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“人と環境を大切にする企業”として創業101年 
 「クエン酸・酒石酸」の国内トップシェアカンパニー
昭和化工株式会社
 代表取締役社長　小椋浩之介 氏
　昭和化工株式会社は、大正7年創業という長い歴
史の中で、化学工業一筋にさまざまな産業に向けて
その素材となる原料を供給し、産業界の発展を支え
てきました。化学薬品の中間体メーカーとして、 開
発から販売までを手がけており、食品材料などに幅
広く利用されているクエン酸や酒石酸は国内メー
カーとしてトップクラスのシェアを誇ります。
　今回は、社長として6代目となる代表取締役の小
椋浩之介氏にお話を伺いました。 代表取締役社長　小椋浩之介 氏
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―創業の精神について
1918（大正7）年の創業より、創業者である小椋荘

之助の『お客様に喜ばれるモノづくり』の精神が脈々と
受け継がれ、100年以上事業を営んできました。
その創業精神の根本にあるのが、モノづくりに係わ

る人・企業・そして社会への責任と思いやりの心です。　　
昭和化工は、そのような思いやりの心、すなわち

「愛」を持った人財で、モノづくりに取り組み、お客様
のご要望に応えるだけでなく、社会貢献にも努めてお
ります。

―貴社の事業内容について
事業は大きく三つの分野に分かれています。
一つ目は、有機合成分野です。100年間にわたり蓄

積した有機合成技術により、医薬関連、感光剤関連、
エレクトロニクス関連の高付加価値中間体を開発し、
最先端分野へ素材を提供しています。
二つ目は、錫を中心とする無機化合物分野です。

メッキ、触媒、導電剤、釉薬、表面処理剤など、広範
囲な分野における原材料として利用されています。
三つ目は、酒石酸、クエン酸、乳酸などの有機酸関

連分野です。有機酸は酸味料、調味料、強化剤といっ
た用途で食品産業で使用されたり、医薬品原料として
も使用されたりしています。また、電子部品や各種製
造設備の洗浄剤など工業方面にも幅広い用途がありま
す。

昭和化工は、グループ会社とも協力し、これら有機
酸を国内で生産する体制を整備しており、品質面では
安全かつ安心して使用していただける製品を提供して
いると自負しています。
最近では、有機酸の製造を通じて得られた知見を基

に、「食」の分野に対して力を注いだ取組みを行ってい
ます。

―自社事業における新たな取組みについて
先ほど申し上げた「食」分野への取組みとして、天然

素材由来の調味料である「TASTE ONE（テーストワ
ン）」の開発、上市を行いました。本品は、長年の有機
酸製造を通じて獲得した当社独自の発酵技術を駆使し、
国内で製造を行っている発酵調味料です。

＜製品例　L-酒石酸＞＜原材料：生酒石＞

特徴として、旨味や素材感などを強化する効果を持
つ一方、苦みやえぐみをマスキングする効果も持って
います。そのため、カレーのルー等に用いた場合、量
によってはスパイシーにもできるし、またマイルドに
もできるというように、真逆の効果を得ることができ
ます。
マスキング効果を発揮しすぎた例として、ビールに

配合した試作品を味見してみたところ、苦みがなく
なってしまい、愛飲家の当社社員達からは驚きの声が
出たこともありました。

―他社をグループ化しての事業展開について
さらなる事業の相乗効果を図るため、これまでグ

ループ会社の合理化を進めてきました。
直近では、2016（平成28）年に「いかるが乳業株式

会社」を子会社化しました。同社は、当社同様100年
以上にわたる歴史を有しております。現在、いかるが
乳業が培ってきた乳製品製造技術を生かし、国内の
「食」分野のみならず、海外での乳業事業の展開を視野
に入れた取組みを、協力体制のもと行っております。

―貴社の今後について
日本では高齢化社会が今後ますます進むと想定され

ています。そんな中で、社会を構成する私たちひとり
ひとりの生活を支える基盤でもある「食」分野への取組
みを続け、当社の存在感を発揮できるよう邁進してま
いります。
またその一方で、今後ますます発展が見込まれる海

外へも常に目を光らせ、精力的な事業展開を現地でも
行えるよう、臆することなくチャレンジしていきます。

―貴重なお話をありがとうございました。今後益々
の ご発展をご祈念申し上げあげます。

＜発酵調味料　TASTE ONE（テーストワン）＞

昭和化工株式会社
〒564-0054 大阪府吹田市芳野町18-23

Tel：06-6384-1501 / Fax：06-6384-2287
http://www.showakako.co.jp
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令和元年度第5回常議員会並びに第2回通常議員総会を開催、
令和2年度の事業計画と収支予算が承認される！

　当所では、3月25日（水）に令和元年度第5回常議員会並びに第2回通常議員総会を同時開催しました。コロナウイ
ルス感染症対策で、本来なら事前に開催する常議員会を議員総会とともに行うという異例のスタイルとなりました。
　まず、「定款改正について」の議案では、その改正が必要になった経緯について説明が行われた後、ご審議いただ
き、満場一致で改正案の承認を得ました。
　その後、「令和2年度事業計画及び収支予算（案）について」ご審議いただきました。事業計画（案）は、基本方針を
「新しい時代に向けて商工会議所の基盤を築く」とし、事業計画の重点事項には、

　　（1） 企業が繋がる場をつくる
　　（2） 経営課題解決を支援する
　　（3） 地域の活性化に取り組む
　　（4） 組織の基盤を築く

を掲げました。そして、これらを実現するために予定している事業内容などを説明しました。また、収支予算（案）
では、事業計画を反映させて策定した収入項目と支出項目について説明がなされ、単年度収入397，650千円、単
年度支出389，354千円、単年度収支差8，296千円とする予算編成案を提案しました。コロナウイルス感染症の影
響等先行き不透明な部分もあるものの、その場合は、柔軟に対応することとし、計画、予算ともご承認をいただき
ました。
　また、本来は常議員会での決議事項ですが、「会館営繕委
員会の設置について」、「就業規則等の改正について」も議員
総会に諮り、満場一致で承認を受けました。
　会館営繕委員会に関しては、令和2年度の事業計画で大
規模修繕工事の施工を予定し、予算は予備費を活用するこ
とへの承認が得られましたので、工事内容、予算、発注先
などについて、審議を行うため設置するものです。堀田副
会頭に委員長をお願いしました。
　以上、この常議員会、議員総会での承認をもって、吹田
商工会議所の令和2年度の取り組みがスタートしました。
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日本政策金融公庫による無利子・無担保融資
（新型コロナウイルス感染症特別貸付）のご案内

　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。
※新型コロナウイルス感染症特別貸付に特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現

【融  資  名  称】  新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいず
れかに該当する方

　①最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5％以上減少した方
　② 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5％以上減少し
ている方

　　　Ａ 過去3ヶ月（最近1ヶ月を含む。）の平均売上高
　　　Ｂ 令和元年12月の売上高
　　　Ｃ 令和元年10月~12月の売上高平均額
【資金の使いみち】 運転資金、設備資金  【担　　　　保】 無担保
【貸  付  期  間】 設備20年以内、運転15年以内  【うち据置期間】 5年以内
【融資限度額（別枠）】 中小事業3億円、国民事業6,000万円
【金　　　　利】 当初3年間　基準金利▲0.9％、4年目以降基準金利
　　　　　　　 中小事業1.11％→0.21％、国民事業1.36％→0.46％
【お  問  合  せ】日本政策金融公庫（各支店）　相談窓口まで

新型コロナウイルス感染症特別貸付

【適  用  対  象】  日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により借入を行った中小企業のう
ち、以下の要件を満たす方

　①　個人事業主（事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る）：要件なし
　②　小規模事業者（法人事業者）　　　　　　　：売上高▲15％減少
　③　中小企業者（上記①②を除く事業者）　　　：売上高▲20％減少
【利  子  補  給】 ・期間：借入後当初3年間　　　・補給対象上限：中小事業1億円、国民事業3,000万円
　　　　　　　 ※ 利子補給の申請方法等、具体的な手続きについては、詳細が固まり次第中小企業庁HP等で公

表予定です。
【お 問 合 せ 先】 中小企業金融相談窓口　03-3501-1544　（平日・休日　9時00分~17時00分）

利子補給制度について

【融  資  名  称】 最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5％以上減少している小規模事業者の方
【資金の使いみち】 運転資金、設備資金  【融資限度額（別枠）】1,000万円
【金　　　　利】 経営改善利率1.21％（令和2年3月2日時点）より当初3年間、▲0.9％引下げ
【お  問  合  せ】 吹田商工会議所　中小企業振興部まで

　新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、別枠1,000万円の範囲内で当初3
年間、通常の貸付金利から▲0.9％引下げする。加えて、据置期間を運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長する。

マル経融資（新型コロナウイルス対策マル経）のご案内
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　生産性革命推進事業は、中小企業・小規模事業者の生産性向上や制度変更への対応の取組状況に応じて、設備投

資、IT導入、販路開拓等の支援を一体的かつ機動的に実施し、継続的に支援する事業です。また、新型コロナウイル

ス感染症による影響を受け、サプライチェーンの毀損等に対応するための設備投資や販路開拓、事業継続力強化に

資するテレワークツールの導入に取り組む事業者を重点的に支援します。

※令和元年4月1日時点の情報です。

※各補助金の詳しい制度や応募方法については公募要領等をご確認いただきますようお願いいたします。

小規模事業者持続化補助金　　https://r1.jizokukahojokin.info/

小規模事業者が経営計画に基づいて実施する販路開拓、生産性向上の取り組みを補助します。

計画の作成や販路開拓等の実施の際、商工会議所の指導・助言を受けられます。

【補　 助　 額】 上限50万円　（補助率2/3）

　　　　　　　 ※認定市区町村による特定創業支援等事業の支援を受けた場合、上限は100万円

　　　　　　　 ※複数の事業者が共同して申請する場合、連携事業者数に応じて上限は100～500万円

【補助対象経費】 ホームページの作成・改良、チラシ・カタログの作成、広告掲載、店舗の改装など

【補 助 対 象 者】 小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人

【申  請  期  限】 第2回受付締切　2020年6月5日（金）　第3回受付締切　2020年10月2日（金）

　　　　　　　 第4回受付締切　2021年2月5日（金）　※いずれも最終日当日消印有効

【お問い合わせ】 吹田商工会議所まで（遅くとも申請締切日の1週間前までにご相談ください。）

IT導入補助金　　https://www.it-hojo.jp/2020emergency/　（2020年 1次公募 臨時対応）

バックオフィス業務の効率化や新たな顧客獲得など付加価値向上に繋がるITツールの導入を支援します。

【補　 助　 額】 A類型　30万～150万円未満　（補助率1/2）

　　　　　　　 B類型　150万～450万円　（補助率1/2）※次回以降の公募にて受付予定

【補助対象経費】 ソフトウェア、クラウド利用費、専門家経費等

【補 助 対 象 者】 中小企業・小規模事業者等

　　　　　　　 ※ 飲食、宿泊、小売・卸、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も

対象

【申  請  期  限】 令和2年度内に、6月、9月、12月に締切を設ける予定

ものづくり・商業・サービス補助金　　http://portal.monodukuri-hojo.jp/about.html

新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資を支援します。

【補　 助　 額】 1,000万円　（補助率 中小企業：1/2　　小規模事業者：2/3）

　　　　　　　 ※事業類型によって補助上限額が異なります。上記は一般型の上限額です。

【補助対象経費】 機械装置・システム構築費、技術導入費、クラウドサービス利用費等

【補 助 対 象 者】  付加価値額等の要件を全て満たす3～5年の事業計画を策定し、従業員に表明している中小企

業

【申  請  期  限】 令和2年度内に、5月、8月、11月、2月に締切を設ける予定

生産性革命推進事業に係る補助金のご案内
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〈新たにご入会いただいた事業所〉  （2020.2.1～2.29　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
十徳日本酒販売所 吹田市千里山西 酒販店（日本酒専門）
珈琲オーダー焙煎 まめとも 吹田市山田西 コーヒー豆販売

建　　　設
鍵善 吹田市佐井寺 電気錠及び防犯カメラ等セキュリティシステムの設計施

工、扉まわりの修繕、交換、取付
（株）佐伯建設 吹田市岸部北 電気工事業

専門サービス

（株）アモル 吹田市南吹田 介護事業
（一社）ESP SAMURAI 吹田市江坂町 次世代士業プラットフォーム

営業改善 吹田市古江台 営業業務の改善、営業・販促ツールの開発、営業研修の
セミナー

おたま経営労務事務所 吹田市藤白台 中小企業診断士事務所

ジージーピー（株） 吹田市千里山竹園 経営コンサルティング、プロバイオティクス製造販売、
事業開発コンサルティング

サービス業 PUJA吹田 吹田市山田南 カレー店
（特）サービス業（株）Eight Dining 大阪市東淀川区小松 バーベキューケータリング事業、飲食店経営
≪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、事業内容

　私は20代、30代とアパレル業界で働いていました。
その後、自分の可能性を試したくて、大阪の南森町で
10年間、野菜創作料理店を経営しました。以前から親
交のあったプジャの社長からのオファーがきっかけで、
プジャ吹田支店を経営することになりました。
　お店の名前であるネパール語の「PUJA」とは「お祈
り」という意味を持ちます。プジャのカレーを通じて幸
せになってほしいという「祈り」をこめています。プ
ジャでは、本国で腕を磨いたネパール人シェフが創り
あげる、本場の味と日本の味覚を融合させたカレーを
味わっていただけます。（50種類以上のスパイスや

ハーブを多用しています。）

お 店 の 特 徴
　プジャの味は当然のことながら、常にお客様にとっ
て居心地のいい空間を提供し、満足して帰ってもらう
ことを心がけています。そのために、私はお様との会
話をとても大切にしています。実際お客様から頂いた
ヒントから吹田店限定の幼稚園の親睦会やママさん達
のランチ会をスタートさせています。
　今後、更に満足して頂くためにお客様との宴会プラ
ン、女子会プラン、学生プランなどの企画も進行中で
す。客席数約50席という利点を活かして、さまざまな
サービスを提供できることが当店の特徴です。

今 後 の 展 望 や 夢
　私は、プジャのカレーの味をもっと地元の方々に
知ってもらいたいと考えています。具体的には、吹田
産業フェア等に出店していこうと考えています。地元
の方が多く来店されることで知名度を上げ、末永くお
店を続けていきたいと考えております。
　そして将来、家族連れで来られていたお子様が、成
長して自分の店で働いてくれるような地域に密着した
お店作りをしていきたいと考えています。

新入会員インタビュー カトマンドゥカリー PUJA吹田

事業所名：カトマンドゥカリー PUJA吹田
所在地：〒565-0823 大阪府吹田市山田南30-15
電話番号：06-6816-1366
Ｕ Ｒ Ｌ：https://puja.ne.jp/shop/suita/
代 表 者：竹内　保史（たけうち　やすし）



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

株式会社リバフォール

不動産　賃貸　管理

http://riverfall.net/
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　渋沢栄一は、明治以降に481（東商調べ）の会社や、

600余りの社会事業にかかわり、ノーベル平和賞の候

補にも二回なった「日本の近代化の父」とでもいうべき偉

人に他なりません。昨年、大河ドラマの主人公や新一万

円札の肖像に決まり、一躍脚光を浴びるようになりまし

た。

　この連載では、そんな彼の思想や行動から、現代に活

かせる知恵を学んでいきたいと思います。まず一回目は

渋沢栄一の勉強法について。

　江戸時代に豪農の子として生まれた彼は、6歳から父

親のもとで、8歳から従兄の尾高淳忠（おだかじゅん

ちゅう）のもとで漢籍を学びます。そして、この尾高の

教え方がとてもユニークで、栄一に次のように述べたそ

うです。

　「読書の読解力をつけるには読みやすいものから入る

のが一番よい。どうせ四書・五経を丁寧に読んで腹にい

れても、真にわが物になって、働きを生ずるのは、だん

だん年を取って世の中に関わっていった上にあるのだか

ら。今のところではかえって『三国志』でも『八犬伝』で

も、何でも面白いと思ったものを、心をとめて読みさえ

すれば、いつか読解力がついて、『日本外史』も読めるよ

うになり、『十八史略』も『史記』も『漢書』もおいおい面白

くなるから、せいぜい多く読むがよい」

　たくさん読めば読解力も自ずとつく、という観点か

ら、面白いと思ったものを乱読させていったのです。

　こうした学び方によって、栄一はまず大の読書好きに

なりました。子供のころ、本を読みながら道を歩いてい

て溝に落ちてしまい、母親に怒られたこともあったそう

です。

　さらに、彼は歴史書の類を大量に読むことによって、

「物事を判断するさいは、自分とは反対の意見も含める

形で幅広く情報を集め、それをもとにして大局的に見る

ことが重要」ということも学んでいきました。

　たとえば彼は23歳のとき、幕府の転覆を目指して高

崎城襲撃計画というのを立てます。仲間を集め、武器も

集めて決行前夜というときに、京都から帰ってきた同志

から実行を反対されるのです。渋沢栄一は「ここまで準

備して、いまさら止められるか」と同志と激論になりま

すが、最後には相手に理があると認め、中止にします。

こうした彼の柔軟さは、幼少のころの勉強法によって育

まれた一面があるのです。

渋沢栄一とその思想に学ぶ 
 「渋沢栄一の勉強法」

作家・グロービス経営大学院客員教授
守屋　淳 / もりや・あつし
1965年生まれ。早稲田大学第一文学部卒
業。現在は作家として『孫子』『論語』『韓
非子』『老子』『荘子』などの中国古典や、
渋沢栄一などの近代の実業家についての著
作を刊行するかたわら、グロービス経営大
学院アルムナイスクールにおいて教鞭をと
る。著訳書に34万部の『現代語訳　論語と
算盤』や『現代語訳　渋沢栄一自伝』、シ
リーズで20万部の『最高の戦略教科書　孫
子』『マンガ　最高の戦略教科書　孫子』『組織サバイバルの教
科書　韓非子』などがある。2018年4～9月トロント大学倫理
研究センター客員研究員。



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

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

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 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

8 No.466

青年部コーナー

　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周年を迎えた今年度においては200名を超える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

吹田商工会議所青年部　入会募集中！

　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4月号に同封の申込書またはQRコードよりダウンロードご記入の上、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会議所HP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

令和2年度定期健康診断について



＜当所・年会費口座引き落としのご連絡＞
　吹田商工会議所の年会費の口座振替は、5月27
日（水）を予定しております。今般、新型コロナ
ウィルスにより業況が悪化され、延納をご希望
される会員様におかれましては、5月14日（木）ま
でに総務部会員サービス担当までご一報くださ
い。

TEL 06－6330－8001
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

□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 
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匠の技を駆使して地方で 
 頑張る『株式会社山下工業所』

　新幹線徳山駅からJR山陽本線に乗り換え、8分ほど
で下松（くだまつ）という駅に着く。そこから車で約8
分走ると現れる海岸沿いの工業団地の一角に、株式会
社山下工業所という中小企業がある。
　同社の主事業は、金属部品の板金加工で、社員数は
40人である。金属の板材を切ったり、曲げたり、溶接
したりする金属板金業かと思われそうだが、同社の実
態は、全国各地にあるこうした企業とは全く違う。極
端に言えば、同社は日本に1社しかない高度な匠の技
を持った板金加工業者である。
　このことは、具体的に同社が製造している製品を挙
げれば、多くの人が納得するに違いない。それは、新
幹線に関する代表的製品で新幹線の先頭部分、業界用
語で「おでこ」と呼ばれる流線形の部位である。製造は、
全て「打ち出し板金」と呼ばれる匠の技を駆使して行わ
れ、職人が手作業であの形状をつくり上げている。私
たちが日常的に見ている、あの特殊な形状の「おでこ」
は、かなりの数が片田舎の社員数わずか40人ほどの中
小企業で製造されているのである。
　同社の創業は東海道新幹線開業前年の1963年。現
社長の山下竜登氏の父が、結婚を機に、それまで職人
として出入りしていた日立製作所の鉄道車両工場から
独立してスタートした。よほど高度な加工技術があっ
たと思われ、独立創業の際には、日立製作所から全面
的な支援を受けている。
　以来、日立製作所と協力・共同して各種車両の一部
を製造しているが、新幹線に限ってみると、この57年
間に製造した「おでこ」は18種、約420両に上るとい
う。
　先日、機会があって、同社を訪問させていただいた

折、ショールームを見せていただいた。同社の熟練職
人が求人用PRのために手づくりしたアルミ合金製のバ
イオリンやチェロなどの作品は圧巻であった。まさに、
匠の技と“楽しい”が一体となった工場であった。
　2代目の山下社長に、多くのものづくり中小企業が
悩んでいる人材の確保や定着について質問もした。現
在いる40人の社員の年齢は、70代が4人、60代が6
人、50代が6人、40代が9人、30代が5人、20代が7
人、そして10代が3人で、実にバランスがとれてい
る。社長は、アルミ弦楽器などの作品づくりを通して
「打ち出し板金」の技の知名度が上がったことで、職人
志望の若者をどうにか集められるようになった、と答
えてくれた。
　ちなみに、下松市は全国的にも珍しい「鉄道車両生産
のまち」として勢いづいていることもあり、山口県で唯
一の人口増加都市である。

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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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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　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年度」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
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令和2年度　年間スケジュール保存版
NO 開　催　日 講習会テーマ 副題・内容

1 5月14日（木）・19日（火）、
6月5日（金） 健康保険・厚生年金保険を知ろう ～しくみと算定基礎届～

算定基礎届（作成体験）

2 5月28日（木）、
6月16日（火）・23日（火） 労災保険・雇用保険を知ろう ～しくみと年度更新～

年度更新（作成体験）

3 7月10日（金）・21日（火）、
8月27日（木） 労働・社会保険の実務 ～採用・退職・給付の手続～

4 9月11日（金）・29日（火）、
2021年1月19日（火） 労働基準法を知る ～労働時間・36協定～

36協定（作成体験）

5 10月22日（木）・28日（水）、
11月5日（木） 年末調整の基礎を学ぼう ～計算の実務～

6 11月17日（火）、12月4日（金）、
2021年3月11日（木） 公的年金のしくみを知ろう ～老齢・障害・遺族～

7 2021年2月5日（金）・16日（火） 給与計算の基礎を学ぼう ～計算の実務～

※ 申込開始日・詳細につきましては、当協
会HP・広報誌「協会だより　おおさか」
に掲載いたします。

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・四天王寺前夕陽ケ丘駅　徒歩
3分）　もしくは　大阪府社会福
祉会館

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　3，500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

一般財団法人 大阪府社会保険協会からのお知らせ　～総務・人事担当者の皆さんへ～　労務事務講習会

総務力アップ！　基礎知識の習得に！

吹田商工会議所主催　BCP策定支援セミナー　6月11日（木）開催！
事例に学ぶ！緊急事態に強い会社・お店がやっている災害対策セミナー

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
　　　　　　　　　詳しくは、協会ホームページを 大阪府社会保険協会 検索

　近年、台風や地震、ウイルス等、全国規模で未曾有の災害が頻発しており、会社・お
店の対応力の強化が以前にも増して求められています。
　今回のセミナーでは近年の自然災害に際し、数多くの対応に当たってきた保険会社の
方を講師にお招きし、実際の会社・お店の成功・失敗事例を多数交えて解説致します。
また、補助金申請時の加点や国から様々な支援施策が受けられる「事業継続力強化計画」
認定制度についても解説致します。ぜひご参加ください。

○ 2020年工業統計調査は、従業者4人以上の全ての製造事業所を対象に、2020年6月1日時点で実施し
ます。

○ 工業統計調査は、我が国における工業の実態を明らかにすることを目的とする政府の重要な調査で、統
計法に基づく報告義務のある基幹統計調査です。

○ 調査の結果は中小企業施策や地域振興など、国及び地域行政施策のための基礎資料として利活用されます。
○ 調査票に御記入いただいた内容は、統計作成の目的以外（税の資料など）に使用することは絶対にありま
せん。

○調査の趣旨・必要性を御理解いただき、御回答をよろしくお願いいたします。
　同時に実施している経済構造実態調査の対象事業所・企業等におかれましては、両調査にご回答をお願いします。

総務省・経済産業省・都道府県・市区町村

◆開 催 日：令和2年6月11日（木）　14：00～16：00
◆会　　場：吹田商工会議所　3階　大会議室（吹田市泉町2－17－4）
◆講　　師：東京海上日動火災保険株式会社
　　　　　　公務開発部 課長代理　新谷松真美 氏
◆対　　象：どなたでもご参加できます。締切6月9日（火）
◆定　　員：20名　入場無料
◆申込方法：本誌同報チラシもしくはQRコード及びHPよりお申し込み頂けます。
◆お問合せ：06-6330-8001　吹田商工会議所　セミナー担当　谷

2020年工業統計調査を実施します

工業統計キャラクター・コウちゃん



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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