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吹田市と連携し、市内の事業者を支援するためのポータルサイトを開設しました。

吹田商工会議所は、日本商工会議所×READYFOR㈱が展開する地域飲食店応援クラウド
ファンディングに参加しています。

【支援金募集サイトは…】
https://readyfor.jp/projects/suitainsyokuouen

吹田市 みらい飯 検索

飲食店応援プロジェクト“みらい飯”　支援金募集中（6月26日まで）

URL：https://suita-yell.com/

新型コロナウイルス対策の支援情報サイト

すいたエール

検索

【支援の方法】
クラウドファンディングのサイトを活用し、
クレジット決済又は銀行振込により、
支援金を募ります。
①お食事券購入型（店舗指定）
　参加店舗の10％プレミアム付き食事券
を購入いただきます。
（使用期間：7月13日～12月31日予定）
②地域応援型（寄付）
　参加店舗（58店舗予定）に均等に配分
する支援金です。
※ 外出自粛、営業時間短縮等で苦しむ飲食店に
素早く資金を提供するとともに、にぎわいを
取り戻そうという取り組みです。
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　5月28日（木）に、当会議所において令和2年度第1回常議員会並びに第1回通
常議員総会が開催され、常議員の補欠選任、令和元年度新規会員の加入、事業
報告並びに収支決算、令和2年度青年部活動などの議案が承認されました。新
型コロナウイルス感染による非常事態宣言が解除されたとはいえ、感染拡大防
止の観点から出席者全員がマスク着用といった重々しい状況の中、審議が行わ
れました。

　事業報告では、令和元年度に実施された
主な事業につき、説明がありました。その
中でも役員・議員改選の経緯、部会再編、青年部事業、会員交流事業、経営支
援事業、地域活性化などの活動に取り組んだことを説明しました。
　また、収支決算においては、単年度収入から単年度支出を差し引いた収支差
は、15，732千円の増、予算対比においも8，719千円増の黒字となりました。
　そして、総会終了後には、後藤圭二吹田市長にもご臨席いただき、ご挨拶を
賜りました。

●令和元年度収支決算総括表（自：平成31年4月1日　至：令和2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 110,288 164,435 139,188 135,535 △9,514 126,020
中小企業振興特別会計 0 43,850 50,456 △6,606 6,606 0
共 済事業特別会計 0 16,656 17,841 △1,184 1,184 0
特定退職金共済事業特別会計 0 213,674 215,399 △1,724 1,724 0

合　　　　計 110,288 438,617 422,885 126,020 0 126,020
（注）1．当期、会館営繕積立資産に10,000千円繰入を行っている。
　　2．収支剰余金は次年度へ繰越する（内2,037千円は、青年部会計剰余金）。

令和2年度第1回常議員会・第1回通常議員総会を開催
～令和元年度事業報告・収支決算を承認～

　感染症拡大の為、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業全般に広く使える給付金制度
がスタートしております。申請は、ホームページからの電子申請を基本としておりますが、電子申請の方法がわか
らない方・できない方に限定して、申請サポート会場にて補助員が電子申請の入力サポートを行います。この度、5
月28日より「吹田会場」が開設されました。

＜吹田会場＞
　住所：大阪府吹田市豊津町54-5�SK江坂1F
　開場時間:午前9時～午後5時まで
　電話（コールセンター）：0120-115-570
＜予約方法・お問合せ先＞
　下記の電話番号もしくはホームページにて
　・�申請サポート会場�受付専用ダイヤル（自動ガイダンス）
　　0120-835-130　受付時間：24時間対応
　・�申請サポート会場　電話予約窓口（オペレーター対応）
　　�0570-077-866　受付時間：平日、土日祝日ともに

9:00～18:00
　※�持続化給付金制度詳細とネットでの来場ご予約は、下

記ホームページをご参照ください。
　　https://www.jizokuka-kyufu.jp/

①事前に来訪予約が必要です
　�　感染拡大を避けるため、申請サポート会場の
利用には事前の「来訪予約」が必要です。先に予
約を済ませてご来場ください。ご予約は、各会
場ごとに場所や開設時間などをご案内している
ページから行えます。
②申請補助シートをご持参ください
　�　事前準備として、申請に必要な情報を「申請補
助シート」（ホームページよりダウンロード）に
記入して当日ご持参ください。
③必要書類をご準備、ご持参ください
　�　申請時に提出が必要な書類（紙の出力又は紙に
コピーしたもの）を必ずご持参ください。

　�　また、当日は感染症対策を行い、ボールペン
等の筆記用具は各自でお持ちください。

持続化給付金申請サポート会場「吹田会場」開設について
（事前予約制）
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　吹田商工会議所ではオンデマンドを利用したWEBセミナーの申込受付を開始しております。

　新たなサービスとして、インターネットを通じてWEB上で5種類の諸制度改正の対策セミナーを視聴できるよう

になりました。「好きな時に、好きな場所で、好きなだけ」視聴できるシステムとなっております。

◆受付開始：令和2年6月1日（月）～

　※視聴期限は、令和3年1月31日までとなります。

◆テ ー マ：①「軽減税率の基礎知識」

　　　　　　②「インボイス制度（適格請求書等保存方式）の知識」

　　　　　　③「働き方改革関連法対応セミナー」

　　　　　　④「ここだけ抑える！民法改正のポイント（債権）」

　　　　　　⑤「新型コロナウイルス対策・従業員の雇用維持対策セミナー（雇用調整助成金含む）」

　　　　　　（視聴時間は各項目“45分”となっています。）

◆対 象 者：吹田商工会議所会員

◆受 講 料：無料

◆申込方法：吹田商工会議所ホームページの新着情報より、WEBセミナーへの申込みを行ってください。

◆視聴方法：�PC・MAC・スマホ・タブレット（Android・iPhone・iPad）をご準備いただき、当所ホーム

ページのバナーよりサイトにアクセス。当所から発行したアカウント（IDとパスワード）により

WEB上でセミナーを視聴することができます。

※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。

WEBセミナー申込受付開始のご案内

◆相談内容

　①民間金融機関によるコロナ対応融資

　②国の持続化給付金等の助成制度

　③大阪府の休業要請外支援金等の助成制度

◆金融専門相談員

　林　卓郎�氏（行政書士・民間金融機関OB）

◆相談日時

　令和2年6月11日（木）より毎週木曜日（祝日は除く）

　　①10：00～　　②11：00～　　③13：00～　　④14：00～　　⑤15：00～

　　※上記①から⑤の時間帯枠で、1回あたり45分以内

　　　ご相談を受けたい週の火曜日までにお申込みください

◆会　　場

　吹田商工会議所（吹田市泉町2-17-4）

◎申込み　折り込みチラシを参照してください。

◎お問合　吹田商工会議所中小企業振興部　正野　宛　TEL：06-6330-8001

吹田商工会議所＜事前予約制＞
新型コロナウイルス感染症対策個別経営相談
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　吹田商工会議所では、北摂三島地域の商工会・商工会議所（茨木・高槻・摂津市・島本町）と（公財）大阪産業局（大
阪府事業承継ネットワーク、大阪府よろず支援拠点）と連携し、事業承継準備支援事業「自社の10年後を考えるセミ
ナー（全五回）」を開催致します。
　事業承継に関する考え方やそれぞれの課題に沿った内容のセミナーをご用意しております。
ご興味・ご感心のあるセミナーだけでもご参加が可能ですのでお気軽にお申込みください。

《第1回》
　◆開催日：令和2年7月7日（火）14：00～16：00
　◆題　名：成功する事業承継の考え方のポイントと守るべき鉄則
　◆講　師：石橋　研一�氏　（石橋経営会計事務所所長、弁理士・中小企業診断士）
《第2回》
　◆開催日：令和2年7月21日（火）14：00～16：00
　◆題　名：最悪な事態を避け、再生する“攻めの廃業”
　　　　　　～判断するポイントとタイミング～
　◆講　師：吉村　正裕�氏　（（株）サイバーアシスト代表　吉村酒造（株）会長）
《第3回》
　◆開催日：令和2年8月6日（木）14：00～16：00
　◆題　名：第三者への事業売却を検討する
　◆講　師：柴田　将芳�氏　（㈱rmc-Lotus代表取締役　中小企業診断士）
《第4回》
　◆開催日：令和2年8月27日（木）14：00～16：00
　◆題　名：後継者のための新事業のつくり方
　◆講　師：谷村　真理�氏　（大阪府よろず支援拠点　コーディネーター）
《第5回》
　◆開催日：令和2年9月8日（火）14：00～16：00
　◆題　名：補助金申請もできる事業承継計画策定の仕方
　◆講　師：北口祐規子�氏　（大阪府よろず支援拠点　チーフコーディネーター）

◆会　　場：吹田商工会議所�3階�大会議室（吹田市泉町2-17-4）
◆対　　象：�将来に向けて事業承継の準備を検討している方であればどなたでもご参加OKです。（各商工会・商工

会議所未会員の方でもご参加できます。ご参加無料）
◆定　　員：第1回は30名、第2～5回は15名
◆申込方法：�本誌同報チラシもしくはQRコード及びHP（https://suitacci.com/?p=7127）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
◆主　　催：吹田商工会議所
　共　　催：�茨木商工会議所・島本町商工会・摂津市商工会・高槻商工会議所・（公財）大阪産業局（大阪府事業承継

ネットワーク・大阪府よろず支援拠点）　　
※�なお、今後、政府・自治体より、イベントの自粛・中止命令または強い自粛要請がなされた場合、開催を中止さ
せていただく場合がございます。中止・延期や内容を変更させて頂く場合、連絡ご担当者またはご受講者に速や
かにご連絡させて頂きます。

　吹田商工会議所青年部は、新型コロナウイルス感染予防等のため、引き続き青年部全体としての活動は休止して
いますが、新型コロナウイルスとの共生も見据え、例えば、役員会をビデオ会議システム（ZOOM）を用いて非対面
方式で行うなど、新たな会議の仕組みを積極的に取り入れています。
　また、ビデオ会議システムを用いて、専門的知見を有する吹田商工会議所青年部会員が講師役となり、次のよう
な会議も開催致しました。
　　第1回　持続化給付金講座
　　第2回　持続化補助金講座
　その他、Facebookのグループページでも、引き続き会員に有益な情報の発信に努めているところです。
　緊急事態宣言が解除され、徐々に経済活動も再開されつつあります。吹田商工会議所青年部も、活動再開に向け、
着実に準備を進めて参ります。

自社の10年後を考えるセミナー（全五回）を開催致します！

青年部コーナー 青年部の活動について
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＜支給額＞
中 小 法 人：2事業所以上100万円、1事業所50万円
個人事業主：2事業所以上 50万円、1事業所25万円

令和2年6月30日（金）消印有効　※Web事前受付終了後、提出書類はレターパックライトで郵送

＜対象者＞
令和2年3月31日以前に開業・設立し、営業実態のある中小法
人・個人事業主で下記条件をすべて満たす方
①�大阪府内に事業所を有していること（府外に本社がある中小法人
も対象）

②�令和2年4月、又は4月と5月の平均した売上（収入）が前年同期
比で50％以上減少していること

③�大阪府の休業要請支援金（府市共同）の受給対象でないこと

＜提出書類＞
・�法人は確定申告書別表一、法人事業概況説明書（両面）（開
業後未決算の場合は、法人の履歴事項全部証明書）

・�個人は確定申告書B第一表、第二表と青色申告決算書又は
収支内訳書（開業後未決算の場合は開業届）

・�売上減少が比較できる書類
・�事業に関するすべての許認可証等
・�不動産所有の場合は登記事項証明書、賃貸の場合は賃貸契
約書

・�事業所の写真（外観、内観、看板表示の三枚）
・�本人確認書類（運転免許等）
・�振込先預金通帳表紙及び通帳見開きのコピー
　⇒　�申請書、誓約・同意書とともに提出書類の写しを郵送

する。なお、個人事業主の場合は「専門家による申請書
類事前確認書」が必要。

詳しくは…休業要請外支援金 コールセンター

直通番号：0570-200-308
※受付時間：午前9時～午後7時（土日を含む毎日）
　　　　　　6月28日以降は午前10時～午後5時（平日・土曜日）

＜申請までの流れ＞

＜申請書類の宛先＞
〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府休業要請外支援金事務局
電話：0570-200-308（コールセンター）

詳細は…
　◎大阪府休業要請外支援金ホームページ
　http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/
� kyuugyouyouseigai/index.html
　※支援金説明資料や申請書類をダウンロードできます。

国の持続化給付金、吹田市の小規模事業者応援金とは併用可能です。

支給対象
か確認

申請者情報
等入力

申請書
ダウンロード

申請書
記入・作成 郵　送 審　査

受付番号が通知されますので、
控えを残してください

申請書類に不備があった場合は、すべて返送されます
ので、再度提出し直してください

府の休業要請支援
金の対象外か、売
上減少の要件に該
当するかなどを確
認

法人番号、金融
機関コード・支
店コードが必要
となります

郵便局のレターパックラ
イトで、6月30日までに

☆Web事前受付ページにアクセスし、メールアドレスを送信。送信されたURLから入力。
　http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/kyuugyouyouseigai/index.html

個人事業主の場合は「専門家による申請書類事前確認書」（様式3）
による事前確認を受けてください。お心当たりのない場合は、吹
田商工会議所（電話06-6330-8001）までご相談ください。
（専門家：行政書士、公認会計士、税理士、中小企業診断士）

大阪府の休業要請外支援金
～休業要請支援金（府市共同）の受給対象外で売上が50％以上減少した事業者が対象～

　商工会議所が取り扱うマル経融資の別枠として、実質無利子となる融資となっています。
新型コロナウイルス対策マル経融資 ＜融資実行までの流れ＞

融資対象者

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5％以上減少している。
2.��常時使用する従業員が20人以下【商業・サービス業（宿泊・娯楽業以外）は5人以下】

の事業者である。
3.�吹田市内で1年以上事業を営んでいる。
4.��確定申告を行い、所得税（法人税）・事業税・府市民税など支払う義務のある税金を完

納している。
5.�日本政策金融公庫の融資対象業種である。
6.�吹田商工会議所の経営指導を原則6ヶ月以上受けている。又は受けることができる。

融資限度額 別枠1，000万円（無担保無保証人、保証料不要）
　⇒商工会議所会頭が推薦することにより無担保無保証人で融資が受けられます。

融 資 期 間 設備資金10年以内（内据置4年以内可）　　　運転資金　7年以内（内据置3年以内可）
金 利 特別利率F（当初3年間は▲0.9％）（注）　※5月1日現在の特別利率Fは1．21％
特 別 利 子
補 給 制 度

（注）�当初3年間は、個人事業者及び法人で売上高が▲15％以上の事業者は支払済み利子
額を国の指定機関からの補給を受けることで、実質無利子で融資が受けられます。

お問合わせ 吹田商工会議所　中小企業振興部　経営指導員まで
　電話：06-6330-8001　　メール：suitacci@suita.cci.or.jp

申込者

商工会議所 日本政策金融公庫

（金融審査会）

⑥
返
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・
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②
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相
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・
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③付議

④推薦

吹田商工会議所の新型コロナウイルス対策マル経融資
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創 業 の 経 緯

　23年間マーケティング会社の企画営業として蓄積した営
業ノウハウ、営業部門の副部長として黒字化を達成したノ
ウハウで、日曜の晩が憂鬱な営業マンをなくし、世の中に
気持ちの良い対応が満ち溢れる様にしたい、更には大阪の
中小企業の営業を元気にしたいと思い、令和元年11月に独

立しました。

事業内容や特徴
　営業部門の社員様
が能動的に動いて、
数字の見通しが1年
分、期首（4月）に見
える仕組み作りをお
手伝いしています。
　具体的には、「15分スケジュール」というツールで業務の
「見える化」を行い、業務効率の改善とあるべき姿へのシフ
トを進めています。
　また、「週間スケジュール」というツールで社員様の業務
ボトルネックを特定して、案件のスムーズな進捗を進めます。
　更に、多くの企業でなかなか進まない「新規開拓」でもア
プローチリスト作成表、案件管理表などのツール運用によ
り、営業マン様の動きを作っていきます。
　コンサルティングは、プロジェクト型、顧問制、研修（人
材育成）の何れにも対応可能で、現場、現状、現実重視の自
走支援までをモットーに、対面ミーティングを重視してい
ます。

今 後 の 展 望
　現在は大阪市内の貿易商社様で、営業部門が能動的に新
規開拓をする為の行動改善をサポートしております。また
直近では、営業部門のテレワークにおけるポイントと注意
点をお伝えするなど様々なご相談を頂いています。
　今後は、新規開拓、業務改善などのセミナー、個別オン
ライン相談にも力を入れていきます。
　吹田商工会議所様では、営業の専門家として登録も頂い
ておりますので、ぜひご用命頂ければ幸甚です。これを機
会に地元である吹田市でも、経営者様が抱える営業に関す
るお悩みの解決に少しでもお力になれればと思っておりま
す。

新入会員インタビュー 営業改善

事業所名：営業改善
事業内容：�営業部門の行動改善、営業戦略の構築、新規開

拓サポート、営業研修、販売促進サポート
所 在 地：大阪市中央区本町1-4-5-14F
電話番号：090-1966-7501
代 表 者：黒田昭彦（くろだあきひこ）
Ｕ Ｒ Ｌ：https://eigyoukaizen.com/
E m a i l�：info@eigyoukaizen.com

〈新たにご入会いただいた事業所〉� （2020.4.1～4.30　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
（株）エーセツ 吹田市江坂町 カラオケ機器の販売・リース・レンタル
サカエ食品（株） 吹田市芳野町 青果店

工　　　業 サンヨー工業（株） 吹田市垂水町 家庭用電気器具の製造・販売
理　　　財 （有）ARC 吹田市泉町 建築リフォーム・不動産賃貸業

建　　　設
（株）Tʼ�STILE 吹田市佐井寺 タイル・外壁改修工事、店舗・住宅リフォーム工事
内藤建装 吹田市内本町 軽天工事
（株）NORIDEN 吹田市山田東 電気工事

専門サービス
武田コロイドテクノ・
� コンサルティング（株）吹田市豊津町 分析受託測定およびコンサルティング

（同）フリーワークス 吹田市広芝町 経営コンサルティング業

サービス業
（株）アルコバレーノ 吹田市寿町 アミューズメント業界に対するイベント企画
うどん屋�柏本 吹田市五月が丘東 飲食
SANK�Cafe&Bar 吹田市江坂町 バー経営

（特）運輸情報（株）デジタルクリエーション 東大阪市横沼町 デジタルマーケティング支援・ホームページ制作・各種広
告物制作

（特）専門サービス（株）皆縁隊オオツカレー 大阪市北区西天満 飲食店・セミナー講師
≪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 総務部迄



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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　1867（慶応3）年、渋沢栄一はヨーロッパに渡りまし

た。当時、フランス政府がパリ万博を計画し、徳川幕府

に使節団を送るよう求めてきたのです。栄一はその随員

として選ばれ、約2年弱のあいだ、パリを拠点にヨー

ロッパを回りました。

　そこで彼はヨーロッパ、特にフランスにおける資本主

義経済の威力を身にしみて実感し、帰国後に日本にそれ

を移植していきました。そして、このときに彼が武器と

したのが、その好奇心と探究心だったのです。

　彼は「新しいものは何でも楽しんでみよう」「学んでみ

よう」という性格の持ち主でした。実際、乗船中の日記

にこんなことを書いています。

　「カフェという豆を煎じた湯を出す。砂糖、牛乳を加

えてこれを飲む。胸がとてもスッとする」

　普通、和食しか知らない日本人がはじめてコーヒーを

飲んだら、「何だこれは」となってもおかしくないでしょ

う。よくレストランにいって、知らない料理は注文しな

い人と、新奇なものにチャレンジして楽しむ人がいる、

と言われますが、栄一は完全に後者のタイプだったので

す。

　パリに着いてからも、病院を見学したり、オペラを見

たりと精力的に動き回りました。そんななかで、次のよ

うな経験もしています。

　「はじめて見た新聞紙というものは、小さいことは世

間万事の出来ごとより、大きいことは国家の差し迫った

重要問題にいたるまで、いちいちこれを報道して世間一

般に広く知らしめる面白いもので、同時に非常に重宝な

ものだと思いました」

　この経験から栄一は、情報流通の重要さと、情報のイ

ンフラが「紙」であることを見抜きました。これが後の、

王子製紙や今の日本経済新聞社の設立に繋がったので

す。

　さらに、彼はパリでお世話になったフランス人から

「公債を買うといい」と勧められて、実際にフランスの政

府公債と鉄道公債を購入しました。帰国の前に売ったと

ころ、鉄道公債は値上がりをしていて、それなりの利益

が出たそうです。こうした経験が、日本での証券市場の

設立にも繋がっていきます。

　まさしく強い好奇心と探究心あっての日本の近代化

だったのです。

　ひるがえって昨今、一人あたりの生産性やGDPで、

お隣の韓国にも抜かれるような状況下、もう一度海外に

学び直すといった姿勢を日本は強く持つべきなのかもし

れません。

渋沢栄一とその思想に学ぶ 
 「好奇心と探究心」

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
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　新型コロナウイルス感染症拡大により、経済は大打撃を受けています。いずれは経済を浮揚させなければなりま
せんが、その際の消費行動・購買行動は大きな変化が見込まれます。そこに新たなビジネスチャンスを見いだせれ
ば、起業や事業拡大も実現可能です。
　新しい生活様式が求められる中、すいた経営革新支援センター（SaBiC）では、対面だけでなくオンラインでもご
相談に対応できるようにオンライン会議システムを活用した相談業務を始めます。
　ご自宅、事業所にいながら、経営相談をお受けいただけます。

（1）�相談方法
� ・オンライン通話ソフトZOOMを使用した個別経営相談です。
� ・�Webカメラ、マイクつきのパソコンか、スマートフォン（又はタブレット）

が必要です。
� ・�申込フォームから、ご相談の予約を入れてください。メールにて日程調整を

行います。
� ・�ご相談予約時間の10分ほど前に、ZOOMのリンク先をメールにてお知らせしますので、クリックしてくださ

い。ご相談のネット上の会議室に入れます。基本1対1の個別相談です。
（2）�お受けいただける相談内容
� ・創業相談（事業計画作成・資金調達・マーケティング力強化・マッチングなど）
� ・イノベーション・売上拡大の相談（マーケティング戦略・ブランディング・販売促進など）
（3）�ご相談対象者
� ・吹田市内の中小企業者・小規模事業者
� ・吹田市内で創業予定の方
（4）�相談日・時間
� ・相談日は、月曜日～金曜日の平日（吹田商工会議所開所日）
� ・ご相談は、午前9時30分、午前11時、午後2時、午後3時30分からの1日4回で、1回1時間以内
� 　※メールにて日程調整させていただきます
（5）�相談ご対応者
� すいた経営革新支援センター・センター長　佐藤　雅一（中小企業診断士）

※すいた経営革新支援センターの詳細は…https://suitacci.com/sabic/
　オンライン相談申込フォーム　https://www.kansaicci.jp/kentei/apply.php?seq=13159

創業・イノベーション　オンライン相談について



広告掲載募集中！
月々5,500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

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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過疎地域の生活者を守り続ける 
 総合スーパー『マキオ』

　鹿児島空港から車で約1時間半、九州新幹線川内駅
から車で40分ほど走った鹿児島市の北西部に、阿久根
市という名の小さなまちがある。
　今から65年前、1955年のピーク時の人口は4万人
を数えていたが、その後、年々減少を続け、今や当時
の半分の2万人である。深刻なことは、地域に住む
人々の高齢化の進行で、現在の高齢化率は約39％と、
全国平均の28％はもとより、鹿児島県の31％も大き
く上回っている。40年後（2060年）に国平均で40%
に達するといわれている高齢化率とほぼ同率で、超高
齢社会の縮図のようなまちである。
　こうした過疎化・高齢化が著しく進行する小さなま
ちにあって、「地域住民の命と生活を守らねば……」と、
中堅規模の小売店に成長してもなお、この地に本社本
店を構え、頑張っている注目すべきスーパーがある。
運営会社の名は株式会社マキオといい、本店舗名は
「A-Zあくね店」、現在は、このほかに、「A-Zかわなべ
店」（南九州市）、そして「A-Zはやと店」（霧島市）の計
3店舗を展開している。3店舗合計の社員数は約800
人、年間来店者数は延べ650万人、そして売上高は
280億円である。
　1997年に1号店である「A-Zあくね店」を開店して以
来、全国チェーン店の衰退をよそに、広告宣伝はほと
んどしていないが、その業績は右肩上がりである。
　同社の成長発展の要因は多々あるが、その最大の要
因は、実質創業者である現社長、牧尾英二氏の進めた
経営・店づくりが、地域住民はもとより地域外に住む
人々からも、高く評価され、この間、変わらぬ支持を
受けてきたからである。
　牧尾社長の掲げたモットーは、「店は地域住民の生活
インフラ。損得や勝ち負け、さらには、効果・効率な

どよりも、地域住民の命と生活を最優先する……」であ
る。このため、もうけではなく生活者の利便性のため、
営業もあえて24時間、平屋建ての巨大な店舗内で扱う
商品も、食料品はもとより家電・衣料品・DIY商品・
仏具・住設部品・ドラッグ、さらにはカー用品から軽
自動車まで、日常生活に必要な商品はほとんどそろっ
ている。
　聞くと、取扱品目はなんと40万アイテム。ちなみ
に、地域住民が必要とあれば、たとえ1個でも、たと
え1年に1人の顧客の要望であっても扱っている（これ
がA-Zの由来）。
　より驚くことは、地域住民の多くは、交通弱者であ
るということもあり、マイクロバスを4台購入し、自
宅から店までの送迎どころか、病院や市役所への送迎
も担っている。
　ちなみに、気になる値段はというと、ディスカウン
トストア並みの低価格である。

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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1. 小規模事業者応援金（新型コロナウイルス感染症対策）
　◆対 象 者：次の要件を全て満たす方
　　1.�小規模事業者※・個人事業主であること
� ※小規模事業者とは、従業員が5人以下（一部の業種は20人以下）の事業者をいいます。
　　2.�市内に事業所があること
　　3.�主たる業種が対象業種に該当すること（対象業種は下記URLからご確認ください）
　　4.�「休業要請支援金（府・市町村共同支援金）」の支給を受けていないこと
　　5.�令和2年（2020年）4月の売上が前年同月比で50％以上減少していること
　　6.�感染拡大防止に努めていること（休業や適切な感染防止対策など）
　　7.�市税の滞納者、暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者ではないこと
　◆支 給 額：1事業者につき、20万円
　　　　　　　※1事業者あたり1回限り。複数店舗（事業所）を営業する場合も1事業者とします。
　◆申請期間：5月25日（月）から7月31日（金）（消印有効）まで
　◆詳　　細：以下のURLを御覧ください。
　　https://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-toshimiryoku/chiikikeizai/soudann/ouenkin.html
　◆問合せ先：吹田市役所�都市魅力部　小規模事業者応援金担当
　　　　　　　電話：06-6105-8102

2. 府制度融資（セーフティネット保証）の信用保証料補助金
　◆対 象 者：既に融資を受けた場合など、国による補助の対象外となる事業者
　◆補 助 額：保証料の10/10（上限20万円）
　◆申請期間：令和2年5月7日（木）から
　　　　　　　※信用保証料を支払った日から起算して3か月以内に申請が必要
　◆詳　　細：以下のURLを御覧ください。
　　https://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-toshimiryoku/chiikikeizai/soudann/hosyouryou.html
　◆問合せ先：吹田市役所�都市魅力部　信用保証料補助金担当
　　　　　　　電話：06-6170-7217��
　　　　　　　FAX：06-6368-9908

補助・助成金

吹田市　新型コロナウイルス感染症対策支援制度（5月25日現在）
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令和2年度 「新入会員懇談会」 延期のお知らせ
　例年6月に開催している新入会員懇談会ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、延期する事とさせ
ていただきました。開催時期がまだ決まってはございませんが、詳細が決まり次第、ご連絡させていただきます
のでどうぞよろしくお願いいたします。

令和2年度 会員親睦ゴルフ大会 中止のお知らせ
　新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、例年開催させていただいている会員親睦ゴルフ大会につきまして、
今年度は中止する事とさせていただきます。
　大会参加を楽しみにされていた皆様には大変申し訳ございませんがご了承いただきたくどうぞよろしくお願い
申し上げます。

3. 飲食店のデリバリーの取組を支援
　◆対 象 者：配達や出前に取り組む小規模飲食店
　◆補 助 額：初期費用の3/4（上限10万円）
　　　　　　　経常経費の3/4（1月当たり上限10万円×連続する3か月まで）
　◆申請期間：令和2年5月7日（木）から令和2年11月30日（月）まで
　　　　　　　※令和2年6月30日（火）までに事前協議書の提出が必要
　◆詳　　細：以下のURLを御覧ください。
　　https://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-toshimiryoku/chiikikeizai/soudann/delivery.html
　◆問合せ先：吹田市役所�都市魅力部　飲食店デリバリー支援補助金担当
　　　　　　　電話：06-6105-8019
　　　　　　　FAX：06-6368-9908
4. 「＃吹田エール飯」による情報発信で市内飲食店を支援
　◆対 象 者：飲食店
　◆参加方法：（1）デリバリー、テイクアウトの商品を作る。
　　　　　　　（2）料理した商品を撮影する。
　　　　　　　（3）エントリーシートを市へ提出する。
　◆支援内容：�吹田市ホームページや各種SNS（Twitter・Instagram・Facebook）にて、デリバリー・テイクア

ウトの商品を「＃吹田エール飯」として情報発信させていただきます！（利用無料）
　◆申請期間：なし
　　　　　　　※新型コロナウイルス感染症の収束状況に応じて終了する場合があります。
　◆詳　　細：以下のURLを御覧ください。
　　https://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-toshimiryoku/chiikikeizai/suitameshi.html
　◆問合せ先：吹田市役所�都市魅力部　地域経済振興室　商業グループ
　　　　　　　電話：06-6384-1356
　　　　　　　FAX：06-6384-1292



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
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