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地域に賑わいを 産業に活力を
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〈今月の表紙〉
芝実工業株式会社
代表取締役 川合 崇夫さん
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特集 「奈良県無料職業紹介所ってどんなところ？」
大和高田市の輝く人／新入会員紹介
中小企業再生支援センター／
商工会議所LOBO 9月調査結果
ポリテクセンター奈良／
大和高田市都市計画マスタープラン策定について／
新型コロナウイルスワクチン職域接種
高田消防署／高田警察署
産業雇用安定センター／新春年賀会のご案内／11月行事等開催予定
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●県青連役員会●第159回簿記
　検定試験

●令和3年度 大
和高田市産業
優良者表彰式

日 月 火 水 木 金 土

行事等開催予定 Yamato Takada Calendar月

●新型コロナウイ
　ルス感染症対策
　個別相談会

●正副会頭会議
●特許個別相談会

●女性会講演会

●青年部役員会

●特許個別相談会

●特許個別相談会

●金融研修会 ●Amazon販路
　開拓セミナー

勤労感謝の日

●中小企業相談
所長会議（Web）

●令和3年度第1
回大和高田市都
　市計画審議会
●自衛隊援護相談
員委嘱式及び会
　議

●創業塾

●創業塾

※なお、コロナウイルス感染症対策
　のため、開催予定が変更となる
　場合がございます。

●優良従業員表彰式
●新型コロナウイルス
感染症対策個別
相談会

●働き方改革
　定期相談会
●産業振興協議会

●青年部
　正副会長会議

●特許個別相談会 文化の日

●働き方改革
　定期相談会
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奈良県無料職業紹介所とは、県内企業の人材確保を支援している奈良県庁の出先機関です。
今回、奈良県高田しごと センター 無料職業紹介所のマッチングにより、新入社員の採用を
された、奈良OAシステム（株）の皆様からお話を伺いました！

無料職業紹介

しごとマッチングとは

企業と求職者のマッチング 予約制（１回１時間程度）

県内産業の活性化に向け県内企業の人材確保支援を行います。 
求人者（企業）、求職者にしごとマッチングアドバイザーが面談を行い、
求人・求職双方の二ーズに合う職業紹介を実施します。

奈良　高田
月～金曜日　9:00～17:00 
土・日曜日・祝日、年末年始は休み

©NARA pref.

奈良県マスコットキャラクター

http://www.pref.nara.jp/

〒635-O015 大和高田市幸町2-33
奈良県産業会館3階

●ＪＲ高田駅（東ロ）すぐ
●近鉄大和高田駅から徒歩5分 
●近鉄高田市駅から徒歩20分

←至大阪上本町 ↑ 至広陵 
至大和八木→ 

至近鉄高田市駅・五條↓ 

●トナリエ 

●
市立総合
体育館 

幸町

↑ 

↓ 

内本町

N

JR高田駅 

近鉄大和高田駅

事前に電話（ＷＥＢ可）で登録面談日（求人・求職）をご予約ください 
（月～金曜日9:00～17:00）

●求職者の求める仕事内容・雇用条件等と、求人者（企業）が求める
　人材の求人をマッチングします。

●求職者にマッチングした求人の仕事内容・雇用条件等について紹介
　面談により丁寧に説明。応募の意思を確認の上、求人者（企業）へ
　紹介状を発行し、選考に進みます。

奈良　 0742-23-5729 　高田　 0745-24-2007 

●「求職票」登録。
●しごとマッチングアドバイザーが、あなたの経験やスキル、希望の
　しごとなど就職に向けての方向性をお聞きし、内容を整理します。 
●「求人票」記入→登録。 
●しごとマッチングアドバイザーが、求人者（企業）が求める人材像、 
　雇用条件等についてお聞きし、内容を整理します。 

求　 職 　者

求人者（企業）

求　 職 　者

求人者（企業）

求職者 企 業
（求人者）

登録
面談

登録
面談

無料職業紹介所 しごとマッチングアドバイザー 
●あなたに合った企業の求人を紹介します。
●仕事内容や待遇など丁寧に説明し、納得のうえで紹介状を発行します。 
　※求人状況等により、希望の仕事を紹介できない場合もあります。 

求人者（企業）

求　 職 　者

●無料職業紹介所
ワークサロン大和高田

技術・サービス部 部長　吉若 様、
総務部　菅 様に伺いました。

令和２年度採用の
技術・サービス部 巽 様に伺いました。

Q：高田しごと センター 無料職業紹介所より、昨年
度新入社員を採用されましたが、無料職業紹介所の
『マッチング紹介』の良さはどこだと思われますか？
A：無料職業紹介所では当社が求める人材ニーズや求
人内容等、充分に話を聞いてもらえます。当社は奈良
県内在住者を募集することが多いのですが、そういう
点も含めてマッチングをしてもらえるのが無料職業紹介
所の良さだと思います。面接では求職者の方も緊張さ
れておられるので本来の良さが伝わらず、選考で悩む
こともありますが、前もってどのような人柄なのかを聞
けたのも大変よかったです。

Q：無料職業紹介所からのマッチングにより採用され
た巽さんはいかがですか。
A：事前に聞いていたとおり、とても真面目で勉強熱
心です。よく頑張ってくれています。

Q：今後も高田しごと センターをご利用いただけます
か。
A：本日も1件、求人登録をお願いしようと思っています。
今後もよろしくお願いします。

Q：高田しごと センターを利用する前の就職活動は
どのようにしていましたか？
A：主に大学のキャリアセンターを利用していました。
奈良県内での就職を希望していたのですが、大阪の大
学だったせいか、県内企業の求人はあまりありませんで
した。

Q：高田しごと センターではどのような支援を受け
ましたか。
A：色々と相談に乗ってもらいました。マッチングアド
バイザーの方からは入社後すぐに研修があることなど、
事前に情報をもらっていたので心の準備が出来ました。
また相談員の方には応募書類の添削や面接練習などの
支援を受けました。

Q：奈良ＯＡシステム（株）に入社してよかったことは？
A：入社２年目となり、一人で業務をこなすこともあり
ますが、わからないことがあっても先輩が厳しくも優し
く教えてくれます。

Q：今後の目標をお聞かせください。
A：シャープ複合機サービス認定店向けの顧客応対
力･技術力に関する資格認定制度であるＳＰＣＥ（シャー
プ･プレミアム･カスタマー･エンジニア）初級試験には
合格しているのですが、中級試験合格が次の目標です。

今後もよろしくお願いします。
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■こんな会社です
　1961年創業で3年半前に当時の社
長が事業継承を希望され、浜松の会社
が応えました。その会社から来たのが私
です。仕事は輸出用のコントロールケー
ブルという自動車部品をつくる県内では
珍しい会社で、日本のメーカーをほぼ網
羅。品質優先の海外で当社のケーブル
は「SBKブランド」として高く評価されて
います。 ■仕事の強み

ケーブルはドライバーの動作を車に
伝え作動させるもので、アフターパーツ
として日本の商社を通じて海外に納め
ます。純正より安く日本製という安心感
が強みであり、会社も小規模ゆえに小
回りが利き、社の方針も全員にすぐ届く
ため常に同じ方向・目標に向かって取り
組めます。

■仕事・商品の魅力
　市場となる中南米や東南アジアでは
日本の旧車を直しながら乗っているの
で、あらゆるケーブルが必要とされてい
ます。ないものでも部品が揃えば一週間
ほどでつくれますし、図面がなくても現物
を見せていただければ一本からつくれる
ので、国内の旧車オーナー様からも問い
合わせをいただくことも。多くの方にとっ
て魅力ある製品づくりができています。

■これから
　始めているのは環境整備としての機
械導入と人材採用で、誰もが働きやすい
職場づくりを目指しています。またケー
ブルは暮らしの中で様々な用途に使われ
ているので車以外のケーブルづくりにも
力を入れます。車も日々進化し、車体に
ケーブルが使われなくなると言われてい
ますので、フィールドの開拓にも力を入
れたいです。

〈芝実工業株式会社〉
代表取締役 川合 崇夫さん

業種自動車部品製作
住所 奈良県大和高田市根成柿
　　 １９０番地
Te l 0745-52-2523
Fax 0745-52-2543

大和高田市の

歴史と技術で歴史と技術で
確かなモノづくり。確かなモノづくり。

“お客様の満足のため、一本からでもお応えするお客様の満足のため、一本からでもお応えする。”

商工会議所

LOBO
▶9月調査結果

（早期景気観測）

業況ＤＩは、緊急事態宣言延長の影響が続き、悪化。
先行きは、日常生活回復への期待感も、厳しさ続く

〈関西の概況〉小売業では、大阪府等における緊急事態宣言の延長により、
消費者の外出自粛が続き、百貨店を中心に客足が伸び悩んだほか、県外か
らの観光客が減少したことで、土産店等の専門店でも売上が減少した。 卸
売業では、野菜等の仕入価格が上昇する中、緊急事態宣言に伴う営業制
限の影響で、居酒屋をはじめとする飲食店からの引き合い減少が続いたこ
とで、販売価格への転嫁が進まず、飲食料品関連を中心に採算が悪化。

商工会議所のネットワークのもと、全国337商工会議所が2,749企業の
協力を得て、地域や中小企業が「肌で感じる足元の景気感」を全国
ベースで毎月調査実施しています。

※ＤＩ値とは、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します。
　ＤＩ＝（増加・好転などの回答割合）－（減少・悪化などの回答割合）

令和3年10月～令和3年12月の経済予想

かなり増加・容易・好転・過剰 やや増加・容易・好転・過剰 不変
やや減少・困難・悪化・不足 かなり減少・困難・悪化・不足

（調査時期：令和3年9月13日～19日）
※昨年同時期と比べた、業界の先行きの見通し感覚

（LOBO調査結果による） ※1 臨時・パートを含む

全国の商工会議所においてヒアリング調査結果

製造業

売上高
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〈全国の概況〉全産業合計の業況ＤＩは、▲33.2（前月比▲3.8ポイント）。緊急
事態宣言やまん延防止等重点措置の期間延長に伴う、営業制限、イベント中
止等の影響が続く中、客足が遠のく飲食・宿泊などのサービス業や小売業が悪
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全国の商工会議所においてヒアリング調査結果

製造業

売上高
（出荷額） 採算

資金
繰り

雇用
人員  業況

建設業
小売業
卸売業
サービス業
製造業
建設業
小売業
卸売業
サービス業

※1

全
国

関
西

〈全国の概況〉全産業合計の業況ＤＩは、▲33.2（前月比▲3.8ポイント）。緊急
事態宣言やまん延防止等重点措置の期間延長に伴う、営業制限、イベント中
止等の影響が続く中、客足が遠のく飲食・宿泊などのサービス業や小売業が悪
化した。また、製造業では、半導体不足や東南アジアでの感染拡大を背景とす
る部材調達難など生産活動への影響を指摘する声が聞かれた。公共工事に下
支えされた建設業は底堅いものの、鉄鋼や木材などの原材料価格の上昇、天
候不順による野菜価格の上昇が業況の押し下げ要因となるなど、中小企業の
景況感は一段と厳しい状況にある。

〈注〉令和2年9月よりＤＩ項目の表示順を日商の表に合わせております。

事業所名 業　　種 代表者名 所 在 地
居酒屋・割烹 福新 今福 李生 様 大和高田市神楽267

㈱神楽 岡本 光一 様 大和高田市神楽295-3
飲食業
解体業

新入会員紹介 New member （順不同）

入会
ありがとう
ございます！

左記のQRコードを読み取り、または「COCOAR」
を検索して無料でダウンロード!

「COCOAR」を起動します。

1

2
写真にかざしてスキャンします。3

マークのある写真にスマホなどをかざすと動画が見れます！

動画を見るには、右記
ＱＲからアプリをダウ
ンロードしてください。ARサービス「ココアル」

iPhone Android



11月９日から11月15日まで秋季火災予防運動を実施
【統一標語：おうち時間　家族で点検　火の始末】TEL.0744－22－5226

ポリテクセンター奈良
令和3年度 能力開発セミナーのご案内

ポリテク奈良 検索

分　野 コース番号・コース名

企業様独自の研修（主にものづくり分野）も開催可能！（例／機械設計・加工、機械保全、建築など）

日　程 受講料
建　築
機　械
建　築

【H601】　　高齢者配慮住宅のリフォーム計画実践技術
【M411】　空気圧実践技術
【H832】　　住宅計画実践技術

1/22、29、2/5
2/14、15、16
2/19、26

13,500円
8,500円
9,000円

【生産性・IT活用力セミナーのご案内】
訓練コース名 実施日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構奈良支部　ポリテクセンター奈良
（0744）22-5101

実施場所 受講料（税込） 申込締切

表計算ソフトの関数活用

相手に伝わるプレゼン資料

1/20（木）･1/27（木）
9：30～16：30

パソコン・ネットワークスクールAUC
奈良市二条町2-2-7　武田ビル

3,300円 

2,200円 

2,200円 

12/23

1/13

1/26

表計算ソフトのマクロ活用
（2日間コース）

2/3（木）
9：30～16：30

2/16（水）
9：30～16：30

奈良経済倶楽部
奈良市東向中町6

新大宮セミナールーム
奈良市大宮町6-2-1　南都商事本社ビル

※詳細はＨＰ【ポリテク奈良　生産性】をご覧ください。
お問い合せ先

　９月２４日(金)１３時３０分より大和高田市庁舎
会議室において、大和高田商工会議所、(一社)大和
高田経済倶楽部、葛城経営者クラブの経済３団体
より６月２５日に市長宛てに提出した「次期大和高
田市都市計画マスタープランに関する要望書」につ
いて、市の担当部署との意見交換会を行い、地元産
業の活性化と市民生活環境の向上を図るための土
地の利活用について活発な議論を交わしました。

次期大和高田市都市計画マスター
プラン策定について大和高田市との
意見交換会を開催 　当所では、会員皆様の健康を守るとともに地域経済の早期回復のた

め、大和高田市医師会の先生方のご協力のもと、会員企業並びに近隣
企業の代表者及び従業員、同居家族を対象に、新型コロナウイルスワ
クチンの共同接種を実施しました。
　ワクチンの遅配により、当初の予定よりひと月遅れの実施となりまし
たが、９月７日から１０月１３日の間に１０日間で、延べ２，５６４回の接
種を受けていただきました。
　接種会場では、スタッフの指示に接種者の皆さんが整然とお応えい
ただき、トラブルもなく、無事終了することができました。
　おかげさまで県下の各市町村で当市の接種率が低迷する中、微力
ではありますが、接種率の向上に寄与できたと思います。ご協力ありが
とうございました。

新型コロナウイルスワクチン職域接種で２，５６４回接種



11月９日から11月15日まで秋季火災予防運動を実施
【統一標語：おうち時間　家族で点検　火の始末】TEL.0744－22－5226

ポリテクセンター奈良
令和3年度 能力開発セミナーのご案内

ポリテク奈良 検索

分　野 コース番号・コース名

企業様独自の研修（主にものづくり分野）も開催可能！（例／機械設計・加工、機械保全、建築など）

日　程 受講料
建　築
機　械
建　築

【H601】　　高齢者配慮住宅のリフォーム計画実践技術
【M411】　空気圧実践技術
【H832】　　住宅計画実践技術

1/22、29、2/5
2/14、15、16
2/19、26

13,500円
8,500円
9,000円

【生産性・IT活用力セミナーのご案内】
訓練コース名 実施日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構奈良支部　ポリテクセンター奈良
（0744）22-5101

実施場所 受講料（税込） 申込締切

表計算ソフトの関数活用

相手に伝わるプレゼン資料

1/20（木）･1/27（木）
9：30～16：30

パソコン・ネットワークスクールAUC
奈良市二条町2-2-7　武田ビル

3,300円 

2,200円 

2,200円 

12/23

1/13

1/26

表計算ソフトのマクロ活用
（2日間コース）

2/3（木）
9：30～16：30

2/16（水）
9：30～16：30

奈良経済倶楽部
奈良市東向中町6

新大宮セミナールーム
奈良市大宮町6-2-1　南都商事本社ビル

※詳細はＨＰ【ポリテク奈良　生産性】をご覧ください。
お問い合せ先

　９月２４日(金)１３時３０分より大和高田市庁舎
会議室において、大和高田商工会議所、(一社)大和
高田経済倶楽部、葛城経営者クラブの経済３団体
より６月２５日に市長宛てに提出した「次期大和高
田市都市計画マスタープランに関する要望書」につ
いて、市の担当部署との意見交換会を行い、地元産
業の活性化と市民生活環境の向上を図るための土
地の利活用について活発な議論を交わしました。

次期大和高田市都市計画マスター
プラン策定について大和高田市との
意見交換会を開催 　当所では、会員皆様の健康を守るとともに地域経済の早期回復のた

め、大和高田市医師会の先生方のご協力のもと、会員企業並びに近隣
企業の代表者及び従業員、同居家族を対象に、新型コロナウイルスワ
クチンの共同接種を実施しました。
　ワクチンの遅配により、当初の予定よりひと月遅れの実施となりまし
たが、９月７日から１０月１３日の間に１０日間で、延べ２，５６４回の接
種を受けていただきました。
　接種会場では、スタッフの指示に接種者の皆さんが整然とお応えい
ただき、トラブルもなく、無事終了することができました。
　おかげさまで県下の各市町村で当市の接種率が低迷する中、微力
ではありますが、接種率の向上に寄与できたと思います。ご協力ありが
とうございました。

新型コロナウイルスワクチン職域接種で２，５６４回接種
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〈今月の表紙〉
芝実工業株式会社
代表取締役 川合 崇夫さん
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特集 「奈良県無料職業紹介所ってどんなところ？」
大和高田市の輝く人／新入会員紹介
中小企業再生支援センター／
商工会議所LOBO 9月調査結果
ポリテクセンター奈良／
大和高田市都市計画マスタープラン策定について／
新型コロナウイルスワクチン職域接種
高田消防署／高田警察署
産業雇用安定センター／新春年賀会のご案内／11月行事等開催予定
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●県青連役員会●第159回簿記
　検定試験

●令和3年度 大
和高田市産業
優良者表彰式

日 月 火 水 木 金 土

行事等開催予定 Yamato Takada Calendar月

●新型コロナウイ
　ルス感染症対策
　個別相談会

●正副会頭会議
●特許個別相談会

●女性会講演会

●青年部役員会

●特許個別相談会

●特許個別相談会

●金融研修会 ●Amazon販路
　開拓セミナー

勤労感謝の日

●中小企業相談
所長会議（Web）

●令和3年度第1
回大和高田市都
　市計画審議会
●自衛隊援護相談
員委嘱式及び会
　議

●創業塾

●創業塾

※なお、コロナウイルス感染症対策
　のため、開催予定が変更となる
　場合がございます。

●優良従業員表彰式
●新型コロナウイルス
感染症対策個別
相談会

●働き方改革
　定期相談会
●産業振興協議会

●青年部
　正副会長会議

●特許個別相談会 文化の日

●働き方改革
　定期相談会
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