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第 23 期会頭に河村憲一氏が就任
令和４年３月28日（月）午後２時より経済会館３階大ホールにて第151回通常議員総会が開催され、第23期

会頭に河村憲一 氏（新任）、副会頭に当麻和重 氏（新任）、吉田
理事に浅野

誠 氏（再任）が選任されました。

暁 氏（新任）、西田陽昭 氏（新任）、専務

また、監事・常議員についても

原案通り承認されました。各監

事・常議員の方々のご氏名につ

いては改めて５月号に於いてご

報告させていただきます。
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令和４年度 事業計画並びに収支予算承認採択
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常議員会

令和年月日

開催

〈令和４年度事業計画並びに収支予算

令和４年度
４
事業計画の概要
【運営理念】
「もっと必要と
とされる
され 商工会議所になるために」
当商工会議所におけるすべての業務および本重点事業の
の実
施にあたっては、会員および地元事業所の皆様の声に真摯に耳
に耳
を傾け、効果のある事業を確実に実行していくことにより、当商
工会議所の会員であることのメ
メリッ
ットと満足感を実感頂けるよ
う全力で
う全
力 取り組みます。

【運営方針】

第 214 回常議員会

長期間にわたる新型コロナウイルス感染症の蔓延は、社会経
済活動に著しい混乱を招き、事業所経営に暗い影を落としてい
ます。さらに、感染症拡大と長期化によって誘発されたエネル

【重点事業概要】
本 年度の運営方針
本年
方 針を実
を 現す
現 るための各重点事業の実施おいて
は、会員
会員事業
事 所、市場
市場およ
および市域経済の実態と意向を十分に調
査、把握
把握し
し、実情
情に即した
した事業
事 内容
内 をスピード感を持って実行
いた
たしま
します。

ギー資源や原材料の高騰、半導体やコンテナ不足、海外企業の
デフォルトや米国の金融引締めに加え、緊迫している地政学的
リスクが新型コロナワクチンの接種促進など感染拡大防止対
策の強化による経済活動正常化の阻害要因となっており、実態
経済の本格回復が見通せない先行き不安定な状況は今しばら
く続くものと推察されます。加えて、当市においては、少子高齢
化による生産性の低下や事業承継問題、人口減少に伴う消費
人口の縮小、激甚化する自然災害などの社会・自然環境の急変
に起因した事業規模の縮小や撤退などに伴う地域経済の衰退
が強く懸念されているところです。その一方、内閣府は消費者態
度指数の動きから見た最近の消費者マインドの基調判断を「持
ち直しの動きが続いている」としており、コロナ禍の最中におい
ても消費意欲が高いことから、コロナ収束後には早期の経済正
常化と景気回復が期待されます。
こうした課題認識を踏まえ、当会議所では、商工会議所とし
て基本的な業務を的確かつ着実に遂行することによりコロナ禍
の影響を受けた会員事業所の経営正常化を支援すると共に、
アフターコロナを見据えて、会員事業所における景気回復基調
の経営活動への円滑な移行の支援を重点事業と据え、全力で
取り組む所存であります。
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河村新会頭就任挨拶

Ⅰ 経営力強化支援事業
❶小規模事業者への伴走型支援
小規模事業者の持続的な発展を目指し、情報提供や経営状
況の分析・事業計画の策定・販路拡大などの伴走型支援、並び
に地域に新たな活力を生むための創業支援・第２創業支援や
事業承継などの支援事業を実施します。
（1）小規模事業者を対象にした景況調査の実施および情報提
供・事業計画策定の支援
（2）
「やまとたかだ2022創業塾」の実施および大和高田市創
業支援融資や関係支援機関と連携した支援
（3）他商工会議所や各種支援機関、行政との連携による企業展
示会・商談会への参加

第"&"回

通常議員総会 令和年月日 開催

案を原
原 案どおり承認可決されました。〉

❷事業所基本業務改善支援事業
巡回訪問や窓口対応にて会員事業者の税務・労務・金融など
事業所の基本的業務の改善に取り組むとともに、専門家派遣事
業や各種補助金を活用して会員事業所の経営支援に努めます。
（1）経営改善普及事業の推進
●マル経融資等の各種融資制度の推進・活用
●青色申告の普及および記帳指導・記帳代行
●小規模事業者持続化補助金・ものづくり補助金などの各
種補助金を利活用した経営支援
第 151 回通常議員総会

（2）労働保険事務組合の運営
●労働保険の加入促進

（5）小規模事業者による事業継続力強化に関する知見の共有

●企業労働環境の改善支援

（6）自然災害やパンデミック等が発生した場合における地区

（3）人材育成の支援
●人材育成セミナーの開催
●日本商工会議所・東京商工会議所の各種技能検定試験の実施
（4）新型コロナウイルス感染症対策関連施策支援事業
●国等の中小企業・小規模事業者向けの補助金・給付金等の申
請支援や事業のサポート

❸事業継続計画等策定促進事業業
巨大地震や台風といった自然災害やパンデミック等への事前

の商工業の被害状況の把握及び地方公共団体への報告、
自然災害等発生時に被害状況の確認その他の応急復旧
活動に従事する小規模事業者の経営状況及び事業継続
力強化の取組状況の確認

❹商工業および商店街の活性化支援
効果的で即効性の高い地域産業の振興支援事業を推進する
ため、域内の事業所や商店街の状況と意向を調査、把握し、地
域性や事業所等の実情に即した施策の実施を目指します。また、

準備と被災後の速やかな復旧支援を目的として大和高田市と共

関連機関や行政機関等との連携を強化し、実施事業の効率化

同して策定した「事業継続力強化支援計画」を着実に実行し、

と課題解決を図ります。

会員をはじめとする域内中小企業・小規模事業者における事業

（1）実態調査

継続計画（ＢＣＰ）または事業継続力強化計画の策定を促進し
ます。
（1）ハザードマップ等を活用した事業活動に影響を与える自
然災害等のリスクの認識に向けた注意喚起
（2）損害保険の加入等の普及啓発、中小企業等経営強化法に
基づく事業継続力強化計画認定制度をはじめとした各種
制度の情報の提供
（3）事業者ＢＣＰまたは事業継続力強化計画の策定に関する
指導及び助言
（4）事業継続力強化に取り組む小規模事業者に対するフォ
ローアップの実施

●会員をはじめとする地元事業所の実態調査および経営者
の意向やニーズの調査
（2）連携促進支援
●企業（異業種）間連携や産学官連携の促進支援
（3）相談対応強化
●経営や技術開発など、事業所単独では困難な事案の課題
解決を図るために関連機関や大学、研究機関の紹介や
橋渡し
（4）各種セミナーや定期相談会の積極開催
●各業界業種に応じた有益なセミナーの開催（働き方改革、
販路拡大、海外展開、技術開発、知的財産、デジタル化等）
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令和４年度
４
事業計画の概要
（5）地域経済動向調査データの提供
●地域経済分析システム（RESUS）や景気動向指数等の情
報を適宜提供し、事業所における経営方針や計画策定時
の活用を支援

Ⅲ 組織・財政基盤強化の取り組み
❶会議所組織強化事業および情報発信力強化事業地域
唯一の総合経済団体である商工会議所の活動にとって、会員
数の増強は最重要課題であります。そこで、会員であることのメ
リットの実感と満足度の向上を図るため、活動の「見える化」を
進め、会員ニーズを反映した各種事業を展開するとともに会員
に提供する情報の質・量・速度の向上を強化します。さらに、会
員増強を促進するため、会議所紹介パンフレットの活用や事業
所訪問など従来の取組みに加え、新たに日本商工会議所の専門
家の協力を得るなど、
これまで以上に積極的、能動的な会員増

退任される旧正副会頭への花束贈呈

また、会員の代表である議員の意見や情報に傾聴し、会議所

Ⅱ 地域産業活性化の取り組み

の運営や事業が会員の利益に繋がるよう今以上に努めます。

❶地域産業の魅力発信事業

財政基盤の強化に取り組みます。

大和高田市および周辺地域の事業所が集う異業種交流事業
「大和ビジネス交流会」を開催し、広い人脈や他業種の人との交
流を図るとともに、独自の高い技術や製品を保有する企業間の
事業連携の模索や専門家によるセミナー形式での販路開拓手
法の教授を行い、地域産業の活性化を目指します。
また、当所ホームページを利用して小規模事業者の魅力を発

さらに、収益事業の拡大充実など財政の健全化に努め組織・
（1）会議所組織の基盤強化
●会員数1,200以上と事業所加入率50％以上を目標とする会
員増強活動の推進
●さざんか共済制度850口達成と健康経営の推進
（2）会員サービス事業の推進
●各種補助金・助成金の情報提供および相談対応

信している
「元気な小規模事業者ビジネスアニメーション」をよ

●会報「商工ニュース」やホームページの充実

り一層の充実を図り、域内小規模事業者の魅力を全国に発信し

●パソコン教室の充実

ます。
（1）大和ビジネス交流会」の開催
●域内外企業の異業種交流による、企業間連携の促進
●経営セミナー等の開催による企業販路拡大への寄与
●一般消費者を対象とした企業活動や製品のＰＲ
（2）
「経営発達支援計画」に基づく伴走型支援事業の促進
●奈良県事業承継・引継ぎ支援センターとの連携による小規
模事業者事業承継支援
●当所ホームページを利用した小規模事業者の魅力発信事業

❷賑わいある地域づくり事業
「高田千本桜」などの地域の各種イベントを、行政等の関係機

●各種共済制度の充実と加入促進
（3）議員と役員との交流促進
●会員の代表であり会議所最高意思決定機関メンバーであ
る議員と役員との意見交換会を開催
（4）部会および委員会活動の推進
●当会議所に設置している７部会および４委員会の活動に
ついて、その設置目的を完遂すべく活性化を促進
（5）女性会・青年部活動の充実
●講演会・セミナー・見学会の開催
●他商工会議所女性会・青年部との交流
●「高田の星」の運営
●市や会議所事業への協力（6）要望活動

ある地域づくりに取り組みます。

●日本商工会議所を通じての国への要望活動
●奈良県商工会議所連合会を通じての奈良県への要望活動

（1）各種イベントの開催・支援

●大和高田市との協議や要望活動

関と連携して地域の魅力の発信・観光産業の育成など賑わいの

●「高田千本桜」、
「野口の花火大会」、
「高田おかげ祭り」など
のイベントの開催や支援



強を図ります。
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●行政や各関係機関との連携による各種要望活動

❷経済会館の安定かつ効率的な運営と今後のあり方の検討
地域経済の活動拠点として、利用者の満足度の向上や、適切

●会館業務の効率的な運営による安定した財源の確保
（2）地域経済の活動拠点としての運営強化

な維持管理により会館の快適性を高め、効率的な運営により安

●地域経済団体の活動拠点の提供

定した財源を確保し会館運営の健全化に取り組みます。

●経済活動の推進場所の提供

また、建築後48年が経過し、今後主要な設備の改修や安全性

（3）経済会館の今後のあり方の検討

の確保がますます必要となる中、将来の目指すべき経済会館の

●業務委託などの運営方法・安全性の確保など将来の目指
すべき経済会館のあり方についての調査・研究

姿、今後のあり方について検討するために耐震診断を行います。

●耐震診断の実施

（1）経済会館の安定かつ効率的な運営
●利用者満足度の向上

■令和4年度各会計別収支予算前年対比
合計 300,550
5,690
45,620

2,020
14,640
20
460
320

合計 298,860（△1,690）
6,260（570）
48,330
（2,710）

（単位：千円 △は減）

520（△1,500）

14,000（△640）
20（0）
460（0）
340（20）

まちづくり事業基金
65,780

65,530
（△250）

7,300

7,590（290）

55,900

50,590
（△5,310）

50,670

52,130
（1,460）

退職給与積立金特別会計
財政調整基金特別会計
厚生住宅特別会計
奈良県火災共済代理所特別会計
労働保険特別会計
経済会館特別会計
特定退職金共済特別会計
生命共済事業特別会計
小規模事業特別会計

52,130

53,090
（960）

前年度予算額

本年度予算額

検定・証明・手数料事業特別会計
一般会計

総会開催に先立ち令和４年
３月31日をもって解散となる
葛城経営者クラブより大和高
田商工会議所に対し会費余剰
金2,758,659円を地元事業者と
地域産業・地域経済の発展の
ために活用して頂きたい旨ご
寄付頂きました。
葛城経営者クラブより寄付贈呈

<DPDWR 7DNDGD
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ポリテクセンター奈良

令和４年度 能力開発セミナーのご案内
分

野

コース番号・コース名

機

械

【M920】被覆アーク溶接技能クリニック

機

械

【M201】旋盤加工技術（精密加工技術編）

建

築

【H844】実践建築設計２次元ＣＡＤ技術（利用編）

検索

ポリテク奈良

TEL.0744−22−5226

日 程

受講料

5/14、15

13,500円

5/17、18、19

13,500円
9,000円

6/11、18

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）

生産性・IT活用力セミナーのご案内
訓練コース名

実施日

実施場所

受講料
（税込） 申込締切

表計算ソフトの関数活用

6/28(火）
9：30〜16：30

ポリテクセンター奈良
橿原市城殿町433

2,200円

6/7

表計算ソフトの効果的な
データの可視化

7/4
（月）
9：30〜16：30

ポリテクセンター奈良
橿原市城殿町433

2,200円

6/13

データベースの基礎

7/8
（金）
9：30〜16：30

Winスクール奈良西大寺校
奈良市西大寺栄町3-23サンローゼビル

2,200円

6/17

お問い 合せ先

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
※詳細はＨＰ
【 ポリテク奈良 生産性 】
をご覧ください。

求職者情報 4 月号

〈お問合せは、
ハローワーク大和高田へ〉TEL.0745-52-5801
担当／職業紹介部門 今仲

ハローワーク大和高田・大和高田雇用対策協議会

No

希望職種

希望収入

1

製造職
総合事務員

18万円

2

フォークリフト運転作業員
時給1,000円
トラック運転手

希望勤務時間 学歴

住所

職歴（最新▶旧）
・免許・資格

不問

大卒

大和高田市

封筒機械の修理・メンテナンス等：約4年

7:00〜17:00
1日8時間程度
週4日程度

高卒

大和高田市

軽貨物運送業：約4年半、一般廃棄物収集運搬：約25年
資格：大型自動車免許、フォークリフト運転技能者、
浄化槽管理士、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者

3

総務事務員

25万円

9:00〜18:00

高卒

大和高田市

事務：約10年

4

配管工

40万円

不問

高卒

橿原市

配管工：約6年

5

自動車部品製造
営業（印刷関係）

25万円

不問

大学
(中退)

橿原市

自動車部品製造：約18年、印刷会社での営業：約10年

6

電気工事作業員
総合事務員

20万円

9:00〜20:00

大卒

御所市

荷物配達員：約2
年

7

トラック運転手

30万円

不問

高卒

御所市

トラック運転手：約3年、10tトラック・トレーラー運転：約13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、玉掛技能者

8

アーク溶接工

35万円

8:00〜17:00

中卒

香芝市

アーク溶接工：約10年

9

施設介護員

24万円

8:30〜17:30

高卒

葛城市

施設介護員：約12年
資格：介護福祉士、介護支援専門員（ケアマネージャー）

10

荷物配達員

25万円

6:00〜18:00

高卒

上牧町

荷物配達員(4トン)：約6年、倉庫内作業：約3年
資格：フォークリフト運転作業員

資格：MOS（Word，Excel）
資格：8トン限定中型自動車免許
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健康経営優良法人に
認定
この度当所は、従業員の健康管理を経営
的な視点で考え、戦略的に実践する「健康経
営」の取組が優良であると認められ、昨年度

認定証
（中小規模法人部門）
法人名

大和高田商工会議所

貴法人は、従業員の健康管理を経営的な
視点で考え、戦略的に実践する「健康経営」
の取組が優良であると認められました
よって、ここに「健康経営優良法人 2022
（中小規模法人部門）
」として認定します

に続き「健康経営優良法人2022」の認定を

経済産業省及び厚生労働省と共に、今後一層
取組を推進されることを期待いたします

いただきました。

２０２２年３月９日

日本健康会議

22112850

商工会議所
（早期景気観測）

▶２月調査結果

業況DI は、活動制約とコスト増の影響で大幅悪化。
先行きも不透明感拭えず、厳しい見方

〈全国の概況〉全産業合計の業況DIは、▲33.9（前月比▲15.7ポイント）。36都道府
県へのまん延防止等重点措置に伴う外出自粛や営業制限により客足が減少した飲
食・宿泊業などのサービス業の業況感が大幅に悪化した。また、持ち直しつつあった
自動車関連を中心とした製造業や卸売業でも半導体不足や部品の供給制約に伴う
生産調整により売上が落ち込んだ。原油価格を含む資源価格や原材料費の上昇に
よるコスト増加が続いていることに加え、オミクロン株の感染拡大から従業員の自宅
待機に伴う人手不足が発生しているなどの声も聞かれた。中小企業の景況感は調査
開始以降最大であった2020年3月
（▲16.4ポイント）に次ぐ悪化幅を記録した。

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）
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業況
製造業

売上高

（出荷額）

採算

資金
繰り

雇用
人員 ※1

建設業
小売業
卸売業

サービス業
製造業

関西

商工会議所のネットワークのもと、
全国334商工会議所が2,599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。

全国の商工会議所においてヒアリング調査結果

（調査時期：令和4年2月10日〜16日）
※昨年同時期と比べた、業界の先行きの見通し感覚。
〈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。

全国

〈関西の概況〉
サービス業では、まん延防止等重点措置の影響により、
飲食・宿泊業のほか、理容業等の対面 型サービス業において客足の
低迷や予約のキャンセルが生じ、売上が悪化した。
また、卸売業では、
ホテルや 飲食店等を取引先とする飲食料品関連で売上が悪化した
ほか、建設業関連では資材価格上昇が木材等のみなら ず、セメント
等にも広がり、仕入価格が上昇したことで採算も悪化した。

令和4年2月〜令和4年4月の経済予想

建設業
小売業
卸売業

サービス業
（LOBO調査結果による）
かなり増加・容易・好転・過剰
やや減少・困難・悪化・不足

※1 臨時・パートを含む

やや増加・容易・好転・過剰
かなり減少・困難・悪化・不足

不変

<DPDWR 7DNDGD



大和高田商工会議所

日本商工会議所日商珠算検定１級

合格おめでとうございます!

第224回日商珠算検定１級合格者の方々です。
（順不同・敬称略）

清水

お名前

希望

石原 巧太郎

検定の日程・要綱等は下記 URL・QR コードからご確認ください。

https://www.yamatotakada-cci.or.jp/kentei/kentei.html
〈大和高田商工会議所検定ホームページ QR コード〉

事業所名

香芝市磯壁2-1093-3

リヴァサイドカラオケ

カラオケ喫茶

松田 美鈴 様

香芝市上中449-3

松本造園

建設業

松本 江毅 様

五條市山陰町110

白井商会

露天商

白井 善幸 様

大和高田市土庫１丁目8-10

浅利 陽子 様

大和高田市秋吉78-8

Hasuko musical

講師

佐藤 慶子 様

大和高田市池田481-10

BDストア

小売業

小宮 振一郎 様

大和高田市吉井199-1

松本タイル

タイル工

松本 祥三 様

大和高田市大中95-14

金子造園

造園業

金子 知仁 様

大和高田市材木町7-6

通訳・英会話

中川 テルサ 様

大和高田市曽大根2-8-31

月



火

水

木







金

土









●特許個別相談
会















































●青年部役員会

●正副会頭会議
●特許個別相談
会
●特許個別相談
会

●特許個別相談
会
●県青連役員会

●女性会理事会

●青年部総会

昭和の日

〒635-009
0095
095
5
奈良県大和高田市大中106-2
TEL.0745-22-2201 FAX.0745-22-2277

●正副会長会議





Yamato Takada Calendar
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︒



宮本 妙子 様

行事等開催予定

日



居酒屋

編集・発行／大和高田商工会議所
所
https://www.yamatotakada-cci.or.jp

月

所在地

アプローチ

アロマサロンKasane ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝｻﾛﾝ

（順不同）

代表者名

2022

新入会員
紹介

種

4

New member

業

〈発行回数〉
月1回1日発行
〈印刷部数〉1,400部
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