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11 月 1 日から 30 日までは、労働保険適用促進強化期間 です。 

労働保険労働保険労働保険労働保険とは、労災保険と雇用保険との総称です。 

労災保険労災保険労災保険労災保険とは、労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり、病気に見舞われた

り、不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族の生活を保護するため必要な保険給付を

行うものです。 

雇用保険雇用保険雇用保険雇用保険とは、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が

生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な

給付を行うものです。 

労働保険は、労働者（パート・アルバイト等を含む）を一人でも使用している事業主は、

すべて加入する義務があり、加入手続きを行わなければなりません。 

加入手続きなど、詳しくは、各商工会にお問い合わせ下さい。 
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 CPDSCPDSCPDSCPDS の学習履歴は技術者の研鑽を積む姿勢を表すため、技術力を評価する指標として、

有効と考えられています。総合評価方式の技術評価において、取得ユニットを入札審査の際

の評価項目とする公共団体が増加しているため、公共工事を受注する上で CPDSCPDSCPDSCPDS 認定講習の

受講の重要性が非常に高まってきております。ぜひこの機会に認定講習を受講ください。 

 

● セミナーセミナーセミナーセミナー    ①①①①（（（（10:0010:0010:0010:00～～～～12:0012:0012:0012:00））））    

   「入札制度の動向と対応について」 

        講師：安田コンサルティング 代表 安田 勝也 氏 

 

●    セミナーセミナーセミナーセミナー    ②（②（②（②（13:0013:0013:0013:00～～～～16:0016:0016:0016:00）））） 

   「企業力アップ！安全管理改善について」 

        講師：株式会社 建設システム 中川 良一 氏 

   「必見！測量業務効率化について」 

        講師：株式会社 建設システム 白神 巌 氏 

 

                                                   

 

日 時：平成 24 年 12 月１２日（水）午前 10 時～午後 4 時 

場 所：龍神市民センター 大ホール 

         田辺市龍神村安井 1048-6 TEL:0739-78-0301 

   参 加 費：1,000 円（昼食･お茶付） 

   申込締切：平成 24 年 11 月３０日（金） 

 

※ お問い合わせ・申し込みなど、詳しくは各商工会へ！！ 
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「職業能力開発推進者」の選任調べ届出は お済ですか？ 

 

「職業能力開発推進者」とは、各事業所の人材育成・教育推進担当者のことで、推進者の

選任は、「職業能力開発促進法」第 12 条にて、事業主の努力義務とされています。 

選任の対象は、雇用保険適用されている全企業(事業所)・団体です。 

届出をすれば、企業内の人材育成、キャリア形成の相談支援等が無料で受けられます。 

 まだ、「職業能力開発推進者」を選任されていない事業主さんは、この機会に届出してく

ださい。 

 

【お問い合わせ】 

   和歌山県職業能力開発協会 和歌山職業能力開発サービスセンター 

TEL:073-425-5455 FAX:073-425-0902 
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11 月 11 日から 11 月 17 日までの一週間を「税を考える週間」とし、その期間を中心に、

国民の皆様に、税の意義や役割について考えていただくとともに、税務行政への理解を深めて

いただくために活動を行っています。 

今年度は「税の役割と税務署の仕事」をテーマに、「税の役割」や、これまで国税庁が取り

組んできた、適正・公平な課税と徴収の実現に向けた取り組み、e-Tax をはじめとした「IT 化

を通じた納税環境の整備」「国際化への対応」などについて紹介しています。 

また期間中は、国税庁ホームページに「税を考える週間」特集ページを開設し、テーマに即

した情報の提供を行っています。 

 

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。 

     国税庁 HP：http://www.nta.go.jp 
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経営セーフティ共済は、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、

貸付けが受けられる共済制度です。「もしも」のときの資金調達手段として当面の資金繰

りをバックアップします。 

・掛金の１０倍の範囲内で、最高最高最高最高８８８８,,,,００００００００００００万円万円万円万円まで貸付けが受けられます。 

・共済の貸付条件は「無担保・「無担保・「無担保・「無担保・無保証人」無保証人」無保証人」無保証人」です。 

・取引先事業者が倒産して売掛金債権取引先事業者が倒産して売掛金債権取引先事業者が倒産して売掛金債権取引先事業者が倒産して売掛金債権等が回収困難となった時等が回収困難となった時等が回収困難となった時等が回収困難となった時、 

貸付けが受けられます。 

・月額月額月額月額 5,0005,0005,0005,000 円～円～円～円～20202020 万円の範囲内万円の範囲内万円の範囲内万円の範囲内(5,000(5,000(5,000(5,000 円単位円単位円単位円単位))))で加入でき、掛金は 

税法上損金税法上損金税法上損金税法上損金((((法人法人法人法人))))または必要経費または必要経費または必要経費または必要経費((((個人事業個人事業個人事業個人事業))))に算入に算入に算入に算入できます。 

・１２ヶ月分以上掛金を納付していれば、自己都合の任意解約でも 

掛金総額の８０％以上の解約手当金が受け取れます。 

（注：掛金納付月数が１２ヶ月未満の場合は、掛け捨てとなります） 

 

詳しくは、各商工会にお問い合わせ下さい。 



    

▽▽▽▽    「「「「復興応援復興応援復興応援復興応援ありがとうありがとうありがとうありがとう！！！！」」」」    ～～～～感謝感謝感謝感謝をををを込込込込めてめてめてめて～～～～    

こだまこだまこだまこだま祭祭祭祭１２１２１２１２月月月月９９９９日日日日（（（（日日日日））））開催開催開催開催！！！！    ～～～～本宮本宮本宮本宮～～～～    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

【【【【こだまこだまこだまこだま祭祭祭祭    おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】    第第第第２８２８２８２８回回回回こだまこだまこだまこだま祭実行委員会祭実行委員会祭実行委員会祭実行委員会    
〒647-1731 田辺市本宮町本宮 219 TEL:0735-42-0269 FAX:0735-42-1639 （事務局 本宮町商工会） 

   

【【【【秘湯駅伝大会秘湯駅伝大会秘湯駅伝大会秘湯駅伝大会    おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】    第第第第２６２６２６２６回秘湯回秘湯回秘湯回秘湯めぐりめぐりめぐりめぐり駅伝大会実行委員会駅伝大会実行委員会駅伝大会実行委員会駅伝大会実行委員会    
〒647-1731 田辺市本宮町本宮 219 TEL:0735-42-1164 FAX:0735-42-1194 （事務局 本宮教育事務所） 

今年の本宮の「第２８回こだま祭」は日程が少し変更となり、１２月の
開催です。地元の方が作った素朴な田舎の味や、各商店の名物、体験
コーナー、各種団体のおいしいものが出展予定となっています。また、
ステージイベントでは、地元の子どもたちやよさこいグループの「奥熊
野舞連隊」、和太鼓の「奥熊野太鼓」が出演いたします。 

昨年は水害の影響で中止となった「秘湯めぐり駅伝大会」も復活し、
町内の３つの温泉をめぐる６区１７キロのコースと、今年初めて、小学生
も参加できるミニマラソンを行います。沿道では、参加選手への応援を
よろしくお願いいたします。 

こだま祭の最後はお楽しみの餅投げです。皆様ご来場下さい！ 

 

 

翔龍祭は林業祭りを中心とした地域コミュニティイベントです。 
チェンソーアートのショーやグルメもうならせる美味しいお店など、

見どころいっぱいです。 
商工会青年部は「丸焼きくんサンド」、女性部は「ゆずしぼり」で会場

を盛り上げます。 
他にも多数の出店があり、スタンプを集めて豪華商品が当たる抽選

会も行われます。 
市民センターでは地域の文化祭があり、舞台発表や多くの作家の作

品が展示されます。    

 

▽▽▽▽    三川地域三川地域三川地域三川地域おおおお楽楽楽楽しみしみしみしみ会会会会    －－－－がんばろうがんばろうがんばろうがんばろう    三川三川三川三川！－！－！－！－        ～～～～大塔大塔大塔大塔～～～～    
    

昨年の台風１２号で甚大な被害受けた大塔三川地域ですが「三川は今、復興にむけて頑張ってい
ます。みんなで楽しい一日をすごしましょう。」という合い言葉のもと、地元の皆さん方で作る「三川
地域お楽しみ会実行委員会」がイベントを盛り上げようと取り組んでおられます。 

石鹸粘土工作等の体験教室や田辺高校吹奏楽部の演奏・地元産野菜や米などの 
展示即売会、商工会青年部も参加の食べ物バザー等々、内容は盛り沢山です。 

もちろんみんなが大好きな餅まきもあります！！ 
体育館等の施設内で開催されるので、雨天決行です。 
秋深まる三川の地は、今復興にむけてみなさんいきいき頑張っておられます。 

 

 【【【【おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】    田辺市役所大塔三川連絡所田辺市役所大塔三川連絡所田辺市役所大塔三川連絡所田辺市役所大塔三川連絡所    ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ::::0739073907390739----62626262----0271027102710271    
                                    田辺市立田辺市立田辺市立田辺市立    三川小学校三川小学校三川小学校三川小学校                ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ::::0739073907390739----62626262----0032003200320032    
    

 

▽▽▽▽    １１１１１１１１////２４２４２４２４((((土土土土))))、、、、２５２５２５２５（（（（日日日日））））    翔龍祭翔龍祭翔龍祭翔龍祭（（（（林業林業林業林業まつり・まつり・まつり・まつり・村民文化祭村民文化祭村民文化祭村民文化祭））））    ～～～～龍神龍神龍神龍神～～～～    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日 時  林業まつり（龍神ドーム）  １１月２４日（土）９:００～１６:３０ 
                     ２５日（日）９：００～１５：００ 
       村民文化祭（市民センター） １１月２３日～２７日（随時展示） 
                    舞台発表は２３日（金）１３：００～ 
 

【【【【おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】    龍神村森林組合龍神村森林組合龍神村森林組合龍神村森林組合    ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ::::０７３９０７３９０７３９０７３９----７８７８７８７８----０２４６０２４６０２４６０２４６    
    

 こだまこだまこだまこだま祭祭祭祭はははは 9999 時時時時～、～、～、～、駅伝駅伝駅伝駅伝はははは 9999 時時時時 50505050 分分分分スタートスタートスタートスタート    

 

 

ブログブログブログブログ『『『『熊野のええもん熊野のええもん熊野のええもん熊野のええもん』』』』    http://blog.livedoor.jp/kumano6http://blog.livedoor.jp/kumano6http://blog.livedoor.jp/kumano6http://blog.livedoor.jp/kumano6    

    

熊野のええもん（ブログ）では、会員事業所の紹介をさせていただいております。 

詳しくは各商工会までお問い合わせ下さい。 

 

 ◆◇◆ 広域商工会 くまの協議会 ◆◇◆ 

 

上富田町商工会 

本宮町商工会 

大塔村商工会 
龍神村商工会 

中辺路町商工会 

牟 婁 商 工 会 
℡ 0739-47-1531  

℡ 0735-42-0269 
℡ 0739-49-0171 
℡ 0739-78-0472 

℡ 0739-64-1002 

℡ 0739-35-1110 

 

金融情報  日本政策金融公庫 

          （H24.10.15 現在） 

 

 

◎ 一般貸付 2.05％～ 

 

◎ 経営改善貸付 1.75％ 

 

◎ 教育ローン 2.35％ 

 

～ 融資のご相談はお近くの商工会へ～ 

 

労働情報 

 

和歌山県の最低賃金が改正されました。 

 

 

時間額 685 円 

発効年月日 H23.10.13 

 

 

時間額 690 円 

発効年月日 H24.10.1 

 

牟婁商工会でお世話になって２０余年の戎嶋享司です。 
 

１０年近く前のこと。 
何がきっかけだったか忘れたが、仕事をする姿勢を変えようと思った。 

 

 “ 仕事にしても、生活にしても整理、整頓を意識しよう。” 
 

まず身近なことからと・・・自分の机の上や周りを片付ける。 
毎日、仕事を終え帰宅時の机の上は“電話機”以外置かないことに決めた。 
（今はパソコンと電話機のみ） 

・終業時に一日の反省と次の日の計画を立てながら机の上を片付ける。 
・翌朝、引出から書類等を出す際、仕事の順番（段取り）を再確認する。 
・反省や計画を立てることで心構えも変わる。 
・断捨離・・・捨てるもの（処分）がでてくる。 
・机の上を広く使え仕事がしやすくなる。 
・ほしい物や書類などすぐ手に取れる（見つかる）。 

ちょっとしたことだが効果が表れた。 
 

次にパソコンのデータ管理など 
・フォルダの階層の作り方やファイル名の付け方を工夫する。 
（フォルダやファイルが整理される。） 

・ファイルを探す無駄がなくなり、目的のファイルにすぐたどり着く。 
・同じ文字を度々入力（変換）する場合は単語登録をしておく。 

 

このような事を既に行っている人から見れば特別な事でもないが・・・。 
整理、整頓など簡単な事、当たり前の事をやり続け、小技の積み重ねや組み 
合わせが時間のコスト、心のコストを図り働く環境を創りだす。 
それが必ず次につながると信じこれからも意識していこうと思っている。 

    

 


