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卓越した計測技術とグローバルな成長戦略で
 世界の産業シーンを、暮らしを革新する
日本カノマックス株式会社

代表取締役　加野　稔 氏
　日本カノマックス株式会社は1934年に「加野研究
所」として創業され、空気や水の流れ、目に見えない
微粒子を精密に計測する「日本初・世界初」の製品や
サービスを数多く展開し、様々な産業シーンや生活の
クオリティ向上を実現されています。
　近年では、日本とアメリカを軸に世界で事業を展開
されているほか、産学連携を強化するなど、更なる発
展を遂げられております。
　今回は、2007年より代表取締役に就任されている
加野 稔社長にお話をお伺いしました。 代表取締役　加野　稔 氏
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―社長に就任された経緯と、その後の経営方針
についてお聞かせください。

バイオリニストを夢見てアメリカへ進学しました
が、手の負傷によりバイオリンを弾けなくなり、
様々な経緯を経てアメリカの大学にて経済学を学ん
だ後、当社に入社しました。入社後は全くのゼロか
らアメリカに海外拠点を立ち上げるなど、海外展開
の基盤を築いてきました。そして、2007年に創業
者の思いを引き継ぎ、社長に就任しました。就任当
時から、目に見えない流れと粒子を取り扱う精密計
測の世界で、世界中のお客様の課題や問題の解決に
あたり、当社をグローバル企業にしたいという、強
い思いを抱いておりました。

社長就任時に真っ先に行ったのは、企業理念をは
じめとするシェアードバリュー（共有価値）の見直し
とその浸透です。異なる価値観を持つ人々を抱える
企業において、如何に目指すべき方向を明確に示
し、一致団結して向かえるかは非常に重要と考えて
おります。新入社員研修では、私が必ず研修の初日
を務め、シェアードバリューの大切さ、マーケティ
ングの重要性を説くほか、毎月のクレド表彰（23
項目設定されたクレド（行動規範）にふさわしい活動
を行う社員を推薦の後、社内で審議・選出し表彰）
なども実施し、シェアードバリューの浸透を図って
います。

また、技術を用いてお客様の抱える課題・問題を
深く知り、これまで以上にきめ細かい対応を実現す
る体制整備に尽力しました。アプリケーションを重
視する組織体制を構築し、製販の過程には、お客様
の課題・問題を知るための様々な関所を設けるな
ど、定めたPDCAを愚直に回し続けることで定着
を図ってきました。

そして、世界の先端技術にも負けない製品やサー
ビスを生み出すためには、産官学連携が不可欠であ
ると判断し、大学などの研究機関とコラボして、先
端技術を市場へ投入できるように昇華させる取り組
みも行ってきました。これまでに日本は勿論、アメ
リカの大学や政府機関とも多く協業し、様々な実績
を作ってまいりました。

―日本とアメリカの2拠点を中心に事業を展開
されていますが、特に近年力を入れられている機器
や市場についてお聞かせください。

我々のベースでもある風速計については、お客様
のご要望を緻密に把握し、より市場に適合した製品

を投入していきたいと思っています。近年では、半
導体業界における超純水中の超微粒子〔10nm〕を
検出する装置の販売に注力しています。これまでは
光散乱という技術を用いて20nmが限界でありま
したが、当社グループ会社が10nmを検出できる
装置を開発しました。

アメリカ市場は勿論のこと、近年の中国における
半導体市場への投資は非常に大きく、注目しており
ます。また、当社は自動車関連市場との繋がりが深
いですが、昨今の自動車業界の変化は、我々として
も注目せざるを得ません。

―これからの展開（国内・海外など）についてお
聞かせください。

当社は世界を、日本、アジア、米州、欧州の4極
と見立て、この4つのエリアにおいて、グローバル
ニッチリーダー企業集団を形成しようとしていま
す。国内については、更に強固な基盤を築くことを
最大のミッションとしています。アジアにおいては
大気環境汚染に注目し、環境改善に資する計測器を
提供しているほか、現在力を入れている半導体市場
への浸透も図っていきます。また、欧米において
は、大学・研究機関との共同開発などオープンイノ
ベーションに力を入れています。しかし我々は、流
れと粒子における精密計測という軸は決してぶらさ
ず、ニッチな市場において、お客様に価値を提供し
続ける企業であることを目指しています。

―今後ともますますご発展されることをお祈り
申し上げます。ありがとうございました。

日本カノマックス株式会社
〒565-0805 吹田市清水2番1号

TEL:06-6877-0444（代）
http://www.kanomax.co.jp/
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　3月7日、吹田商工会議所では吹田市と吹田市議会に対して要望書を提出いたしました。
　国では、通常国会において「生産性向上特別措置法案」が上程されており、市町村で同法にもとづく「導入
促進基本計画」を策定し、中小企業がそれに沿った設備投資を行った場合、固定資産税を3年間減免する条例
を制定できるようにする法案が審議されています。さらに、特例措置を実施する市町村の中小企業に対して
は、国のものづくり補助金等で優先採
択や補助率引上げを講ずるとしていま
す。
　そのため、柴田仁会頭が後藤圭二吹
田市長、藤木栄亮吹田市議会議長を訪
問し、吹田市としても、「導入促進基
本計画」を策定し、固定資産税の特例
措置を講ずる条例を制定することを要
望しました。

設備投資に係る新たな固定資産税の
� 特例措置について、吹田市へ要望を行う。

野田吹田市議会副議長（藤木議長代理）後藤吹田市長

平成29年度第２回通常議員総会を開催、
平成30年度の事業計画と収支予算が決定！

　3月28日（水）に平成29年度第2回通常議員総会を開催、平成30
年度の事業計画（案）及び収支予算（案）などの審議が行われました。
　事業計画（案）は、基本方針を「創立70年を迎え、会員満足度の向
上に努め期待される商工会議所をめざす」とし、重点事項には、
　（1）ニーズに即応した事業展開をする
　（2）活力強化に資する事業支援をする
　（3）産業振興により活性化に取り組む
　（4）組織力強化を図り存在感を高める
を掲げました。そして、それらを実現するために実施する主な事業に
ついて説明しました。
　また、収支予算（案）では、特定退職金共済会計の総資産管理への
移行、青年部会計の本会計への統合、創立70周年記念事業費の計上といった特記事項があることと、事業計画を反
映させ、単年度収入414,533千円、単年度支出411,343千円とする予算編成を行ったことを説明しました。
　提案された事業計画（案）と収支予算（案）は承認となり、新年度に向かってスタートしました。会員の皆様に
は、引き続き倍旧のご支援、ご協力をお願いいたします。

役員・議員永年勤続２０年の日本商工会議所表彰を伝達
　日本商工会議所から役員・議員永年勤続20年で8名の方が表彰をお受けになられたため、議員総会に先立
ち、柴田会頭より日本商工会議所三村会頭からの表彰状を伝達させていただきました。
　おめでとうございます。

＜受賞者のお名前＞
石井博章氏（副会頭）、東　秀夫氏（常議員）、足立光三氏（常議員）、中村英夫氏（常議員）、
山出満氏（常議員）、寺辻健治氏（監事）、竹内祐三氏（議員）、家村武志氏（議員）
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第35回吹田産業フェア　開催のご案内

吹田商工会議所創立70周年記念講演のご案内

　吹田産業フェアは、吹田市内で活動される事業所の皆様と、吹田市民の方々とのふれ
あいの場として開催しており、春の産業イベント事業として定着して参りました。今回
35周年を迎える本年も多くの事業所・団体の皆さまにご出展頂きます。また、ご来場
の皆様に楽しんで頂けるよう各種イベントの準備も進んでおります。多くの方々のご来
場をお待ちしております。

　吹田商工会議所創立70周年記念として、吹田産業
フェア内にて記念講演を行います。多くの方のご参加
をお待ちしております。
■講演テーマ：
「どうする?どうなる?吹田の未来。人工知能（AI）
と仮想現実（VR）が変えていく未来のカタチ」

■パネルディスカッション方式：
藤井直敬氏

（VRコンソーシアム代表理事　㈱ハコスコ代表取締役）
坪倉輝明氏（メディアアーティスト）
佐久間洋司氏

（人工知能研究会／AIR代表、AI研究者、認知科学者）
松浦和博氏

（パペルック㈱COO、当日のコーディネーター）

■と　き：平成30年5月13日（日）　
　　　　　午後2時～午後3時半
■ところ：メイシアター大ホール
■参加費：無料。どなた様でもご参加できます。
■問合せ：

吹田商工会議所（担当：谷）
TEL06-6330-8001　FAX06-6330-3350

と　　　　き：平成30年5月12日（土）・13日（日）午前10時～午後4時
と 　こ 　ろ：メイシアター、吹田市役所駐車場、いずみの園公園
主　　　　催：吹田産業フェア推進協議会
ホームページ：http://suita.jp/
問い合わせ先：吹田商工会議所 
　　　　　　　吹田産業フェア事務局　谷（タニ）
　　　　　　　　電話（06）6330-8001
　　　　　　　　FAX（06）6330-3350
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〈新たにご入会頂いた事業所〉 （H30.2.1～2.28　部会別事業所名50音順）

部　会 事　業　所　名 所　在　地 事　　業　　内　　容

商　　　業 （株）VARTEC 吹田市広芝町 精密機器製造、販売、メンテナンス

建　　　設
（株）オオケン 吹田市南吹田 各種防水工事・塗装工事

（株）谷川 吹田市南正雀 総合建築業

専門サービス

おたがいさま倶楽部（同）吹田事業所 吹田市内本町 障害福祉サービス事業（教育・生活・就労・福祉
の相談及び支援）

さくらSTG社労士事務所 吹田市津雲台 社会保険労務士業（人事労務コンサルティング、
採用コンサルティング、就業規則作成等）

内藤司法書士事務所 吹田市千里山西 登記全般

サービス業

cocoa 吹田市出口町 アロマによる癒し空間の創出

Shienʼya（株） 吹田市千里山西 高齢者及び障がい者の生活サービス事業

炭火串焼 鳥堂 吹田市青葉丘南 飲食業、焼き鳥

（特）商　業 （株）マークス&ラン 大阪市西区立売堀 インポートブランドの商品販売

≪事務局からお知らせ≫事業所名・所在地・代表者などの変更がございましたら 当商工会議所 総務部 までお知らせください。

只今、吹田商工会議所　新規会員募集中　新規会員をご紹介ください。　連絡先 : 6330-8001 総務迄

起 業 の 経 緯

　子供の頃病気がちだったこともあり、もともと野菜
には興味がありました。父親も豊中で小さいながらも
畑で野菜を作っています。そんな環境もあり脱サラ後、
専門学校を経て今の店を始めました。お店で出す料理

新入会員インタビュー 野菜カフェ　ポーノ

は専門のシェフを雇って自身は補助的な立場でやって
います。
　人通りもあまり多くはないですが、あくまで「一軒
家」にこだわりました。

企業としての理念

　元はカラオケ喫茶だった店舗をデザイナーとともに
改装しました。天井も梁を見せることで広々とした空
間にシンプルながらも居心地の良い雰囲気になってい
ます。最初は夜の営業もしていましたが土地柄もあり
ランチに重点を置くことで今では女性客が8割という自
然派を好むお客様が増えています。
　自然の野菜は時として癖が強いので普段食べなれた
野菜とうまく調和させながらお出ししています。

今 後 の 展 望

　営業時間を9時から17時にして夜は貸切に対応できる
ようにしていますが、今は一番このやり方があっている
ように思います。貸切では結婚式の2次会や女子会用に
音響やプロジェクターも準備しています。また、今年5月
の産業フェアに出店して広報にも力を入れていきたいと
思っています。

事業所名：野菜カフェ　ポーノ
代 表 者：瀧川　真也 氏
所 在 地：吹田市南吹田5丁目24-5
T E L：06-6380-2727
U R L：http://takigawasangyou.com/
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株式会社リバフォール
吹田市江の木町 24-27 TEL.06-6384-3630 FAX.06-6385-8749

快適な江坂ライフをお約束します。

株式会社リバフォール

快適な江坂ライフをお約束します。

都市に夢
　　　　人に愛
　　　　　　　環境に心

http://www.riverfall.co.jp/
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　為替市場で円高が進行している。輸出主導型の経済構
造を有するわが国にとって、円高は景気に甚大な悪影響
を与える。大和総研のマクロ経済モデルを用いたシミュ
レーションでは、10円の円高・ドル安は、わが国の実
質GDP（国内総生産）を0.5%程度押し下げる。
　最近の円高進行の背景は、以下の4点に整理できよ
う。
　第一に、米国の株式市場が不安定化する中、「質への
逃避」といわれる動きが加速している。わが国の「円」は、
経常黒字国の通貨なので、世界が不安定化すると「安全
通貨」「逃避通貨」として買い進まれる悲しい宿命を背
負っているのだ。
　第二に、世界的に景気が回復する中、ドルが対主要通
貨で売られやすい地合いとなっている。従来は米国経済
のみが先行して回復していたため、ドル資産への投資が
進んでいた。しかし、最近はユーロ圏の金融引き締めが
視野に入ってきたことなどもあり、ドル以外の通貨への
資金流入が起きている。
　第三に、「貿易摩擦解消に向けて、トランプ政権が

『ドル安』カードを切るのではないか?」との観測がくす
ぶり続けている。
　米通貨当局は、1970年以降、極めて単純化して言え
ば、｢（1）ドル高政策→（2）ドル安政策→（3）ドル安定化
策｣という政策サイクルを繰り返してきた。
　「（1）ドル高政策」には、輸入物価の低下を通じインフ
レを抑制するとともに、海外から米国への投資資金を増
加させるというメリットがある。しかし、「（1）ドル高
政策｣の結果、米国の経常赤字が拡大すると、米国は、｢

（2）ドル安政策｣をとる。その後、ドル安がオーバー
シュート気味に進展し、米国におけるインフレ圧力高
進、米国の金融市場混乱などが懸念される状況になる
と、｢（3）ドル安定化策｣を講ずる。さらに、ドルが安定
化する中で、米国の経常赤字が徐々に改善すると、｢

（1）ドル高政策｣へと回帰するのである。
　米国の通貨戦略のサイクルは、基本的に「米国の経常
収支」「米国のインフレ圧力」「米国金融市場の動向」と
いう、三つのファクターによって規定されている。
　現状、上記3ファクターの中で、｢米国の経常収支｣に

関しては大幅な赤字であるため、政策転換の条件は既に
整っている。今後、｢米国金融市場｣が徐々に安定し、
FRBの利上げを受けて「米国のインフレ圧力｣がある程
度抑制されれば、米国は「（1）ドル高政策」から｢(2)ドル
安政策｣へと転換する可能性が高まろう。政策変更に至
るパズルの最後のピースとして、「米国のインフレ圧力
｣の動向が最大の注目点である。
　第四に、最大のリスク要因として、日本銀行が予想以
上に早く、金融緩和の「出口」に向かうとの警戒感があ
る。最近、黒田東彦総裁は「リバーサル・レート」という
言葉を用いて、過度な金融緩和の副作用に言及すること
が少なくない。「リバーサル・レート」とは、黒田総裁
によれば「金利を下げ過ぎると、預貸金利鞘の縮小を通
じて銀行部門の自己資本制約がタイト化し、金融仲介機
能が阻害されるため、かえって金融緩和の効果が反転

（reverse）する可能性があるという考え方」を指す。も
ちろん、日銀の新執行部に、「リフレ派」と目される、
若田部昌澄・早稲田大学教授が入る方向であることなど
を勘案すると、「出口戦略」が拙速に講じられる可能性
は低いものの、こうしたリスクの存在自体は的確に認識
しておく必要があるだろう。
　いずれにしても、今後も為替相場の動向から目が離せ
ない状況が続きそうだ。急速な円高の進行は、日本経済
にとって大きな「落とし穴」となる可能性があり、要注意
である。

株式会社大和総研 常務執行役員 調査本部副本部長
チーフエコノミスト
熊谷　亮丸 / くまがい みつまる
1966年生まれ。1989年東京大学法学部
卒業。1993年東京大学大学院法学政治学
研究科修士課程修了。2016年ハーバード
大学経営大学院ＡＭＰ（上級マネジメント
プログラム）修了。日本興業銀行調査部な
どを経て、2007年大和総研入社。2014
年同社・執行役員チーフエコノミスト。
2017年より現職。財務省、総務省、内閣
官房、内閣府、参議院などの公職を歴任。2011年より株式会
社財界研究所「財界賞・経営者賞」選考委員会　選考委員。テレ
ビ東京「ワールドビジネスサテライト」レギュラーコメンテー
ターとしても活躍中。

円高リスクに要注意



吹田市南金田・南吹田・穂波町エリアで
賃貸から売買までトータルに扱う『唯一』の不動産会社です！
　このエリアでの不動産はぜひ！ 当社にお任せください。

不動産売買・賃貸全般・建築・リフォーム

オンリー
　　 ワン

〒564-0044 大阪府吹田市南金田1-14-15
URL  http://www.kensei.net

株式会社

フリーダイヤル0120-054-203

美容と健康のカギは体温にあり！
体温が上ると免疫力がUP！

オカメイ
抗酸化陶板浴

営業時間
　月～土：AM10：00～ PM9：00（最終受付 PM8：00）
　日祝日：AM10：00～ PM8：00（最終受付 PM7：00）
入浴料：1回　¥1,000（お得な回数券あり）
吹田市岸部北 5-31-14　TEL　06-6338-9131（要電話予約）

迅速な処理迅速な処理迅速な処理迅速な処理迅速な処理迅速な処理迅速な処理迅速な処理
空調、衛生設備工事のことならご相談下さい

大阪府知事許可　(特-9)第96963号　管工事業

株式会社 江坂設備工業
〒564-0051 吹田市豊津町23-1

TEL 06-6385-1821
FAX 06-6338-8454

仲総合給食(株)

吹田市江坂町３丁目23-35
TEL 6384-6611／FAX 6384-0026

手作り
の味

●給食弁当
●団体予約弁当
●会席幕の内
●各種オードブル

おかげさまで100年

〒564‐0031 吹田市元町28番7号
TEL 06-6381-3395　FAX 06-6318-2000
E-mail:oeda@oeda.com　URL http://www.oeda.com

吹田元町で─これからも

since1915

◆電気設備・消防設備・空調設備・防犯設備
～　電気にて安全安心を　～

栄電気株式会社
〒564-0024　吹田市高城町 5-15
TEL 06-6381-6623 ／ FAX 06-6382-7466
http://www.sakae-denki.co.jp
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実施日:2月10日（土）　　　実施場所:パナソニックリゾート大阪

　三単会（参加YEG：吹田・箕面・池田）による平成29年度北地区合同例会『YEGトーーク!○○好き会員　～趣味で会員の
魅力を繋げよう！～』が開催され、シニア会員を含む87名にご参加頂きました。
　今回の合同例会は、単会の枠を超えて、趣味や興味を持っている事が同じ会員同士の親睦をぐっと深め、会員個々が合同
例会後もずっと深い繋がりを持ち続けられる事を目的に設営されました。
　事前に参加者から回収した個々の趣味・こだわりから17のカテゴリーを選び、同じ趣味同士の○○好き会員（5名～7名）
毎にテーブルを作り、その趣味ならではのマニアック話やあるある話、面白川柳などを議題にひたすら語り合ってもらいま
した。
　その後、吹田が誇る「雨上がり決死隊」コンビの見事な回しでそれぞれ発表してもらい、各単会会長から特に印象に残った
カテゴリーに対して地域にちなんだ景品が授与されました。
　その後の懇親会では、各カテゴリー代表者による「○×クイズ」や「ちゅーちゅーゲーム」（目隠ドリンク飲み対決）、「しゅ
こしゅこドキドキゲーム」（空気入れで風船早割り対決）
で盛り上がり、上位3カテゴリーには今後の趣味活動で活
かせる景品を各単会会長から授与されました。
　また、その後の単会対抗会長シンクロ対決では、次年
度会長予定者のファーストキスの年・場所・相手を現会
長が当てた単会にポイントが入るという「知るかっ！」

「誰が興味あんねん！」ネタ等で盛り上がり、最終的に吹
田YEGのお二人が見事優勝しました。
　最後に各単会の次年度会長予定者から次年度に向けた
決意が延べられ、次回主幹となる池田YEG会長による締
めの挨拶で、盛会のうちに終了いたしました。

青年部コーナー 平成29年度 北地区合同例会

事務局からのお知らせ
　平成30年度一般会費及び、役員・議員特別会費（上期分）につきまして、口座振替をご利用の事業所様は、5月28
日（月）にご指定の金融機関より振替させていただきます。
　また、納付書（振込用紙）をご利用の事業所様につきましては、5月28日（月）に納付書の発送を予定しております
ので、最寄りの金融機関にてお振込下さいますよう、お願いいたします。
※振替口座の変更を希望される事業所様は、お手数をおかけいたしますが、当所会員担当までご連絡下さい。

お問合せ先：吹田商工会議所 会員担当　TEL：06-6330-8001



□遺言の書き方がわからない
□書いた遺言は法的に大丈夫なのか
□子ども達が財産で争わないようにしたい

初回相談無料！
遺言で不安はありませんか？

〒564-0063 吹田市江坂町 1丁目23番101号 大同生命江坂ビル12階
TEL 06-6337-9339　FAX 06-6337-9355

http://www.kansaigodo.co.jp 

行政書士法人 アイリスパートナーズ
一つでも□があればすぐに、ご相談ください✓

〒564-0063
吹田市江坂町 1 丁目23番101号 大同生命江坂ビル12階
TEL 06-6337-9340 FAX 06-6337-9355

社会保険労務士法人 アイリスパートナーズ

□就業規則を整備したい
□賃金規定を整備したい
□マイナンバーが不安だ

初回相談無料！
人事・労務でお悩みの方へ！

一つでも□があるなら、すぐにご相談ください✓「経営革新等支援機関」認定取得　近財金1第403号

経営相談 経営改善計画

関西合同会計事務所 代表税理士 立田博久

経営のお悩み・現状の不安はありませんか？
初回相談無料でお話をおうかがいいたします。

〒564-0063 吹田市江坂町 1丁目23番101号 大同生命江坂ビル12階
TEL 06-6337-9339　FAX 06-6337-9355

http://www.kansaigodo.co.jp 

世界で1日3000万本飲まれています

〒564-0052 吹田市広芝町3番2号
TEL　06-6386-8960

URL  http://www.osakahokubu-yakult.co.jp
E-mail  info@osakahokubu-yakult.co.jp

FAX　06-6337-2471

大阪北部ヤクルト販売株式会社

全国商工会議所
ビジネス総合保険制度 取扱中！
賠償責任や事業休業、財産、工事など、会
員事業所を取り巻く様々な事業活動リスク
に対する補償を一本化して御加入できます！

詳しくは吹田商工会議所　共済担当まで
http：//suitacci.com/
TEL▶06-6330-8001
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ここがポイント！

● 管理職が継続して成果を出すために必要なマネジメン
ト知識を学べます。

● 受験いただく事で社内のマネジメント知識の標準化を
図ることができ、業務効率が向上します！

● マネジメントの基礎知識の教育を本検定で済ませるこ
とで、より実践的・実務的な研修に注力が可能です！

● 必要なコストは受験料とテキスト代のみ。受験日も日

曜日ですので、人材育成に必要なコスト（費用・時
間・労力）を軽減！
● 合否結果によって知識の習得度を客観的に図ることが

でき、昇格基準など様々な目安に活用可能です！
● webから受験できる診断ツール「ビジネスマネジャー

Basic Test」も実施中！

一歩先を行くビジネスを実現するために…

等 各種検定試験　4月より受付開始！
　吹田商工会議所では、「ビジネス実務法務検定」「ビジネスマネジャー検定」など、ビジネスに役立つ様々な検定試験を平
成30年度も施行決定。職員のスキルアップは勿論の事、業務上で起こり得るリスクの回避や、業務効率の向上に繋がり、一
歩先を行くビジネスの展開を実現できます。
　受験会場はいずれも吹田商工会議所で、10名以上なら団体受験での申込も可能！皆様からのお申込を、是非ともお待ちし
ております！

お問合せ・お申込みは…東京商工会議所　検定センター　０3-3989-０777　HP： http：//www.kentei.org/
（本検定につきまして、吹田商工会議所はお問い合わせ窓口ではございませんのでご了承ください。）

この他にも、「日商簿記検定」「リテールマーケティング検定」などを実施致します。受付期間や申込方法、詳しい試験概要などは
「吹田商工会議所　検定」で[検索]！

「ビジネス実務法務検定」「ビジネスマネジャー検定」

ここがポイント！

● 企業取引や財産保護、債権管理、労働関係etc…と
いった、あらゆる業種・職種で大切なビジネス上の法
務知識を学べます。

● 仕事の質を高めてもらうことで、社員のリスク管理に
効果的なだけでなく、人事異動や担当業務変更があっ

ても、スムーズに仕事を処理する能力が身につきま
す！
● 社員が法律知識を習得することにより、事業所の不祥

事による刑事責任や損害賠償など、業務上のリスク回
避、コンプライアンスの向上に役立ちます！

ビジネス実務法務検定（2・3級） 第43回試験日：7月1日（日）　申込受付：4月17日（火）～5月18日（金）
受験料　2級…6,480円　3級…4,320円

受験料　6,480円
ビ ジ ネ ス マ ネ ジ ャ ー 検 定 第7回試験日：7月15日（日）　申込受付：5月1日（火）～6月1日（金）
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40周年にむけて！
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⃝賃上げ基準年度が平成24年度から前年度比に変更
⃝より高い賃上げを実施した場合、控除率がアップ
　①平均給与1.5%以上増加：給与総額増加分の15%を税額控除
　②平均給与2.5%以上増加：給与総額増加分の25%を税額控除（※）
※教育訓練費が対前年度比10%以上増加、または経営力向上計画の認定・計画実行の証明が必要

⃝市町村の認定（※）を受けた中小企業の新規設備投資について、取得後3年間の固定資産税をゼロ～1/2に軽減（市町村の条例により税率を決定）
⃝ 市町村が固定資産税の特例率をゼロにした場合、その地域の中小企業は、ものづくり補助金等の優先採択や補助率の引上げ（1/2→2/3）による重点支援

を受けられる
※「生産性向上特別措置法案」の規定により市町村が策定する計画に基づく認定

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均１％以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類（最低取得価格 /販売開始時期）】
◆機械装置（160万円以上 /10年以内）
◆測定工具及び検査工具（30万円以上 /5年以内）
◆器具備品（30万円以上 /6年以内）
◆建物附属設備（60万円以上 /14年以内）

⃝ 後継者難等から近年増加しているＭ＆Ａを支援するた
め、事業買収の際に発生する税負担（登録免許税・不動
産取得税）の軽減措置を創設

1．所得拡大促進税制の拡充・延長

中小企業の賃上げ・生産性向上のための税制措置

2．償却資産に係る固定資産税の減免の創設（3年間）

対象設備

3．中小企業のM＆Aを促進する税制措置の創設（2年間）

⃝ 賃地価の急激な変動に伴う固定資産税への影響を緩和する措置（負担調整措置）、および地方自治体の条例によって固定資産税負担の上昇を抑制する制度
（条例減額制度）が延長

⃝ 「一般物品」と「消耗品」の合算で下限額の要件（5,000円以上）等を満たす場合に
は、外国人旅行者向けの消費税の免税販売を認める（2018年7月1日～）

⃝ 免税手続きの効率化を図るため、「購入記録票の旅券への貼付、割印」に代え、
「免税販売情報の電磁的記録」による提出が免税販売の要件に（2020年4月1日～
（経過措置あり））

⃝ 今後増加する観光需要に対する観光施策を実行するため、航空機または船舶によ
り出国する旅客から、出国1回につき1,000円徴収

1．商業地等に係る固定資産税の負担調整措置・条例減額制度の延長（3年間）

地方創生・地域活性化に資する税制措置

2．外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充・電子化

3．国際観光旅客税（仮称）の創設（2019年1月7日出国分～）

平成30年度 税制改正のポイントその2 速報
賃上げ、設備投資等を後押しする税制が実現！ 吹田商工会議所

日本商工会議所

中
小
企
業
向
け

4．�少額減価償却資産（30万円未満）の全額
損金算入特例の延長（2年間）

5．�交際費800万円までの全額損金算入等
の特例の延長（2年間）

※「中小企業」：資本金1億円以下の法人
平均給与が2.5％
以上増加した場合

n年度

給与
総額

教育訓練費10％以上
増加、または経営力向
上計画の認定・計画実
行の証明が必要

平均給与が1.5％
以上増加した場合

15％
控除

n年度

給与
総額

n-1年度

給与
総額

25％
控除

「生産性向上特別措置法案」で想定されるスキーム

＜あわせて、ものづくり補助金等による重点支援＞

市町村（導入促進基本計画の策定）

申請事業者（中小企業）

先端設備等導入計画

認
定申

請
税制支援

【外国人旅行者向け消費税免税制度が拡充】
＜現行＞「一般物品」「消耗品」それぞれの区分の中で、5,000円以上購入が必要

＜改正＞「一般物品」「消耗品」合算で5,000円以上の購入でも免税販売が可能

一般物品・消耗品

家電 工芸・民芸品 食品 化粧品 薬品

消耗品

食品 化粧品 薬品

一般物品

家電 工芸・民芸品

（事業承継税制に関する税制改正については、平成30年3月号「すいた商工会議所ニュース」に掲載しています。）
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～総務・人事担当者の皆さんへ～
スキルアップ！・総務力アップ！労働・社会保険の基礎を学ぼう講習会のご案内

労 務 事 務 講 習 会
①  労災保険・雇用保険のしくみを知ろう
� ・年度更新の実務演習
②  健康保険・厚生年金保険のしくみを知ろう
� ・算定基礎の実務演習
③  労働・社会保険の実務
� ・採用時・在職中・退職時の手続き
④  公的年金のしくみを知ろう
⑤  年末調整の基礎を学ぼう
⑥  労働基準法を学ぶ～労務管理の基本的ルール～

5/18（金）・5/30（水）

5/22（火）・6/7（木）・26（火）

7月・8月・9月開催予定

7月開催予定
10月・11月開催予定
11月開催予定

※なお、講習概要につきましては協会HPに掲載しております。

対象者： 大阪府下の厚生年金・健康保険の適用事業所の被保険者
の方。

場　所：大阪府病院年金会館
　　　　（地下鉄谷町線・四天王寺前夕陽が丘駅　徒歩3分）
時　間：午後1時30分～午後4時30分
受講料：協会会員様　無料　　非会員様　3，000円（各講習会）
定　員：120名　※申込多数の時は抽選
講　師：社会保険労務士　後藤田慶子 氏・山口介衣子 氏・
　　　　　　　　　　　　高田千春 氏

お問合せ・申込先：
　一般財団法人 大阪府社会保険協会
　06-6445-3013
　〒550-0003 大阪市西区京町堀1-3-13　辰巳ビル2Ｆ

大阪府社会保険協会 検索

各部会主催の見学会やセミナーを開催しました
　2月から3月にかけて、吹田商工会議所の各部会では見学会やセミナーを開催し、多くの皆様にご参加頂きまし
た。平成30年度も引き続き、会員の皆様に興味を持っていただける部会運営を行ってまいりますのでご期待ください。

・平成30年2月23日（金）金融部会・交通運輸部会共催
　　吹田市岸部南に完成したばかりの物流センターを見学「ASKUL Value Center関西　見学会」
・平成30年3月14日（水）商業部会主催
　　国循の人工臓器部長による講演「国循における医療機器開発と産学連携への取組み：現状と今後の展開」
・平成30年3月15日（木）情報通信部会主催
　　㈱NTTデータの専門家が、仮想通貨とブロックチェーンの仕組みを解説「仮想通貨とブロックチェーン入門」

ASKUL Value Center関西　見学会 仮想通貨とブロックチェーン入門国循における医療機器開発と産学連携への取組み：
現状と今後の展開



飲みやすい白い錠剤

本　社／大阪府吹田市中の島町2-26　TEL.06-6381-2626

お鍋・サラダ・炒め物など
あらゆる料理にお使いいただけます。

Ⓡ

〒 564-0052　大阪府吹田市広芝町 10-3　地下鉄御堂筋線江坂駅（南出口正面）
TEL 06-6386-0001　FAX 06-6386-1631　http://www.sunnystonehotel.co.jp

今日から明日へくつろぎのひとときを
京阪神へのビジネス・観光の拠点としてご利用下さい

土木建築綜合請負

株式会社 堀田工務店
■ 本社　〒 564-0073 吹田市山手町 4丁目 4番 5号　TEL.06-6388-0235　■ 池田支店　■ 滋賀営業所

誠意ある優良な施工

発行所　吹田商工会議所 　吹田市泉町2丁目17番4号　TEL 06（6330）8001　FAX 06（6330）3350　　　編集・発行人　井川 文夫　　　定価250円（本誌購読料は会費に含まれています。）

詳しくはホームページをご覧ください。
マロニーのレシピを紹介しています。

www.malony.co.jp
 マロニー

今すぐアクセス！

検 索検 索検 索


