おかげさまで
創立60周年

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。
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〈今月の表紙〉

有限会社 植田商店
代表取締役 植田 泰作 さん

大和高田市の
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下水道へ排出されている事業所の皆さまへ
開放特許を用いた商品開発に成功
奈良県中小企業活性化協議会
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特集

奈良県内の中小企業・個人事業主等の皆様へ

Ｒ４．
９．
１改定

奈良県中小企業経営力向上支援事業補助金
申請期間延長のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた県内中小企業者等が売上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への補助を、原油価格・物価高騰等の影響を考慮し、対象要件を広
げ、募集期間を延長します。積極的に経営力向上に向けた取組にご活用ください！

募集期間
補助内容

令和４年６月１日（水）〜 令和４年１０月３１日（月）必着
※申請総額が予算額に達した場合、期間内でも受付を終了します。

補助率 ： 対象経費の２／３以内※千円未満の端数切り捨て
補助金額 ： 上限額５０万円（下限２０万円）
補助対象期間 ： 令和４年６月１日（水）〜１２月３１日（土）

補助対象者

次の①②または①③を満たす事業者
①奈良県内に事業所を有する中小企業・個人事業主等
②新型コロナウイルス感染症の影響により、令和３年６月から令和４年５月までの期間
における任意の連続する２か月間の合計売上高が、平成３１年１月から令和３年５月
の期間における連続する同月２か月間の合計売上高と比べて２０％以上減少した者
③原油価格・物価高騰等の影響により、令和４年１月以降の任意の連続する２か月間
の売上高総利益率または売上高営業利益率が、平成３１年１月から令和３年１２月の
期間における連続する同月２か月間の売上高総利益率または売上高営業利益率と比
べて５ポイント以上減少した者
※①③を満たす場合、令和2年度奈良県中小企業等再起支援事業補助金の交付を受けている
者も、この度、新たに対象とします。

申請様式等

申請に必要な様式、手続き方法等は、
補助金専用ホームページに掲載しております。
専用HP：https://pref-nara-chushoshien.jp/

補助金の申請について、ご不明な点等がございましたら、
奈良県経営力向上支援補助金事務局（ ０７４２−９３−５７０８）
または、大和高田商工会議所（ ０７４５−２２−２２０１）までお問い合わせください。

奈良県葛城市寺口２７-１
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■仕事で大切にしている事

お客様の多くは先代の時からという植

大和高田市の

田商店、この長いお付き合いの秘訣は

「信頼関係」といいます。
「お客様と気さ

くな関係になれば、些細な事でも声を掛

けてくださります。先代はそれを理解し、
お客様への思いを大切にした対応をして

〈有限会社 植田商店〉
安心と信頼で60年。
「任せてもらえる会社づくり」 代表取締役 植田 泰作さん
うえ だ

だい さく

お客様とのコミュニケーションと信頼関係を大切に、
今後のビジネスチャンスへつなげます。

きたからこそ、お客様は今もお付き合い

をしてくださっていると思うのです。私も
仕事での関係づくりはもちろん、コロナ
の問題で頻度は減っていますが時間が

合えばお客様と食事やゴルフをさせてい

ただき、そこでのコミュニケーションも大

切にして一層信頼のある関係を築いてい
きたいです。」

■こんな会社です

現代表の植田氏で3代目、約60年の

歴史がある植田商店は主に自動車部品、
電子機器などをつくる工場から鉄・非鉄

金属の回収・買い取りをしています。
「集

める金属類は工場から６割、行政関連２

割、残りの２割は個人様から集めます。
集まったものはギロチンシャーやプレス
機を用いて加工し、各製鋼メーカーに納

入します。最近ではパソコンや基板関係

■会社の強み

■これから

代を感じますね」と植田氏はいいます。

高く買い取る事」という植田氏。お客様

け入れる事ができる会社づくりをしてい

類によって買い取り金額が変わるので、

る金属の種類や量が変わってきたから。

の回収が増え、回収するものを見ても時

「強みは色々な金属を細かく選別し

から何種類もの金属を回収しますが、種

その部分はしっかり対応しないと信頼関

植田氏は「あらゆる鉄・非鉄金属を受

きたい」といいます。その理由は回収す
「車で例えると、今電気自動車が増えて

係に影響するといい、
「積み降ろし時も

きていますが普通の車と構造が違うため、

測で買い取り金額を出して説明し、納得

いわれています。そう考えるともっとお

います」と話します。また急な回収依頼も

お客様とのより深い関係づくりも必要で

をされる業者さん、一般の方から“今から

だける仕事を形にして、ビジネスチャンス

きっちりと仕分けをして間違いのない計

いただいてから引き取らせていただいて

多く、
「近所の解体屋さんや設備の撤去

使われる鉄や金属の量が大幅に減ると

客様を増やす必要がありますし、既存の
す。そのためにも一層、確実で安心いた

取りに来て”という電話をいただきますが、 を勝ち取りたいです」と話します。
そんな時もしっかり受け入れ、お客様の

身近な存在として信頼につなげます」と

植田氏。この柔軟な対応がリピートを生
み、会社の成長にもつながります。

業種 鉄・非鉄のリサイクル

住所 大和高田市野口北角大ミカド341-4
T e l 0745-52-1926
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商工会議所
（早期景気観測）

▶8月調査結果

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

商工会議所のネットワークのもと、
全国331商工会議所が2566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）

お知
らせ

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8月16日〜22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。

業況
製造業

雇用
人員 ※1

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

〈奈良県流域下水道協議会〉

以外の水を使用され、
その排水を公共下水道に排出する場合は、排出先の
市町村に届け出の上、排出量に応じた下水道使用料を納めていただく必要

があります。

新たに水道水以外の水の使用を開始する際や、
既に使用しているものの、

未だ届け出をされていない場合は、
下記問合わせ先までご連絡願います。
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資金
繰り

卸売業

※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

井戸水等を公共下水道へ
排出されている事業所の皆さまへ

問合せ

採算

建設業
小売業

工場や事業所などで井戸水（地下水）
や湧水、雨水利用水など、水道水



売上高

（出荷額）

サービス業
関西

〈関西の概況〉卸売業では、会食の予約キャンセルが増加したことにより、飲食
店の業況が悪化している影響で、食料品関係を中心に売上・採算が悪化した。
小売業では、感染拡大が継続していることによる外出自粛に加え、猛暑による客
足の減少により、百貨店、総合スーパー、商店街等、複数の業態において売上・
採算が悪化した。

令和4年9月〜令和4年11月の経済予想

全国

〈全国の概況〉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。

最寄りの市町村の下水道担当課まで

不変

地元の発展に貢献する奈良県下初「開放特許」を活用した商品開発に成功
この度、大和高田市内の企業である株

式会社Ｍ.Ｔ.Ｃが株式会社イトーキの開放

特許を活用し、葛城工業株式会社と共同
で「起立補助椅子」を開発、商品化に成
功されました。

商品化については当所主催の「大和高

田魅力産業創造フェア」にて特許部分の

機能性を紹介するとともに、機能体験会

を実施、課題の発見に努め、近畿経済産

業局、奈良中央信用金庫、支援機関等と

連携しつつ課題克服のための改良を実施
し、奈良県下初の開放特許を用いた商品

魅力産業創造フェアにての機能体験会

化に成功されました。

起立補助椅子

株式会社Ｍ.Ｔ.Ｃ
所在地
連絡先

〒635-0076
奈良県大和高田市大谷 122 番地
０７４５−２２ー１４１０

開放特許を活用した新商品『起立補助椅子』の贈呈式

〜経営改善への最短距離〜

実績のある専門家と一緒に経営改善計画を作ろう！！
認定経営革新等支援機関

（税理士・公認会計士・中小企業診断士等）

役割：計画策定と金融機関調整支援

金融機関
信用保証協会

中小企業
小規模事業者

金融支援

計画策定

｝

連携

専門家の力を借りて
経営改善計画書を
作成しませんか？
・ 現在、税理士、会計士等、国が認め
る専門家の支援を受けて経営改善計
画書を策定する場合、専門家に対す
る支払費用の 2/3（上限 300 万円）
まで負担する事業を実施しています。

活性化協議会では
・ 本事業に係る申込受付や補助金支払
業務は奈良県中小企業活性化協議会
で行っています。
・ その他、各種ご相談にも応じます。
お気軽にご相談ください。

こんな方にお勧めです
金融機関への返済条件等を変更し、資
金繰りを安定させながら…
・
・
・
・

売上を増加させたい
人件費以外でコストを削減したい
黒字体質の企業に転換させたい
業況悪化の根本的な要因や課題を見
つけたい など

奈良県中小企業活性化協議会

（経営改善計画策定支援事業）
奈良市登大路町 36-2 奈良商工会議所 1F

ご相談無料・秘密厳守
お気軽にご相談ください！
０７４２-２４-７０３４

片塩商店街
TEL 0745-52-1555
<DPDWR 7DNDGD



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

【M932】半自動アーク溶接技能クリニック

建

築

【H823】省エネルギー住宅及び低炭素建築物の計画実践技術

電

気

【Ｅ311】PLCによるタッチパネル活用技術

検索

ポリテク奈良

TEL.0744−22−5226

日 程

受講料

12/3、4

14,000円

12/3、10

12,000円

12/8、9

10,000円

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）

求職者情報 10 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 西川

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 希望勤務時間 学歴

住所

職歴（最新▶旧）
・免許・資格

1

調理人・食品加工

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 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
高田市 資格：第二種電気工事士

3

建築塗装工

30万

8:00〜17:00

高校
中退

大和
建築塗装19年
高田市

4

製品製造

20万

不問

高校
中退

橿原市

5

製品製造・現場作業

30万

不問

大学

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

6

居酒屋での調理・
輸送の仕事

30万

10:00〜22:00

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

不問

高校

河合町

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

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

専修・
橿原市 居酒屋での調理全般１０年
専門

資格：調理師

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

奈良県 最 低 賃 金

守ってね！最低賃金。

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、

中小零細規模の事業者の皆様へ

パート・アルバイト・派遣労働者等すべ

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）

ての労働者に適用されます。

奈良労働局賃金室
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0742-32-0206

➡業務改善助成金コールセンター

0120-366-440
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大和高田商工会議所

大和高田商工会議所

ྐྵ⸾ಎᆯಡ౾ಶ౮ద

職員募集中

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

（順不同・敬称略）

行事等開催予定

日

月





Yamato Takada Calendar

火

水

木

金

土

















 スポーツの日 
●おかげまつり

●正副会頭会議
●特許個別相談会
●青年部役員会





















































●おかげまつり

●第２２６回日商
珠算検定

●デジタル化・
ペーパーレス化
セミナー

●特許個別相談
会

●特許個別相談会

●奈良県青連役
員会
●特許個別相談会





●創業塾

●県青連
合同事業

●近畿ブロック商
工会議所青年部
連合会役員会

facebook

Instagram

Twitter

マツダスポーツ
高 田 店



〒635-0087
奈良県大和高田市内本町3-3
TEL 0745-52-2450

<DPDWR 7DNDGD

香 芝 店
外 商 部

〒639-0222
奈良県香芝市西真美2-3-30
TEL 0745-78-4560

奈 良 店

〒630-8123
奈良県奈良市三条大宮町2-20
TEL 0742-30-5800

〈発行回数〉
月1回1日発行
〈印刷部数〉1,400部

LINE

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︒

●青年部正副会
長会議
●女性会理事会



●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



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

月

2022

新入会員
紹介

所在地
大和高田市市場808-1 A号室
大和高田市内本町2-15
大和高田市甘田町10-24
香芝市五位堂3丁目602-4-1003
大和高田市大字大谷361-1

10

事業所名
業 種
代表者名
YAMATO SPICE
福西 穂高
飲食サービス業
㈱輝渚
原 良太郎
通信販売
堀内商事
貸家業・遺品整理・残遺物整理 谷口 克利
GUIDE
古物商
西川 直良
㈱Hataホームサービス
建設業
畑
拓也

New member

