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事業承継は、
お互いの仕事観の一致が重要です。

東（アズマ）会計事務所　上田会計事務所
　東会計事務所・上田会計事務所は、吹田市垂水
町に事務所を構え、法人・個人の決算、税務申告
及び会社関係の税務・会計全般にわたる相談、更
に事業承継や相続・贈与などの税についてのサ
ポートを行っておられます。
　創業以来40年間の経営理念は、後継者へ受け
継がれ、更なる飛躍・発展に向けて事業展開をさ
れておられます。
　創業者である東所長と、後継者である上田所長
（娘婿）にお話しを伺いました。

上田会計事務所
上田　行洋 氏

東会計事務所
東　秀夫 氏
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― 東所長、創業の経緯をお聞かせください。
私は、大学卒業後、大阪市内の公認会計士事務所

に勤めながら、税理士資格を目指して励み、29歳
で税理士登録ができました。その後、30歳のとき
に江坂駅前でテナントビルの一室を借りて会計事務
所を開業しました。

開業当時は、関与先も少なく、家族を養っていく
ため経理学校の教師や友人の会社の経理事務のサ
ポートをしておりました。その後、関与先である顧
客との信頼を築きつつ、また関与先からご紹介をい
ただき、徐々に顧客を増やしていくことができまし
た。経営理念に『関与先が継続して発展されること
を願い、日々研鑽努力して自らを磨きその一助とな
ることを使命とする』を掲げ、一歩一歩、事務所を
拡充させてまいりました。

税理士事務所は、お金にまつわることが基本です
ので、大変やりがいのある仕事だと思います。経営
者は往々にして孤独であります。そうした経営者の
皆さんからご信頼をいただき、経営課題を共有し
て、それを解決することで共に喜びを分かち合うこ
とができます。税理士の仕事には、単なる税務面だ
けにとどまらない総合的なコンサルティングが求め
られます。

― 東所長が経営において大切にされていること
は何ですか。
『経営は牛のよだれの如し』と言われるように細く

長く切れ目のないようにすることが重要です。関与
先との関係においては、信頼を裏切らないこと、い
い加減なことをしないこと、気づいたことは伝える
こと、相手の立場に立って考えることを心掛けてい
ます。むろん、大きな経営判断を行う場合は、繊細
かつ大胆に取り組まなければならないと肝に銘じて
います。その一例が今度の事業承継でした。

― 事業承継について、東所長の考え方をお教え
ください。

昨年8月に事務所開設40年、満70歳の古希を迎
えたのを機に、娘婿の上田行洋税理士に事業承継を
することを決断しました。会計事務所の事業承継で

一番大変なことは、関与先を引き継ぐことです。そ
のため、関与先に東会計事務所との長年に亘る信頼
関係や、つながりを事細かく説明し、理解してもら
うことから始めました。また、上田税理士の人生観
や仕事観をすり合わせて、一致できたこともスムー
ズな事業承継につながりました。

現在、関与先の引継ぎは、問題なく順調に進んで
います。今日、事業承継が社会の問題になっていま
すので、そのモデルケースとなれればと思っていま
す。

― 上田所長、事業を承継されていかがでしたか。
事業を引き継ぐ中で、関与先においても代替わり

の時期にある先が多くありました。そこで、スムー
ズな事業承継のお手伝いをさせていただくとともに
後継者の方との関わりにおいても、事業を発展させ
る関係を築いていきたいと考えています。

最近、関与先から会計システムの改善についての
ご相談がありました。これまでは、エクセルなどの
表計算で売上・経費などを集計したのち、試算表や
決算書を作成されていましたが、新しいシステムを
提案し、経営データをインターネット経由で事務所
に吸い上げる方法に変更しました。その結果、売上
や利益をタイムリーに把握できるようになり、どの
商品が売れていないのか、どの店舗の利益が少ない
のかをスピーディに分析・検証して、数字のコンサ
ルティングから経営改善につなげていくアドバイス
も提案できるようになりました。

今後は、関与先に税務面だけでなく、こうした分
析によって、いかに生産性を上げて成果につなげて
いくかを提案できるような会計事務所にして行きた
いと思っています。

― 貴重なお話をありがとうございました。今後
とも益々ご発展されることをお祈り申し上げます。

上田会計事務所　東会計事務所
有限会社 三愛ビジネス

本社：吹田市垂水町3丁目8番27号
ハートフル江坂3F

TEL 06-6384-3382



3No.456

令和元年度 第1回 通常議員総会を開催
平成30年度事業報告・収支決算、部会再編及び定款改正等を承認

　5月29日（水曜日）に、令和元年度 第1回 通常議員総会が開催され、常
議員の補欠選任、平成30年度事業報告・収支決算、部会再編及び定款改
正等の議案が承認されました。
　事業報告では、基本方針に「創立70周年を迎え、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」を掲げ、重点4事項に基づいた運
営及び活動を行ったこと、収支決算では、特定退職金共済の総額管理化、
青年部会計の本会計への組入れなどの会計処理変更と、会館営繕積立資産に1,000万円の積み増しを行なった旨の
報告がなされました。

　部会再編及び定款改正では、部会員数の均等化を図り、活動の活発化のた
め、金融部会と不動産部会を統合して「理財部会」に、交通運輸部会と情報通
信部会を統合して「運輸情報部会」とすることが承認されたため、定款第47条

（部会）の改正を行うものです。そしてこの部会再編（定款改正）は、今年10月
に役員・議員の改選が実施されるため、新体制後の11月1日から施行するこ
とになります。

■平成30年度収支決算総括表（自：平成30年4月1日　至：平成31年3月31日） 単位：千円（未満切捨て）

会計別 繰越金 収　入 支　出 収支残高 繰入・繰出金
（繰出金は△） 差引収支残高

一 般 会 計 98,989 149,390 128,245 120,134 △9,845 110,288

中小企業振興特別会計 0 44,938 52,590 △7,652 7,652 0

共 済 事 業 特 別 会 計 0 15,589 15,829 △240 240 0

特定退職金共済事業特別会計 0 196,139 198,092 △1,952 1,952 0

合　　　計 98,989 406,057 394,758 110,288 0 110,288
（注）1.当期、会館営繕積立資産に10，000千円の繰入（支出計上）を行なっている。
　　2.青年部会計統合に伴い預金の繰入を収入計上している。
　　3.収支剰余金110，288千円（内、2，664千円は青年部会計剰余金）は次年度に繰越する。

第29回 会員親睦ゴルフ大会の開催決定！

　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。
　つきましては、日程と開催場所が決まりましたのでお知らせさせていただきます。

＜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。

日　時：令和元年10月2日（水）
場　所：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）

※ 詳細・申込書は、同封のチラシをご覧ください
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　5月11日（土）・12日（日）に、メイシアター、いずみの園公園、市
役所駐車場にて、第36回吹田産業フェアが開催されました。全体の
テーマを「あなたの知らない吹田が見つかる！」とし、2日間で約60，
000人の市民の方にご来場いただきました。
　イベントでは中ホールにおいて、市内外のゴスペルクワイアと
ワークショップで練習を重ねた一般市民による「ゴスペルLIVE」や

「子どもも大人もためになる講演会」と題し、「古代エジプトとピラ
ミッドのひみつ」・「はやぶさ2　宇宙へのチャレンジ」の2部構成で講
演会を開催しました。小ホールでは、セミナーイベントとして「乳酸
菌、宇宙へ行く」・「自然災害から会社・自宅を守る！自然災害対応セミナー」の講演会、及び吹田市消防局の協力に
よる「AED救命救急体験」を実施致しました。
　また3階ロビーでは、「健康促進イベント」として「歩行年齢測定」・「血管年齢測定」・「お肌測定」を実施し、大変多
くの方のご好評をいただきました。
　出展については94の事業所・団体にご協力頂きました。それぞれのブースで多くの市民の方が熱心に説明を聞か
れ、吹田の産業を理解いただくのに大きく役立ったことと思います。来場者は商業祭、農業祭、花と緑のコーナー、
すし祭りや友好都市出展の特産品の買い物を楽しまれ、フードコートで吹田の名店の味を楽しまれました。
　今回は幸いにも2日間好天に恵まれ、ご来場頂きました市民の皆様、ご出展頂きました事業所・団体の皆様、ご
支援を賜りました関係者の皆様に御礼を申し上げます。

第36回吹田産業フェアが開催されました！
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〈新たにご入会いただいた事業所〉 （2019.4.1～4.30　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
アルマー特機（株） 吹田市千里丘西 鉄鋼及び非鉄金属の販売

（株）イグスンドジャパン 吹田市江坂町 産業廃棄物用破砕機の製造、輸入販売と附帯関
連業務

工　　　業 （株）ハイドラン 吹田市豊津町 油圧機器の設置及び保守
不　動　産 ウィルパワー管理 吹田市垂水町 消防設備を主にマンション管理等

専門サービス

（株）イツキ　いつき介護支援センター 吹田市五月が丘南 ヘルパーステーション
（有）勝部デザイン事務所 吹田市津雲台 デザイン制作業
ごんどう法律事務所 吹田市広芝町 法律事務全般

千里山法律事務所 吹田市千里山西 訴訟代理、示談交渉、刑事事件弁護人、法律相
談等各種法律事務

サービス業

（株）高度技術研究所 吹田市東御旅町 電気保安管理業務、建設業（電気工事、消防設
備工事、空調工事）

Sky D スマホスピタル江坂 吹田市豊津町 iPhone&スマホ全般の修理・買取・販売等
鉄板グリル をかし 吹田市元町 居酒屋

（株）Neji 吹田市垂水町 美容業
（特）建　設 インテリア小田 大阪市都島区高倉町 クロス・床貼替、リフォーム工事
（特）不動産 OST不動産（株） 大阪市北区万歳町 不動産の仲介、コンサルティング、管理等

（特）専門サービス アセンスソーシャルグループ（株） 大阪市中央区谷町 法務コンサルティング（調査・企業防衛・相続
等）教育事業、生活支援サービス

≪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

創業からこれまで
　私はデザイン専門学校を卒業後、デザイン制作会社に就
職。その後、1988年にデザイン制作会社を設立し、現在
に至ります。会社を設立して今年で31年になります。
　事業内容は主にパッケージデザイン制作及びポスターや
ロゴマークを制作しております。
　独立前に、1度転職しましたが、2社目でパッケージデザ
イン業界では大家と言われている鹿目尚志（かのめたかし）
先生の事務所に入社し、5年程修行させていただくことが出
来ました。今思えば、この時の経験が私のデザイン技術及
び人生の基礎を作っております。またインターネット成長
期に多くの欧米のデザイン施設を視察したことが、その後

のデザインに対する考え方に
大きく影響を与えました。
　クライアントはJR西日本
やドールジャパン、ネスレ
ピュリナなど中堅から大手の
会社まで長くお取引を頂いて
おり、おかげさまで31年間、
会社を継続することが出来て
おります。
　昨年還暦を迎え、これまで
長く梅田に拠点を構えておりましたが、2年程前に拠点を生
まれ故郷でもある吹田に移しました。
　デザイナーとしての仕事は生涯続けていくつもりですが、
今後は、私が培ったものを後輩の方に伝えていくことに
徐々に重心を移していきたいと思っております。昨年たま
たまお声が掛かり、京都芸術デザイン専門学校へ臨時講師
として立つことができ、若い人の考えや、デザインをきち
んと学べていないという現状を目の当たりにし、本気で学
ぶ場が必要だと考えるようになりました。

今 後 の 展 開
　今年の秋口より、私が主催・運営するグラフィックデザ
イナー養成講座を始めるべく準備を進めております。私が
これまで学んできた経験・技術、人脈を「本気で学びた
い！」「デザインで生き抜く！」といった高い志の方にマン
ツーマンで指導していきたいと思っております。私にとっ
て還暦からの新しい取り組みですが、デザインへの情熱は
誰にも増して持っていますので、まずはこの情熱を伝えて
いきます。

実践型グラフィックデザイナー養成講座『デザインアップ』
HP：https://www.designup100.com/

事  業  所  名：有限会社 勝部デザイン事務所
代　 表　 者：勝部　一之 氏
所　 在　 地：吹田市津雲台3-2-6-1003
営  業  内  容：デザイン制作
ホームページ：https://www.katsubedesign.com/

新入会員インタビュー 有限会社 勝部デザイン事務所
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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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　消費増税の期日である、2019年10月が徐々に近づ
いてきた。安倍政権は2度にわたり増税時期を先送りし
てきたが、10月1日には消費税率を現行の8％から
10％に引き上げる方針である。ただし、足元で世界経
済の減速懸念が強まっていることもあり、今後は消費増
税の是非を巡る議論が活発化する可能性がある。
　財政再建を実現するには、（1）経済成長に伴う税収
の増加、（2）社会保障費などの歳出の合理化、（3）消
費税を中心とする増税、を三位一体で行うことが必要で
ある。筆者は、わが国の厳しい財政状況を考えると、経
済成長のみに頼って財政再建を実現することは、とうて
い不可能だと考えている。
　消費増税に反対する論者は総じて感情的で、論理性に
乏しい印象を受ける。
　例えば、消費税増税反対論者が批判するものの一つに

「輸出戻し税制度」がある。
　最初に、「輸出戻し税制度」の概要について解説して
おこう。
　消費税は、輸出入取引について競争条件を同一にする
という観点から、国境調整が実施されている。具体的に
は、「消費地課税原則（消費税は商品・サービスの消費
地で課税されるという原則）」にのっとり、輸入取引を課
税対象とする一方で、輸出取引は免税されている。この
結果、輸出企業には、仕入れの際に支払った消費税分が
事後的に還付されることになるのである。
　「輸出戻し税制度」に対しては、輸出企業は大企業が中
心で、中小・零細の下請け企業に消費税分を上回る値引
きを行わせているのではないか―ありていに言えば、
大企業が「輸出戻し税制度」により不当な利益を得ている
のではないか、との批判がなされる。実際、「輸出戻し
税制度」による消費税の還付総額は年間数兆円規模に達
するとの試算もある。さらに、「輸出戻し税は、大企業
に対する事実上の輸出補助金である」との議論すら展開
されている。
　しかしながら「輸出戻し税制度」は、消費税を導入して
いる世界の国々が採用している制度だ。
　輸出品は、輸出先の国で間接税（消費税など）が課され
るので、わが国でも課税を行うと「二重課税」になってし

まうからである。理屈上、「輸出戻し税制度」によって
輸出企業が得た還付金は、仕入れの際に支払った消費税
分を取り戻したのにすぎない。つまり、「輸出戻し税制
度」は論理的に考えて極めて筋の通ったまっとうな制度
なのである。
　筆者は、「輸出戻し税制度」に対する感情的な批判は、
一部の日本人の認識不足を示す極めて残念な事例だと思
う。その根底にあるのは、「大企業（金持ち）がたくさん
お金をもらえてうらやましい」という、やっかみがある
のかもしれない。繰り返しになるが、「輸出戻し税制
度」によって還付されるお金は、論理的に考えて輸出企
業が本来手にするべき正当なものなのだ。「強者がお金
をもらい過ぎ」だということであれば、それは税制の問
題ではなく、独禁法を中心とする「社会法制」「弱者救済
法制」を通じて改善すべき問題だ。税制の論理から逸脱
する形で、大企業をうらやましがっても、何ら建設的な
議論はできないのである。
　国際的に見ても、論理的な正当性を有する「輸出戻し
税制度」に対して、これほど感情的な批判が展開されて
いる国はない。もし本当に日本だけで「強者の横暴」がま
かり通る―つまりは、強者が弱者に対して圧倒的な価
格支配力を有するのであれば、それは、わが国に他国と
の「異質性」が存在するのではないかとすら思える。消費
税増税反対論者には、少し頭を冷やして、論理的に物事
を考えていただきたい。

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。89年東京大学法学部卒
業。93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、07年大和総研入社。14年同社・執行
役員。17年同社・常務執行役員。18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。18年より経済同友会幹事。11
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。

消費増税反対論者の�
� 『輸出戻し税制度』への批判



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人々に、あかるい暮らしを

〒564-0024 吹田市高城町5-15
TEL

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

FAX
06-6381-6623
06-6382-7466

http://www.sakae-denki.co.jp
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青年部コーナー 平成31年度通常総会・4月例会
実施日：4月25日（木）　　　場所：新大阪江坂東急REIホテル　ボールルーム

　吹田商工会議所青年部平成31年度通常総会・4月例会が開催され、シニア会員25名を含む127名にご参加頂き
ました。通常総会では、平成30年度事業報告、平成31年度事業計画等、すべての審議事項について滞りなく承認
され、堀田会長のもと「Next on the 30th～今を見つめ直し、次の時代へ～」を平成31年度スローガンとする新し
い年度が始まりました。
　4月例会では、来賓の吹田商工会議所　柴田会頭、大阪府商工会議所青年部連合会　大田会長からご挨拶を賜り、
入会式では14名の新入会員を迎えることができました。
　卒業式では、レッドカーペットの上を入場した卒業生による華麗な「USA」ダンスの後、皆さんの充実したYEGラ

イフを卒業スピーチという形で後輩の我々が受け取り、また残念ながら参加できなかっ
た卒業生からも参加者全員宛のコメントを頂きました。平成最後の卒業式にちなんだ記
念品と共に、合計8名の卒業生を無事に送り出すことが出来ました。
　最後に、平成31年度役員紹介、奥長直前会長から堀田会長へのバッチ授与、奥長直
前会長への感謝状贈呈が行われ、平成31年度通常総会・4月例会は盛会のうちに終了し
ました。

　『PRしたい！』『販促物に対する意見がほしい！』方々の意見交換会です。
■日時：令和元年7月25日（木）16：00～18：00　　■場所：吹田商工会議所 3階 大会議室
◆内　容：
＜第1部＞グループセッション（16：00～17：00）
ご参加事業所が自社販促物を持ち寄り、6～7名を1テーブルとし、順番に販促物を元に事業のPRをして頂きます。
お互いがお客様目線になることで、より中身の濃い販促物を作成するための意見交換を行います。
※当日は名刺と販促物をお持ち下さい。（チラシやパンフレット、カタログ、ノベルティ、グッズなど）
＜第2部＞交流会（17：00～18：00）
立食形式による参加事業者同士の意見交換及び交流会を開催します。

（アルコールが伴いますので、お車での来場はご遠慮ください。）
■対　象：経営者・経営幹部・販促担当及び開業予定の方
■参加費：吹田商工会議所会員：無料　未会員：1,000円
■定　員：30名（※1社2名様までとさせていただきます。）
■締　切：7月22日（月）（定員に達し次第締め切りさせて頂きます。）
■申込み：今月同封の案内チラシをFAX若しくは弊所HPよりお申込みください。
■問合せ：ビジネス交流会事務局　谷　06-6330-8001

吹田商工会議所主催　ビジネス交流会vol.8
『PR・販促　意見交換会＆交流会』　7月25日開催！



□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
https：//suitacci.com/
TEL▶06-6330-8001
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宮崎県内でなくてはならない�
� 存在となったコープみやざき

　宮崎市に本部を置く「生活協同組合（生協）コープみや
ざき」という生協スーパーがある。設立は1973年、

「宮崎市民生活協同組合」として、当初は690人の組合
員でスタートした。設立の翌年の売上高は1億円弱、
組合員数は1600人であったが、その後はほぼ一貫し
て業績を右肩上がりに伸ばし、2017年度は、売上高
300億円、組合員数25万人にまで拡大している。
　スタート当初は牛乳などの共同購入のみであったが、
1988年には、組合員の要望が強かった店舗を開店し、
今や宮崎県内全域に15店舗を構える。そればかりか、
宮崎県内の世帯加入率も53％に上り、宮崎県民にとっ
て、なくてはならない生活支援施設になっている。
　全国各地の生協スーパーだけではなく、全国規模の
大型スーパーであっても、この45年間は出店・退店を
繰り返してきたが、コープみやざきは、退店が1店舗
もないという優等生である。
　その最大の要因は、設立者であり顧客である組合員
の幸せ・満足度向上のため、コープみやざきの役職員
が、この間、基本スローガンを胸に全社一丸となって、
“良いお店づくり”にまい進してきたことである。
　基本スローガンの内容は「“私たちの供給する商品を
中心に家族のだんらんがはずむこと”をめざします」で
ある。このスローガンに基づき、実施されている施策
の一つが、組合員から提出される「よくするカード」

「よかったよカード」である。その提出枚数は、年間な
んと8万枚以上だという。加えて言えば、そのカード
に書かれた提案が、ことごとくお店づくり・品ぞろえ
などに生かされているというからすごい。

　また、コープみやざきでは、利用者満足度調査を実
施しているが、最新のデータで、その満足度は92.6％
となっている。さらに、全国の生協店舗利用者に対し、

「生協総合研究所」が顧客満足度を調査しているが、そ
の満足度も他の生協に比べ抜きんでて高くなっている。
　その理由は、職員満足度を高めるため、役員・幹部
職員が、組合員に良いサービス・良い商品を提供する
ための行動を実践してきたからである。例えば、全職
員を実質定年なしの無期雇用とし、一人一人の職員の
生きがいと働きがいを重視した労務施策を講じている。
　そのためか、コープみやざきには70歳を超えた社員
が現在29人もいるという。こうしたこともあり、コー
プみやざきの職員の意識も極めて高く、結果として顧
客満足度も非常に高いのである。

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。
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40周年にむけて！
広告掲載募集中！

月々5,400円（税込）で
2,000か所以上の事業所に届きます！

詳細は会報担当まで
suitacci@suita.cci.or.jp
TEL：06-6330-8001
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≪助成金情報≫
おおさか地域産業資源活用サポート事業助成金の公募開始！

第9回北摂地ヂカラフェスタに出てみませか？

　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。

　1. 対  象  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）
　2. 対象となる方：
 ・大阪府内で創業を予定されている方
 ・大阪府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
　3. 支 援 の 内 容：助成額200万円、助成率3分の2、助成期間1年（交付決定日から令和2年9月30日まで）
　4. 公募要領・応募様式：下記（公財）大阪産業局HPよりダウンロードください。
 　　　　　　　　　　https://www.mydome.jp/aopf/
　5. 応募受付期間：令和元年6月17日（月）～令和元年6月28日（金）
　6. 事前相談と受付窓口：三島地域活性化推進協議会事務局宛
 　　　　　　　　　　【三島地域活性化推進協議会事務局】
 　　　　　　　　　　吹田商工会議所 中小企業振興部　担当：谷
 　　　　　　　　　　吹田市泉町2-17-4　TEL：06-6330-8001　FAX：06-6330-3350
 　　　　　　　　　　その他詳細はこちらのHPをご覧ください。　https://suitacci.com/?p=5737

　㈱シティライフNEWと北摂商工会・商工会議所が連携し、来場者12万人を誇る人気イベント「ロハスフェス
タ」内に約50ブースの特設コーナーを設置し、「北摂地ヂカラフェスタ」と題し、

“お客様の反応を体験してもらおう”
 というイベントです。

※詳細及びお申込みは、吹田商工会議所HP 新着情報をご覧ください。

日　　時：2019年11月1日（金）・2日（土）・3日（日）　9時30分～16時30分
会　　場：万博記念公園（吹田市）　東の広場　ロハスフェスタ内特設コーナー
出 店 料：会員5,000円　非会員35,000円
　　　　　（3日出展、2日出展・1日出展ともに同一料金です）
ブ ー ス：1ブース3,600mm×2,700mm（予定）
応募締切：7月10日（水）
問合せ先：吹田商工会議所　担当者
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「自社のホームページを持っているけれど、問合せや売上に繋がっていない・・・」
「これからホームページを作ろうと思っているけれど、どんなホームページが良いのかわからない・・・」
　このようなお悩みをお持ちの方、必見！
　お客様を集め、売上をアップする事が出来るホームページの作り方12のポイントを2時間でしっかり習得するこ
とができるセミナーです。

講　師：上野山　光雄 氏　〈（株）バリューエージェント 代表取締役〉
開催日：令和元年6月20日（木）
時　間：18時30分～20時30分（受付開始18時15分～）
場　所：吹田商工会議所3階 大会議室
対　象：中小企業の経営者、従業員等
定　員：先着50名
主　催：吹田市
申込み：吹田市役所 地域経済振興室へ（TEL：06-6384-1356）
　　　　吹田市のHPで申込書をダウンロードできます。

吹田市 中小企業セミナー 
ホームページ集客セミナー

売れるホームページの作り方12のポイント

　発行総額が最大で約20億円になるプレミアム付商品券の取扱協力店を募集します。
　多くの店舗・事業所のご登録により、商品券の利便性が向上し、消費者や取扱協力店の双方にメリットが生まれ
ます。積極的なご登録をお願いいたします。
　商品券の販売は令和元年9月28日（土）から、商品券の使用は令和元年10月1日（火）から。

募集期間：令和元年7月31日（水）まで
参加資格： 吹田市内において一般消費者を対象に小売・飲食・サービス業などの事業を営み、且つ店舗・事業所

を有する事業者。但し、換金性が高いもの（有価証券、商品券等）を主に取扱う業種、性風俗関連事業
等公序良俗に反する業種は除く。（詳細は、HP等で公開している募集要項にてご確認ください。）な
お、取扱協力店（特定事業者）として登録された方に対して、令和元年9月上旬に説明会を開催します。

申 込 み：吹田市役所 地域経済振興室へ（低層棟3階316窓口）　電話06-6170-7217
　　　　　吹田市のHPで申込書等をダウンロードできます。また、窓口でも配布しています。

「吹田市プレミアム付商品券」特定事業者（取扱協力店）の募集



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


