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小さな町工場から30年
丁寧かつ正確なモノづくりの精神を心がける
有限会社 カワムラ化工
代表取締役

河村

佳子 氏

有限会社 カワムラ化工は、昭和60年4月に会長の河村
良弘氏
（父親）
が河村製作所として創業され、社長の河村佳
子氏は2代目になられます。同社は加工会社として、フッ
素樹脂切削加工などを協力会社である淀川ヒューテック株
式会社から請負っておられます。
河村佳子社長は創業時に入社され、その数年後に職人に
専念するため会長になられた先代にかわり、社長に就任さ
れました。
河村佳子社長に、創業時から現在までの歩みなどや、最
近の人手不足対策についてお伺いしました。

代表取締役

河村

佳子 氏

― 創業の経緯と会社の歩みについてお伺いします。
父（会長）は、創業前は協力会社の従業員でした。
従業員として10年間働いた後に、独立を決断して
協力会社の加工部門として、前身となる河村製作所
を立ち上げました。
最初は10坪程の小さな町工場を間借して、旋盤
1台からスタートしました。その当時は、近隣から
の出火で工場が半焼し、さらに、バブル崩壊やリー
マンショックの際には経営が悪化したため、廃業を
考えたこともありました。現在では、こういった苦
難を乗り越えて、工場は40坪、従業員は12名を
雇用し、機械設備も充実させたことで、小さな町工
場から徐々にではありますが脱皮しつつあります。
― 加工会社の難しいところは何ですか。
弊社のモットーは、「丁寧かつ正確なモノづくり
の精神を心がける」ことです。と言いますのは、
フッ素樹脂加工は金属加工とは違って、気温の変動
による影響を受けやすいため、大変品質管理が難し
く、温度と寸法の管理を徹底する必要があります。
そのため、温度管理は誤差をプラスマイナス1度以
内に徹底しなければなりません。ただ単に温度管理
といっても“室内温度”と“材料温度”の両方の管理が
必要となります。材料の温度は電気炉を使い温度調
節を行い、そして、寸法の管理は誤差0.1mm以下
にしなければなりません。万が一この温度管理を怠
り、寸法誤差を超えた製品を製造した場合、ユー
ザーからの返品となり、大きな損失となってしまい
ます。
故に「ユーザーのご要望に応える」
を、モットーと
して弊社は品質管理を徹底しています。
― 人手不足について、どのような対応をされて
いますか。
弊社の従業員は12名ですが、半数以上が女性
パート従業員となっています。加工現場ではNC旋
盤や卓上旋盤などの機械による工程も多くある一
方、最終の仕上げはどうしても手作業になります。

1ミリ以下の小さなバリ（素材の出っ張り）を手作業
で除去するためには細かい丁寧な作業が続けられる
女性従業員が必要となります。
しかし、この女性従業員の定着率は、ここ数年間
大きな課題でした。製造加工業ということで単調で
厳しい作業工程が多いこともあって離職率が高く、
従業員のうち最も長い人でも4年で、これをどうす
れば伸ばせるかを悩んでいました。そして、この解
消には働き方改革が必要だと感じ、最初に取り組ん
だのが、出・退勤時間の自由化です。従業員のプラ
イベートと仕事を両立できるよう、出・退勤時間を
固定化しない方がいいのではないかという発想から
でした。この取組みによりパート従業員が増加する
とともに、定着率も向上しました。現在では過去最
多のパート従業員数になり、操業が楽になりまし
た。
そして、昨年より障がい者雇用にも取り組んでい
ます。1年前に初めて採用した時は、何から始めれ
ばいいのか不安でした。そのような時、商工会議所
から
「すいた就業・生活支援センター」
をご紹介いた
だき、仕事内容や欲しい人材についてヒアリングを
受け、後に吹田市内の就労支援団体を数社ご紹介い
ただきました。その後、数名の現場実習終えた中か
ら1名を採用させていただくことになりました。コ
ミュニケーションが苦手ということで、当初は不安
なこともありましたが、思っていた以上に挨拶も
しっかりでき、自分で考えて行動され、会社にも自
然に溶け込まれた様子です。まだ雇用期間は1年と
短いですが、採用して良かったと思っています。

― 今後の展望についてお尋ねします。
弊社の経営理念は「樹脂加工において社員相互信
頼のもと、お客様へ高品質で安定した製品をスピー
ディーな対応でお届け、丁寧かつ正確なモノづくり
の精神をもって職場の活性化および技術の継承に取
り組み、前進して参ります」と掲げています。今後
事業を発展させる上で、今まで培ってきた技術の継
承に力を入れることと、職場の活性化のため更なる
働き方改革を進め、小さな町工場でも成り行き経営
ではなく、会社組織としてしっかりとした計画のも
と、会社の発展・成長を目指してまいります。
― 貴重なお話をありがとうございました。今後
益々のご発展をご祈念申し上げます。
有限会社 カワムラ化工
〒564-0043 吹田市南吹田1丁目18-22
TEL 06-6318-6401
FAX 06-6318-6402

左：工場長
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河村
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HP

http://kawamura-kakou.com/

「インスタ写真の撮り方セミナー」開催のご案内
今や外すことのできないInstagramに、HPやネットショップ、ブログ、チラシ、DMなどで魅せる写真を撮って、
販促・集客に活用するためのセミナーを開催いたします。是非ご参加ください。
■ 開催日：2019年6月18日（火）
14：00～16：00（受付開始13：30）
■ 講 師：株式会社 幸鷹 武内 隆之 氏
CSP（キャノンプロフェッショナルサービス）会員フォトグラファー
■ 場 所：吹田商工会議所 3階 大会議室
■ 料 金：無料
■ 定 員：20名（※定員に達し次第締め切ります。）
■ 内 容：①カメラ、またはカメラアプリの設定と使い方
②ブレないカメラの構え方、固定方法
③上手に写真を撮ってみましょう！
④SNS用の加工やレタッチについて
※詳細及びお申込みは、本誌折込チラシもしくは吹田商工会議所ホームページをご確認ください。

大阪勧業展2019

出展者募集のご案内

【大阪勧業展2019

3つの特長】

①幅広い業種・業界の皆様にご出展頂ける多業種型の展示商談会！ 展示商談会に初めてご出展される企業にも最
適です。
②
「オール大阪」
の取り組みとして、大阪府内の全商工会議所及び全商工会が総力をあげて集客します。
③来場者に全てのブースの前を通っていただけるよう、順路は全館一方通行としています。

≪大阪勧業展2019

開催概要≫

開催日：2019年10月16日（水）・17日（木）（搬入：10月15日（火）／搬出：10月17日（木））
会 場：マイドームおおさか 展示ホール （大阪市中央区本町橋2-5）
主 催：大阪商工会議所、堺商工会議所、大阪府商工会連合会
共 催：大阪府内の商工会議所・商工会

出 展 料

大阪府内商工会議所・商工会の会員企業

大阪府内商工会議所・商工会の会員以外の企業

小ブース

60,000円 ＋ 税

120,000円 ＋ 税

大ブース

80,000円 ＋ 税

160,000円 ＋ 税

＊小ブースは間口2m×奥行2m×高さ2.5m、大ブースは間口3m×奥行2m×高さ2.5mです（予定）。

出展申込期限：2019年6月21日（金） ※ただし、350ブースに達し次第締め切らせていただきます。
◆出展に関する電話でのお問い合わせはこちらまでお寄せください。
大阪勧業展2019 運営事務局 Tel.06－6447-0682
◆出展募集要項や出展申込書は、大阪商工会議所のホームページからダウンロードいただけます。
URL：http://www.osaka.cci.or.jp/kangyo2019/

事務局からのお知らせ
2019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27
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、銀行振り込みをご利用の事業所様につきましては、5月27日（月）に請求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みくだ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ください。
お問合せ先：吹田商工会議所 会員担当

TEL：06-6330-8001
No.455
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会員事業所訪問アンケート結果について
吹田商工会議所では、職員がエリア別に分担し、吹田市内の会員事業所（役員・議員先、金融機関、大型店等を除
く）
様を訪問し、経営上の課題などをお聞きし支援につなげようと、毎年度事業所訪問活動を展開しています。
8年目に当たる平成30年度は、その際にアンケートを実施して商工会議所への期待度と希望されるニーズなどを
お伺いしました。
その結果について、ご報告させていただきます。

Q1．商工会議所の事業活動・サービス内容を
ご存知ですか。
まったく知らない
4%

よく知っている
29%

Q2．事業に参加したり、サービスを利用して
いますか。
分からない
6%
参加・利用した
ことがない
14%

参加利用している
57%

以前は参加・
利用していた
23%

少し知っている
67%

商工会議所を現在利用している方は57％。
以前は利用していた方が23％。
（調査概要）
実施期間：平成30年4月～平成31年3月
方
法：吹田市内のエリア別担当職員が訪問時にヒアリング
対
象：エリア内会員事業所（役員議員、金融機関、大型店等除く）の任意先
回 答 数：401事業所
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Q3．事業活動・サービスに満足されていますか。
あまり満足していない
1%

満足していない
2%

満足している方、ある程度満足している方
の合計は64％。

満足している
28%

今後は、より満足度を上げるべく取り組ん

どちらとも
いえない
33%

でまいります。

ある程度満足している
36%

Q4．吹田商工会議所にどのようなサービスを望みますか。（複数回答）
250
200

194

150

120

100

64

50

27

61
23

17

15

33

48

その他

会員交流事業

事務代行サービス

8

福利厚生事業

セミナー・講習会

8

その他経営相談

4

海外進出相談

新分野進出・
商品開発相談

事業承継相談

人事・労務相談

行政施策（補助金等）
相談

販路・販売促進

税務・申告相談

資金調達相談

0

107

望まれているサービスは…
①資金調達相談

194件

③行政施策（補助金等）相談

Q5．
（ア）
前期と比べた今期の景気状況は…
悪化
10%

不変
62%

好転
28%

②販路・販促相談

120件

107件

（イ）
今期と比べた来期の見通しは…
悪化
5%

好転
30%

不変
65%
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.455
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吹田商工会議所
新入会員インタビュー

NEW MEMBERS

在米日系アメリカ人向け留学支援サービス

合同会社 オフィス・オズ

る必要があり、学習塾の範疇を超えた業務内容が求められ
ることになります。そこで、学習塾の代表を辞し、日系新
二世子女の留学支援サービス事業を立ち上げることに致し
ました。
事業内容の強み・特徴
これまでの事業を通じて知り合ったシアトルの日本人会、
在米商工会議所、在ロサンゼルス領事館、日系人向け情報
誌事業会社などのネットワークを駆使して、サービスの告
知を行い日本の大学への進学、企業への就職に意欲的で優
秀な日系新二世の学生たちと面識を持ちたいと考えていま
す。そして、地元吹田にキャンパスを置く大学を中心に、
不動産業者の紹介から各種手続きまで、日本での生活をサ
ポートし、最終的には日本での就職支援をする事で、彼ら
の日本への強いアイデンティティに応えたいと思います。
また、起業に合わせて平成30年11月に行政への手続きの
専門家である行政書士の資格を取得しました。同事務所と
しての活動も行っていきたいと考えております。

事業所名：合同会社 オフィス・オズ
事業内容：留学生支援サービス、人材育成、
行政書士事務所
代 表 者：行政書士 尾﨑 公彦
所 在 地：吹田市広芝町7番26 米澤ビル305
T E L：06-6337-7055
創 業 の 経 緯

今 後 の 展 望

私は1996年より約23年間学習塾を経営していました。
その中で、海外在住の日本人帰国子女が大学・高校を受験
する際の指導も行っていました。その仕事を通じ、特にア
メリカ在住の日系人の学生の多くがルーツである日本の大
学で学びたいという希望を持っていることを知りました。
彼らにとってはアメリカよりも学費が安く、また、留学生
としての奨学金も受けられることも魅力だという事がわか
りました。帰国生の受験指導ではなく新二世の日本留学を
事業として支援するならば、留学カウンセリングから留学
生試験の指導、入国手続き、日本での生活サポートまです

アメリカ社会の中で育ち、英語に秀でた彼らがルーツで
ある日本で改めて学び、グローバルな人材として活躍して
くれることを願っています。そして、彼らが日本人のアイ
デンティティを持ったネイティブスピーカーとして日本に
ついて世界に発信してくれるようになれば、日本の事を世
界の人たちが一層理解してくれるようになり、日本の国益
に大きく貢献できると考えております。いずれは、アメリ
カだけでなく南米やEUといった日系人が住む地域に対して
も働きかけを行い、より多くの日系新二世の学生に日本で
の学習や就業の機会を提供して行ければと思っております。

〈新たにご入会いただいた事業所〉
部

会

事

商

業

建

設

情報通信
不

動

産

業

所

（2019.3.1～3.31
名

Plaisir
寿功建設
（株）

所

在

地

吹田市江坂町

事

業

部会別事業所名50音順）
内

容

システム販売

吹田市上山手町

土木工事・建築工事・舗装工事・造園工事

吹田市豊津町

広告代理事業

吹田市豊津町

ソフトウェア受託開発・OA機器販売

（有）
つばさホームシステム

吹田市内本町

不動産売買・建設業

（株）
ティーフロント

吹田市五月が丘北 不動産仲介

（株）
DEG
北港情報サービス
（株）

コットンボール

吹田市山手町

書籍に対するマーケティングアドバイザーや店舗に
おけるPOP制作及び制作支援等

専門サービス 中村会計事務所
（株）
ビヨンド・クリエイション

吹田市桃山台

税理士

（一財）
UNI H&H大学院
Maミュージック
サービス業

（同）
オフィス・オズ
Rubup design works

（特）
工

業

（特）
金

融 （株）
VIDA MIA

吹田市南吹田

経営コンサルティング

吹田市豊津町

講師認定、研究、地方創生

吹田市朝日が丘町

音 楽 の セ ミ ナ ー・ イ ベ ン ト ・ レ ッ ス ン ・ ワ ー ク
ショップ

吹田市広芝町

留学生支援、経営支援サービス

吹田市上山手町

デザイン（グラフィック）

アイリスオーヤマ
（株）
北大阪営業所 大阪市北区中之島 LED照明・生活家電・日用品等の製造・販売
大阪市西区立売堀 金融商品仲介業、総合保険代理店

≪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
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『ものづくり』復活の鍵は

『デザイン』の復権
近年、日本の「ものづくり」が地盤沈下したとの見方が勢
という言葉を生んだ。
いを増してきた。筆者は、わが国の「ものづくり」復活に向
ちなみに、「アルス」は「arm（腕）」と同じ仲間に属する。
けた大きな鍵は
「デザイン」
の復権であると考えている。
例えば、優秀な職人を「腕がいい」というのも、この「arm」
現在、世界的な「ものづくり」の業界は、技術では差がつ
と関係がある表現だ。そして、ラテン語の「アルス」は英語
きにくい環境に陥っている。モノが世の中にあふれ飽和状
の「芸術（アート、art）」につながっていく。
態になる一方で、技術は成熟化している。また、インター
つまり、「技術」と「芸術」という言葉は、同じ語源から発
ネットの発達などもあり、消費者の嗜好（しこう）は多様化
生しているのである。
している。こうした環境下では、「デザイン」こそが商品を
歴史的に見ると、わが国の「ものづくり」は、「技術」と「芸
差別化する大きな要因になってくるのだ。
術」をバランス良く追求してきた。例えば、19世紀のパリ万
元来、日本企業は「デザイン」という概念を狭く捉える傾
博に出品され高い評価を受けた「有田焼」や「薩摩焼」は、実
向がある。単なる「形」「意匠」「スタイリング」といった表
用性とともに芸術性を兼ね備えた存在であった。いわゆる
面的な意味で「デザイン」が認識されているが、この考え方 「用の美（ようのび）」というものだ。しかしながら、近年わ
は大間違いである。デザインとは、商品開発、流通、営業
が国の「ものづくり」は、両者のバランスを明らかに失って
などの各部門から生じた、経営上のさまざまな要求を総合
いる。かつては、創業時のソニーのように、一連の独創的
的に調和させる行為であり、現代の「ものづくり」における
なデザインで業績を飛躍的に向上させた企業もあった。し
「扇の要」
であるとの意識改革が必要である。
かし、近年、日本企業は「技術」に偏り過ぎて、「芸術」性を
「デザイナー」という仕事に関しても、海外では経営学修
失ってしまったのだ。今後、「デザイン」は「技術」と「芸術」
士（MBA）や技術経営修士（MOT）を同時に取得するケースが
をつなぐ要のような役割を果たし得る。日本の「ものづく
多い。商品開発、流通、営業などの幅広い分野に精通した
り」がかつてのバランスのとれた状況に復するには、「デザ
上で、経営上のさまざまな要求を総合的に調和させる行為
イン」重視の経営に大胆にシフトすることが大きな課題であ
こそが
「デザイン」
の本質だからである。
るといえよう。
しかし、日本では、伝統的に製造部門の地位が高く、デ
ザイン部門の地位が低い傾向がある。
株式会社大和総研 常務取締役 調査本部副本部長
この仕組みを抜本的に改めるには、昇進などの面で、「デ
チーフエコノミスト
ザイナー」の地位を上げる取り組みが必要だ。例えば、韓国
では工業デザイナーの地位を高め、デザイン性の高い商品
熊谷 亮丸 / くまがい みつまる
を生み出し、欧州で人気を博している。イタリアなどで大
1966年生まれ。89年東京大学法学部卒
ヒットしたワイングラスを模した形状の「ボルドーTV」は、
業。93年東京大学大学院法学政治学研究
技術者の集団である日本企業からは決して生まれないアイ
科修士課程修了。2016年ハーバード大学
デアであろう。
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
元来、日本の「ものづくり」は「技術」と「芸術」という二つ
て、07年大和総研入社。14年同社・執行
の要素を兼ね備えていた。
役員。17年同社・常務執行役員。18年よ
そもそも、「技術」と「芸術」という言葉は、同じ語源から
り現職。財務省、総務省、内閣官房、内閣
発生している。
府、参議院などの公職を歴任。18年より経済同友会幹事。11
「 技 術 」の 語 源 を た ど る と 、 ギ リ シ ャ 語 の「 テ ク ネ
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
（techne）」という言葉に行き当たる。ギリシャ語の「テク
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
ネ」が英語の「技術（テクニック、technique）」に変じたのだ。
メンテーターとしても活躍中。
同時に、ギリシャ語の「テクネ」はラテン語の「アルス（ars）」

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

〒564-0024 吹田市高城町5-15
TEL 06-6381-6623
FAX 06-6382-7466
http://www.sakae-denki.co.jp

仲総合給食(株)
吹田市江坂町３丁目23-35

不動産売買・賃貸全般・建築・リフォーム

人々に、あかるい暮らしを

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

〒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
8

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

No.455

吹 田 元 町 で ─これ からも

各種建物新築・改修工事
電気設備・消防設備
空調設備・防犯設備

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。

おかげさまで100 年

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

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）

頑張る社会福祉法人

『スマイリング・パーク』
宮崎県都城市に「スマイリング・パーク」という名の
社会福祉法人がある。JR宮崎駅から電車で40分ほどの
都城駅で下車し、そこから車で20分ほど走った、のど
かな田園風景の広がる地域にある。
同法人の主事業は、大きく三つある。一つ目は、幼
保連携型認定こども園の運営などの子育て支援事業。
二つ目は、障がい者の就労移行や生活訓練などの障が
い者福祉事業。そして三つ目は、特別養護老人ホーム
や居宅介護支援事業所の運営などの高齢者福祉事業。
設立は、今からちょうど50年前の1969年と比較的
古いが、同法人が関係者から注目され、高い評価を受
けるようになったのは、現理事長である山田一久氏が
施設長に推挙された8年前からである。
正直、その前までは、心地よい風どころか、冷たい
風が吹き荒れているような職場であり、ここで取り上
げるような職場ではなかったが、山田氏の苦労と努力
で、今日の繁栄をもぎ取ったのである。
山田氏は、元々は東京の大手企業でエンジニアとし
て活躍していた人であったが、両親の強い要請もあり、
故郷である都城市にUターンした。縁あって同法人に
入社した、創業家とは縁もゆかりもない中途入社の職
員の一人だった。
前職時代に培った組織運営力やその実行力、さらに
は仕事に対する使命感や正義感は、入社当時より抜き
んでて高く、瞬く間に組織のメンバーの信頼を高めて
いった。
しかしながら、仲間からの期待とは逆に、当時の多
くの役員からは出るくいは打たれるではないが、疎ん
じられ冷遇される日々を送った。だが、山田氏はそん

なことにはめげず、日々良いサービスを求める高齢者
や障がい者など、顧客のために頑張る仲間と共に身を
粉にし、仕事に取り組んだのである。
こうした苦労と努力が報われ、役員も次第に山田氏
の言動を支持していくようになっていった。ついには、
多くの役員から推挙され8年前に施設長に、そして4年
前には同法人のトップである理事長に就任したのだっ
た。ちなみに、山田氏が施設長になった時の職員数は
50人程度で、その後年々増員が続き、現在では250
人にまで増え、成長発展を遂げている。さらに、それ
まで職員の離職率は10％をはるかに超えていたが、今
や3％以下になり、残業時間も社会福祉法人としては
珍しい実質ゼロ時間である。
こうした企業の存在を知ると、問題の所在は社員で
はなく、経営者といわざるを得ない。
人を大切にする経営学会 会長

坂本

光司 / さかもと こうじ

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。

◆2019年度 小規模企業者等設備貸与制度のご案内

機械設備等を割賦販売（分割払い）またはリースで導入できます。
※ただし、土地、建築内外装等工事、中古設備、医療用設備等一部の設備は対象外。
料率

0.7〜1.5％/年（割賦販売の場合）

・設備価格：100万円以上1億円以下
・保証人は原則代表者のみ。（年齢条件有）
・対象企業：従業員規模50名以下（その他条件有）

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

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
https：//suitacci.com/
TEL▶06-6330-8001

＊ご要望いただければ、制度説明にお伺いします。お気軽にお問合せください。
問合せ先：公益財団法人大阪産業局 設備支援部 設備支援チーム
TEL06-6947-4345 URL https://www.mydome.jp

経営のお悩み・現状の不安はありませんか？

全国商工会議所

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.455
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青年部コーナー

吹田商工会議所青年部

入会募集中！

吹田商工会議所青年部（吹田YEG）は、吹田商工会議所の全面的なバックアップの下、同会議所の将来を担うべき
青年経済人の集いとして設立されました。
年々会員数も拡大し、創立30周年を迎える今年度においては約200名の会員で構成されています。活動内容は
多岐に渡り、吹田商工会議所の活動及び地域経済の発展、地域貢献を目的として、1～2ヶ月毎に開催する例会をは
じめ、講演会や各種研修会、交流会の開催、「吹田産業フェア」「ガンバるタウン吹田」等の地域イベント参画など
活発に活動しております。また、近畿や全国の商工会議所青年部との交流も活発に行っております。
入会をご希望の方は、吹田商工会議所青年部事務局まで御連絡下さい。
【ご入会について】
・吹田商工会議所会員及び会員事業所の役員、又は事業従事者であること
・満20歳以上49歳まで
・年会費36，
000円
【青年部についてのお問合先】
吹田商工会議所青年部事務局
TEL：06-6330-8001 FAX：06-6330-3350
E－MAIL：suitacci@suita.cci.or.jp

令和元年6月1日現在で個人企業経済調査を実施します
総務省統計局では、令和元年6月1日現在で「個人企業経済調査」を実施します。
この調査は、国が実施する統計調査のうち、統計法に基づく報告義務のある統計調査（基幹統計調査）です。
全国の個人経営事業所（個人企業）のうち、約40,000事業所を対象に、事業主及び従業員に関する事項、事業経
営上の問題点、1年間の営業収支などを毎年調査し、調査の結果は、国や地方における中小企業振興のための基礎資
料や各種事業・施策の分析資料となるほか、国民経済計算（GDP）の推計にも利用されます。
調査をお願いする事業主の方には、国が調査を委託した民間事業者から、調査票などの調査書類を、5月下旬より
順次郵送いたしますので、インターネット又は郵送により、ご回答をお願いいたします。
また、調査により集められた回答内容は、統計法によって厳重に保護され、統計法に定められている利用目的以
外
（例えば徴税資料など）に使用することは絶対にありませんので、安心してご回答ください。

ぜひ

簡単！
便利！

◆個人企業経済調査の詳しい内容はこちら
https://www.stat.go.jp/

インターネットからご回答ください。

広告掲載募集中！

5,400円（税込）で
2,000か所以上の事業所に届きます！

4 0 周 年にむけ て！

月々

詳細は会報担当まで
suitacci@suita.cci.or.jp

TEL：06-6330-8001
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個人企業経済調査

検索

中小企業の販路開拓を応援します!!

展示会等出展事業補助金

販路開拓を目的として展示会、見本市等
に出展する中小企業者に対し、出展に要し
た費用の一部を補助します。
募 集 期 間：令和元年5月31日
（金）
まで
補 助 対 象 者：本 市 に 主 た る 事 業 所 を 持
ち、市民税の滞納をしてい
ない中小企業者
補 助 内 容：展示会への出展にかかる出展小間料及びブース設営に
かかる工事費等の2分の1以内を補助（上限20万円）
対 象 展 示 会：令和元年7月から令和2年3月までの期間に開催される
展示会のうち、以下のいずれかに該当するもの
①東京ビッグサイト、インテックス大阪、幕張メッセ、
ポートメッセなごや及びパシフィコ横浜のいずれか
を会場として開催されるもの
②吹田市と産業振興連携協力に関する協定を締結して
いる金融機関（北おおさか信用金庫、池田泉州銀行）
が主催するもの
交付予定件数：10件程度
（応募状況により、予算の範囲内で交付します。
）
申 込 み：吹田市役所 地域経済振興室へ（電話06-6384-1356）
吹田市のHPで申込書をダウンロードできます。

産学連携・企業間連携を応援します！

地元企業等共同研究開発事業補助金
企業、大学、研究機関等との共同により、新技術及び新製品の研究
開発等を行う事業者に対し、共同研究開発事業にかかる経費の一部を
補助します。
募 集 期 間：令和元年6月19日（水）まで
補助対象者：以下のいずれかにあてはまる事業者及び団体
①大学または研究機関等との共同により研究開発事業に
取り組もうとする、市内に主たる事業所を有する事業者
②半数以上が市内に主たる事業所を有する、2社以上の事
業者で組織する団体
補 助 内 容：以下のいずれかにあてはまる事業で、審査会で認定され
た事業に対し、補助対象経費の2分の1以内を補助しま
す。（最大500万円）
①大学または研究機関等と共同で実施する研究開発事業
②団体の構成企業が共同で実施する研究開発事業
※事業実施期間は2年度間以内です。
審査・認定：審査会で、応募者による事業内容について
プレゼンテーションをしていただきます。審査会で認定
された事業が補助の対象となります。
＜審査会＞令和元年7月11日（木）午後
交 付 件 数：2～4件程度（予定）（応募状況により、予算の範囲内で事
業の認定及び補助金の交付を行います。）
申 込 み：吹田市役所 地域経済振興室へ（低層棟3階316番窓口）
電話06-6384-1356
吹田市のHPで申請書等をダウンロードできます。

No.455
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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。）

