地域に賑わいを 産業に活力を

大和高田商工会議所は昭和３７年５月に創立され、おかげさまで
今年６０周年を迎えることができました。

YamatoTakada Chamber of Commerce and Industry

大和高田商工会議所
商工ニュース

2022
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Vol.477
おかげさまで
創立60周年

大和高田商工会議所
創立 周年記念特集

60

左

上：中央道路内本町交差点（1975 年）

右

上：天神橋筋商店街（1965 年）

左中央：旧市立病院（1967 年）
中

央：経済会館（1973 年）

右中央：桜まつり（1969 年）
左

下：ユニチカ高田工場（1977 年）

下中央：おかげ踊り（1997 年）
右

下：本町商店街（1991 年）

4`_eV_ed
3
3
3
3
3
3
3
3

特集 大和高田商工会議所創立60周年
令和４年度優良従業員
マル経 高田活活まつり開催報告
正副会頭・青年部並びに女性会役員との懇談会を開催
商工会議所LOBO 7月調査結果／求職者情報
高田消防署／高田警察署
奈良県中小企業活性化協議会／小売業部会長選任／
職員募集中／9月行事等開催予定

令和
４年度

大和高田商工会議所
優良従業員会頭表彰推薦
優良従業員
会頭表彰推薦について
について
当所では、会員事業所に従事され職務に精励、企業に貢献し、
かつ地域の商工業の発展に
寄与されておられる優良従業員に対して例年会頭表彰を実施いたしております。
会員事業所におかれましては、
下記要領を兼ね備えておられる従業員の方を、
別紙推薦書に
よりご推薦賜りますようお願い申し上げます。

記

優良従業員の表彰についての趣旨
企業は人なりと申しますとおり、企業における従業員の貢献と品格こそ企業発展の礎であります。
これらの趣旨もふまえ、会員商工従業員の功績を讃え、激励するとともに、勤労、生産意欲の向上、広く業界の
発展と地域振興の一助とするものであります。

1 表彰基準
当所の会員事業所に勤務し、
同一職場内で、
男子15年以上、
女子5年以上勤務し、
次の条件を備えている従業員。
イ）常に責任感が強く、
指導的立場で職務に精励、
企業に貢献し、
他の従業員の範となる者。
ロ）常に研鑽を積み、企業の隆盛、振興に貢献するところ多大にして、愛社精神をもって後進の指導も良く、
他の従
業員の範となる者。
ハ）発明、
考案、
改良及び生産性の向上、
経営の合理化などに精励し、
企業の発展に寄与した者。
ニ）原則として65才以下の者。
〔留意事項〕
次のいずれかに該当する場合は、
推薦することができません。
1 過去において大和高田市産業優良者表彰、大和高田商工会議所会頭表彰を受けた者。
2 事業所において役員としての地位にある者。
3 事業主の配偶者及び3親等以内の従業員。

2 推薦方法
1 ）同封の別紙推薦書をご使用の上、
会員事業所代表者の推薦とします。
2 ）推薦の基準については、
令和４年９月１日現在とします。
3 ）推薦締切日／令和４年９月22日
（木）
申 込 先／大和高田商工会議所 総務課 大和高田市大中106-2 TEL.0745-22-2201 FAX.0745-22-2277
4 ）被表彰者の選考
被表彰者の選考にあたっては、
選考委員会等に付議し決定し、
結果を事業所宛案内通知します。
5 ）被表彰者の特別賦課金について
表彰経費の一部として、被表彰該当者１名につき、金5,000円のご負担をお願い申し上げます。尚、選考決定
後、
案内に請求書を同封し、
ご送付申し上げます。
6 ）表彰式について
令和４年11月に予定しておりますが、
日時等の詳細につきましては決定次第、
後日ご案内申し上げます。
※尚、
別紙推薦書では、
１名につき１枚とし、
複数の場合は推薦書をコピーしてお申込み下さい。

「木 」をみつめたテクノロジー

‱⬬᧸ᚡదసボ⧳ᑴ㻄⢟ᨌ㲥⢧⣎ᐒ 7(/
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http://www.e-toma.com/
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マル経融資をご活用ください！
小規 模 事 業 者 経 営 改 善 資 金 融 資 制 度

限度額
2,000万円
融資期間

運転資金７年
設備資金10年

利率
年1.21%

マル経資金とは小企業の方々だけが利用できる国の融資制

マル経資金 度で、商工会議所が窓口となり、無担保・無保証人・低金
とは？
利で日本政策金融公庫から審査のうえ融資されるものです。
※ご利用できる事業所等

無担保
無保証人

・大和高田市内で１年以上事業を営んでおり、所得税の確定申告をしていること。
・原則として６ケ月以前から商工会議所の会員（経営指導を受けており）であること。
・常時使用する従業員が２０名（商業・サービス業は５名）以下であること。
・各種税金を完納していること。（県民税、市民税、法人税、所得税、事業税など）
・日本政策金融公庫の融資対象業種であること。（令和４年８月１日現在）

高田活活まつり開催報告

正副会頭と青年部並
びに女性会役員との
懇談会を開催
８月４日（木）１８時より経済会館３階大ホー
ルに於いて、正副会頭と青年部並びに女性会
の相互理解を深めるための懇談会が行われま
した。
河村会頭の挨拶の後、会議所及び青年部・

令和４年７月３０日（土）３１日（日）にさざんかホール及
びその周辺に於いて高田活活まつりが高田活活まつり実
行委員会主催（大和高田商工会議所青年部主管）により、
コロナウイルス感染症の対策を徹底し開催されました。
両日、
２１ブース（内キッチンカー６台）の出店があり、
３１
日にはさざんかホール内に青年部主催体験イベント（たい
けんのもり）、大ホールでは、大和高田ライオンズクラブ
の協賛を受けてYEG舞台発表会
を開催し、６団体の日頃の成果
の発表が行われました。
残念ながら、ＰＴＡ主催による
こども夢街道は感染拡大防止に
より中止となりましたが、２日間
で延べ６，３００名を超える市民
のみなさまにご来場いただき、
盛況のうちに終了いたしました。

女性会からそれぞれ令和４年度事業計画につ
いて説明され、事業推進や組織運営における
問題や課題及び市内商工業の状況などについ
て活発な意見交換が行われました。

<DPDWR 7DNDGD



商工会議所
（早期景気観測）

▶7月調査結果

業況DIは、改善もコスト増により力強さを欠く。
先行きは、物価高に加えて感染再拡大の懸念強まる。

商工会議所のネットワークのもと、
全国331商工会議所が2576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）

求職者情報 9 月号
希望職種

業況
製造業

売上高

（出荷額）

雇用
人員 ※1

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

（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

不変

かなり減少・困難・悪化・不足

担当／職業紹介部門 西川

希望収入 希望勤務時間 学歴

住所

職歴
（最新▶旧）
・免許・資格

スマホアクセサリー販売2年２ヶ月（パン製造7ヶ月含む）
専門・
橿原市
資格：全商簿記２級
専修

1

自動車関係製造・
総務事務

18万

8:30〜17:30

2

金属関連製造・
ビル設備管理員

21万

8:30〜17:30

ビル設備管理員3年4ヶ月、ボイラーオペレーター2年
大学 王寺町 資格：第2種電気工事士、フォークリフト運転技能者、玉掛技能者

3

選別作業員・
自動車整備工

25万

不問

リサイクル業、古紙回収等8年 瓦の葺き替え約14年 資格：フォークリ
高校 御所市 フト運転技能者、床上操作式クレーン運転技能者、危険物取扱者（乙種）

4

電気めっき工・乳製品
製造工・フォークリフト
運転作業員

25万

8:00〜17:00

電気めっき工3年5ヶ月、コーヒーフレッシュ、牛乳製造１０年
高校 香芝市 資格：玉掛運転技能者、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、プレス機械作業主任者、安全管理者選任時研修修了

5

電気工事作業員

50万

8:00〜17:00

電気工事作業員（ビル、
マンション、学校、工場等）１０年７ヶ月 通算
高校 高取町 ３０年経験あり。資格：第二種電気工事士、高所作業車運転技能者

6

工場労務作業員・倉庫作
業員・仕分け・ピッキング

15万

8:30〜17:30

大学 橿原市 工場内軽作業９ヶ月、自動車部品製造約７年

7

製造(ゴム、
プラスチッ
ク、
段ボール除く)

22万

不問

リビルト業務。大型トラック用ターボチャージャー、パワーステアリング
高校 上牧町 のオイルポンプ、エアドライヤ等再生品の製造７年３ヶ月、トラック等の
ハーネスの製造６ヶ月 資格：小型フォークリフト１トン未満

8

工場労務作業員・
製造・ライン作業

20万

不問

素麺の製造６年３ヶ月、食品製造５年
大学 御所市 資格：危険物取扱者(乙種)、２級ボイラー技士

9

品質検査

20万

不問

大学 上牧町 液晶の品質検査、自転車組立２年３ヶ月

10

検品等軽作業員・調理人

13万

8:30〜17:30

ガステーブル製造のラインキーパー５年９ヶ月、ゴム製品の
高校 香芝市 検査２年２ヶ月 資格：調理師

https://www.daiwa-gas.co.jp


資金
繰り

採算

〈お問合せは、
ハローワーク大和高田へ〉TEL.0745-52-5801

ハローワーク大和高田・大和高田雇用対策協議会

No

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7月13日〜20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。

関西

〈関西の概況〉小売業では、百貨店等が堅調で売上拡大がみられるも
のの、商店街等では価格高騰による消費マインドの低下の影響で売上
が伸び悩み、これに人手不足も相まって全体として業況が悪化した。
サービス業では、原材料・燃料価格の高騰の影響を受けた飲食業を中
心に採算が悪化した。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予約キャ
ンセルが出始めているという声も聞かれた。

令和4年8月〜令和4年10月の経済予想

全国

〈全国の概況〉全産業合計の業況DIは、▲17.8（前月比＋2.5ポイント）。人流の
回復とともに、夏物商材が好調だった百貨店などの小売業で業況が改善した。
民間の設備投資が堅調に推移した製造業や、小売業・製造業に牽引された卸売
業で業況が改善した。一方で、全国的な新規感染者数の増加を受け、飲食・宿泊
業で予約キャンセルが出始めたサービス業や、建設資材の高騰や設備機器の納
期遅れが続いている建設業は業況が横ばいに留まった。世界的な物流の混乱や
資源・原材料価格の高騰、円安、深刻な人手不足に伴う人件費増などのコスト増
に歯止めがかからず、企業収益の足かせとなっている。
コスト上昇分の価格転嫁
も十分に行えない中、中小企業の業況は、改善傾向が続くも力強さを欠く。

<DPDWR 7DNDGD
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けた取り組みを応援する｢公的な支援
機関｣として全国47都道府県に設置さ
れています。
・奈良県は奈良商工会議所内に設置され
ています。

・お電話で事前にご予約を頂いたのち
経験豊富な常駐専門家が無料でご相
談に応じます。
・状況に応じて、外部の専門家等の活
用も含めて、再生計画の策定を支援
します。
・再生計画の策定後も、その実施状況
について適時アドバイスを行い継続
的に支援します。

例えば次の様な状況にある、
再生意欲を持つ中小企業
・借入金の返済負担で資金繰りが悪化し
ている
・事業見直しや金融機関との調整が必要
・再生計画を策定する必要があるが策定
の仕方が分からない

⾖ᒨጹ㲈や౺ಡ౼䈫䈫

商工会議所は、様々な事業に取り組み、「商工業の総合的な改善発展を図り、
兼ねて社会一般の福祉の増進に資すること」を目的にしています‼
この度、高田の未来の担い手（職員）を募集致します。
募集内容については、総務課までお問い合わせください。ＴＥＬ ０７４５−２２−２２０１

月

行事等開催予定



月







火

木

金

土












●特許個別相談
会





















●
「インボイス制
度」
セミナー

●創業塾











 秋分の日











●青年部役員会



敬老の日

●正副会頭会議 ●関西商工会議所
●特許個別相談会
女性会連合会総
会姫路大会
●特許個別相談会
●奈良県青連役
員会
●特許個別相談会

あなたの企業のPRに

お問い合わせ先

大和高田商工会議所 中小企業相談所
TEL.0745−22−2201
<DPDWR 7DNDGD

●青年部近畿ブ
ロック大会





会員事業所のみなさまへ
大和高田商工会議所では商工ニュースに掲載
する紙面広告を募集しています。ぜひ、会員事
業所のPRに活用ください。
●広告料 ／1回 22,000円
（税込み）
〈6ヶ月契約の場合〉

お得です！

16,500円（税込み）
×6ヶ月＝99,000円

●スペース ／横18㎝ 高さ4.1㎝

●創業塾

〈発行回数〉
月1回1日発行
〈印刷部数〉1,400部

商工ニュース広告募集中！

●創業塾

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

●青年部正副会
長会議





水

な
コロナウイルス感染症
※お︑
対 策 のた め ︑開 催 予 定 が 変
更となる場合がございます︒

日

Yamato Takada Calendar

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

高田の未来に向かって一緒に働きませんか？

2022

（株）マツダスポーツ 松田修一氏が選任されました。

9

第23期小売業部会長の選任について

大和高田商工会議所

・地域の中小企業を対象に事業再生に向

