
奈良県
卓越技能者
表彰

株式会社M.T.C 営業部部長勝山　和彦

令和４年度「奈良県卓越技能者表彰」（職種名 数値制御プレス工）」に
当所より推薦しました勝山和彦（㈱M.T.C）が１１月２０日（日）に表彰
されました。
　謹んでお慶び申し上げます。
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あなたの企業のPRに会員事業所のみなさまへ 

●広告料 ／1回 22,000円（税込み）

〈6ヶ月契約の場合〉
16,500円（税込み）×6ヶ月＝99,000円

●スペース ／横18㎝×高さ4.1㎝
大和高田商工会議所  中小企業相談所
TEL.0745－22－2201

お問い合わせ先

商工ニュース広告募集中！

お得です！

大和高田市の （P4）

〈今月の表紙〉
ＰＬＪインターナショナル
専務取締役　増田 清さん

新入会員
紹介

（順不同・敬称略）

New member
業　種事業所名 代表者名 所 在 地

解体業

教育・学習支援

キックボクシングジム・
溶接業

森村総合

gaプログラミング
スクール

teamYAMATO

森村　将貴

喜多　啄也

森岡　良和

大和高田市昭和町2-2-710
アサヒプラザノースウイング

大和高田市礒野東町3-3 IwaiBldg301号

大和高田市礒野新町1-1 高田ビル2階

●特許個別相談会

●青年部創立
40周年記念式典・
祝賀会

●技術開発個別
相談会

日 月 火 水 木 金 土

行事等開催予定 Yamato Takada Calendar月

●特許個別相談会

※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。

●正副会頭会議
●特許個別相談会

●特許個別相談会

●青年部全国大会 ●青年部全国大会

天皇誕生日

建国記念の日
●青年部正副会長
会議

●第227回
日商珠算検定

●第163回
日商簿記検定

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。
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インボイス制度
特設サイト令和５年10月

　　インボイス制度が始まります！消費税

事　業　者　の　方　へ

●インボイスを発行するためには、インボイス発行事業者の登録申請が必要です。
登録は課税事業者が受けることができます。

●免税事業者の方も、 ご自身の事業実態に合わせて、インボイス発行事業者の登
録を受けるかをご検討ください。

●登録を受けるかどうかは事業者の方の任意です。
　登録にあたっては､ 取引先との調整やシステムの整備が必要となることもある
ため､お早目のご準備をおすすめします。

●登録を受けると「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で
　登録番号や氏名又は名称等の情報が公表されます。

国税　
太郎　

殿

登録年
月日　令

和5年1
0月1日

登録番
号　T3

12345
67891

23

お問合せ先　大和高田商工会議所　TEL 0745-22-2201

新 春 年 賀 会 開 催 報 告

（敬称略・順不同）

氏名

谷垣孝彦

前田尚宏

西垣祐希

吉田雅巳

事業所名等

奈良県産業・観光・雇用振興部長

グランソール奈良

（株）西垣

（株）吉田稔商店

当日ご出席賜りました年男は下記の方々です

　去る一月十三日（金）午前十一時より
経済会館大ホールに於いて、大和高田
商工会議所・（一社）大和高田経済倶楽
部共済による恒例の「新春年賀会」を開
催致しました。
　当日は、奈良県産業・観光・雇用振興
部長 谷垣孝彦氏・大和高田市長 堀内大

造氏・奈良県議会議員 米田忠則氏・大
和高田市議会議長 西村元秀氏をはじめ、
各関係機関より多数のご来賓のご臨席
を賜り、五十五名の参加者のもと開催
されました。
　代表して当商工会議所 河村会頭の挨
拶の後、ご来賓よりご祝辞を賜り、続い

て年男の方々に記念品を贈呈しました。
　引き続いて、（一社）大和高田経済倶
楽部 堀田会長の乾杯により祝宴に移り、
参加者はそれぞれの名刺交換・情報交
換を行い、終宴しました。
　ありがとうございました。
　本年もよろしくご支援ください。

片塩商店街
TEL 0745-52-1555

特
集

令和４年分確定申告のご相談について

新型コロナウイルス感染症対策のため、令和４年分確定申告のご相談は、電話による事前予約制とさせて頂きます。

令和５年２月15日㊌～3月13日㊊  ９時３０分～１６時
0745-22-2201

※土曜・日曜・祝日を除く
（中小企業相談所）　【予約受付時間】平日９時～１６時

【相談対応期間】

【予約受付電話番号】

特別登録会員のご案内

❶昨年度、当所にて電子申告(e-Tax)を行った方は、確
　定申告書等用紙が送付されませんので国税局より送
　付されて来たハガキ(昨年度の申告に関する情報・予
　定納税等が記載されています。)をご持参ください。
ハガキをご持参頂けない場合、申告が出来ないことが
　ございますので必ずお持ちください。
❷マイナンバーカード（個人番号カード）
※申告者と扶養者（配偶者も含む）分が必要。
マイナンバーカード（個人番号カード）を
　お持ちでない方は、番号確認書類（通知カード等）。
❸生命保険・地震保険の控除証明書
❹国民年金保険料等の証明書
　（社会保険庁より送付されています。） ・
国民健康保険税額のわかる書類

❺小規模企業共済掛金控除証明書
❻所得計算に必要な帳簿類等
❼給与所得と配当所得のある方は、その所得の源泉徴収票
❽住宅取得控除を受ける方は、その金融機関等からの
　借入金等年末残高証明書　他
❾印鑑
10令和３年分決算書・確定申告書の控え
11電子申告を行っていない方は税務署から送付された
　令和４年分決算書・確定申告書(令和４年中に開業さ
　れ、税務署より決算書・確定申告書が届いていない方
　は結構です。)

当日必ずご持参いただくもの（書類がない場合申告できない事がありますのでご注意ください）

※会場での検温・手の消毒・マスクの着用にご協力ください。

令和５年３月３１日まで
確定申告指導を受け、かつ申告書を提
出する方。
右記の通りとなっております。なお、
特別登録会員加入時にお納めください。

内　容 区　分 会　費

所得税申告書

消費税申告書（本則）

消費税申告書（簡易）

年金・退職所得・住宅取得・一時所得

会　員
非会員
会　員
非会員
会　員
非会員

会員・非会員

8,000円
21,000円
4,000円
6,000円
3,000円
4,000円
5,000円

登録期間
対　　象

特別会費

※給付金、助成金等を受給した事業者は、給付金等を「事業
所得等（雑収入）」として申告となります。なお、給付金、助成
金等の消費税については「課税対象外」となります。

※予約状況によっては、ご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。
※事前予約受付後の日時の変更やキャンセルは、必ず事前に電話にてご連絡ください。
本年度も電子申告　　　　  により申告いたします。告　　　　  

当所では、所得税、消費税等の確定申告の書き方等でお悩みの方に、派遣税理士先生による相談指導に応じて
いますのでお気軽にお越し下さい。なお、ご相談には、特別登録会員になって頂く必要があります（下記）。

（ご注意）ご相談は事前予約制です！

事前予
約制
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インボイス制度
特設サイト令和５年10月

　　インボイス制度が始まります！消費税

事　業　者　の　方　へ

●インボイスを発行するためには、インボイス発行事業者の登録申請が必要です。
登録は課税事業者が受けることができます。

●免税事業者の方も、 ご自身の事業実態に合わせて、インボイス発行事業者の登
録を受けるかをご検討ください。

●登録を受けるかどうかは事業者の方の任意です。
　登録にあたっては､ 取引先との調整やシステムの整備が必要となることもある
ため､お早目のご準備をおすすめします。

●登録を受けると「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で
　登録番号や氏名又は名称等の情報が公表されます。

国税　
太郎　

殿

登録年
月日　令

和5年1
0月1日

登録番
号　T3

12345
67891

23

お問合せ先　大和高田商工会議所　TEL 0745-22-2201

新 春 年 賀 会 開 催 報 告

（敬称略・順不同）

氏名

谷垣孝彦

前田尚宏

吉田雅巳

西垣祐希

事業所名等

奈良県産業・観光・雇用振興部長

グランソール奈良

（株）吉田稔商店

（株）西垣

当日ご出席頂きました年男は下記の方々です

去る１月１３日（金）午前１１時より経
済会館大ホールに於いて、大和高田商
工会議所・（一社）大和高田経済倶楽
部共催による恒例の「新春年賀会」を
開催致しました。
　当日は、 奈良県知事代理・奈良県産
業・観光・雇用振興部長 谷垣孝彦氏・

大和高田市長 堀内大造氏をはじめ、ご
来賓のご臨席を賜り、五十五名の参加
者のもと開催されました。
　代表して当商工会議所 河村会頭の挨
拶の後、ご来賓よりご祝辞を賜り、続
いて年男の方々に記念品を贈呈しました。
　引き続いて、（一社）大和高田経済倶

楽部 堀田会長の乾杯により祝宴に移り、
参加者はそれぞれの名刺交換・情報交
換を行い、当商工会議所 吉田副会頭の
閉会の挨拶により終宴しました。
　ありがとうございました。
　本年もよろしくご支援ください。

片塩商店街
TEL 0745-52-1555

特
集

令和４年分確定申告のご相談について

新型コロナウイルス感染症対策のため、令和４年分確定申告のご相談は、電話による事前予約制とさせて頂きます。

令和５年２月15日㊌～3月13日㊊  ９時３０分～１６時
0745-22-2201

※土曜・日曜・祝日を除く
（中小企業相談所）　【予約受付時間】平日９時～１６時

【相談対応期間】

【予約受付電話番号】

特別登録会員のご案内

❶昨年度、当所にて電子申告(e-Tax)を行った方は、確
　定申告書等用紙が送付されませんので国税局より送
　付されて来たハガキ(昨年度の申告に関する情報・予
　定納税等が記載されています。)をご持参ください。
ハガキをご持参頂けない場合、申告が出来ないことが
　ございますので必ずお持ちください。
❷マイナンバーカード（個人番号カード）
※申告者と扶養者（配偶者も含む）分が必要。
マイナンバーカード（個人番号カード）を
　お持ちでない方は、番号確認書類（通知カード等）。
❸生命保険・地震保険の控除証明書
❹国民年金保険料等の証明書
　（社会保険庁より送付されています。） ・
国民健康保険税額のわかる書類

❺小規模企業共済掛金控除証明書
❻所得計算に必要な帳簿類等
❼給与所得と配当所得のある方は、その所得の源泉徴収票
❽住宅取得控除を受ける方は、その金融機関等からの
　借入金等年末残高証明書　他
❾印鑑
10令和３年分決算書・確定申告書の控え
11電子申告を行っていない方は税務署から送付された
　令和４年分決算書・確定申告書(令和４年中に開業さ
　れ、税務署より決算書・確定申告書が届いていない方
　は結構です。)

当日必ずご持参いただくもの（書類がない場合申告できない事がありますのでご注意ください）

※会場での検温・手の消毒・マスクの着用にご協力ください。

令和５年３月３１日まで
確定申告指導を受け、かつ申告書を提
出する方。
右記の通りとなっております。なお、
特別登録会員加入時にお納めください。

内　容 区　分 会　費

所得税申告書

消費税申告書（本則）

消費税申告書（簡易）

年金・退職所得・住宅取得・一時所得

会　員
非会員
会　員
非会員
会　員
非会員

会員・非会員

8,000円
21,000円
4,000円
6,000円
3,000円
4,000円
5,000円

登録期間
対　　象

特別会費

※給付金、助成金等を受給した事業者は、給付金等を「事業
所得等（雑収入）」として申告となります。なお、給付金、助成
金等の消費税については「課税対象外」となります。

※予約状況によっては、ご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。
※事前予約受付後の日時の変更やキャンセルは、必ず事前に電話にてご連絡ください。
本年度も電子申告　　　　  により申告いたします。告　　　　  

当所では、所得税、消費税等の確定申告の書き方等でお悩みの方に、派遣税理士先生による相談指導に応じて
いますのでお気軽にお越し下さい。なお、ご相談には、特別登録会員になって頂く必要があります（下記）。

（ご注意）ご相談は事前予約制です！

事前予
約制
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「予見可能性が低下していく世界で試される本質を見極める力」
　今の世の中、“移行”（トランジション）、“変革”（ト
ランスフォーメーション）という言葉がまん延してい
る。主な例として、パワー・トランジション（＝大国
間のパワーバランスが崩れることによる新たな国際秩
序への移行）、エネルギー・トランジション（＝化石
燃料からの脱却）、トランジション・ファイナンス（＝
脱炭素社会に向けて温室効果ガス削減の長期的な企
業の取り組みを支援する新しいファイナンス手法）、デ
ジタル・トランスフォーメーション（既存のビジネス
モデルの変革を伴うデジタル化）などが挙げられる。
当然ながら、移行・変革が多ければ多いほど現在の
体制、状態は全部ではないにしろ否定されることとな
り、将来の予見可能性が低くなる。それ以上に、移行・
変革に取り組んでいる主体（国、産業、企業、専門
家など）の多くが、移行そのものに注力し、その後
の状態を必ずしも明確に描いていないことが、将来に
対する不透明感をさらに強めている。
　その上、急激な移行・変革への揺り戻しが発生して
いることも移行・変革後の見通しを不透明にしている。
まずは、エナジー・トランジションである。ロシアのウ
クライナ侵攻の長期化により、安定したエネルギーを
安全に供給することも必要であり、エナジー・トラン
ジションとは、ただ化石燃料を減らして再生可能エネ
ルギーに切り替えればそれで事足りるわけではないこ
とが明らかになった。脱炭素と安定供給の両方のバラ
ンスを維持することが最大の課題となってきている。
またトランジション・ファイナンスにも移行への反動

がある。新たなファイナンス実施の基準となるグロー
バル化によって、それまで共有できていたＥＳＧ、ＳＤ
Ｇｓの価値が自明ではなくなっているため、移行の道
筋が見えにくくなっている。
　デジタル・トランスフォーメーションについても変
革への揺り戻しがある。ＧＡＦＡがグローバル企業とし
て企業価値の成長を謳歌（おうか）していたが、グロー
バリゼーションの後退により人、モノ、カネ、情報、
技術の自由なグローバルな移動が制限されてきたこと
で、ビジネスモデルに陰りが見え始めている。既存の
大手上場企業の多くが、ユニコーンが創出したイノベー
ションによって、デジタル・トランスフォーメーション
の名の下、事業ポートフォリオの見直し、あるいはコ
ア事業の変革まで迫られていたが、変革の先の見通
しが不透明になっている。
　最後が米国の一強体制を突き崩しつつある中国の
台頭がもたらすパワー・トランジションである。この“移
行” の背景には行き過ぎたグローバリゼーションの反
動があろう。グローバリゼーションは産業再編を促す
一方で、一部のグローバル企業や個人の富を増大さ
せ、競争力が相対的に低い産業を退出させることにな
り、両者の所得・資産の格差を拡大させることにつな
がってきた一面も否定できない。確かに中国は、既存
の国際秩序に異を唱えて、新たな秩序の構築を目指
している側面があるが、それは既存の国際秩序をけ
ん引してきた英国のＥＵ離脱、米国ではトランプ政権
の誕生とその政策に代表されるような保護主義的な風

潮の隙を突いたものでもある。
　このように将来の予見可能性が低下している世界で
は、あらゆる事態を想定しておくことが必要になる。
その中でも、短期的に急激な変化を促す、あるいは
もたらす移行・変革には必ず反動があり、成功に至っ
てもその成功は事前に想定されたものとは似ても似つ
かないものになると考えておいた方がよい。
　筆者は、金融機関を中心とした企業の経営層向け
に講演会・レクチャーを年間 100 回程度行っている。
そうして得た知見によれば、この反動を想定すること
に長けている経営者が取り組んでいるビジネスモデル
の移行・変革は正しく進展している事例が多い。この
移行・変革そのものに注力するよりも、この移行・
変革後の状態を正確かつ詳細に見通すことこそが、
移行・変革の本質を見極めることではないだろうか。
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内野　逸勢
うち の　   はやなり

潮流を読む

■こんな会社です
大手ブランドのＯＥＭとしてセーター

を製造し、その後、銅を使用した製品の
製造に着手【繊維事業】。高抗菌効果を
もったマスクは様々なメディアでも紹介
されました。
　東京農工大学と連携し農業資材（ハ
ダニ行動抑制シート等）の研究・開発を
並行して展開しています【農業事業】。
　これらの事業を通して、障がいを持っ
た方々の劣悪な労働環境を目にし、【就
労支援事業】にも着手しました。そして、
休眠預金事業を活用して室内水耕栽培
でメロンの栽培を開始し、障がいをもっ
た方にも働きやすい環境を実現しました。
　収穫されたメロンは昨年８月にOPEN
した古民家カフェ、継続就労支援Ｂ型事
業所「静カフェ」で加工し、様々なメニュー
として展開しています。

■会社の強み
　積極的に新技術や新素材を各高校、
大学などと研究し、時代のニーズにマッ
チできるよう、柔軟に対応できる点が
まず強みの一つだと思います。
　また、大和高田市の地元企業様や住
民との連携を目指し、フードロスの防
止や環境保全、障がい者の労働環境の
確保などを積極的に行っています。

ＰＬＪインターナショナル〉

業種 就労支援事業（古民家カフェ）
　　 繊維事業・農業事業
住所 奈良県大和高田市磯野北町12-5
Te l 0745-27-3395 

大和高田市の

人を思いやる心に満ちた
おもてなし「静カフェ」

心をこめる、いのちを尊ぶ、
茶のこころここにありました

右記の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。
写真にかざしてスキャンします。

1

2

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

ます  だ きよし

専務取締役 増田　清さん

■仕事で大切にしている事
お客様にどのようにすれば喜んでいた

だけるかを大切にしています。そのため
に、五感で楽しみ、寛いでいただける工
夫を散りばめています。
　「静カフェ」では、美味しく、目にも面
白いお料理の盛り付けや、20種類のお
茶の茶葉サンプルをお席にご用意し、香
りの違いを楽しみながら納得して選んで
もらえるようにしています。卓上七輪で
焼きたて香るお団子や焼きおにぎり、音
を楽しむ呼び出し用和楽器など、五感で
味わい深いおもてなしを演出します。

■これから
　「静カフェ」を、近辺の歴史的な場所
とセットで外国人観光客に来てもらえ
るような観光スポットにしていきたいと
思っています。
　また、農業事業でも様々な新技術や
新素材を積極採用していますが、それ
が奈良全体に波及し、ニュースタンダー
ドとして定着していけばいいなと思って
います。

商工会議所 ▶12月調査結果

（早期景気観測）

業況DIは、コスト上昇に感染拡大が重なり、悪化。
先行きは、物価高や外需停滞の懸念から厳しい見方

〈関西の概況〉建設業では、民間工事を中心に受注は増加傾向にあり、
手持ち工事の進捗も改善傾向が見られるものの、燃料価格、資材価格
の高騰が継続しているため、採算が悪化した。卸売業では、食料品の
価格転嫁が一部進んだ影響で採算が改善したものの、物価高や感染拡
大による消費マインドの低下を受けて、商店街やスーパー向けの引合い
が減少したことに伴い、食料品関係を中心に売上が悪化した。

商工会議所のネットワークのもと、全国329商工会議所が1972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５年１月～令和５年３月の経済予想

（調査時期：令和4年12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
（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
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卸売業

サービス業
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西

〈全国の概況〉全産業合計の業況DIは、▲18.4（前月比▲2.0ポイント）。製造業
では、部品等の供給制約の一部緩和に加え、企業の堅調な設備投資需要に牽
引され、業況が改善した。また、卸売業でも、製造業向けの原材料・部品等の引
き合いが増加し、改善した。一方、建設業では資材・燃料価格の高騰に加え、人
手不足による受注機会の損失で業況が悪化した。また、小売業・サービス業で
は、物価高に感染拡大が重なり、消費マインドが一段と低下し、業況が悪化し
た。経済活動が正常化に向かう一方、原材料・エネルギー価格の高騰や人件費
の増加等、コスト負担増は継続している。増加するコストに見合う十分な価格
転嫁も行えていない中、感染拡大も重なり、中小企業の業況は悪化に転じた。

〈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。

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
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「予見可能性が低下していく世界で試される本質を見極める力」
　今の世の中、“移行”（トランジション）、“変革”（ト
ランスフォーメーション）という言葉がまん延してい
る。主な例として、パワー・トランジション（＝大国
間のパワーバランスが崩れることによる新たな国際秩
序への移行）、エネルギー・トランジション（＝化石
燃料からの脱却）、トランジション・ファイナンス（＝
脱炭素社会に向けて温室効果ガス削減の長期的な企
業の取り組みを支援する新しいファイナンス手法）、デ
ジタル・トランスフォーメーション（既存のビジネス
モデルの変革を伴うデジタル化）などが挙げられる。
当然ながら、移行・変革が多ければ多いほど現在の
体制、状態は全部ではないにしろ否定されることとな
り、将来の予見可能性が低くなる。それ以上に、移行・
変革に取り組んでいる主体（国、産業、企業、専門
家など）の多くが、移行そのものに注力し、その後
の状態を必ずしも明確に描いていないことが、将来に
対する不透明感をさらに強めている。
　その上、急激な移行・変革への揺り戻しが発生して
いることも移行・変革後の見通しを不透明にしている。
まずは、エナジー・トランジションである。ロシアのウ
クライナ侵攻の長期化により、安定したエネルギーを
安全に供給することも必要であり、エナジー・トラン
ジションとは、ただ化石燃料を減らして再生可能エネ
ルギーに切り替えればそれで事足りるわけではないこ
とが明らかになった。脱炭素と安定供給の両方のバラ
ンスを維持することが最大の課題となってきている。
またトランジション・ファイナンスにも移行への反動

がある。新たなファイナンス実施の基準となるグロー
バル化によって、それまで共有できていたＥＳＧ、ＳＤ
Ｇｓの価値が自明ではなくなっているため、移行の道
筋が見えにくくなっている。
　デジタル・トランスフォーメーションについても変
革への揺り戻しがある。ＧＡＦＡがグローバル企業とし
て企業価値の成長を謳歌（おうか）していたが、グロー
バリゼーションの後退により人、モノ、カネ、情報、
技術の自由なグローバルな移動が制限されてきたこと
で、ビジネスモデルに陰りが見え始めている。既存の
大手上場企業の多くが、ユニコーンが創出したイノベー
ションによって、デジタル・トランスフォーメーション
の名の下、事業ポートフォリオの見直し、あるいはコ
ア事業の変革まで迫られていたが、変革の先の見通
しが不透明になっている。
　最後が米国の一強体制を突き崩しつつある中国の
台頭がもたらすパワー・トランジションである。この“移
行” の背景には行き過ぎたグローバリゼーションの反
動があろう。グローバリゼーションは産業再編を促す
一方で、一部のグローバル企業や個人の富を増大さ
せ、競争力が相対的に低い産業を退出させることにな
り、両者の所得・資産の格差を拡大させることにつな
がってきた一面も否定できない。確かに中国は、既存
の国際秩序に異を唱えて、新たな秩序の構築を目指
している側面があるが、それは既存の国際秩序をけ
ん引してきた英国のＥＵ離脱、米国ではトランプ政権
の誕生とその政策に代表されるような保護主義的な風

潮の隙を突いたものでもある。
　このように将来の予見可能性が低下している世界で
は、あらゆる事態を想定しておくことが必要になる。
その中でも、短期的に急激な変化を促す、あるいは
もたらす移行・変革には必ず反動があり、成功に至っ
てもその成功は事前に想定されたものとは似ても似つ
かないものになると考えておいた方がよい。
　筆者は、金融機関を中心とした企業の経営層向け
に講演会・レクチャーを年間 100 回程度行っている。
そうして得た知見によれば、この反動を想定すること
に長けている経営者が取り組んでいるビジネスモデル
の移行・変革は正しく進展している事例が多い。この
移行・変革そのものに注力するよりも、この移行・
変革後の状態を正確かつ詳細に見通すことこそが、
移行・変革の本質を見極めることではないだろうか。
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た方にも働きやすい環境を実現しました。
　収穫されたメロンは昨年８月にOPEN
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チできるよう、柔軟に対応できる点が
まず強みの一つだと思います。
　また、大和高田市の地元企業様や住
民との連携を目指し、フードロスの防
止や環境保全、障がい者の労働環境の
確保などを積極的に行っています。

〈ＰＬＪインターナショナル〉

業種 就労支援事業（古民家カフェ）
　　 繊維事業・農業事業
住所 奈良県大和高田市磯野北町12-5
Te l 0745-27-3395 

大和高田市の

人を思いやる心に満ちた
おもてなし「静カフェ」

心をこめる、いのちを尊ぶ、
茶のこころここにありました

右記の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。
写真にかざしてスキャンします。

1

2

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

ます  だ きよし

専務取締役 増田　清さん

■仕事で大切にしている事
お客様にどのようにすれば喜んでいた

だけるかを大切にしています。そのため
に、五感で楽しみ、寛いでいただける工
夫を散りばめています。
　「静カフェ」では、美味しく、目にも面
白いお料理の盛り付けや、20種類のお
茶の茶葉サンプルをお席にご用意し、香
りの違いを楽しみながら納得して選んで
もらえるようにしています。卓上七輪で
焼きたて香るお団子や焼きおにぎり、音
を楽しむ呼び出し用和楽器など、五感で
味わい深いおもてなしを演出します。

■これから
　「静カフェ」を、近辺の歴史的な場所
とセットで外国人観光客に来てもらえ
るような観光スポットにしていきたいと
思っています。
　また、農業事業でも様々な新技術や
新素材を積極採用していますが、それ
が奈良全体に波及し、ニュースタンダー
ドとして定着していけばいいなと思って
います。

商工会議所 ▶12月調査結果

（早期景気観測）

業況DIは、コスト上昇に感染拡大が重なり、悪化。
先行きは、物価高や外需停滞の懸念から厳しい見方

〈関西の概況〉建設業では、民間工事を中心に受注は増加傾向にあり、
手持ち工事の進捗も改善傾向が見られるものの、燃料価格、資材価格
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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５年１月～令和５年３月の経済予想

（調査時期：令和4年12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
（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、▲18.4（前月比▲2.0ポイント）。製造業
では、部品等の供給制約の一部緩和に加え、企業の堅調な設備投資需要に牽
引され、業況が改善した。また、卸売業でも、製造業向けの原材料・部品等の引
き合いが増加し、改善した。一方、建設業では資材・燃料価格の高騰に加え、人
手不足による受注機会の損失で業況が悪化した。また、小売業・サービス業で
は、物価高に感染拡大が重なり、消費マインドが一段と低下し、業況が悪化し
た。経済活動が正常化に向かう一方、原材料・エネルギー価格の高騰や人件費
の増加等、コスト負担増は継続している。増加するコストに見合う十分な価格
転嫁も行えていない中、感染拡大も重なり、中小企業の業況は悪化に転じた。

〈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。

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

奈良県葛城市寺口２７-１
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企業共済

倒産防止
共済

総合
火災共済

生命共済
特定
退職金
共済

大和高田商工会議所ホームページで
最新情報発信中！

企業のみなさまに大切な情報を続々更新中！
ぜひご覧ください！

会社経営に関する
様々な相談会や

講習会・セミナーなど
を行っています。

補助金や助成金を
活かして

ビジネスを拡大したい。

企業に必要な保険
思いがけない時の補償

大和高田商工会議所
が運営する
パソコン教室

スキルアップに
ご活用ください。

検定情報

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

9:00～16:00
１日6時間程度週5日程度

9:00～16:00
１日6時間程度週3日程度

8:00～18:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～12:00
１日3時間程度週3日程度

広陵町

橿原市

大和高田市

大和高田市

葛城市

〈お問合せは、ハローワーク大和高田へ〉 TEL.0745-52-5801求職者情報 月号２
ハローワーク大和高田・大和高田雇用対策協議会 担当／職業紹介部門 西川

製造・運送

電子機器部品組立工・
工場内作業

調理、接客１４年１０ヶ月、施設介護員５年　
資格：ホームヘルパー２級

自衛官２年、荷物配達員８年　
資格：フォークリフト運転技能者、大型自動車免許

TEL.0744－22－5226

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

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

【H612】バリアフリー住宅の設計実践技術

【M503】精密測定技術

【H856】実践建築設計２次元ＣＡＤ技術（活用編）

3/4、3/11

3/9、3/10

3/14、3/15

7,500円

7,000円

9,000円

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

お問い合わせ先

※詳細はＨＰ【 ポリテク奈良 生産性 】をご覧ください。

ＡＵＴＯＣＡＤによる機械部品の製図2年6ヶ月、
ユニホームのミシン縫製2年4ヶ月、軸受の製図補助5年　

プラスチック容器の真空パック成形のオペレーター18年9ヶ月、
4トン中距離トラック運転手10年
資格：大型自動車免許、フォークリフト運転技能者

割り箸の生産及び販売1年2ヶ月、通信事業での営業6年５ヶ月

マウスの睡眠の解析研究等サポート１０ヶ月、通算２６年経験あり。
資格：栄養士、実験動物技術士2級

野菜、花、ハーブのパック入れ作業15年6ヶ月、一般事務4年

造園師２年　資格：大型自動車免許

研究サポート(マウス関連)

機械ＣＡＤオペレーター・
服飾縫製

トラック運転手(4トン中距離)･
プラスチック成形工

一般機械器具組立工

高校用務員(清掃、校庭管理、門の施錠等)5年6ヶ月、
ホテルの清掃管理17年

炊飯器のヒーター取付け作業１１年

橿原市

大和高田市

王寺町

高取町

橿原市

大学

高校

高校

短大

高校

高校

専修・専門

大学

高校

大学

不問

不問

不問

8:00～18:00

30万

25万

900円

30万

950円

不問

17万

900円

30万

20万

検査・検品・組立等軽作業

軽作業員

造園師

ビル・建物清掃員
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講習会・セミナーなど
を行っています。

補助金や助成金を
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ビジネスを拡大したい。
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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
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9:00～16:00
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１日3時間程度週3日程度

広陵町

橿原市

大和高田市

大和高田市

葛城市

〈お問合せは、ハローワーク大和高田へ〉 TEL.0745-52-5801求職者情報 月号２
ハローワーク大和高田・大和高田雇用対策協議会 担当／職業紹介部門 西川

製造・運送

電子機器部品組立工・
工場内作業

調理、接客１４年１０ヶ月、施設介護員５年　
資格：ホームヘルパー２級

自衛官２年、荷物配達員８年　
資格：フォークリフト運転技能者、大型自動車免許

TEL.0744－22－5226

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

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

【H612】バリアフリー住宅の設計実践技術

【M503】精密測定技術

【H856】実践建築設計２次元ＣＡＤ技術（活用編）

3/4、3/11

3/9、3/10

3/14、3/15

7,500円

7,000円

9,000円

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

お問い合わせ先

※詳細はＨＰ【 ポリテク奈良 生産性 】をご覧ください。

ＡＵＴＯＣＡＤによる機械部品の製図2年6ヶ月、
ユニホームのミシン縫製2年4ヶ月、軸受の製図補助5年　

プラスチック容器の真空パック成形のオペレーター18年9ヶ月、
4トン中距離トラック運転手10年
資格：大型自動車免許、フォークリフト運転技能者

割り箸の生産及び販売1年2ヶ月、通信事業での営業6年５ヶ月

マウスの睡眠の解析研究等サポート１０ヶ月、通算２６年経験あり。
資格：栄養士、実験動物技術士2級

野菜、花、ハーブのパック入れ作業15年6ヶ月、一般事務4年

造園師２年　資格：大型自動車免許

研究サポート(マウス関連)

機械ＣＡＤオペレーター・
服飾縫製

トラック運転手(4トン中距離)･
プラスチック成形工

一般機械器具組立工

高校用務員(清掃、校庭管理、門の施錠等)5年6ヶ月、
ホテルの清掃管理17年

炊飯器のヒーター取付け作業１１年

橿原市

大和高田市
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奈良県
卓越技能者
表彰

株式会社M.T.C 勝山　和彦

令和４年度「奈良県卓越技能者表彰」（職種名 金属工作機械組立工・
調整工）」に当所より推薦しました勝山和彦（㈱M.T.C）が１１月２０日
（日）に表彰されました。
　謹んでお慶び申し上げます。

確定申告
特集

確定申告
インボイス制度について
新春年賀会開催報告
大和高田市の輝く人
所報サービス
商工会議所LOBO 12月調査結果
ポリテクセンター奈良／求職者情報
高田警察署／高田消防署
奈良県卓越技能者表彰／新入会員紹介／
2月行事等開催予定

2023
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あなたの企業のPRに会員事業所のみなさまへ 

●広告料 ／1回 22,000円（税込み）

〈6ヶ月契約の場合〉
16,500円（税込み）×6ヶ月＝99,000円

●スペース ／横18㎝×高さ4.1㎝
大和高田商工会議所  中小企業相談所
TEL.0745－22－2201

お問い合わせ先

商工ニュース広告募集中！

お得です！

大和高田市の （P4）

〈今月の表紙〉
ＰＬＪインターナショナル
専務取締役　増田 清さん

新入会員
紹介

（順不同・敬称略）

New member
業　種事業所名 代表者名 所 在 地

解体業

教育・学習支援

キックボクシングジム・
溶接業

森村総合

gaプログラミング
スクール

teamYAMATO

森村　将貴

喜多　啄也

森岡　良和

大和高田市昭和町2-2-710
アサヒプラザノースウイング

大和高田市礒野東町3-3 IwaiBldg301号

大和高田市礒野新町1-1 高田ビル2階

●特許個別相談会
●県青連役員会

●経済会館運営
委員会

●青年部創立
40周年記念式典・
祝賀会

●技術開発個別
相談会

日 月 火 水 木 金 土

行事等開催予定 Yamato Takada Calendar

●特許個別相談会 ●県青連30周年
事業

※なお、諸事情により、開催予定が
変更となる場合がございます。

●正副会頭会議
●特許個別相談会

●青年部役員会

●特許個別相談会

●青年部全国大会 ●青年部全国大会

天皇誕生日

建国記念の日
●青年部正副会
長会議

●第227回
日商珠算検定

●第163回
日商簿記検定

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。
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