金庫
許認可等手続に関する相談：行政書士 松塚百合恵 氏
（行政書士事務所 法務ルーム）
●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
事業者が抱える経営課題の解決に向け、金融機関や専門家による個別
経営相談会を実施しました。
今回は、金融相談、許認可等の手続に関する相談を実施しました。

▲奈良中央信用金庫 担当

▲松塚 専門家
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商業・サービス業・観光部会合同事業

ITツール導入・活用での業務改善
●日

時／令和４年８月２６日
（金） １４：００〜

●会

場／橿原商工会議所 ４階 多目的スペース

●講師名／西嶋 遼 氏（ＭＳＩＮ株式会社 代表取締役）
●参加者数／５人
商業・サービス業・観光部会合同企画で新型コロナウイルス
感染症に影響を受けた中小事業者の皆様を対象とした、
ＩＴ
ツールの導入と活用による業務改善を目指したセミナーを開催
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、
講師の西嶋氏、ＭＳＩＮ株式会社の社員の皆様からマンツーマ
ンでのＩＴツール導入体験と、
自社に適したＩＴツール導入の必
要性や、考え方、
コスト等を学び、
熱心に聴講されておられました。

▲セミナーの様子

▲西嶋 講師

５部会（商業・工業・建設業・サービス業・観光）合同事業

消費税インボイス制度（適格請求書等保存方式）対策セミナー
●日

時／令和4年８月３１日
（水）13：30〜

●会

場／橿原商工会議所 ４階 多目的スペース

●講師名／公認会計士・税理士

宇佐美 孝二 氏

（太陽会計税理士法人

代表社員）

●参加者数／１６名
５部会合同企画で消費税インボイ
ス制度対策セミナーを行いました。事
業環境変化による様々な影響を受け
ることが予想される中小・小規模事業
者のみなさまに向けてインボイス制度
（適格請求書等保存方式）
の概要から
実務上での対応のポイントをわかりや
すく説明していただきました。

▲宇佐美 講師

▲セミナーの様子

ビジネスマッチなら 橿原ビジネス商談会

株式会社近鉄百貨店橿原店・奈良店との
合同個別商談会
●日

時／令和４年９月７日
（水）
１０：００〜

●バイヤー／株式会社近鉄百貨店
橿原店：蔭山 孝志 氏（橿原店 営業部 部長）
畑中 理恵子 氏（営業政策本部 FC事業部 係長）
奈良店： 西前 行悟 氏（奈良店 営業部 催事係 係長）
中野 未愉 氏（奈良店 営業部 バイヤー）
鈴本 碧月 氏（奈良店 営業部 バイヤー）
●会 場 名／橿原商工会議所 ４階 会議室Ａ
●参加事業所数／１０事業所
奈良県地場産品の販売コーナー増設につき、新規事業者を募集
されている株式会社近鉄百貨店橿原店・奈良店の、２店舗と商談
会が行える合同個別商談会を開催しました。
毎日をちょっと豊かに！ をコンセプトとした橿原店、作り手の想い
や商品の背景がある、奈良の魅力を発信できる商品をご希望の奈
良店へ、参加された事業所は自社の説明を行い、商品の売り込み
▲商談会の様子（橿原店）
を行いました。

▲商談会の様子（奈良店）
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会員サービスのご案内

メールによる情報提供サービス

橿原商工会議所では当所主催の講習会の開催情報や、各関係省庁の情報等をお届
情報提供を
けする「メールによる情報提供サービス」を行っております。会員様限定・登録は無
ご希望の方は
料です。皆様の経営にお役立てください。
・事業所名・メールアドレス
■ 配信内容
・ご担当者名・連絡先
● 当所主催のセミナー・相談会・商談会・交流会等の開催情報、各種事業のご案内
を下記申込メールアドレス
までお送りください。
● その他当所のサービス
● 補助金・助成金・支援金のご案内
● 新型コロナウイルス感染症関連情報
※現在ご登録いただいています事業所様でメールアドレスの
変更がございましたら下記お問合せ先までご連絡ください。
● 各関係省庁の各種情報 等

!(%%#)%%!!

申込・お問合せ先 橿原商工会議所 総務課

info@kashihara-cci.or.jp

奈 良 労 働 局 か ら の お 知 ら せ

奈良県

最 低 賃 金

が改定されました

時間額 896円

令和4年10月1日発効

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。
中小零細規模の
事業者の皆様へ

希望職種

奈良労働局賃金室

0742-32-0206

生産性の向上に「業務改善助成金」の活用をご検討ください。
詳しくは奈良労働局または厚生労働省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）

10月号

ハローワーク求職者情報
No

守ってね！最低賃金。
金。

奈良県最低賃金

希望収入 希望勤務時間

学歴

➡業務改善助成金コールセンター

■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

25万

不

問

高

校

広陵町

2 電気工事技術者

25万

不

問

高

校

大和高田市

3 建築塗装工

30万

4 製品製造

20万

不

問

高校中退

5 製品製造・現場作業

30万

不

問

大

6 居酒屋での調理・輸送の仕事

30万 10:00〜22:00 専修・専門

橿原市

居酒屋での調理全般１０年／資格：調理師

7 軽作業員

15万

8:00〜17:00

高

校

葛城市

老健施設での洗濯作業４年６ヶ月

8 工場労務作業員（検品）

20万

8:30〜17:30

高

校

広陵町

検品約１０年、ライン作業６ヶ月

9 製品包装作業員・軽作業員

16万

8:15〜18:00

高

校

橿原市

薬の検品、包装作業2ヶ月、健康食品の検品・包装１２年

10 印刷・製本作業員

25万

高

校

河合町

オイル缶への印刷１５年５ヶ月、印刷関連通算２５年経験あり。
資格：フォークリフト運転技能者

不

問

※令和４年９月６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 調理人・食品加工

8:00〜17:00

0120-366-440

精肉店での総菜調理６ヶ月、スーパー銭湯内飲食店での調理責任者１1年７ヶ月／資格：調理師
制御盤・配電盤・空調・電気関係の検査及び工事作業６年６ヶ月
資格：第二種電気工事士

高校中退 大和高田市 建築塗装19年

学

橿原市

葬祭関係全般（司会以外）7年、麺製造４年、自動車のフィルター製造２年
資格：危険物取扱者（乙種）、葬祭ディレクター１級

大和高田市 プラスチック製造、製造事務および現場作業21年／資格：フォークリフト運転技能者

10月1日から赤い羽 根
共 同 募 金 がはじまります！
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、
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。橿原市共同募金委員会では、新型コロナウイルス感染症予防に
十分配慮しながら、この募金運動を進めてまいります。
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。
■お問合せ先

橿原市共同募金委員会

社会福祉法人橿原市社会福祉協議会

▲民生委員・児
童委員の皆さん
が
地域の顔として
活動に参加

地域福祉係 TEL.0744−29−3880 FAX.0744−29−4400
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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

日（6XQ）

月（Mon）

Óx

ÓÈ

Ó

Î

新 経営相談窓口

事 インボイス制度

個別相談会



制：制度改正等の課題解決環境整備事業

£ä スポーツの日

火（7XH）

0RQWKO\VFKHGXOH

制：事業環境変化対応型支援事業 ※諸状況により予定が変更となる場合があります
事

水（:HG）

木（7KX）

金（)UL）

土（6DW）

ÓÇ

Ón

Ó

Îä

£

{

x

È

Ç

n

新 経営相談窓口
新 経営相談窓口
新 経営相談窓口
新 経営相談窓口
●令和４年度橿原
●かしはら創業塾
●かしはら創業塾
制 労働法改正対
2022プレミアムコース ブランド認定品プレス発表 2022プレミアムコース 応セミナー
●青年部役員会
６日目／10回
●議員選挙管理委員会
５日目／10回
●東商検定 第２シーズ
ン
（福祉住環境コーデ
ディ
ネーター・BATIC・eco
検定試験）
）申込期間
（〜10／17迄）

新 経営相談窓口
£Ó 新 経営相談窓口 £Î 新 経営相談窓口 £{ 新 経営相談窓口 £x
££ ●かしはら創業塾
●異業種交流事
●かしはら創業塾

業委員会

2022プレミアムコース
７日目／10回

£È

新：新型コロナウイルス感染症対策

2022プレミアムコース
８日目／10回

£Ç 新 経営相談窓口 £n 新 経営相談窓口 £ 新 経営相談窓口 Óä 新 経営相談窓口 Ó£ 新 経営相談窓口 ÓÓ

●第162回 日商
●かしはら創業塾
簿記検定試験申込受付 2022プレミアムコース
期間（インターネットのみ） ９日目／10回
（〜10/21迄）
●東商検定ビジネス実務
法務・福祉住環境コー
ディネーター検定試験１
級（CBTのみ）団体登録
期間（〜10／28迄）

●東商検定 第２
●かしはら創業塾
（カラーコーディ
2022プレミアムコース シーズン
ネーター・ビジネス実務
10日目／10回
商 ビジネス交流会
法務・ビジネスマネー
ジャー検定試験）試験
期間（〜11／7迄）

新 経営相談窓口
新 経営相談窓口
新 経営相談窓口
日商 Ó{ 新 経営相談窓口
ÓÎ ●第226回
Óx 新 経営相談窓口 ÓÈ ●会員事業所健康
ÓÇ ●会員事業所健康
Ón ●臨時議員総会
Ó
珠算
（そろばん）

検定試験

Îä

診断１日目/２日間

Î£ 新 経営相談窓口

Ó

£

診断２日目/２日間
●個別経営相談会
〜経営お悩み相談〜

Î

{

x

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
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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
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