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竹のチカラで世界中の食の安全を！
株式会社 タケックス・ラボ
代表取締役社長 岡田

久幸 氏

株式会社タケックス・ラボの岡田久幸社長は、小さな
頃から竹と共に育ち、共に生きる竹のスペシャリスト。
自身が大病を患った時に感じた想いと使命感をもと
に、安心安全な除菌剤と食品添加物の提供に情熱を注い
でおられます。
今回は、岡田社長に竹の除菌剤開発の経緯と自社の事
業展開について伺いました。

代表取締役社長

岡田

久幸 氏

― 貴社の事業内容についてお聞かせください。
当社は「竹」を使った身体に優しいアルコール除菌・
抗菌剤の製造・販売をしております。BtoBでの取引が
中心で飲食店やホテル、旅館、介護施設などに卸して
おります。タケックス・ラボという名前の通り、竹を
主成分とした国産製品でありますので手荒れしにくい
除菌剤として好評を頂いております。
また、マレーシアをはじめとする、東南アジア各地
での販売網構築を進めております。
― 創業時のことについてお聞かせください。
私の父は竹細工の職人で高知県内に竹細工の工房を
構え、土佐みやげの闘犬人形などを作っておりました。
私の小さな頃の遊び場は竹やぶで、家でも竹に囲まれ
て育ちました。
高校生の時に命にかかわる重い病を患い、2年半とい
う長い入院生活を送りました。総合病院の小児病棟で
は小児がんや白血病といった死と向き合う子供たちが
同室していました。1人、2人と亡くなっていき、子供
の健康を守れず、臨終に立ち会わなければならない母
親たちを何人も見てきました。肝臓がんで亡くなった
子供の母親は、添加物の多い食品を食べさせていた自
分が悪いと、ずっと涙を流していました。私は運良く
退院できましたが、食べ物の安全性がどれほど大切か
を痛感致しました。
退院後は父の工房
の手伝いをしておりま
したがある日、竹の表
皮をむいた部分に、数
時間でカビが生えるこ
とに気づきました。竹
の表皮には菌の繁殖を
抑える力があるかもし
れないと直感的に思い、自然にある竹の成分で安全な
食品添加物を作ることが出来れば、発がん性の高い添
加物を使わなくて済むようになるかもしれないという
使命感もあり研究に励みました。10年以上かけて竹の
成分を研究し、竹の抗菌性を科学的に立証することが
出来ました。2002年に当社を設立し、竹成分とアル
コールを使った除菌剤や食品の日持ち向上剤などを製
品化することが出来ました。その後、幾度の改良を加
え現在に至っております。
― 業界の中からみて新型コロナウイルスについて感
じることはありますか。
除菌や抗菌の重要性についてはO-157やインフルエ
ンザ、ノロウイルスなど世間で騒がれますと一時的に
注目はされますが、騒ぎが収まると関心が薄れてしま
うのがこれまででした。新型コロナウイルスの影響に
より、再び注目されておりますが、湿度や温度の変化
が激しい日本では常に除菌や抗菌に関する取組みが必
要だと感じております。
新型コロナウイルスの影響により、除菌剤需要の急
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増から新たに市場に参加する事業者が増え、残念なが
ら粗悪な製品も市場に溢れました。皆様には安心・安
全な除菌剤を使って頂きたいと思いますが、安価な製
品に流れてしまうのも仕方がないとも感じます。

― 海外展開についてお聞かせください。
3年ほど前より海外展開にも力
を入れております。東南アジアの
ような気温が高く病原菌が繁殖し
やすい地域には除菌剤へのニーズ
が必ずあると思い、マレーシアに
現地法人と昨年、工場も構え、マ
レーシア・シンガポール・インド
ネシア・タイなどに販路拡大を進
めております。イスラム教ではご
法度であるアルコールですが、衛生上の利点を粘り強
く説明し、フードグレードのアルコール除菌剤として
は世界で初めてハードルの高い『マレーシアイスラム開
発局（JAKIM）』のハラル認証を取ることが出来ました。
これにより営業展開がかなりし易くなりました。
― 今後の展開についてお聞かせください。
日本での事業展開についてはBtoBの取引の拡大に
加え、エンドユーザー向けの除菌剤の販路拡大を進め
ており、ドラッグストアなどへの取引を開始致しまし
た。主原料が竹で出来ているため、安全性はもちろん
のこと肌にも優しく、手荒れをする方などに最適です。
また、雑菌の繁殖を抑制し、食品の鮮度を長持ちさ
せる竹の天然エキスを使った食品添加物の販路拡大を
進めております。新型コロナの状況下でテイクアウト
やデリバリーを始められた飲食店の方向けの製品とな
ります。
海外展開については、昨年マレーシアに新設した工
場が、現在フル稼働しております。ハラル認証を得た
アルコール除菌剤として大きく拡販していきたいと
思っております。現地の方々にもウイルス予防をする
ための手洗いや除菌の意識が徐々に出始めております
ので、引き続き啓蒙活動を行って参ります。
この事業を志して
から30年以上が経ち
ますが、創業時の使命
感・想いに変わりはな
く、竹資源の有効活用
と共に今後も竹のチカ
ラで世界中の食の安全
を守る一助になればと
マレーシア工場
思っております。
株式会社 タケックス・ラボ
〒564-0063 吹田市江坂町1-23-5

大同生命江坂第2ビル7F
TEL 06-6821-2554
https://www.takex-labo.com/

吹田商工会議所会館大規模営繕工事
調査設計業務の委託先を公募します
当所会館は平成4年の竣工以来、28年経過し老朽化や不具合も目立つようになりまし
た。そのため、会館営繕委員会を組織し、大規模営繕工事を計画しております。
つきましては、大規模営繕工事に係る調査設計業務にご協力いただける建築士事務所
を公募させていただきます。下記参加資格を満たす会員事業所様からの参加表明をお待
ちしています。
吹田商工会議所会館大規模営繕工事に係る調査設計業務

業務名称

※建物：鉄筋コンクリート造地下1階、地上3階（総延面積1012.36㎡）
1．当所会員事業所であること（令和2年8月1日現在）。

参加資格

2．監理技術者として1級建築士を有し、建築士事務所登録をしている事業所であること。但
し、建築施工部門を有する事業所は除く。
1．設計業務…工事発注に必要な図面作成を行い、工事計画等を立案する
2．積算業務…作成した図面に基づき、概算工事費を積算する

業務内容

3．調査業務…営繕工事上及び法令上必要な調査を行い、必要があれば関係官庁と協議する
4．工事監理…設計図書のとおりに実施されているか確認する

調査設計予定期間 令和2年9月上旬〜10月末までの期間を予定
令和2年8月18日（火）までに当所事務局長・三嶋まで、事業所名、ご担当者名をご連絡の上、
参加表明受付

下記説明会にご参加ください。
Tel：06-6330-8001

委託業務説明会

fax：06-6330-3350

mail：mishima@suita.cci.or.jp

令和2年8月21日（金） 11：00～12：00（当所3階大会議室）

見積り合わせ締切 令和2年9月4日（金）までに当所事務局長・三嶋宛にご持参・郵送（必着）
発

見積り合わせ方式により、9月上旬に開催する当所会館営繕委員会にて選定させていただき、

注

結果をご連絡いたします。

「コロナウイルス感染症に係る個別経営相談窓口」
の開設
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業・小規模事業者を支援するため、当所職員による通常のご対
応のほか、専門相談員よるご相談受付を7月1日より開始致しました。
◆相談内容：
新型コロナウイルス感染症による影響を受ける中小企業・小規模事業者からの経営相談や各種申請等に
ついて、電話・窓口にて対応。
◆経営相談員：森山

忠明氏（中小企業診断士）

◆相談日時：
原則、土日祝を除く平日9：00〜17：00（12：00〜13：00は昼休憩）
◆相

談

料：無料

◆問

合

せ：吹田商工会議所

◆場

担当

森山

06-6330-8001

所：吹田商工会議所（吹田市泉町2-17-4）
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国の家賃支援給付金
新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面するみなさま
の事業の継続をささえるため、地代・家賃（以下、賃料）の負担を軽減することを目的 として、賃借人（かりぬし）で
ある事業者に対して給付金 を給付します。
◆給付の対象
法人は、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者を対象とし、医療法人、農業法人、NPO法人、
社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象とします。
個人事業者は、フリーランスを含み、幅広く対象とします。
◆給付額
申請日の直前1か月以内に支払った賃料などをもとに算定された金額が、給付されます。
（法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円）下図の給付率・上限額の算定方法にしたがって、月額給付額
（法人：上限100万円、個人：上限50万円）の6倍、最大で法人：600万円、個人300万円を受給することができ
ます。
＜個人の場合＞

＜法人の場合＞
月額の給付金の算定方法
支払い賃料など
① 75万円以下

月額の給付金の算定方法
給付額
支払い賃料など×給付率2/3

支払い賃料など
① 37.5万円以下

75万円以下の支払い賃料などに相
当する給付金（50万円）
② 75万円を超える

＋

支払い賃料などのうち75万円を超
える金額×給付率1/3
※ただし、100万円（月額）が上限

給付額
支払い賃料など×給付率2/3
37.5万円以下の支払い賃料などに
相当する給付金
（25万円）

② 37.5万円を超える

＋

支払い賃料などのうち37.5万円を
超える金額×給付率1/3
※ただし、50万円
（月額）
が上限

◆申請の期間
給付金の申請の期間は、2021年1月15日まで（電子申請の締め切りは、2021年1月15日の24時まで）。締め切
りまでに申請の受付が完了したもののみが対象となります。
※上記は、7月14日時点の予定期間となります。
◆申請の手続方法
パソコンやスマートフォンで「家賃支援給付金ホームページ」にアクセスしていただき、WEB上で申請の手続をお
願いします。
また、受付開始後、補助員が入力サポートをおこなう「申請サポート会場」を順次開設していきますので、WEB上
での申請が困難な場合は、「申請サポート会場」をご利用ください。
◆申請サポート会場について
家賃支援給付金の申請は本サイトでの電子申請（インターネットを利用した申請）を基本としていますが、ご自身
で電子申請をおこなうことが困難な方のために入力サポートをします。
※お問い合わせは下記フリーダイヤル「申請サポート会場 電話予約窓口」までお願いします。
フリーダイヤル0120-150-413 受付時間：9：00〜18：00（土日・祝日を含む）
◆家賃支援給付金 コールセンター
電話番号 ：0120-653-930 受付時間：8：30～19：00
8月31日まで：全日対応 9月1日以降：平日・日曜日対応（土曜日・祝日除く）
※
「家賃支援給付金」を装った詐欺にご注意ください。
※当給付金についての詳細内容や申請方法については、かならず「家賃支援給付金ホームページ」をご確認いただく
ようお願いいたします。
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新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・
小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免について
中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画
税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1／2とします。
◆減免対象 ※いずれも市町村税
（東京都23区においては都税）
事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税（通常、取得額または評価額の1.4％）
事業用家屋に対する都市計画税
（通常、評価額の0.3％）
2020年2月〜10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率

減免率

50％以上減少

全額

30％以上50％未満

2分の1

◆申告方法
①中小事業者等（個人（※1）、法人（※2））は、税理士や会計士といった全国に存在する認定経営革新等支援機関等に、①中
小事業者等であること、②事業収入の減少、③特例対象家屋の居住用・事業用割合について、確認を受ける。
②事業者は、認定経営革新等支援機関等から確認書を発行してもらい、2021年1月以降に申告期限（2021年1月末）まで
に固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申告する。
（※1）常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人（租税特別措置法施行令第5条の3第9項に規定する中小事業者に
該当する個人）
（※2）資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人及び資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下
の法人
（大企業の子会社除く）
（租税特別措置法施行令第27条の4第12項に規定する中小事業者に該当する法人）
◆認定経営革新等支援機関等への申告書類
①中小事業者
（個人、法人）
であること
ー個人については、（ア）常時使用する従業員数が1,000人以下である旨の誓約書、（イ）性風俗関連特殊営業を行ってい
ない旨の誓約書を確認。
ー法人については、（ア）資本金を登記簿謄本の写し等、（イ）大企業の子会社でない旨の誓約書、（ウ）性風俗関連特殊営
業を行っていない旨の誓約書を確認。
②事業収入の減少
ー会計帳簿等で、2020年2月〜10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入の合計が前年同期間と比べて減少し
ていることを確認。
③特例対象家屋の居住用・事業用割合
ー青色申告決算書・収支内訳書等で、特例対象家屋の居住用・事業用割合を確認。
◆申請書
ご提出いただく申告書様式は、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式となりました。提出先のホームペー
ジ等をご確認ください。
◆本件の詳細内容お問い合わせ先
中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口

電話：0570-077322

受付時間：9：30〜17：00（平日のみ）

自社の10年後を考えるセミナー
（全五回）
を開催中です！
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・島本町・摂津市・高槻）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
開催中です。
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・ご感心のある回だけでもご参加可能ですのでお気軽にお申込みください。
第一回から第三回は無事終了致しました。
第四回／◆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）
第五回／◆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。
◇定
員：15名
◇ご 参 加：無料
◇申込方法：右のQRコード及び当所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、開催を中止させて頂く
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受講者に速やかにご連絡させて頂きます。
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吹田商工会議所

NEW MEMBERS

Markhor Cafe（マーコールカフェ）

新入会員インタビュー

どもにも伝わります。そうなると家庭の空気が悪くなって
しまうことがあると思います。
そこで、このカフェに親子で来ていただいてお母さんに
少しでも息抜きしていただき、日々の生活を生き抜いてい
く力をチャージしていただきたいと思っています。
お 店 の 特 徴

事業所名：MarkhorCafe（マーコールカフェ）
事業内容：カフェ
所 在 地：吹田市山田北11-14 ヴィヴェンテ102
電話番号：06-6876-5557
代
表：大石橋 亜紀
営業時間：10：00〜17：00
定 休 日：不定休日
開 業 日：令和2年6月20日
ホームページ：https://www.markhor-cafe.com/
創 業 の 経 緯
私は山田で生まれ育ちました。結婚後も育児中に山田に
住み、山田の地域に思い入れがあります。しかし山田には
親子連れでゆっくりできる場所が少なく、困ることがあり
ました。そこで、親子でゆっくりと過ごせる場所を作りた
いと思ったことが創業のきっかけです。
子育てをするお母さんは家事や育児に追われ、常に子供
の行動や様子に注意を払い、気を張った状態で生活してい
ます。お母さんの気持ちに余裕がなくなるとどうしてもピ
リピリしてしまうことがあり、そのお母さんの気持ちは子

メニューに関してはこだわりの素材をふんだんに使った
メニューを作っています。特に人気が高いメニューは玄米
パンのBLTサンドで、茨木市にある「パンタダシ」さんのパ
ンを使わせていただいています。初めてパンタダシさんの
パンを食べたときにはその美味しさに衝撃を受けました。
また、吹田の名店「松竹堂」さんとのコラボレーションメ
ニューである季節のフルーツ餅セットや季節のカップス
イーツセットもとても人気です。さらに、お子さまの気ま
ぐれな食欲にも対応しやすいよう、「親子シェアプレート」
という1.3人前のセットも用意しています。
空間づくりの面では、お母さんに安心して過ごしていた
だけるよう、授乳室やおむつ台はもちろん、導線を考えた
使いやすい手洗いスペース、離乳食を温めるための電子レ
ンジやミルクを作るためのお湯の提供など、私自身が子育
てをしているときに「あればいいな」と思ったものを全て実
現させました。ベビーカーごと入れる半個室もあり、お子
さまが声を出しても安心な空間を提供しています。
今 後 の 展 望
お母さんにとって夏休みは1年で一番気の抜けない期間
です。この期間に当店で読み聞かせなどのイベントを開催
して、親子で足を運んで息抜きしていただけるような企画
を考えています。
地域に根差して長く経営を続け、お子さまが成長したと
きに、ふと思い出してもらえるようなお店にしていきたい
と思っています。

〈新たにご入会いただいた事業所〉

部

会

事

業

所

工

業

理

財 （株）
コープラス

名

近藤造酢
（株）

運輸情報 （株）
ベジライン
専門サービス

サービス業

（特）
建設

（特）専門サービス

むらつ鍼灸接骨院

（2020.6.1〜6.30
所

在

地

事

業

内

部会別事業所名50音順）
容

吹田市芳野町

食酢製造業

吹田市元町

不動産業、マンションアパート管理、リフォーム

吹田市垂水町

利用運送業

吹田市千里山松が丘 鍼灸・接骨院・トレーナー業務

ライフコミットメント
（株） 吹田市古江台

グループホーム運営

CLEAR

吹田市垂水町

ビルメンテナンス、清掃、ハウスクリーニング

婚活サロン吹田シーズン

吹田市穂波町

結婚相談所

MarkhorCafe

吹田市山田北

地域密着を目指し、いこいの場となる、生きぬく力を養う
カフェ

KⅢ

高槻市川西町

電気、水道設備

Tʼs

摂津市南千里丘

内装仕上業

NEXUS

茨木市西中条町

水道、電気、設備

スペーストレジャー

伊丹市野間

話し方講師

行政書士山本法務事務所

大阪市東淀川区淡路 建設業者の許可申請、届け出、コンサルティング

（特）サービス業（株）
関西エレック

伊丹市伊丹

自家用電気工作物の保安管理

≪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
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渋沢栄一とその思想に学ぶ
「第五回 人の気持ちがわかる」
文豪・幸田露伴は
『渋沢栄一伝』という本の中で、栄一
を
「時代の児」
「時代に造り出されたもの」と記しました。

また、彼は15年にわたって深川区会議員をつとめ、
さらに東京帝国大学で経済を教えたこともあります。そ

これは実にいい得て妙な表現なのです。栄一はその前
半生、時代の奔流にもまれ続けた人生を送りましたが、
それは彼が後半生に、日本の実業界や資本主義、ひいて

のときの教え子の一人が、日本近代小説の父・坪内逍遙
でした。
ここまでの文章でお気づきでしょうか。渋沢栄一は、

は近代化の父となるための下準備の役割を果たしていま
した。
栄一は、現在の埼玉県深谷市に百姓の子として生まれ

その生涯で士農工商という区分でいえば、職人以外のす
べての階層、それに加えて志士、社会事業家、投資家、
議員、大学講師まで経験しているのです。彼の人生は、

ました。彼の家は、養蚕や染め物に使う藍玉を扱う商売
もしている豪農でした。彼も十代になると、藍の買い付
けなどをして父の商売を手伝っていました。

幕末維新という激変の時代をそのまま体現していまし
た。
そしてこの幅の広さが、彼を日本近代化の父たらしめ

そんななか、彼は従兄弟の尾高新五郎（惇忠）の影響を
受けて、尊皇攘夷の志士としての活動もはじめます。江
戸に出て、剣術や漢学を習う中から他の志士たちとの交
流も深めていきました。
ところが、以前にも触れたように、高崎城乗っ取り計
画を中止した後、一橋家に取り立てられて士分となり、
一橋慶喜が一五代将軍になると幕臣にもなりました。
さらにその幕府が潰れると、大隈重信の説得もあっ
て、大蔵省に勤め、政府の役人となってそのナンバー3
にまで上り詰めます。
しかし日本の近代化には経済の振興が必要である、と
いう信念から実業界に転じ、第一国立銀行をはじめ、さ
まざまな会社の責任者を引き受けていきました。
しかも、実業にかかわりながら、東京市養育院をはじ
めとする社会事業にもかかわっていきます。

ます。なぜなら、近代のさまざまなシステムの設計をす
るにあたって、彼はそれを使う人の気持ちになることが
できたからです。彼はまさしく時代に育まれた、近代日
本の創造者だったのです。
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。

大阪府の
「労働相談センター」
のご案内
大阪府の労働相談センターでは、「賃金を払ってくれない」、「職場でのハラスメントに悩んでいる」等、働く方、
雇用する方からのさまざまな労働相談をお受けしています。
【と

き】月〜金曜日の午前9時〜午後6時（午後0時15分〜午後1時を除く）

【ところ】エル・おおさか南館
【相談方法】電話又は面談
【出張相談
（前日までに要予約）】豊能府民センター・泉北府民センター・南河内府民センターで実施。
【相談・問合せ・予約】06-6946-2600
http://riverfall.net/

不動産 賃貸 管理
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.470

7

青年部コーナー

第1回withコロナ対策検討委員会が開催されました

令和2年7月20日オンライン会議にて、第1回withコロナ対策検討委員会が開催されました。同委員会は、新型
コロナウイルス感染症により、大きな影響を受けている事業活動等を支えるため、吹田市が吹田商工会議所と連携
し、経営状況の回復に向けた継続的な支援を行っていくこと、そのための事業構築を行うために組織された委員会
です。
委員会の委員長は、吹田商工会議所の西村元秀副会頭が就任され、委員には吹田商工会議所青年部足立会長をは
じめとする役員が就任したほか、協力団体である公益社団法人吹田青年会議所の小川利幸理事長をはじめとするメ
ンバーが就任致しました。
第1回会議においては、吹田商工会議所青年部佐賀健太郎副会長が座長として指名され、参加者の報告をもとに、
事業者が置かれている状況についての情報整理、共有が行われました。
今後は、より具体的に、吹田市独自の事業としての事業者向け支援情報を提供するポータルサイトの構築や、ク
ラウドファンディングを活用した事業継続や販路開拓の支援策などを検討し、事業構築を行っていく予定です。
次回会議は、令和2年8月20日（木）
に予定されています。

BCP（事業継続計画）を作成し、災害に負けない会社・お店づくりを！
吹田商工会議所では本年8月より、東京海上日動火災保険（株）と連携し、会員事業
所様へBCP（事業継続力継続計画）及び事業継続力強化計画の作成支援を開始致しまし
た。
BCP（事業継続計画）とは、企業が自然災害や新型コロナなどの緊急事態に遭遇した
場合において、被害を最小限にとどめつつ、中核の事業の継続あるいは早期復旧を可
能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手
段などを取り決めておく計画のことです。自社の自然災害リスクを把握し、事前に災
害対策を考えておきましょう！
東京海上日動火災保険（株）が認定する推進員より電話連絡させていただき、ハザー
ドマップなどのご案内をさせていただきます。早期にご支援を希望の場合はご連絡く
ださい。
吹田商工会議所

BCP担当

06-6330-8001

りの味

手作
世界で1日3000万本飲まれています

大阪北部ヤクルト販売株式会社
〒564-0052

吹田市広芝町3番2号

TEL 06-6386-8960 FAX 06-6337-2471
URL http://www.osakahokubu-yakult.co.jp
E-mail info@osakahokubu-yakult.co.jp

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。
不動産売買・賃貸全般・建築・リフォーム

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

仲総合給食(株)
吹田市江坂町３丁目23-35
TEL 6384-6611／FAX 6384-0026
おかげさまで100 年
吹 田 元 町 で ─これ からも

管工事業

株式会社 江坂設備工業

株式会社
〒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

●給食弁当
●団体予約弁当
●会席幕の内
●各種オードブル

No.470

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

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

塗装を革新する
『ヤマダインフラテクノス』
名古屋鉄道名和駅で下車し徒歩で5分ほど行ったところ
に、きれいな目立つ建物がある。ここがヤマダインフラテ
クノス株式会社の本社および工場である。
同社の主事業は、橋などの鋼構造物の塗装、各種プラン
ト・発電所の塗装・コンクリートの表面処理に加えて、橋
塗装工事の工法開発や、そうした工事の機械開発などであ
る。この分野では全国有数の総合企業である。
ちなみに、国や都道府県、さらには市区町村など地方公
共団体が業者に委託し、建造した橋は全国各地に73万あ
り、そのうち約31万、率にして約40％は鋼鉄製である。
同社がとりわけ行政をはじめとした関係企業から高く評価
されているのは、その新設の塗装や、維持・補修の塗装で
あり、この分野ではトップ企業である。
同社が成長発展してきた要因の一つは、同社が単なる塗
装屋さんではない点である。同社が独自に開発した「循環式
エコクリーンブラスト工法」と呼ばれる塗装工法が強みであ
る。
鋼構造物の長寿命化のための重防食塗装の際、ポイント
となるのは、塗装をはがし、錆（さび）をとる素地調整であ
る。従来の主流は、珪砂（けいしゃ）やスラグなど、非金属
系研削材を使用するブラスト法と呼ばれる工法で行われて
きた。しかしながら、この方法では、1橋当たり1,000㎡
の施工で、約40トンもの再利用不能の有毒性廃棄物が発生
するという問題があった。
同社は何とかこの問題を解決しようと取り組み、試行錯
誤の末、スチールグリットという金属系研削材を循環利用
する工法を考案している。この工法では、廃棄物を剥がし
た塗装カスのみの発生で、しかもわずか1トンに抑えるこ
とができる。
同社がすごいのは、この独自開発した工法を、なんと特

許を取らなかった点である。その訳は、この技術を業界発
展のための「活用促進技術」と位置付けたからである。同社
が成長発展してきたもう一つの要因は、創業以来一貫して、
大家族的経営を実践してきた点である。
33歳でバトンを受けた現2代目社長は、創業者の「社員
は家族」を重視し、市場はこの間、戦略的に変えていった
が、大家族的経営という考え方は決して変えなかった。
具体的には、同社は96人全社員が正社員であるばかり
か、残業もほとんどなく、午後5時の定時に大半の社員は
退勤している。これも社長が「家族だんらんのひと時」を大
切にしているからである。
こうした温かい経営により、同社の社員の定着率は極め
て高く、過去5年間で離職者はわずか1人である。もとより
業績も抜群である。こうした経営が評価され「第10回日本
でいちばん大切にしたい会社」大賞で、審査委員会特別賞を
受賞している。
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。

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

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

人々に、あかるい暮らしを

広告掲載募集中 !

5,500円（税込）で
2,000か所以上の事業所に届きます!
月々

詳細は会報担当まで

suitacci@suita.cci.or.jp

TEL：06-6330-8001
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。

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

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.470

9

【吹田市わかものオンライン合同説明会】参加企業募集中！
地元求人企業と地元求職者のベストマッチングの場をご提供します。若手新入社員の採用を検討されている事業者様は、
この機会に是非ともご参加ください。今年は例年とは異なり、WEB会議システム【ZOOM】を用いたオンライン上での開催を
予定しております。自社にZOOM等設備がなくても参加可能です。
◆日
時：2020年10月29日
（木）13：00〜16：00（各社30分）
◆募集企業：吹田商工会議所会員企業および吹田市内の事業所
◆参加対象：2021年3月新卒者、大学等卒業後3年以内の既卒者、35歳未満の方
◆内
容：お申込みいただいた求職者の方とWEB会議システム
【ZOOM】
を利用し、会社説明と質疑応答を実施します。
◆会
場：吹田商工会議所 第一会議室
◆定
員：6社
◆費
用：無料
◆申込方法：参加エントリーシート（裏面）に必要事項をご記入いただき、吹田商工会議所HP上の申
込フォームよりお申し込みください。
◆募集締切：2020年8月31日
（月）17：00まで ※定員に達し次第締め切りさせていただきます。
◆主
催：吹田市、ハローワーク淀川、吹田商工会議所
◆お問合せ：吹田商工会議所 中小企業振興部 橋爪 TEL06-6330-8001 FAX06-6330-3350
※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。
※新型コロナウイルス感染症拡大により、急遽中止となる場合がございます。ご了承ください

【2020障がい者就職応援フェアinすいた】
のご案内です
このたび、地元求人企業と地元求職者のベストマッチングの場をご提供いたします。
実績も重ね、昨年開催の際は、参加企業10社、求職者71名、採用に至ったのは5名となりました。今年度もコロナウイ
ルス感染症拡大に伴い、感染症対策を万全に行い開催する予定です。
◆日

時：2020年11月26日
（木）
【午前】10：00〜12：00（5社） 【午後】14：00〜16：00（5社）
◆場 所：メイシアター 集会室
（吹田市泉町2-29-1）
◆内 容：来場した面接希望求職者に対して個別ブースにて面接を実施します。
◆対 象：吹田・豊中商工会議所会員事業所および吹田・豊中市内の事業所
◆定 員：10社
◆費 用：無料
◆締 切：2020年8月31日
（月）17：00まで
◆主 催：吹田市、ハローワーク淀川、吹田商工会議所、豊中商工会議所
◆問合せ：吹田商工会議所 中小企業振興部 橋爪
※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。
※新型コロナウイルス感染症拡大により、急遽中止となる場合がございます。ご了承ください

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。

おかげさまで 4 0 周 年！
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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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第10回北摂地ヂカラフェスタに出てみませか？
㈱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
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。

日
時：2020年11月6日
（金）
・7日
（土）
・8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：8月31日
（月）
問合せ先：吹田商工会議所 担当者 正野 TEL06-6330-8001
※新型コロナウイルス感染症や荒天の影響により、中止になる場合があります。
※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。

ふるさと納税返礼品提供事業者の募集について
吹田市では、シティプロモーションの更なる推進に加え、地場産品を生産する市内事業者の発展による地域経済の振興の
ため、吹田市に寄付をいただいた市外在住の方へ、本年8月からふるさと納税返礼品を送付します。
現在、返礼品を提案していただける事業者を募集しています。
吹田市の魅力発信・PRとなる特産品やサービスを返礼品として全国の人に届けませんか。素敵な返礼品の提案をお待ちし
ています。
募集期間：随時
応募方法：ふ るさと納税返礼品提供申込書を市ホームページからダウンロードし必要事項を記入の
上、返礼品の内容の分かるパンフレット等と併せて、地域経済振興室へ提出。
【返礼品の要件について】
市内で生産、製造、加工、サービス提供（体験含む）されているもの等
※詳しくは市ホームページの募集要項をご確認ください。
問合せ先：地域経済振興室 ふるさと納税担当
TEL：06-6170-2326 FAX：06-6384-1292

夏季休業のお知らせ
吹田商工会議所では8月13日(木)〜8月14日(金)の期間を夏季休業とさせていただきます。休業期間中は何
かとご迷惑をお掛けすることと存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
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飲みやすい白い錠剤

誠意ある優良な施工

土木建築綜合請負

株式会社
■ 本社

〒 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

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
海外／タイ・中国・フィリピン・台湾・ベトナム
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

山口 淳

定価 250円（本誌購読料は会費に含まれています。）

