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社労士による、毎月開催の無料相談会

相談会場 　生駒市コミュニティーセンター　2 階　会議室 204
 （相談会場は変更になる可能性があります）
開催日時 　毎月第 3 金曜日　いずれも時間は 13：00 ～ 17：00

2021年 ６月１８日（金） ７月１６日（金） ８月２０日（金）

9 月１７日（金） １０月１５日（金） １１月１９日（金） １２月１７日（金）

2022 年 １月２１日（金） ２月１８日（金） ３月１８日（金）

相談予約・お問い合わせ  事前予約は不要ですが、予約いただければスムーズにご案内
 できます。

生駒商工会議所　経営支援課　TEL：0743-74-3515
　　　　　　　詳しくは同封のチラシをご覧ください

「働き方改革」　労務相談開催「働き方改革」　労務相談開催
相談料
無料

Web サイトで新しい情報発信中！
検索   � � 生 駒 商 工 会 議 所    

 会員サービス向上のため、メールアドレスのご登録をお願いいたします。
　本所にてメールアドレス未登録の会員事業所様は、右の QR コードよりご登録、または本所宛 FAX（74-9185 ／様式問わず）かお電話

（74-3515）にて、ご連絡をお願いいたします。また、メールアドレス等の変更の際にもご連絡いただきますよう、よろしくお願いいたします。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、ご来所の際には事前にご予約の上、お越しください
ますようお願いいたします。（☎７４ー３５１５　 info@ikomacci.or.jp）

広告協賛企業（順不同）
　上武建設㈱	 高山製菓㈱	 大光宣伝㈱	 テラダ鋼業㈱	
　竹茗堂	左文	 ㈱チャンピオンシップス	 近鉄ケーブルネットワーク㈱
　共同精版印刷㈱	 セレミューズ㈱	 ㈱生駒市衛生社	 ㈱森田スプリング製作所
　生駒交通㈱	 ㈱ケーイーシー	 関西メタルワーク㈱



お茶をもっと身近に 
親しみやすく
お茶をもっと身近に 
親しみやすく

竹茗堂左文
高 山 茶 筌 製 造 ・ 茶 道 竹 器 卸

経済産業大臣指定伝統的工芸品

「マグ・マドラー de ピクニック」 
6点セット

オリジナル商品ほか、竹茗堂WEBショップで販売中 久保左文 検　索

●抹茶・カプチーノコーヒー・
ミルクティ・ココアなど何時でも
何処でもタイムリーに楽しめます。
（全て日本製）

〒630-0101 生駒市高山町6439-3
ＴＥＬ ０７４３－７８－００３４
ＦＡＸ ０７４３－７９－１８５１
http://www.chikumeido.com

高山茶筌は約５００年前の室町時代、
茶道と共に奈良の生駒高山で生まれました。

　　　　①・②　経済的に大きな影響を受けている事業者への支給
　　　　　　③　CO2センサーとアクリル板等の間仕切りの購入を補助
生駒市から行われる予定の支援です。（詳細は変更になる可能性があります。）
①と②を併用しての申請はできません。
■支給額と支給要件 

支給額 支給要件（いずれも満たしていること）

① １０万円
◦生駒市内の事業者であること
◦令和元年1月～12月と令和2年1月～12月の総売上を比較し、20％以上売上

が減少した事業者

② １３万円

◦生駒市内の事業者であること
◦令和元年1月～12月と令和2年1月～12月の総売上を比較し、20％以上売上

が減少した事業者
◦申請日時点で事業所家賃の支払賃料が発生していること
◦申請日時点で翌月以降も契約が継続されていることがわかる賃貸契約を提出

できること

③ ５万円

◦実費分に対し支給します。（ただし、上限5万円）
◦生駒市内の飲食店限定
◦令和3年4月1日以降に感染防止対策のための CO2センサー、アクリル板等の

間仕切りを購入していること
＊令和3年4月1日以降に発行された購入が証明できる領収書が必要となりま

す。紛失や毀損の無いよう十分に注意して保管してください。
＊国や県などから補助金等を受けた場合、その補助金等の額は支給額から除き

ます。また、補助金等を受けたことがわかる書類を提出していただきます。

　◇①と②は併用不可 ◇③は、①もしくは②と併用が可能 
　▷実施期間（予定）　6月中旬～令和4年3月31日㈭
　▷問合せ　生駒市商工観光課（☎74-1111内線326） 
　▷申込み　市ホームページから特設申込みフォーム 

生駒市から市内事業者に対する支援情報
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月次支援金のお知らせ
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　令和２年度に引き続き令和３年度も生駒商工会議所青年部の会長を務めさせていただくことを
光栄に思います。改めて身を引き締め、襟を正す思いでございます。
　令和２年度は世界的なコロナ禍により厳しいスタートを強いられました。計画していた事業は
悉くが中止や延期に追い込まれ、オンラインにて事業に参加したり会議を行うなど未だかつてな
かった、イレギュラーずくめの青年部活動となりました。無論、我々だけではなくこの日本中で人
の行動が制限され、経済が滞る事態となりました。
　しかしながら、我々青年経済人はその足を止めるわけにはいきません。今年度も厳しい情勢であ
ることは間違いないことと思いますが、地域貢献、経済発展のためこのような状況下でも活動でき
る方法を模索し、世の変化に対応しながら青年部もそれに合わせた活動を行っていきます。今後も
今までになかったような生活・社会様式、業務形態、オンラインシステムの革新等、新しいものが充
実し、世の中も変わっていくことと存じます。艱難辛苦を乗り越えられる強い青年部であるよう、
令和３年度スローガンを、「堅忍不抜　～止まない雨はない～」とさせていただきました。
　「堅忍不抜」とは、意志を固く持ち、いかなる困難にも耐え心を動かさないという意味がございま
す。勢いや熱を冷まさぬように全部員でこの苦境に打ち勝ちたいと考えます。
　今年度は生駒市も市制50周年を迎える節目の年になります。地域の人や経済を盛り上げ、活性
化させるのも青年部の役目かと存じます。また、生駒商工会議所青年部及びその部員のさらなる発
展・飛躍の為に、全力をもって臨みます。部員の皆様方におかれましては一年間どうぞよろしくお
願い申し上げます。

（せいしょう）

書・真言律宗宝山寺　故 松本　実道師

会長挨拶

上野 吉典 会長

令和3年度　生駒商工会議所青年部　スローガン 
「堅忍不抜 ～止まない雨はない～」

令和3年度　定時総会

　「令和３年度定時総会」を完全オンライン
（ZOOM）で開催しました。
　審議議案につきましては青年部公式コミュ
ニケーションツールである「エンジェルタッ
チ」（略称ＡＴ）にてご審議いただき、令和２
年度事業報告並びに収支決算及び監査報告、
また令和３年度事業計画並びに収支予算が原
案通り可決承認いただきました。
　上野会長は「初めての ZOOM 開催にて、不
備こそありましたが、新しい総会の形を行え
た事は、また一つ青年部にとって良い経験と
なりました。今年度は生駒市制50周年です。
お祝いを兼ねて事業展開していきたい」と挨
拶しました。

ZOOM 総会の様子

総　会

顧問 相談役 監　事
久保　　左元 平田　　和寿 岡田　　興三

　 東本　　　悟 植田　　一宏
　 久代　　泰弘

※ … 県青連直前会長
☆ … 県青連副会長
○ … 県青連理事
◇ … 県青連代議員

直前会長 会　長
※ 岡田　　博之 ☆ 上野　　吉典

副会長 会　計
　 ◇ 城山　祥夫（文化） ○ 橋本　　宏淳
　 ◇ 川本　　哲（広報） 

近畿 YEG 専門委員 ◇ 吉田　　崇 （拡大）
岡田　　泰治 ○ 藤井健太郎 （地域） 

専務理事
事務局

◇ 山本　　純弥

文化交流委員会
委員長

地域活性委員会
委員長

広報研修委員会
委員長

会員拡大
特別委員会

委員長
○ 岡田　　泰治 ○ 三木　　康行 ◇ 勢納　　健文 ◇ 榎本　　　修

副委員長 副委員長 副委員長 副委員長
◇ 中川　　陽介 門脇　　剛司 岩本　　有理 ◇ 江口　　大助

林　　顕太郎 ◇ 田附　三津夫 ◇ 門原　　正樹 ◇ 金桂　　仁美
◇ 山田　　直広 ◇ 中野　　憲昇 ◇ �川　　嘉典 ◇ 寺井　　孝幸

委　員 委　員 委　員 委　員
奥野　　茂樹 伊藤　　善規 大濱　　　悟 岩本　　有理
木村　奈保子 井平　　圭亮 金輪　　将史 門原　　正樹
萩原　　隆広 今辻　　裕介 木原　　久史 門脇　　剛司
藤田　　浩平 柴田　　信孝 坂上　　隆一 田附　三津夫
森中　　誉史 椿本　　直也 関　　　将慶 中川　　陽介
長谷川　和正 平尾　　全史 森　　　雄亮 中野　　憲昇

渕上　　繁人 森下　　英利 林　　顕太郎 
　 山田　　尚子 古味　　信浩 山田　　直広
　 堂本　　佳佑 　 �川　　嘉典

IKOMA

4



　

おちやせん営業時間　9：30 ～ 17：00

アンテナショップおちやせんへ出店していただいている
事業所様の HOT な商品・サービスをご紹介

　全国の子どもたちにお金の大切さを学んでもらうため、日本商工会議所青年部広報委員会は「渋沢栄一
翁プロジェクト」絵本「おかねってなぁに？」を制作しました。絵本にある渋沢栄一翁は、商工会議所の生
みの親であり、約５００の会社を創り、約６００の学校・病院など社会のためになるものを作りました。
また、現在は大河ドラマの主人公であり、２０２４年に
は新しい１万円紙幣の顔になることが決定しています。
　原井教育長より、「お金を稼ぐ事に関して学校では取
り扱ってなかったが、これからは、キャリア教育として
自分の生き方を考えて行く上で、稼ぐ、貯める、使うとい
うことは生きる力に繋がる大切な事であると、この絵本
を通じて学ばせていただきます。」と感謝のお言葉を頂
戴しました。
　この絵本が世の中のお金の仕組みの理解につながる
一助となりますことを願っております。

生駒 YEG「渋沢栄一翁プロジェクト」絵本を生駒市立小学校へ寄贈

左から、山本専務理事、上野会長、原井教育長
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ご加入・ご紹介ありがとうございます
　皆さまのご協力で新たな事業所にご加入いた
だきました。今後とも何卒、よろしくお願い致
します。

新規事業所をご紹介ください
　本所では、商工業の総合的な発展を図っていく
ために、新しく加入していただける方を募集して
います。
　まだ商工会議所の会員ではない方を是非ご紹介
ください。
※ご紹介の事業所が加入された場合、薄謝を進呈いたします。

新規加入事業所ご紹介 （希望事業所のみ、希望サイズでの紹介。敬称略） 新規加入事業所ご紹介 （希望事業所のみ、希望サイズでの紹介。敬称略） 

事業所名　株式会社シーズ

事業所名　一級建築士事務所アドライフ株式会社

事業所名　株式会社 B&A

代表取締役　東本　圭司
	生駒市元町 1-8-2　

☎ 0743-73-6030　  0743-73-6030

事業内容　肌着、靴下、婦人服販売

　当社は1979年東大阪の布施のニチイのちにマイカルのテ
ナントとして誕生し1980年に奈良の富雄のユニードでも営
業を開始いたしました婦人服店です。富雄はダイエー、イオン
と変遷しましたが長年にわたりショッピングセンター内で地
域の方々に支えられて頑張ってきました。現在は奈良の学園
前と生駒に店舗がございます。
　今年より生駒商工会議所に新規加入させていただきます。
生駒では婦人服の他に肌着・靴下等を取り扱っております。
よろしくお願いいたします。

代表取締役
堀田　誠

生駒市本町 8-18

☎ 0743-73-2020
 0743-73-2000

http://crail.co.jp/company

事業内容　設計業・耐震診断・住宅インスペクション

　VITA グループの一級建築士事務所として設計業務、耐
震診断、住宅インスペクション、リノベーションを行って
います。

代表取締役　東　利英
生駒市辻町 751-1-3F

☎ 0743-71-6363　  0743-71-6363
http://hairmake-brandnew.com/
事業内容　美容室

　4/20オープン☆文具のいなもりさん横☆
　カット + 大人気イルミナカラー￥6,600 ！
　ファッションイベントや有名雑誌に掲載される実力派サ
ロンから新店舗がオープン
　☆カラーはトレンドを入れながら”似合うカラー”をご提
案★
　自分だけのカラーで悩み解決できます♪あなたのなりた
いイメージをカタチにし、ご満足いただける仕上がりに☆
美髪スペシャリストが在籍しており、今までにない髪質改
善ストレートを。
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新規加入事業所ご紹介 （希望事業所のみ、希望サイズでの紹介。敬称略） 新規加入事業所ご紹介 （希望事業所のみ、希望サイズでの紹介。敬称略） 

事業所名　しろくまデザイン

事業所名　株式会社夢くいばく

事業所名　ゴルフ会員権売買バーディーゴルフ

事業所名　株式会社 BLOOM

代表者　松村　邦明
	生駒市仲之町 3-36-304

☎ 090-3707-2260 
https://shirokuma-design.jp/
事業内容　デザイン（ホームページ、広告、ロゴマーク等）

　生駒商工会議所ご会員の皆様、初めまして。2018年より
生駒市にてデザイン事務所を営んでおります。デザイン事
務所というと硬く聞こえるかもしれませんが、「ホームペー
ジを作りたい」「ロゴマークを作りたい」「チラシを作りた
い」といったご要望、お気軽にお聞かせください。
　御社のデザインの相談ができる仲間として努めてまいり
ます。
　どうぞよろしくお願いします。

代表取締役 清水　健
生駒市東新町 6-23

☎ 0473-89-2373　  0743-83-0373
その他の連絡先
https://yumekuibaku.com/
事業内容　訪問看護ステーション

　私共は、病気や怪我で看護やリハビリが必要な方に向け
て、ばくリハビリ訪問看護ステーションからご自宅に看護師
や理学療法士、作業療法士がお伺いし支援しています。支援
の幅は小児分野や高齢分野と幅広く支援を行っています。保
育園や小学校などへの訪問支援も福祉制度のなかで行って
います。よろしくお願いします。

代表者　伊藤　龍一
所在地　生駒市真弓 3-3-9
☎ 0743-70-0870　  0743-71-6363
https://birdiegolf.p-kit.com/
事業内容　ゴルフ会員権売買

ゴルフ会員権、
只今買取強化中！！

　お使いでない会員権がございましたらお譲り下さい。即
日、現金を持参の上、買い取らせて頂きます。

代表取締役　竹本　千秋
生駒市東生駒 2-207-373

☎ 090-9218-4577　☎＆   0743-61-5239
その他の連絡先（メール） info@bloom-japan.com
事業内容　研修・セミナー事業、女性講師のマネジメント事業、
　　　　　一般女性へのスクール事業、家事育児サポート事業

～ 人（従業員様）への投資が何倍もの
リターンをもたらす‼　人材が人財に ～

　弊社の女性講師の研修を通して地域の企業様のお役に立
ちたいと考えています。昨今のコロナ禍の影響で働き方や会
社の収益構造が大きく変わっています。企業自らが将来に向
けて変化を求められている”今”ほど人への投資を必要として
いる時期は無いのではないでしょうか？
　人財育成研修は是非実績豊富な弊社におまかせください。
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　令和3年度の労働保険（労災保険・雇用保険）の年
度更新が始まっております。手続きはお早めに！！
相談・問合せ   本所 経営支援課（☎74－3515）

　源泉税納期の特例が認められている事業所は、

７月１2日（月）までに納入してください。

　ご相談等のある方は、給与台帳等持参し、予約の
うえご来所ください。

問合せ   本所 経営支援課（☎74－3515）

　５月１１日（火）生駒セイセイビル、５月１３日（木）
庄田自治会館にて健康診断を実施し、４４事業所
２２７名の方が受診されました。
　労働安全衛生法に基づいた事業者義務として、健
康診断の結果、異常の所見があると診断された労
働者については、必要な措置について聴取した医師
の意見を十分勘案し、必要があると認めるときは、
当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、労
働時間の短縮等の措置を講ずる他、適切な措置を
講ずる必要があります。

 事業主のみなさまへ  労働保険 年度更新

源泉税の中間申告支援のお知らせ

一般健康診断を実施しました

IKOMA
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　同和団体や NPO を名乗り、あたかも人権や自然を守る団体等と称し、
高額な書籍の購入や寄付を持ちかける電話が相次いでいます。安易に応
じてしまい、被害にあったケースも相当あると見受けられます。
　「エセ同和行為」とは同和問題を口実にして、「押し売り」「ゆすり」「た
かり」等をする行為で、こういった売り込みに対しては、同和問題に対する基
本的認識を培うことや毅然とした対応が求められます。
　また、電話による問答無用の予約持ちかけをはじめ、本を持って売り歩く
例や、本を勝手に送りつけて代金を要求する例もあります。「クーリング・オ
フ」の制度もあり、それぞれ適切に対応する必要があります。
　このようなことでお困りの際には、次のような相談窓口がございますの
で、ご相談ください。

高額図書を売りつける「エセ同和行為」にご注意を！
　　相談窓口
　◆奈良地方法務局人権擁護課
　　（人権相談について）
 ☎０７４２-２３-５４５７
　◆奈良県人権施策課
　　（人権相談・施策について）
 ☎０７４２-２７-８７１６
　◆奈良県消費生活センター
　　（消費生活相談について）
 ☎０７４２-３６-０９３１
　◆生駒市消費生活センター
　　（消費生活相談について）
 ☎０７４３-７３-０５５０

「毛利元就～冷静な人間観察～」
　戦国の生き馬の目を抜くような社会で成功を収めた毛利
元就にとって、跡継ぎの隆元（父に先んじて亡くなり、大
いに元就を悲しませることになる、豊臣秀吉政権の五大老
の一人に列した毛利輝元の父）の振る舞いは生ぬるいとい
うか、物足りなく感じられたようです。
　彼は隆元が親孝行で、また神仏に敬虔（けいけん）な態
度をとっていることを「素晴らしいことだ」と褒めた後に
言葉を続けます。でもな、隆元よ。今は「下り果てたる世
の中である」。こんな世の中で勝ち残るためには「芸能や
文化や慰めなどは不要だ。おまえに必要なのは、武略・計略・
調略なのだ」。武略・計略・調略。謀りごとの達人、元就
らしい厳しい言葉ではありませんか。
　ただし、これだけならば、元就でなくても言えるかな、
と思うのですね。武田信玄とか、黒田官兵衛とか、知謀の
武将であれば、「常に謀りごとを忘れるな」と指導するの
は、むしろ当然のことだったかもしれません。元就のすご
みは、隆元の弟で、極めて優秀だった小早川隆景（元就亡
き後、おいの輝元を補佐する。後に輝元とともに、豊臣五

大老の一人となる）に対しての言葉に見てとれます。
　隆景よ。おまえは優れた才能のままに､世を渡ってきた。
だが、そうした生き方は危ないのだ。これからは、人の嫌
がることはやらない、人が好むことを行う。そうしたシン
プルな生き方を心掛けなさい。いま毛利家は九州の大友家
との友好関係が破れ、戦いの準備をしている。すると家中
の者どもは、この事態の裏には隆景殿がいるぞ。こたびの
合戦は隆景殿主導の合戦に違いない、と言っている。常日
頃謀略をもてあそんでいるから、おまえは痛くもない腹を
探られることになるのだ。この父が、普通の生き方をせよ、
と注意するのは、こういうことだぞ。
　つまり、元就は、隆景には「もっとバカになれ」という
わけです。謀りごとの得意ではない長男には「武略・計略・
調略を磨け」とハッパを掛ける一方で、そうしたことの得
意な、優秀な三男には「才能をひけらかしていると、みん
なの共感を得られないぞ」とくぎを刺す。息子をしっかり
見ているなあ、とビックリするし、人間というものをよく
よく理解しているなあ、と感心します。人を見て法を説け、
といいますが、簡単にできることではありません。冷静な
人間観察ができたからこそ、元就は一代で、安芸国の小さ
な領主から安芸一国を支配する戦国大名へ、山陽地方を治
める大大名へ、さらには中国地方一帯の覇者へ、と成長で
きたのだと思います。

東京大学史料編纂所 教授
本郷　和人

◇本郷　和人／ほんごう・かずと
　１９６０年東京都生まれ。83 年東京大学文学部卒業、88 年同大学大学院単位取得退学。石井進氏と五味文
彦氏に師事し、日本中世政治史を専門とする。当為（建前、理想論）ではなく実情を把握すべきとし、日本中世
の「統治」のありさまに言及する著作を発表している。従来の権門体制論を批判し、二つの王権論に立つ。師の
五味文彦氏と同様に書評も多く、中世や近世を扱ったさまざまなドラマ、アニメ、漫画の時代考証にも携わる。
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6月30日

内部不正による
情報漏えい減少せず　
営業秘密管理に関する実態調査公開
　近年、企業の技術情報を同業他社
や海外企業に不正に持ち出した事案が
相次いで報道され、営業秘密の保護
強化が課題となっている。そこで、独
立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）
は、国内企業での営業秘密の漏えい
発生状況、管理実態や対策などの実
態把握を行い、「企業における営業秘
密管理に関する実態調査２０２０」を公
開した。本調査では、２０１６年に実施
した同名の調査との経年比較を行うと
ともに、テレワーク環境での管理状況
などを新たに問うことで環境変化への
対応や、営業秘密漏えいを防ぐための

対策などを分析した。

退職者による秘密情報
持ち出しは・３％
　本調査結果の主なポイントは以下の
とおりである。
■従業員と秘密保持契約を締結する企
業は ・１％から・６％（・５％増）
と増加した。営業秘密漏えいに関する
報道などを受けて、内部不正による情
報持ち出しなどの被害抑制のため、対
策を講じる企業が増えたものと考えら
れる。
■情報漏えい事例が発生したと回答し
た企業は５・２％と前回調査（９・６％）
より減少したものの、その要因として
は企業における対策の進展、攻撃の
巧妙化など、複数の要因が作用した結
果と考えられる。また、漏えいルート
では「中途退職者」による漏えいが 

・３％と最多で前回より増加し、内部
不正を原因とする情報漏えいの発生は
減少傾向にはないことが分かった。
■情報漏えいの発生頻度は中小規模
企業よりも大規模企業の方が高い。し

かし、「分からない」と回答した
比率は中小規模企業の方が高く、
中小規模企業は情報漏えいイン
シデントの検知能力が低いと推定
される。一方で、内部不正を通じ
た情報漏えいインシデントは具体
的な被害発生の事実そのものを
通じて把握されることが多く、こ
うしたインシデントについては企
業規模による相違は小さいと考え
られる。

■テレワークで営業秘密を扱う場合の
対策の導入状況では、まず通信時の
保護対策を行う企業が多く、「クラウド
サービスで秘密情報を扱う場合の対
策」は・７％と、クラウド対策まで踏
み込んで取り決めている割合は低いこ
とが分かった。
■クラウドサービスにおける営業秘密
の不正利用防止のために実施している
対策についての設問では、不正操作
の証跡確保に相当する「ログ分析の実
施」が％にとどまるなど、比較的高
度な対策までは十分に進んでいないこ
とが分かった。一方、アクセス権限の
設定ミスやサイバー攻撃に備えた基本
対策の必要性は一定程度認識されて
いることがうかがえる。
　このほか、不正競争防止法改正の
効果などの仮説を基に設定した項目
のアンケート結果から得られた各種デ 
ータ、調査結果を踏まえた課題の分析
や考察などを、本調査報告書に掲載し
ている。
　ＩＰＡは、ニューノーマルな環境で新
たなＩＴ技術を活用する多くの企業が本
調査結果を参考にすることで、営業秘
密保護の対策を進め、企業競争力を
強化することを期待している。本調査
報告書の
細については、ＩＰＡのＷｅｂサイト（Ｑ
Ｒコード参照）で確認してほしい。

　（独立行政法人
　 情報処理推進機構・
　 江島将和）

IKOMA
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　※太鼓（生駒山麓太鼓）、青年部（生駒商工会議所青年部）、女性部（生駒商工会議所女性部）、奈青連（奈良県商工会議所青年部連合会）、
　　市（生駒市）、検定（日本商工会議所検定試験）、学研（関西文化学術研究都市推進機構）

■　融資情報
●マル経融資制度
経営改善をバックアップ。無担保・無保
証人・低利で融資する制度です。

●マル経融資を受けるには
会議所加入後、経営指導員による経営指
導を受けていること、所得税他の税金を
完納していることなどの条件を満たして
いることが必要です。

●金融利率（無担保・無保証人）　
　5月 6日現在（年利％・単位：円）

制　　度 利率 貸付枠

マル経融資
運転1.21

2000万
設備1.21

■　金融相談
　㈱日本政策金融公庫による定例相談
　日時　6 月 17 日（木）
　　　　10 時～（要予約）
　経営支援課　☎74ー3515

ここをチェック ✓
■■ 全国安全週間の準備

6 月は 7 月初めの全国安全週間の準備月
間。職場の安全について見直しを図る。

■■ 夏季休暇の準備
7 月～ 8 月に夏季休暇を実施する場合は、
業務調整や取引先等への連絡をする。

■■ 中元商戦等のためのパート・アルバイ
トの補充
中元・夏物セールでパート・アルバイトが
必要な場合には早めの確保に努める。

■■ 暑中見舞い・中元の発送準備
印刷された暑中見舞状を各部署に配布する
とともに、宛名書きを依頼する。中元は、
前年や歳暮の実績等と照らし合わせて、宛
先の変更や、必要金額・件数の見積もりを
行う。

■■ 求人説明会への出席と求人票の提出
各地の職安で開かれる来春高校卒業予定者
の求人説明会に出席し、求人票を提出する。

■■ 健康保険・厚生年金保険の被保険者報
酬月額変更届の提出要否のチェック
4 月に昇給を実施した企業では、6 月の給
料を支払った時点で健康保険・厚生年金保
険の「被保険者報酬月額変更届」の提出要
否をチェックし、必要であれば 7 月中に
所轄の年金事務所（または健保組合）に提
出する。

■■ 賞与からの健康保険・厚生年金保険の
保険料の徴収
賞与を支給した場合は、健康保険・厚生年
金保険の保険料を徴収する。（一般の保険
料とともに翌月末日までに納付）

■■ 健康保険・厚生年金保険の報酬月額算
定基礎届の作成準備
給与計算後、7 月 12 日までに提出すべき
健康保険・厚生年金保険の被保険者報酬月
額算定基礎届の作成準備にとりかかる。
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9:00 21:00 17:30

事業承継相談
相談日   随時制のためご予約ください。
申込・問合せ  奈良県事業承継・引継ぎ支援センター

  ☎ 0742-93-8815　 0742-93-8002
   n-hikitsugi@gaea.ocn.ne.jp

社会保険労務士相談
相談日   7月14日（水） 14時 ～17時 （申込順3件まで）

法律・税務相談
　随時受付中。申込みは相談希望日の１週間前までにご予約ください。
※その他、経営 ･ 労務などあらゆる事業のお悩みに専門家がお答えします。 （要予約）
申込・問合せ   経営支援課 ☎ 74 － 3515

各種相談事業のお知らせ 要予約
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