すいた

2018/

7

商工会議所
ニュース

THE NEWS OF SUITA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
URL http://suitacci.com/
吹田商工会議所報

会議所でほっと笑顔に

平成30年7月10日発行（毎月 1 回10日発行）第38巻第4号 通巻第445号

吹田商工会議所

検索

平成 5 年 1 月21日第三種郵便物認可

人々の健康で豊かな生活のために、
研究開発を基盤とした新たな価値の
創造により、広く社会に貢献する
大日本住友製薬株式会社

総合研究所

再生・細胞医薬製造プラント長

米田

健二 氏

明治30年5月の設立より121年を迎えられた大日本住友製
薬株式会社。
“Innovation today, healthier tomorrows” のス
ローガンのもと、新たな発想や高い研究開発力により革新的な
新薬を社会にお届けすることを目指し、グローバルに展開する
企業として活動されています。
今年3月、吹田市江の木町にある同社の総合研究所内におい
て、世界初となる他家iPS細胞由来の再生・細胞医薬品専用の
商業施設が竣工されました。今回は、この再生・細胞医薬製造
プラント長である米田健二氏にお話しをお伺いしました。

再生・細胞医薬製造プラント長
米田 健二 氏

― 貴社の沿革についてお尋ねします。
大日本住友製薬株式会社の起源は、1897年に、
大阪道修町の有力薬業家21名により、純正医薬品
の製造所として設立された大阪製薬株式会社です。
翌1898年には、政府主導のもと1883年に設
立されたわが国初の製薬会社である大日本製薬会社
を吸収合併して社名と商標を継承し、大日本製薬株
式会社に改称しました。
その後、1908年には大阪薬品試験株式会社を吸
収合併し事業基盤を確立するとともに、新薬開発に
取り組み、戦後も合理化を進めて発展を続けてきま
した。
さらに1970年に、当総合研究所（吹田市江の木
町）が竣工。そして2005年には、住友製薬株式会
社との合併により、現在の大日本住友製薬株式会社
が誕生しました。

＜大日本住友製薬株式会社

大阪本社＞

― 事業内容についてお伺いします。
大日本住友製薬グループは、医薬品事業を中核事
業とし、その他の事業として、食品素材・食品添加
物、動物用医薬品、診断薬などを展開しています。
中核である医薬品事業については、日本はもちろ
ん世界の方々に革新的で有用な医薬品をお届けする
ため、新薬の研究開発に全力を注ぐとともに、顧客
満足度の向上を目指して、医薬品の情報提供活動を
行っています。
日々の情報提供活動を通じ、医療関係者からの信
頼を得ること、そして患者さんの健康で豊かな生活
に貢献していくことを目指しています。「営業重点
領域」として、日本国内において、主に精神神経、
糖尿病、スペシャリティ領域（高度な専門性が求め
られる領域）で営業活動を展開しています。
研究開発分野においては、当社グループは、アン
メット・メディカル・ニーズ（いまだ有効な治療方
法がない疾患に対する医療ニーズ）の高い精神神経
領域、がん領域および再生・細胞医薬分野を研究重
点領域とし、革新的な医薬品の創製を目指していま
す。
再生・細胞医薬分野では、産学の連携先と共に、
再生・細胞医薬品の早期の事業化を目指して複数の
研究開発プロジェクトを推進しています。
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― 再生・細胞医薬製造プラント（通称「SMaRT」）
についてお聞かせください。
本年3月1日、当総合研究所内に再生・細胞医薬製
造プラント
（通称
「SMaRT」
（Sumitomo Dainippon
Manufacturing Plant for Regenerative Medicine
& Cell Therapy）
が竣工しました。
本施設は、他家iPS細胞由来の再生・細胞医薬品専
用の商業用製造施設としては世界初であり、地上2階
建て、延床面積2,915㎡の規模を有します。
当社は現在、理化学研究所や京都大学などと共同
で、加齢黄斑変性、パーキンソン病、網膜色素変性、
脊髄損傷等を対象に、iPS細胞を用いた再生・細胞医
薬事業を推進しており、本施設では、治験薬製造と初
期の商用生産を行います。
本施設は、以下3点の基本コンセプトをもとに建設
されました。
1．
	GCTP*1、cGMP*2 など最新の基準に準拠可
能。
2．
	全工程を閉鎖系で製造することを主眼として構
築した製造ライン。
3．
	各製造ゾーンの空調系を独立系統とすることに
より、各製造スケジュールにあわせて柔軟に運
用可能。
＊1：GCTP：再生医療等製品の製造管理及び品質
管理の基準
＊2：cGMP：医薬品及び医薬部外品の製造管理及
び品質管理の基準
（米国）

＜安全キャビネット内での作業風景＞

本施設の竣工により、今後も再生・細胞医薬品の
ものづくりに関する技術を高め、ノウハウをより多
く蓄積することにより、画期的なiPS細胞由来の再
生・細胞医薬品を世界の患者さんに供給することを
目指していきます。

― 貴重なお話をありがとうございました。今後
世界でご貢献されますことをご祈念申し上げます。

大日本住友製薬株式会社

総合研究所

〒564-0053 大阪府吹田市江の木町33-94
TEL：06-6337-5876
FAX：06-6337-6538
https://www.ds-pharma.co.jp/

「平成30年大阪府北部を震源とする

地震に係る災害に関する特別相談窓口」
設置について
平成30年6月18日に発生いたしました大阪府北部を震源とする地震に係る災害に関して、被災された皆
様に心からお見舞いを申し上げます。
吹田商工会議所では、被災された中小企業・小規模事業者等の方々を対象に、各種経営に関するご相談に
幅広く対応するため標記の特別相談窓口を6月18日付けで設置いたしましたので、お気軽にご相談くださ
い。
〇特別相談窓口

吹田商工会議所内
吹田市泉町2-17-4

※月～金
（祝日除く） 9時～17時
電話：06-6330-8001

▪「平成30年大阪府北部を震源とする地震に係る災害に関する特別相談窓口」
の設置について
平成30年大阪府北部を震源とする地震係る災害に関して、大阪府大阪市、豊中市、吹田市、高槻市、守
口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、箕面市、摂津市、四条畷市、交野市および三島郡島本町に災害救助法が
適用されたことを踏まえ、当所においても吹田市内の事業者様を対象とする「平成30年大阪府北部を震源と
する地震に係る災害に関する特別相談窓口」
を設置し、被災中小企業・小規模事業者対策を行います。

▪ 特別相談窓口の設置
大阪府内の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業
団体中央会およびよろず支援拠点、ならびに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構近畿本部、
近畿経済産業局に特別相談窓口が設置されました。

▪ 災害復旧貸付の実施
今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、大阪府内の日本政策金融公庫および商
工組合中央金庫が運転資金または設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。

▪ セーフティネット保証4号の適用
大阪府内の災害救助法が適用された各市町において、今般の災害の影響により売上高等が減少している中
小企業・小規模事業者を対象に、大阪信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証
するセーフティネット保証4号を適用します。
近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、本日から信用保証協会においてセーフティネット保
証4号の事前相談を開始します。

▪ 既往債務の返済条件緩和等の対応
大阪府内の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫および信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の
条件変更、貸出手続きの迅速化および担保徴求の弾力化などについて、今般の災害により被害を受けた中小
企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。

▪ 小規模企業共済災害時貸付の適用
災害救助法が適用された大阪府内の各市町において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業
基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付が適用されます。
以上、詳細につきましては、吹田商工会議所ホームページをご参照ください。
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大阪北部地震 被災地域の商工会議所会頭などが
世耕経済産業大臣と意見交換
6月25日に大阪北部地震の発生を受け、地域経済の早期復興のため被災地域商工会議所会頭などと世耕
弘成経済産業大臣との意見交換の場が、大阪商工会議所にて持たれました。
冒頭、世耕経済産業大臣から、お亡くなりになられた方のご冥福と、被災された方々へお見舞いのお言葉
がありました。
各商工会議所の会頭からは、「建物の壁面に亀裂が発生している」「店の商品が破損するなどの被害が目立
つ」「生産ラインに被害が出て操業停止の工場もある」「ガスが使えず営業できなかった飲食店も多い」など、
被害の深刻さを報告しました。そのため、建物の被害調査や耐震補強の工事に関する助成金、今後の資金繰
り支援などについて要望がなされました。そして、拡大基調にある地域経済の腰を折らないためのサポート
について訴えました。
世耕経済産業大臣からは、設備や製品の被害、営業停止などで損失を受けた中小企業への資金繰り支援に
万全を尽くすと表明されました。そして、政府系金融機関による災害復興貸付、信用保証協会による保証枠
の拡大、各種補助金の活用などの支援を実施していくことも述べられました。
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吹田商工会議所

NEW MEMBERS
株式会社 ONW

新入会員インタビュー

当 社 の 強 み
防水工事は、アスファルトやウレタン、塩ビシートな
どの材料の種類により、現場での施工内容が異なって
きます。おかげ様で防水資材の商社で培った幅広い防
水材の知識もあることから多種多様な受注にお応えで
きます。また、何よりもお客様のご希望が叶うよう、徹
底した打ち合わせを行うことにより、施工の仕上がりが
評価いただける工事を心がけております。
そのためには、従業員をはじめ、専属の職人さん8名
が国家資格であります防水工事1級技能士を取得してお

事業所名：株式会社 ONW
代 表 者：大庭 領（おおにわ さとる）氏
所 在 地：吹田市津雲台6-19-21-105
連絡先 ：06-6318-7892

事

業

内

り、日々現場にて確実な施工を行っております。
今 後 の 展 望
3年前に法人設立を行い、まだ日が浅いこともありま
すが、組織の体制づくりを徐々に進めていきたいと考

容

えております。現在、営業や現場での施工管理、職人
の手配調整など、社長の私が一人で行っております。

当社は、マンションやテナントビルなどの改修工事
に係る屋上やフロアーの防水工事を営んでいます。平

その仕事を少しずつ従業員へシフトしつつ、経営基盤

成3年に防水工事会社に入社して現場管理に携わり、

の強化につなげていきたいと思います。

その後、防水材の商社での営業勤務を経て、平成24年

また、従業員及び職人さんの人材育成として、研修

に吹田市佐竹台で創業しました。そして、平成27年に

や資格取得をさらに推奨しつつ、お取引先様からのさ

当社の法人設立とともに津雲台に念願の事務所をオー

らなる信頼の構築と従業員及び職人さんの物心両面の

プンしました。

充実化を図りたいと考えております。

〈新たにご入会いただいた事業所〉
部
金
建

会

事

所

名

融 （有）
まごころサービス
設

専門サービス

サービス業
（特）
商

業

（H30.5.1～5.31
所

在

地

事

業

吹田市岸部南

保険代理業

吹田市岸部北

とび・土工工事業

盟建興業

吹田市泉町

防水工事業

岸部カイロプラクティック

吹田市岸部北

カイロプラクティック

（株）
川村工務店

部会別事業所名50音順）
内

容

START JOURNEY

吹田市山田西

学習塾、英会話スクールの運営

はり灸 ここいろ

吹田市江の木町

鍼灸院

ヤオヤ

吹田市元町

渡すだけで仕事が取れるようになる“ズルい名刺”専
門デザイナー

レフズ

吹田市南金田

クチコミ・リピートの企画とデザイン／人が辞めな
い会社づくりをサポート

Ｒｅｎ

吹田市春日

痩身を中心としたトータルエステ

大阪市中央区城見

コンビニエンスストア

（株）
セブン‐イレブン・ジャパン
業
大阪地区事務所

（特）専門サービス オフィス エイケイ

チェーン本部

人材育成、人材定着支援・面接採用対策、コミュニ
大阪市東淀川区豊新 ケーション研修、マニュアル作成、トークスクリプ
ト作成

≪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
No.445

5

6

No.445

アベノミクスの成果と課題
2012年末に第2次安倍政権が成立してから5年以上
が経過した。本稿では、18年9月にも実施が予定され
ている自由民主党総裁選を視野に入れつつ、アベノミク
スの成果と課題について考察したい。
アベノミクスは日本をデフレの瀬戸際から救い、景気
を着実な回復軌道に乗せた。第2次安倍政権が成立した
当時、日本経済は、民主党政権下で深刻化した、（1）円
高、（2）自由貿易の遅れ、
（3）環境規制、
（4）労働規制、
（5）高い法人税、という五つの問題点を抱えていた。こ
れらのいわゆる「追い出し5点セット（日本企業を海外に
追い出し『空洞化』を招く五つの問題点）」に、
（6）電力価
格の上昇、
（7）日中関係の悪化、を加えて、「日本企業
の七重苦」と評する向きもあった。アベノミクスは、こ
れらの問題点を全て是正するスタンスを鮮明にした点で
高く評価できる。
しかしながら、今後、日本政府には30～50年程度
先の未来を見据えて、持続可能な経済成長の基盤を強化
することに、より一層注力してほしい。
筆者は、わが国の経済三団体の一角をなす経済同友会
の一員として、小林喜光・代表幹事の強いリーダーシッ
プの下で、最重要課題の一つに位置付けられる
「『Japan2.0』検討プロジェクトチーム」の副委員長を拝
命している。同プロジェクトチームは、「キャッチアッ
プ型」から「課題設定・課題解決のフロントランナー型」
へと移行し、新しい日本の経済・社会システムを構築す
る必要性に鑑み、戦後100年となる2045年を念頭に、
目指すべき社会像をより具体的に描き、そこから振り
返って、わが国が抱える課題解決に向けた具体策を提
案・考察する役割を期待されている。
経済同友会は、国家価値の解析・評価に当たり、
（1）経済の豊かさの実現（X軸）、（2）イノベーションに
よる未来の開拓（Y軸）、
（3）社会の持続可能性の確保（Z
軸）、という3つの座標軸を設定した。（1）はGDP（国
内総生産）を中心とする3カ月～1年間程度の軸である
が、（2）はおおむね10年間程度、（3）は人口・労働、
教育、社会保障、財政健全化、環境・エネルギー、外
交・安全保障などを中心に100年間程度のタイムスパ

ンで評価されよう。
ここからは、筆者の私見であるが、わが国では毎年の
ように国政選挙が実施されることもあり、政策論争は上
記（1）を中心とした目先のものに傾きがちである。しか
し、2045年の世界を見通す上では、歴史・文化・社会
の潮流などを踏まえた、長期スパンでの骨太な議論が不
可欠となる。
より大きな視点で捉えれば、今後グローバルな環境変
化を踏まえて、日本型経済システムを手直しする一方
で、わが国の歴史・文化・伝統などに照らして、守るべ
き美点を見極めていくきめ細かい作業が必要となる。具
体的には、お互いの「信頼」に基づいて長期的取引関係を
重視する考え方や、「労働者（ヒト）」を大切にする伝統
といった美点を残しつつ、海外から多様な人材を受け入
れて「オープンイノベーション」を推進するなど、グロー
バル経済の中で日本経済にとって真に必要とされる改革
を図っていく複眼的な取り組みが不可欠だ。
自由民主党が掲げる「保守（Conservative）」の語源を
調べてみると、「防腐剤」という意味合いもある。不断
の改革を図ることこそが、大切な美点を守り抜くことを
可能にする。今後、自由民主党を中心とする政権与党に
は、国会や党内における自由闊達（かったつ）な議論を通
じて、日本の未来について長期的、多面的、そして根本
的に考察した上で、わが国が進むべき道筋を国民に提示
してほしい。
株式会社大和総研 常務取締役 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。
2018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。2018年より経済同
友会幹事。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。
http://www.riverfall.co.jp/

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

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

No.445
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青年部コーナー

5月研修例会

「
『七つの習慣』
をゲームで体験しよう！」
実施日：平成30年5月23日（水）

実施場所：吹田商工会議所

吹田商工会議所にて5月研修例会「『七つの習慣』をゲームで体験しよう！」を開催しました。例会のプログラムに先立ち、4
名の新入会員の方の入会式が行われました。今回の例会ではway u.うぇい。代表の講師の方をお招きし、世界的ベストセ
ラーである
「七つの習慣」
を題材としたボードゲームを通じて“成功の原則”を体験し身に着けるべく開催されました。
まず、4～6名のグループとなり各テーブルの進行兼銀行役の設営メンバーの下、新たに事業を立ち上げた若き経営者達の
夢に向かった挑戦が始まりました。仕事をして、お金を稼ぎ、人を雇い、信頼を得てどんどん組織を大きくしていき夢を叶
えるのが大まかな目標となりますが、その過程で自分だけでは出来ない仕事や競争相手のいる仕事などが舞い込み誰と手を
組むのか、強気に攻めるか、損をしてでも貸しを作るか…。とても性格の出る駆け引きが繰り広げられていたかと思います
が皆さんクリア出来ましたでしょうか？
巨万の富を築いた方、絶大な信頼を集めた方、圧倒的な影響力を発揮した方、借金塗れになった方、また中には順風満帆
でクリア直前に不運なアクシデントで全てがひっくり返った方などなど、
目標クリア以外でも吹田YEGらしいユニークな成績を残された方々も多
くおられました。初めてのゲームで手探りでのプレイとなっていたので一
度体験してコツを掴んだ次こそはと思う気持ちもありますが、講師の方の
お話しによるとやはり一度目が一番自分の性格が出て、自分に出来ている
こと・出来ていないことが見えるということでしたので、このゲームを通
じて得た“成功の原則”はこれからの自分に活かせていけたらと思います。

６月交流例会

「君の名
『わ』
～みんなで作るYEGストア」
活動報告
実施日：平成30年6月21日（木）

実施場所：大阪市

いつもの吹田の地を離れ、6月交流例会を開催いたしました。商工会議所青年部
（YEG）は、若手経営者の立場から商工会議所の事業に参画することにより地域の商工
業の発展に寄与し、併せて会員相互の啓発と親睦を図ることを目的として活動していま
す。ところが、YEGのメンバーどうしで普段から顔を合わせる事も多いものの、意外と
その人がどの様な分野で活躍をして、何を強みとしているかは知らなかったりします。
そこで！！！
6月例会では、会員の事業のことを知り、お互いに発展していこうという趣旨で、交流例会が設営されました。1グループ
4名から6名に分かれて1人が持ち時間6分間で他のメンバーにプレゼンをします。他のメンバーは真剣な表情で一通りプレ
ゼンを聞いています。プレゼンが終わるとメンバーによるフィードバックや質疑応答の時間で、より具体的にメンバーの理
解が深まる時間になりました。プレゼンしたメンバーも、自分の仕事をメンバーにアピールして理解を深めてもらう事で、
客観的にみた自分の印象や、自分では気付かなかったセールスポイントが発見出来る機会になりました。
これにより、メンバー間の親睦とビジネスの発展、加速に繋がる貴重な時間を過ごすことが出来、会員相互の「わ」がさら
に強固なものとなりました。

りの味

手作

●給食弁当
●団体予約弁当
●会席幕の内
●各種オードブル

仲総合給食(株)
吹田市江坂町３丁目23-35
TEL 6384-6611／FAX 6384-0026

オンリー 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！
ワン 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

～

電気にて安全安心を

～

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

フリーダイヤル 0120-054-203
No.445

おかげさまで100 年
吹 田 元 町 で ─これ からも

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

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

株式会社

8

◆電気設備・消防設備・空調設備・防犯設備

〒564-0051 吹田市豊津町23-1
T E L 06-6385-1821
FAX 06-6338-8454

since1915

〒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

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！

抗酸化陶板浴

オカメイ

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）

サンキューレターが殺到する

『新世紀解体工業』
東京・池袋駅から東武東上線に乗り、川越駅下車、
そこからJR八高（はちこう）線に乗り換え、高麗川（こ
まがわ）駅で下車し、車で7分ほど走った埼玉県日高市
の郊外に、株式会社新世紀解体工業という社名の中小
企業がある。主事業は、社名の通り建築物、とりわけ
個人住宅に特化した解体工事業。現在の社員数は24人
である。
同社の創業は2001年、社名の由来もここにある。
創業者は現社長の引間晋太氏の父親で、現会長の引間
豊氏だ。現会長は高校卒業後、他社の営業として勤め
ていたが、親戚の経営者が解体工事業を立ち上げたと
ころ、人手が少なく困っているからと、19歳でその企
業に請われ、解体職人として入社した。経営者が病弱
だったことに加え離職もあり、職人不足のため事業継
続は容易ではなかったが、365日、雨の日以外は休日
が無いほど働き続け、経営を軌道に乗せた。
このようなこともあり、親戚から解体工事部門の分
離継承を依頼され、経営者になるや、現会長は「社員に
は自分のような苦労をさせたくない……」と、労働条件
の改善、働きがいを感じる企業経営に注力してきた。
例えば、「全社員の正規社員化・月給化」「業界平均を
はるかに上回る賃金支給」「経理をはじめとした経営の
ガラス張り化」や「社員の誕生日にバースデーケーキの
プレゼント」「サービス残業をさせない」「全社員が週
40時間労働制となる就業カレンダーの作成」といった
福利厚生制度の創設である。
こうした社員やその家族思いの経営は、解体職人を
はじめとした全社員の心を捉え、リーマンショックに
より工事量が激減した2008年を除くと、創業以来16

年連続増収増益、社員数も減少した年は一度もなく増
員している。
こうした経営スタイルは、15年にバトンタッチされ
た現社長も見事に継承しているばかりか、一段と進化
している。
先日、機会があって同社に数名の社会人学生と訪問
させていただいたが、「わが社の自慢は社員さんです」
「お客さまや近隣の方々に褒められる職人は当社の宝で
あり、最高の営業マンです」と語ってくれた引間社長を
私たちは絶賛した。
余談であるが、帰りがけ、解体物件の所有者からの
数々のお礼状を見せていただいた。文面には同社の解
体職人の“お客さまのために”を優先して行った、丁寧
な作業態度への感謝の思いとお礼が書き連ねられてい
た。
人を大切にする経営学会 会長

坂本

光司 / さかもと こうじ

人を大切にする経営学会会長。
1947年生まれ。福井県立大学教
授、静岡文化芸術大学教授、法政
大学大学院政策創造研究科（地域
づくり大学院）教授、同静岡サテ
ライトキャンパス長などを歴任。
国や県、市町、商工会議所などの
審議会・委員会の委員を多数兼務
している。著書に『日本でいちば
ん大切にしたい会社』（あさ出版）、『この会社はなぜ
快進撃が続くのか』（かんき出版）など。

第6回 会議所懇話会「いきいき会」
平成30年8月8日(水) 開催のご案内
当会議所では、地域の著名な方による身近なテーマでの講話と、会員交流や親睦を目的として、会議所懇話会「い
きいき会」
を開催しています。
第6回目となります今回は、講師に吹田市危機管理室 中江危機管理監をお迎えし企業防災の観点からご講話して
いただきます。その後、昼食を交えて懇談を行います。
参加ご希望の方は同封の会議所懇話会「いきいき会」参加申込書をご覧いただきFAXにてお申込みください。尚、
参加人数が定数となった時点で締切とさせていただきますので、悪しからずご了承ください。
問い合わせ：会議所懇話会「いきいき会」担当
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。

経営相談

経営改善計画

「経営革新等支援機関」認定取得 近財金1第403号

関 西 合 同 会 計 事 務 所 代表税理士 立田博久
〒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

明石

TEL 06-6330-8001

初回相談無料！
遺言で不安はありませんか？

初回相談無料！
人事・労務でお悩みの方へ！

✓
一つでも□があればすぐに、ご相談ください

✓
一つでも□があるなら、すぐにご相談ください

□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

行政書士法人

アイリスパートナーズ

〒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

□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

社会保険労務士法人

アイリスパートナーズ

〒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
No.445
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吹田市わかもの就職面接会

参加企業 募集

地元求人企業と地元求職者のベストマッチングの場をご提供します。この機会に是非ともご参加ください。
〇開 催 日 時／平成30年9月13日
（木）13時から16時
〇会
場／メイシアター 1階 吹田市泉町2-29-1
〇参加対象求職者／平成31年3月大学等卒業予定者、大学等
卒業後3年以内の既卒者、35歳未満の方
〇実 施 内 容／来場した面接希望求職者に対して個別ブー
スにて面接を実施します。
〇参 加 費／無料
〇募 集 定 員／20社
〇募 集 締 切／平成30年7月13日
（金）

〇申 込 方 法／当所ホームページより、エントリーシート
をダウンロードしてください。必要事項を
ご記入のうえ、ファクシミリにてお申込み
ください。
〇注 意 事 項／参加希望多数の場合は、抽選となります。
参加が決定した後の求人取り消しはできま
せん。
〇お 問 合 せ／吹田商工会議所 中小企業振興部
URL http://suitacci.com/

地域資源を活用した新たな事業に取り組む皆様へ



おおさか地域産業資源活用サポート事業助成金

で、チャレンジを応援します

おおさか地域産業資源活用サポート事業助成金は、技術や人材、歴史、伝統など地域の資源を活用した新しい事業にチャ
レンジする中小企業者等に対して、その事業の立ち上げ経費の一部を助成し、事業化を支援します。
■対象となる事業
地域資源を活用した新たな取組み（ものづくりやサービス
等の事業）
です。
■対象となる方
三島地域内で創業を予定されている方
三島地域内に主たる事業所を有し、当該事業所で事業を
営む中小企業者又は中小企業者のグループ
※三島地域とは「吹田市・摂津市・茨木市・高槻市・島本
町」
のエリア内です。
■助成額・助成率・助成期間
助成額〈上限〉

助成率

200万円

3分の2以内

助成期間
1年

（交付決定日より平成31年9月30日まで）

■応募方法
○公募要領の配布
公募要領、応募申請書等は、下のURLよりダウンロード
できます
（紙での配布は行っておりません）
。
（公財）
大阪産業振興機構 下記サイト内
http://www.mydome.jp/aopf/

○応募受付期間
平成30年7月2日（月）～7月20日（金）
（土・日曜日・祝日を除く。受付時間は午前9時から午後
5時まで）
吹田商工会議所（三島地域活性化推進協議会事務局）まで、
「ご持参」の上、ご提出ください。
※応募から助成金交付までのスケジュールは「公募要領」
をご確認ください。
■選考について
○三島地域活性化推進協議会で受付された応募事業は、（公
財）大阪産業振興機構に設置された事業審査委員会におい
て、次の観点から総合的に審査を行い、助成対象事業を
採択します。
・主な審査項目【地域活性化への波及効果・事業持続性・成
長性・新規性・市場性・実現可能性など】
【お問合せ先】
◆応募事業の内容に関するご相談、受付
吹田商工会議所 中小企業振興部 平松あて

4 0 周 年にむけ て！
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第28回 会員親睦ゴルフ大会のお知らせ
今年も「会員親睦ゴルフ大会」を、下記のとおり開催する運びとなり
ました。会員の皆様方には、秋の爽やかな一日をアートレイクゴルフ
倶楽部で心行くまでプレーをお楽しみいただき、相互の親睦をより深
めて頂ければと存じます。
皆様、ご参加下さいますようお願いいたします。
日

程：平成30年9月21日
（金）

会

場：アートレイクゴルフ倶楽部
大阪府豊能郡能勢町野間西山95-3

定

員：80名
（20組）

参 加 料：1名5,000円
（賞品代・会食費に充当）
※プレーフィー等については個人負担
（15,000円
問合せ先：吹田商工会議所

昼食1,080円分含）
総務部

TEL 06-6330-8001

※詳しくは、同封のチラシをご覧下さい
＜お願い＞

会員親睦ゴルフ大会を開催するにあたり、賞品の無償提供をお願いできる
事業所様は、総務部まで
（Tel 06-6330-8001）
ご連絡ください。

夏季休暇のお知らせ
吹田商工会議所では下記の期間を夏季休暇とさせていただきますので、ご案内申し上げます。

夏季休暇期間：8月15日（水）～8月16日（木）
※8月17日
（金）
から平常どおり業務を行います。
休業期間中は何かとご迷惑をお掛けすることと存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

No.445
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飲みやすい白い錠剤

Ⓡ

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。

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。
本

社／大阪府吹田市中の島町2-26

今すぐアクセス！

マロニー

TEL.06-6381-2626

誠意ある優良な施工

土木建築綜合請負

株式会社
■ 本社

検索

www.malony.co.jp

〒 564-0073 吹田市山手町 4 丁目 4 番 5 号

堀田工務店

TEL.06-6388-0235

■ 池田支店

■ 滋賀営業所

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
〒 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
発行所

吹田商工会議所

吹田市泉町2丁目17番4号

T E L 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。）

