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菓子は食べる美味しさと目で見る楽しさ
フルーツ餅 松竹堂
 代表取締役　松本　勝成 氏
　明治22年に吹田（山田）で創業された「フルーツ
餅 松竹堂」は、約30数年前に発売された「フルー
ツ餅」で全国的にも有名になられた和菓子店です。
今でもテレビや雑誌に取り上げられ、ネット販売や
遠方からのお客様もあり、和菓子で吹田といえば
「松竹堂」としてブランドを築いておられます。
　これまでのお店の歩み、フルーツ餅の誕生等につ
いて、5代目である代表取締役の松本勝成氏にお話
を伺いました。 代表取締役　松本　勝成 氏
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―創業の経緯を教えてください。
明治22年、初代が現在の吹田市山田で街の小さな

「お店」として乾物・駄菓子などの販売を始めました。

2代目から和菓子（干菓子のひとつである打ち物菓子）

を製造販売するようになりました。平成17年に先代の

4代目が店舗を改装し、現在の菓子専門店として有限

会社を設立しました。そして、昨年10月に私が5代目

として事業を引継ぎました。

―フルーツ餅が誕生したきっかけは何ですか。
フルーツ餅は先代（4代目）が約30数年前に始めまし

た。私（現代表）が幼い頃、洋菓子ばかり食べることに

先代が不安に思い、和菓子へ興味を持たせるために開

発をしたのがきっかけです。最初に開発したイチゴ大

福にしても生地を変えたり餡を変えたりと試行錯誤を

したようです。それから桃・メロンと年に1個ずつ増

やし、今では年間15種類ほどの商品ラインナップとな

りました。

―事業承継にあたってご苦労されたことはあります
か。
私は、周りから言われなくとも幼い頃からお店を継

ぐものだと思っておりました。そのため、高校は商業

高校へ行き、その後東京の製菓学校、東京の和菓子店

で16年間の修業をしました。その後、吹田に戻り、当

店で先代とともに商品開発や製造販売を手伝っていま

した。しかし、代表としての運営となると職人として

の技量だけでは成り立たず、事業承継時の登記、名義

変更、百貨店との契約等で、何からどのように進めた

らよいのかがわからず苦労しました。代表となってか

ら未だ半年にもなっておりませんが、130年程続いた

店であり、プレッシャーもありますが、フルーツ餅だ

けでなく色々な商品の開発をしていきたいと頑張って

おります。

―お店の特徴・こだわりは何ですか。
当店の人気商品はフルーツ餅です。季節感を大切に

しているため旬の果物を使っています。店の経営理念

が「菓子は、食べる美味しさと、目で見る楽しさ」なの

で、味だけでなく見た目も美しい菓子を作ることに心

掛けています。和菓子では、桜餅・かしわ餅と季節が

わかるように、フルーツ餅でも季節感を大切にしてい

ます。そこからハロウィンバージョンやsnowmanな

どのデザインにも工夫したフルーツ餅も誕生しました。

また、フルーツ餅は果物の水分量、甘みによっても出

来上がりが左右されるため、素材にもこだわり、厳選

した果物だけを使っています。

―今後の展開についてお伺いします。
ご近所さんや地元の皆さんからご理解をいただいて

いることを幸せに思い、地元に根付いた根と街を大切

にしながら、次はその枝を伸ばしていきたいと思って

います。

―貴重なお話をありがとうございました。今後益々
のご繁盛をご祈念申し上げます。

フルーツ餅 松竹堂
吹田市山田東2-36-2

電　　話　06-6877-1125
営業時間　10：00～19：00
定 休 日　水曜日
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　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、第37回吹田産業フェアを開催致
します。
　吹田市内で開催される産業イベント事業として定着し、毎年約5万人の来場者でにぎわう吹田産業フェアに出展
しませんか。自社商品・サービスのPRの場、お客様の生の声を聞く場としてぜひご活用下さい。
①商品等の展示・事業のPR等の出展
　出	展	費	用：55,000円（協賛金として1小間当たり（2日間）※1日のみの出展はご遠慮ください。）
　　　　　　　（初回出展の場合、1小間当たり27,500円となります。）
　出	展	場	所：吹田市文化会館（メイシアター）、いずみの園公園、吹田市役所駐車場
　小間サイズ：屋内展示ブース	…	幅2,000mm、奥行き1,000mm（長机1本・パイプイス2脚付）
　　　　　　　屋外展示ブース	…	幅3,000mm、奥行き3,000mm（屋外テント）※原則団体の出展に限る
②商品等の販売の出展
　出	展	費	用：55,000円（協賛金として1小間当たり（2日間）※1日のみの出展はご遠慮ください。）
　　　　　　　（初回出展の場合、1小間当たり27,500円となります。）
　出	展	場	所：吹田市文化会館（メイシアター）、いずみの園公園、吹田市役所駐車場
　小間サイズ：屋内販売ブース	…	幅2,000mm、奥行き1,000mm、高さ750mmの販売台（パイプイス2脚付）
　　　　　　　屋外販売ブース	…	幅3,000mm、奥行き3,000mm（屋外テント）※原則団体の出展に限る
③フードコート（飲食ブース）の出展
　出	展	費	用：40,000円（協賛金として1小間当たり（2日間）、※団体除く、※1日のみの出展はご遠慮ください。）
　出	展	場	所：吹田市文化会館（メイシアター）、いずみの園公園、吹田市役所駐車場
　小間サイズ：幅3,600mm、奥行1,800m　（屋外テント/長机2本・パイプイス4脚付）
　　　◆開	催	日	時：2020年10月3日（土）・4日（日）　午前10時～午後4時
　　　◆開	催	場	所：吹田市文化会館（メイシアター）、いずみの園公園、吹田市役所駐車場
　　　　　　　　　　※出展場所につきましては当実行委員会にて協議し、ご連絡致します。
　　　　　　　　　　　なお出展審査の結果、ご希望に沿いかねる場合がございます。
　　　◆主　　　催：吹田産業フェア推進協議会
　　　◆企画・運営：吹田産業フェア実行委員会
　　　◆応	募	締	切：2020年6月10日（水）
　　　◆お	問	合	せ：吹田商工会議所内　吹田産業フェア事務局　平松
　　　◆TEL：（06）6330-8001　　FAX：（06）6330-3350　　MAIL：hiramatsu@suita.cci.or.jp
　　　◆吹田産業フェアオフィシャルホームページ：https://suita.jp/
　　　　※第38回吹田産業フェアは、「2022年5月」に開催予定です。

お申込み・詳細内容は必ず本誌同封の折込チラシをご確認ください

第37回吹田産業フェア出展事業所募集のご案内

工業部会主催
昭和化工（株）「本社工場見学会」報告

令和元年度大阪府商工関係者表彰の
表彰式が執り行われました

　去る2月18日（火）、昭和化工㈱において、本社工場
見学会を開催致しました。冒頭、笹本武志部会長による
開会の挨拶の後、同社の小椋浩之介社長によるご挨拶を
頂戴いたしました。
　技術部の常峰部長による会社概要説明に続き、工場見
学を実施。国内トップシェアを誇る「クエン酸・酒石酸」
をはじめとした製造現場をご案内いただき、私達の身近
にある製品の原材料として、幅広く利用されていること
を学ぶ機会となりました。
　また、見学会終了後の懇親会には、小椋社長を含めた
3名の社員の皆様
にもご参加をい
ただき、参加者
の皆様の交流を
大いに深める機
会を得ることが
できました。

　2月17日（月）に「マイドームおおさか」において、令
和元年度大阪府商工関係者表彰の表彰式が挙行され、授
賞者へ伝達されました。
　団体役員の部では、当所における役員功績により小椋
浩之介氏（常議員、昭和化工㈱代表取締役社長）が表彰の
栄に浴されました。おめでとうございます。
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　中小企業退職金共済制度とは、中小企業のために設けられた国の退
職金共済です。中退共制度を活用すれば、安全・確実・有利で、しか
も管理が簡単な退職金制度を手軽にできます。
　中退共制度は、事業主が運営機構と退職金共済契約を結び、毎月の
掛金を金融機関から口座引落しで納付します。掛金は従業員ごとに任
意で選択することができ、従業員が退職された時は、中退共から従業
員に直接退職金が支払われます。
　掛金は、法人の場合は損金として、個人事業主の場合は必要経費と
して、全額非課税となりますので、節税効果もあります。また、一定
の条件で、国の助成もあり大変有利な制度です。

　吹田商工会議所では令和2年度の定期健康診断より従来の定期健診B（Bコース）を廃止し、すべての方に定期健診
A（Aコース）を受診していただくことになりました。
　年齢による受診項目の省略は本来医師による判断によるものとしており、その点を重く捉えすべての項目（定期健
診A）を受けていただくことが望ましいと判断させていただきました。
　事業主の皆様には何卒ご理解とご了承いただきますようお願いいたします。
　令和2年度の集団検診（会場：吹田商工会議所及び山田ふれあいセンター）の日程が下記のとおり決まりましたの
で同封の申込書にご記入の上、会議所までお申込みくださいますようお願いいたします。
　個人健診・出張健診等詳細につきましては同封の案内をご覧ください。

実 施 日 受付時間 実施場所 所 在 地

7/15（水）～7/17（金） 申込書参照 吹田商工会議所 吹田市泉町2-17-4

8/24（月） 9：30～11：30 山田ふれあいセンター 吹田市山田東1-28-9

中小企業退職金共済制度

令和2年度定期健康診断について

＊ お問い合わせ ＊　吹田商工会議所 共済担当　TEL：06-6330-8001
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〈新たにご入会いただいた事業所〉	 （2020.1.1～1.31　部会別事業所名50音順）
部　会 事　業　所　名 所　在　地 事　　業　　内　　容

理　　　財 （同）福永不動産管理 吹田市山田東 不動産賃貸管理、清掃業
建　　　設 （株）ベネッセア 吹田市広芝町 リフォーム業、雨漏り診断業
専門サービス 鷺明美税理士事務所 吹田市広芝町 税理士事務所

サービス業
おうちごはんgrin 吹田市竹見台 お弁当製造・販売・配達
ポーラ・ザ・ビューティー	ディオス北千里 吹田市古江台 化粧品販売・エステ

（特）建　設 （株）新晃建設 大阪市西区新町 総合建設業
≪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 の 経 緯

　長年多くの経営者様と接する中で、融資や事業計画、
補助金をうまく活用し、事業の成長に合わせて経営者
様を細やかにサポートしたいと思い、独立を致しまし
た。創業者も多く、商業地としても活気ある吹田市に
魅力を感じ、江坂に事務所を立ち上げました。

事業内容の強み・特徴

　税務顧問として記帳代行や申告業務はもちろんです
が、私の強みである創業融資や補助金制度をフル活用
しながら、創業期の経営者様、新しく創業を考えてい
らっしゃる方を、事業の成長に合わせてサポート致し
ます。
　私は、経営者様との細やかなコミュニケーションを

大切にしたいと考えております。今後の事業の夢や悩

み事をリラックスしてご相談頂きたいと思い、サロン

のような事務所を作りました。

　数多くの税理士の中から私にお声をかけて掛けて下

さったお客様が、「出会えてよかった」、「不安が解消さ

れた」、「安心できた」と思って頂けたら嬉しいです。

今 後 の 展 望

　創業期の悩みや起業をテーマに、少人数の勉強会を

事務所にて開催していきます。特に吹田市は、住宅街

としても人気があり、子育てをしながら仕事をしたい

と考えている女性や新しい働き方を模索している女性

が多いように感じます。そんな女性への支援を吹田商

工会議所や他の自治体の方々とも協力し、より吹田の

方々のお役に立ちたいと考えております。

　また、経営者様の抱える課題には、税務だけでなく

総合的なサポートが必要となるケースが多くございま

す。吹田市内で活躍されている司法書士や弁護士等の

専門家の方々との協力体制を整えたいと思っています。

新入会員インタビュー 鷺明美税理士事務所

事業所名：鷺明美税理士事務所
事業内容：	税務申告、記帳代行、創業融資、補助金申

請、会社設立
所在地：〒564-0052 大阪府吹田市広芝町9-12
	 第11マイダビル505号
電話番号：06-6310-0057
代 表 者：税理士　鷺　明美（さぎ あけみ）
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.tax-heron.jp
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　吹田商工会議所では、大阪府事業承継ネットワークの拠点会議所として、「事業承継相談窓口」を開設致しております。我
が国では、今後10年の間に、70歳（平均引退年齢）を超える中小企業・小規模事業者の経営者は約245万人となり、うち約
半数の127万（日本企業全体の1/3）が後継者未定の現状にあります。
　中小企業・小規模事業者が今後も事業を継続・発展させていくために、次世代へスムーズに「事業承継」を進めることが求めら
れています。
　当所では、事業承継に取り組む事業者の皆様のサポートを、各種専門家とともに行ってまいります。
※お問い合わせは、吹田商工会議所　事業承継担当あてにご連絡ください。　TEL：06-6330-8001
　あわせて当所ホームページもご参照ください。

※上記のご相談は原則無料ですが、手続きや書類作成等の実務を伴うものについては有料となります。
　費用が必要な場合は、あらかじめご説明申し上げますので、安心してご相談ください。

大阪府事業承継ネットワーク事務局（公益財団法人大阪産業局）
TEL 06-4708-7027・FAX 06-6261-5290　https://www．mydome.jp/syoukei

①窓口相談
　当所の職員が、事業所様のお悩みや課題をお聞き致します。
　まずは、「お電話、ファックス、メール」等にてご連絡いただき、ご面談の日時をご相談させていただきます。
②専門家相談
　窓口相談でお伺いした内容に応じて、専門家によるご支援が必要と判断した場合に､各種事業承継に関する専
門家によるご支援も実施させていただきます。

〈
ご
相
談
の
流
れ
〉

事業承継相談窓口のご案内
（平成30年度補正予算プッシュ型事業承継支援高度化事業）

＜以下の要件を満たす事業所は、環境への排出量や移動量等を把握し、毎年の届出が必要です＞
1. 届出対象事業者（①～③の要件を全て満たす事業所）
　①業種：製造業等24業種　　　②従業員数：事業者全体で常時使用する従業員数が21人以上
　③取扱量：対象物質（トルエン、VOC等）の年間取扱量が1トン（一部の物質は0.5トン）以上
2. 届出の内容
　PRTR法：PRTR法で指定する物質の排出量、移動量
　条	 例：PRTR法で指定する物質の取扱量、条例で指定する物質の排出量、移動量、取扱量
	 　　化学物質の管理体制や緊急事態の対処等の規定を定めた計画書（化学物質管理計画書）等※
	 　　※事業所において常時使用される従業員数が50人以上の事業所に限る
3. 届出の受付期間
　PRTR法：2020年4月1日～6月30日
　条	 例：2020年4月1日～9月30日
4. お問合せ先
　吹田市 環境部 環境保全課　TEL	06-6384-1850
＜大規模災害時における化学物質によるリスク低減対策について＞
　地震等の大規模災害により、化学物質が流出した場合、健康被害や環境汚染の発生が懸念されます。大阪府化学物質適正
管理指針において、大規模災害時の環境リスクの低減対策について定めております。化学物質を扱う事業所の皆様は、大規
模災害に備えた対策の検討・実施をお願いします。詳細についてはホームページを御参照ください。
○ホームページアドレス：http://www.pref.osaka.lg.jp/kankyohozen/shidou/index.html

　他市へ引越しする方は、事前に住所地の市民課へ転出届（郵送含む）を出してください。また、新住所に住み始めたら14日
以内に、新住所地の市民課に転入届を届出てください。
　3月下旬から4月上旬は吹田市市民課窓口が大変混雑しますので、下記の臨時窓口などを利用し混雑を避けられるようご案
内いいたします。本人確認書類など詳しくはホームページで。

◆開 設 日：	令和2年（2020年）3月14日（土）、3月20日（金・祝）、3月28日（土）、4月4日（土）、4月11日（土）
◆受付窓口：『市役所市民課』
◆受付時間：9時から12時

◆受付窓口：	『市役所市民課』、『千里・山田・千里丘出張所』、『郵送（転出のみ）』
◆受付時間：9時から17時30分
◆問合せ先：吹田市市民部市民課住民記録担当　
　　　　　　【電話】6384-1235　【FAX】6368-7346

休日　異動（転出・転入・転居）臨時受付窓口

平　日

PRTR法と府条例に基づく化学物質の届出について

お引越しされる方へ　吹田市市民課臨時窓口等のご案内
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おかげさまで40周年！

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　℡（06）6381-2626㈹
HPではマロニーを使ったレシピを紹介中！
 https://www.malony.co.jp/
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　地方創生の必要性が唱えられてから、長い年月が経過し
た。しかし、残念ながら、わが国では地方創生に向けた道
のりは依然として険しいと言わざるを得ない。筆者にとっ
て連載の最終回となる今回は、大和総研が発表している地
域経済の実態を定量的に示すインデックスをご紹介すると
ともに、足元の地方経済の動向を概観したい。
　大和総研は、2017年7月以降、最先端の人工知能（AI）技
術を活用して地域別の景況感を定量的に示す「大和地域AI
（地域愛）インデックス」（以下「地域愛インデックス」）を公
表している。
　20年1月の地域愛インデックスは、「東海」を中心に全て
の地域で悪化した。「東北」「東海」などで家電や自動車の販
売減が強めに出ているものの、昨年10月から実施されてい
るキャッシュレス決済時のポイント還元効果もあり、全体
的に消費税率引き上げに伴うマイナスの影響は小さいよう
だ。企業関連では、海外経済の減速などで全国的に生産が
低下し、企業マインドも「北海道」「東北」「四国」「九州・
沖縄」で低下した。こうした中、省力化投資や5G（第5世代
移動通信システム）対応もあって設備投資は総じて堅調な動
きをしており、「北陸」の設備投資のインデックスは若干の
プラスとなった。
　なお、地域愛インデックスとは日本銀行「地域経済報告
（さくらレポート）」の文章データをAIモデルで指数化したも
のだ。日銀の各支店などからの報告を集約したさくらレ
ポートは、毎四半期公表されるものの、定性的な情報であ
るため、ヒストリカルな推移を定量的に把握することは難
しい。
　もし文章を定量的な情報へと変換できれば、景況感の推
移を把握しやすい。例えば、「景気は拡大している」や「景気
は弱含んでいる」と記されているとき、読み手は「景気が良
い表現」がどれかを識別できるが、この感覚を数値化できな
いだろうか。こうした課題に対してAIは極めて有効なツー
ルとなる。地域愛インデックス開発に当たり、われわれは
約7万行の文章データをAIに学ばせることで、文章から景況
感指数を算出するモデルを構築した。
　地域愛インデックスを用いると、各地域の総合的な景況
感のヒストリカルな推移を把握することができる。加えて、

最終的な指数の変化に対する分野別の寄与度を見ることで、
どの分野が景況感を変化させているのかをヒートマップ
（データを可視化するために数字データの強弱を色で視覚化
する方法）で示すことも可能だ。
　ちなみに、地域別の代表的な経済統計としては、都道府
県別GDPの「県民経済計算」があるものの、該当年度が終
わってから3年以上後に公表されるため、速報性に乏しい。
また、景気ウォッチャー調査や日銀短観は地域別の結果が
公表されるが、アンケートであるため、象徴的なイベント
（例えば、英国のEU離脱など）による影響を受ける可能性が
ある。一方、地域愛インデックスはこれらの欠点が少ない
ため、地域経済を把握する重要なツールの一つとなり得る。
　現在、わが国では、人口減少と地域経済縮小の悪循環を
断ち、地方創生を実現することが喫緊の課題となっている。
地方創生の推進には、地域特性に即した政策の実行ととも
に、地域の景気の現状を的確に把握することが欠かせない。
今後も、われわれは地域愛インデックスを大和総研ウェブ
サイト上で毎四半期公表する予定である。地域経済の実態
を定量的に把握するためのツールとして、各地域の行政担
当者、金融機関、事業法人の皆さまには、地域愛インデッ
クスを大いに活用していただきたい。

地域経済の実態を定量的に把握する

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。



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

https://www.sakae-denki.co.jp
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青年部コーナー

　講座のメインテーマ“2日間で人は変われる”です。講義だけではなく、多くの実習・討議・プレゼンテーションを
経験していただきます。社会人とは何か、会社の一員になるとはどういうことか、意識の変化を促します。“学ぶ”
から“行動”へと変化できるまで、徹底したプログラムです。最初の一歩を私達の講座にお任せください。

　令和2年2月19日から2月23日まで、静岡県沼津市において、日本商工会議所青年部第39回全国大会ふじのく
に静岡ぬまづ大会が開催されました。堀田会長初め29名のメンバーが参加しました。
　大会期間中、諸会議や分科会、会員総会及び大懇親会、2月22
日の記念式典、記念事業及び卒業式と連日各種のプログラムが開
催されました。
　大会期間中はぬまづの街が全国大会ののぼりや旗で染まり、非
常に大盛況となりました。
　今年度は新型コロナウィルス感染の影響も懸念されましたが、
メンバーも各所で行事や他単会との交流を楽しんでいる様子でし
た。

　現時点では開催予定ではございますが、新型コロナウイルス感染症の今般の国内感染状況を鑑みて拡大防止に向
けた対応が必要となった場合、中止・延期の処置を取らせていただく恐れがございます。随時開催状況につき情報
発信していきますので何卒ご理解・ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

※詳細及びお申込みは、吹田商工会議所ホームページをご確認ください。

◆開催日：令和2年4月7日（火）・8日（水）　2日間ともに9：30～17：00
◆講　師：髙木久美子	氏　　大阪北部ヤクルト販売㈱　名誉会長
　　　　　　　　　　　　　	㈱トータルライフコーポレーション　代表取締役
　　　　　　　　　　　　　	米国	NLP協会認定	NLPトレーナー
◆場　所：吹田商工会議所 3階 大会議室
◆対　象：令和2年度　新入社員（35歳以下）
◆料　金：会員18，000円／人　未会員28，000円／人（※上記料金はテキスト代・昼食代込みの金額となります。）
◆定　員：50名（※定員に達し次第締め切ります。）

令和2年度「新入社員教育講座」開催のご案内

日本商工会議所青年部 第39回全国大会
ふじのくに静岡ぬまづ大会



□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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特例子会社のモデル的企業�
� 『ファンケルスマイル』

　神奈川県のJR大船駅から車で10分ほど走ったところに、
株式会社ファンケルスマイルという会社がある。設立は
1999年。親会社である化粧品や健康食品の通信販売で著
名なファンケルが、グループの創業理念である「正義感を
持って世の中の『不』を解消しよう」を実践するための社会貢
献・地域貢献企業として設立した会社である。
　具体的に言えば、障がいというハンディを背負った人た
ちが、仕事に精進することで自らの可能性に目覚め、働き
がいや生きがいを感じつつ、自己実現と社会的自立を支援
するために設立した特例子会社（※）である。
　わずか数人でのスタートであったが、この20年間、少し
ずつ雇用を増やし、現在は社員数80人。うち60人は何ら
かの障がいを持つ社員であり、驚くのは、そのうちの20
人、率にして33％は重度の障がいを持っていることであ
る。しかも、その障がいを持つ社員全員が正社員として雇
用されており、定年までの雇用が保証されているのだ。
　同社の現在の主事業は、親会社であるファンケルが生
産・販売する化粧品やサプリメントの包装や発送、名刺の
作成、DMの発送、さらにはパソコン入力などである。その
業務のほぼ100％がファンケルからの受注である。
　かつては、将来、どこの職場でも通用する社員に育てる
ためや、多くの仕事の中から最も自分に合う仕事を見つけ
てもらうために、ファンケル以外から仕事を受注し、取り
組んだこともあった。しかし、どんなに工夫や努力をして
も、最低賃金すら支払えないような単価だったこともあり、
現在では、外部の仕事は全て断り、ファンケルからの仕事
が100％となっている。
　先日、機会があって、久しぶりに同社を訪問し、工場内
を見せていただいたが、60人の障がいを持つ社員たちが、
健常者の社員からアドバイスを受けながら、真剣なまなざ
しで仕事に取り組んでいた。
　ちなみに、気になる給料は、同社では、最低賃金の除外

申請をしている人は1人もおらず、60人全員が月給15万
円以上である。加えて、仕事ができる人、できない人は当
然いるが、みんなが仲間・家族であるため、年功序列型の
賃金体系だという。
　周知のように、重度の障がいを持つ人の大半は、「B型」
といわれる就労継続支援施設で就労しているが、そこでの
給料（工賃）は、全国平均で月給約1万5,000円である。
　こうした実態を見ると、ファンケルが、いかに障がいを
持つ人たちやその家族のために献身的な支援を行っている
かがよく分かる。多くの企業が学んでほしい障がい者雇用
のモデル的企業である。

※特例子会社……障害者の雇用に特別な配慮をし、障害者
の雇用の促進等に関する法律第44条の規定により、一定の
要件を満たした上で厚生労働大臣の認可を受けて、障害者
雇用率の算定において親会社の一事業所と見なされる子会
社のこと。

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。



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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　新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている中小企業者の皆さまを支援するため、下記のとおり、必要な資金を融資す
る「新型コロナウイルス感染症対応緊急資金」を実施しておりますので、ご活用ください。
※金融機関及び保証協会の審査があり、ご希望に添えない場合があります。

　同感染症の発生により影響を受けた中小企業・小規模事業者に対して融資や返済に関する相談窓口が開設しました。

※詳細につきましては、大阪府商工労働部中小企業支援室金融課HP【制度融資（信用保証付き）のご案内】をご確認ください。

※詳しくは、日本政策金融公庫HP【新型コロナウイルス感染症相談窓口】をご確認ください。

申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長
　国税庁では、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税（及び復興特別所得税）、贈与
税及び個人事業者の消費税（及び地方消費税）の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日（木）まで延長する事となりました。
※詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。

◆融資対象となる方
　（1）	 	府内において1年以上継続して事業を営んでおり、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている中小企業者で、

最近1か月の売上高が前年同月に比して10％以上減少している方（※）
	 ※	お申込みにあたっては、売上の状況、被害の具体的状況を記載した「要件確認書類」を添付書類として、作成・提出いただ

きます。
　（2）	 	新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている府内中小企業者で、以下に掲げる条件のいずれも満たす方（セーフ

ティネット保証4号）
	 ・国が指定した地域において1年以上継続して事業を行っていること
	 ・	新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1か月の売上高等が前年同月比で20％以上減少し、かつ、その後2か月を含

む3か月間の売上高等が前年同期比で20％以上減少することが見込まれること（市町村長認定書を添付）
　（3）	 	新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている府内中小企業者で、国が指定する業種に属する事業を営んでおり、

最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等に比して5％以上減少している方（セーフティネット保証5号）
	 （市町村長認定書及び要件確認書を添付）
◆融資限度額…2億円（うち、無担保8，000万円）
◆融	資	期	間…7年以内（据置1年以内）
◆資	金	使	途…運転資金・設備資金
◆融	資	利	率…年1.2%（固定）
◆融資に関する相談・申込先（2月26日現在　取扱金融機関）＊順次指定中
　各銀行、信用金庫、信用組合などの取扱金融機関へ
◆問　合　せ：大阪府 商工労働部 中小企業支援室 金融課 制度融資グループ

◆名　　　称：新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付（国民生活事業）
◆対　　　象：	同感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を期しており、次のいずれにも該当する旅館業、飲食

店営業及び喫茶店営業を営む方
　　　　　　　（1） 	最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して10％以上減少しており、かつ、今後も売上高の減少

が見込まれること
　　　　　　　（2） 中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれること
◆資	金	使	途：経営を安定させるために必要な運転資金
◆融資限度額：別枠1,000万円（旅館業を営む方は、別枠3,000万円）
◆融	資	期	間：7年以内（据え置き期間：2年以内）
◆利　　　率：基準利率。ただし、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、特別利率C（基準利率－0.9%）
◆取	扱	期	間：令和2年2月21日（金）から令和2年8月31日（月）まで
◆お	問	合	せ：	日本政策金融公庫（各支店）　相談窓口まで

新型コロナウィルス感染症対応緊急資金

日本政策金融公庫による新型コロナウイルス感染症貸付制度のご案内
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　平素より、商工会議所の各種サービスをご利用いただき誠にありがとうございます。
　さて、商工会議所では、地域の中小小売店等のPOSの導入やJANコードの利用を支援するため、1985年来、GS1事業者
コード申請受付業務をおこなってまいりましたが、昨今のデジタル化やネット化の急速な進展等に伴い、商工会議所を通じ
た申請のご利用数が少なくなってまいりました。
　このような状況等を踏まえた制度全体の見直しに伴い、本事業の委託元である一般財団法人流通システム開発センターよ
り商工会議所を通じた業務委託については終了するとの申し出がありました。
　このため2020年3月31日をもって、商工会議所におけるGS1事業者コードに関するすべての業務を終了させていただき
ます。長らくご利用いただいた事業者様には申し訳ございませんが、何卒ご了承いただきますようお願い申しあげます。
【4月1日以降の問合せ先】
　（一財）流通システム開発センター　GS1事業者コード担当
　　所在地：〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1　新青山ビル東館9F
　　ホームページ：https：//www.dsri.jp/
　　TEL：03-5414-8511　FAX：03-5414-8503

加入者・事業主の皆さまへ
令和2年3月分（4月納付分）から大阪支部の保険料率が変更されます

商工会議所におけるGS1事業者コード（バーコード）
請受付業務の終了のお知らせ

40歳から64歳までの方（介護保険第2号被保険者）は、健康保険料率と介護保険料率をあわせた率となります。

皆さまのご理解をお願い申し上げます。

お問い合わせ先 　
　全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部
　電　　話：06-7711-4300（自動音声案内）　おかけ間違いにご注意ください
　受付時間：午前8時30分から午後5時15分まで（土・日・祝日・年末年始を除く）
　〒₅₅₀︲₈₅₁₀ 大阪市西区靱本町₁︲₁₁︲₇ 信濃橋三井ビル6階

令和2年2月分（3月納付分）まで 令和2年3月分（4月納付分）から

健康保険料率 10.19％ 10.22％
介護保険料率 1.73％ 1.79％

協会けんぽ　大阪 検索



飲みやすい白い錠剤

〒 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

泉州電業株式会社
電線を核とした総合技術商社

（ 東 証 第 一 部 上 場 ）

大阪本店／大阪府吹田市南金田１－４－８

支店・営業所／札幌・仙台・東京・東京西・東京東・埼玉・北関東特販

名古屋・豊橋・高岡・京滋・大阪南・広島・高松・福岡

ＵＲＬ

販売サイト

商品サイト 海外／タイ・中国・フィリピン・台湾・ベトナム

（ ） － （ ） －

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
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