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事業承継後も、伝統を守り、新しい道を開拓
濱野建材株式会社
 代表取締役　濱

はま

野
の

良
りょう

平
へい

 氏
　濱野建材の歴史は、江戸時代の和歌山の材木商に遡り
ます。大正時代に大阪に移転し、戦後復興のために建材
を販売し、マンション建設ラッシュとともに大きく成長
され、1974年に濱野建材株式会社に改組しました。
　現在では、建物の内装に関わる建材の販売からオリジ
ナル製品の企画・生産、自社建材による施工までを手掛
ける業界でも珍しいワンストップサービスの事業を展開
されています。
　現代表取締役である濱野良平氏は、家業である同社に
24歳の時に入社、40歳で社長に就任しました。工務店
さんを応援するリフォーム建材部門を立ち上げるなど新
たな分野への挑戦も続けています。
　濱野社長に、事業承継の経緯や新たな取り組みについ
てお伺いしました。 代表取締役　濱野　良平 氏

西御旅事務所兼ショールーム
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― 会社について教えてください。
私どもの源流は、江戸時代からの歴史を持つ和歌山

県古座の材木商です。大正時代になると大阪市内に進
出しましたが、戦災により昭和20年に吹田に移転しま
した。

戦後の復興で住宅建設が始まると、「濱野建材商工」
として建材の販売に進出しました。昭和45年頃から
は、千里、泉北にニュータウン建設が始まり、その建
設工法として採用されていた内装プレハブ工法の商材
をいち早く取り入れ、それを機に官公庁関係を中心と
した集合住宅における内装プレハブ建材商社として事
業を拡大していきました。

そして、大手メーカーが内装プレハブ建材の製造か
ら撤退していくと、これまでの内装プレハブ業界の製
造工場とのネットワークを活かし、自社オリジナル製
品の企画を行い、委託で生産するファブレス型のメー
カーへと転換していきました。

― 事業承継されるまでの経緯について教えてくださ
い。

私は「映画を撮りたい」と大学に通いながら映像関係
の学校に通い、映像編集会社に一度就職しました。当
然、すぐに自分の作品を作らせてもらえません。仕事
に悩んでいると、父に「映像制作も建設も自分の作品を
残すという意味で似ている部分がある」という話を聞
き、自分の作品を作りたいという想いもあり、大阪で
映像制作をしながら家業を手伝うことになりました。
父の言葉通り、一つ一つの作品が形として残っていく
面白みにどんどんはまっていきました。10数年が経
ち、40歳という区切りに社長にならないかと打診さ
れ、事業承継することになりました。

― 経営者としての悩みはありますか。
事業承継後の悩みは、特にありません。ただ、他企

業との違いを見ると、私は社員や役員とのコミュニ
ケーション、また、経営方針の共有など特に大切な場
面では言葉だけではなく資料を用いることで理解して
もらうように努めています。その都度不安を解消し、

（内装プレハブ工法による施工）

人間関係を構築することが必要なのではないかと考え
ています。

― 営業拡大の取組みについて教えてください。
当社は、アイデアさえあれば内装建材を各専門部門

の工場の力を借り、すぐにオリジナル商品を具現化で
きます。そうして完成したのが、「ハマールV」です。
それまで業者の方から多くの声をいただいていたのが
襖のリフォームでした。枠から交換すれば高価になる
が、もっと安く新しいデザインにできないかという要
望でした。

そ こ で 既 存 の 枠 に オ
シャレなアルミ引き戸の
取付けができるオリジナ
ル製品が、この「ハマール
V」です。障子や襖、様々
な枠に対応可能です。そ
の他にもキッチンの扉や
天板を交換できるプチリ
フォームシステム「キッチ
ン・リフレッシュ」も関西
を中心に大変多くのご注文をいただいています。

こういった商品開発はファブレス型の企業だから実
現できる取り組みです。今後も「こうしたリフォーム案
件は“濱野建材”に頼む」という実績を作ることで、業者
さんとの信頼関係を構築していきたいと考えます。

― 今後の取り組みについて教えてください。
人材採用も強化しています。そういった中、当社は

仲間と楽しく仕事をしていくことに注力し、そういっ
た環境を作ることで人は集まると考えています。今年
度より外国人技能実習制度も採用するのですが、その
寮の準備も社員みんなが参加しています。

私どもの仕事の魅力は、地域の財産として未来に残
るものを創造できることです。これからも挑戦・実
践・改善に取り組んでいきながら人々を幸せにする住
空間作りのお手伝いをしていきたいと思います。

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

濱野建材株式会社
HP　https://www.hamanokenzai.com/

（本社）
〒564-0024 吹田市高城町4番4号

TEL 06-6381-9323
FAX 06-6381-5341

（西御旅事務所/ショールーム<予約制>）
〒564-0034 吹田市西御旅町4-22

FAX 06-6155-9050

（ハマールV）
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小規模事業者持続化補助金
小規模事業者等が経営計画を作成して取り組む販路開拓の取組等を支援する補助金制度です。

一　　般　　型 コロナ特別対応型

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

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
補助対象経費の6分の1以上が、下記要件Ａ～
Ｃいずれかに合致する投資であること。
Ａ．サプライチェーンの毀損への対応
Ｂ．非対面型ビジネスモデルへの転換
Ｃ．テレワーク環境の整備

受 付 期 間 第3回申込締切日　2020年10月2日（金）
（郵送：当日消印有効）

第4回申込締切日　2020年10月2日（金）
（郵送：必着）

補 助 率 2/3 A類型：2/3、B・C類型：3/4

補 助 上 限 額
上限額：50万円または100万円（特例業種）
事業再開枠：50万円または100万円（特例業種）
 （補助率10/10）

上限額：100万円または150万円（特例業種）　
事業再開枠：50万円または100万円（特例業種）
 （補助率10/10）

補助対象経費

①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展
費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役
務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、
⑪設備処分費、⑫委託費、⑬外注費

①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展
費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役
務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、
⑪設備処分費、⑫委託費、⑬外注費

制 度 詳 細 https://r1.jizokukahojokin.info/ https://r2.jizokukahojokin.info/corona/

そ の 他 ・申請には、商工会議所が発行する様式4等が
必要となります。

・必要に応じ、商工会議所が様式3を発行する
ことができます。

◆事業再開枠： 業種ごとのガイドラインに基づいた感染拡大防止の取組（マスク・消毒剤の購入など）を行う場合は、
定額補助・上限50万円を上乗せされます。

　　　　　　　 加えて、クラスター対策が特に必要と考えられる業種（特例業種）については、さらに上限を50万円
上乗せが可能です。

　「公募要領」や「よくある質問」等をご覧のうえ、制度内容に関するご不明点は以下の電話番号までお問い合わせく
ださい。

日本商工会議所　小規模事業者持続化補助金事務局　電話：03-6447-5485

　事業計画作成等の具体的なご相談は当所までご連絡ください。
　締切日が近付くとお問い合わせが集中しますので、なるべくお早めにご相談ください。

「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行っております。

◆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　担当　森山　06-6330-8001
◆場　　　所：吹田商工会議所（吹田市泉町2-17-4）
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新型コロナウイルス感染症　事業所対応フローチャート
※事業所の対応方法につき纏めましたので、参考にして下さい。

※要対応事態発生！！
従業員さんや従業員の同居人の方の調子が悪い

（熱や咳などの風邪の症状がある）

ステップ1
仕事を休み自宅療養するよう指示してください。
症状が重い場合はかかりつけ医に相談や受診するように指示してください。

ステップ2
・ 息苦しさ、強いだるさ、高熱などの強い症状が

ある。
・ 発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く

以上のような場合は、感染の疑いがありますので
下記の目安に従って速やかに最寄りの新型コロナ
受診相談センター（保健所内）に連絡するように指
示してください。

経過観察してください。
事業所に体調の報告をす
るように指示してくださ
い。
勤務可能ですが、症状が
再発・悪化しないか注意
してください。

ステップ3
新型コロナ受診相談センター（帰国者・接触者相
談センター）に連絡し、指示を仰ぐ
※吹田市の場合（吹田市保健所内）
TEL：06-7178-1370（平日午前9時～午後5時30分）

上記時間外は050-3531-5598

【新型コロナ受診相談センターにご相談いただく目安】 ※大阪府HP参照
1.  息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかある場合
2.  重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪症状がある場合
　 （※） 高齢者、糖尿病・心不全・呼吸器疾患（COPD等）等の基礎疾患がある方、透析を受けている方、免疫抑制剤や

抗がん剤等を用いている方
3.  妊婦の方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合は、早めに相談してください。

＜症状が4日以上続くときは必ず相談＞
上記1、2、3以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪症状が4日以上続く場合
＊ 強い症状や解熱剤を飲み続けている方はすぐに相談

【事業所の普段からの備え】
・ コロナ対策責任者や担当者を決めます。また、感染疑い時の報告基準や報告ルートを決めておきます。
・ 陽性者が出た際の対外公表の方法や監督当局などへの報告基準を確認しておきます。
・ 労使にて特別休暇や手当、在宅勤務について協議し、安心して休める環境を整備しておきます。
・消毒作業をお願いできる清掃業者を探しておきます。
・日々の消毒作業を励行するとともに、消毒用薬剤などを備置しておきます。
・BCP（事業継続計画）の策定も検討してください。

受
診
が
必
要
な
場
合

症状が重い場合 症状が改善した場合

受診が不要の場合

症
状
が
悪
化



5No.471

ステップ4
＜従業員＞
　 保健所から指定された医療機関を受診します。PCR検査等の結果が判明する

まで自宅にて待機します。

＜事業所＞
　・ 感染が疑われる従業員の2週間の行動履歴を把握してください。
　　※ 接触した人物や3密の場所への出入りなどの確認が必要です。
　・事務所・営業所等の消毒を検討してください。
　・ 「みなし濃厚接触者（濃厚接触者の恐れがある者）」を特定します。
　　※みなし濃厚接触者は事業所が該当するか判断します。
　　　以下の目安を参考にしてください。
　　　 ①同居家族の方　②感染可能期間(発症2日前以降）に、手で触れることができる距離（目安：1メートル）で、

マスクの着用なしでその従業員と15分以上接触があった方　③従業員の前および両隣の席の方　④従業員の
直属の上司・部下の方　

　　　⇒ 該当する従業員に連絡し、自宅待機を指示してください。取引先等が該当する場合は連絡を検討してくだ
さい。

＜従業員＞
・事業所に陽性であった旨を連絡してください。
・医師・保険所等の指示に従ってください。

＜事業所＞
・ 保険所に相談のうえ、専門業者等による消毒を実施し

てください。
・ 一般向けに周知が必要な場合は、保健所等に相談して

プレス発表やHPでの公表などを検討してください。
・ コロナ対応のBCP（業務継続計画）を策定している場

合は実行してください。

＜保健所＞
・「濃厚接触者」となる対象にについて調査します。
　 事業所は「みなし濃厚接触者」に関する情報を開示する

など保健所の指示に従って調査に協力してください。

＜濃厚接触者に該当しない方＞
・ 「濃厚接触者」に該当しなかった旨を事業所に連絡して

ください。
・ 事業所から見て濃厚接触が明らかな場合、最終接触日

の翌日から2週間程度、自宅待機を指示してください。
・ 自宅待機期間終了後、発症しない場合は、事業所の許

可を得て出勤可能とします。

<濃厚接触者に該当する方>
・ 「濃厚接触者」とされた旨を事業所に連絡してください。
・ 医師・保健所等の指示する期間中、自宅待機となりま

す。
・ 自宅待機期間終了後、発症しない場合は保健所等に確

認のうえ出勤可能となります。
※発熱等の症状がある場合
医師・保健所等の指示に従い、必要に応じて
医療機関を受診してください。

＜従業員＞
「陽性判定者の濃厚接触者に該当しないが発熱等の
症状がない場合」
復調後、勤務再開してください。

「陽性判定者の濃厚接触者に該当する、もしくは、
発熱等の症状がある場合」
最終接触日の翌日から2週間程度自宅待機をしてく
ださい。

＜みなし濃厚接触者＞
通常勤務可能です。

【消毒について】
・ PCRの結果判明に時間を要し、判明するまでに当

該従業員が勤務していた事業所を不特定多数の人が
出入りする場合、業者または社員による簡易消毒を
することが望ましい。また、陽性者が判明した際に
は保健所に相談の上、業者による消毒を実施する。

　※ 業者による消毒を実施する場合、事業所が専門業
者（清掃業者）に直接連絡し、対応可否を確認する
必要があります。

【自宅待機中のテレワーク体制について】
従業員が自宅待機をする
恐れを考え、平時から隔
離された状態でテレワー
クが出来るような環境・
体制整備もできるか検討
してください。

検査結果が陰性の場合 検査結果が陽性の場合

保健所の調査の結果
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〈新たにご入会いただいた事業所〉 （2020.7.1～7.31　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
味万食品 吹田市泉町 調味料加工卸
patisserie breche 吹田市穂波町 洋菓子製造小売

工　　　業 （株）H H Design Laboratory 吹田市五月が丘南 靴、服、鞄のブランディングコンサルタント、サンプ
ル企画

建　　　設 藤庭園緑化（株） 吹田市千里山月が丘 植栽管理・造園工事・外構工事・生花アレンジ・生花店

専門サービス 川瀨直樹特許商標事務所 吹田市泉町 弁理士業務（特許、意匠、商標等の出願手続及び中間
手続）

（特）専門サービス HAP（株） 豊中市中桜塚 予防健診事業
※ご入会時に名簿への掲載に同意いただきました事業所様のみ掲載させていただきます。
≪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

創 業 の 経 緯

　製菓の専門学校を卒業後、様々なホテルや洋菓子店
で修行を積み、2013年に吹田市内で開業しました。
2018年には箕面に2号店を出しましたが、このコロ
ナ禍で現在こちらは休業を余儀なくされています。

ケーキへのこだわり

　ここのケーキは遊び9割、やる気1割で成り立つ遊び
心満載なケーキ屋さんですので、使いたい食材があれ
ば和のものでも洋のものでも使います。調理器具につ
いても、本来の使い方だけでなく、その独特な形をお
菓子の成形に活かすなど、ユニークな商品づくりを
行っています。
　自分自身は「原料から始まる建築家」だと思っていま
す。商品名も、自分が行ったことのある地名や経験か
らヒントを得て名付け、商品の説明も丁寧かつ楽しく
読んでいただけるように工夫しています。私の店では

「お子様のためのケーキ」をメインで提供しているので、
どのケーキを選んでいただいても、お子様に食べてい
ただける食材を使用しています。

お 店 の 特 徴

　私は「ケーキ屋さんに見えない店舗づくり」を目指し
ており、キラキラしたケーキ屋さんではなく、来てく
れる方の為だけのお店が出来ればいいと思っています。
　ケーキを買わないのにおしゃべりに来るお客様もい
らっしゃる、のほほんとしたお店ですので、居酒屋感
覚で気軽にお越しください。

新入会員インタビュー pâtisserie brèche（パティスリー ブレーシュ）

事業所名：pâtisserie brèche（パティスリー ブレーシュ）
事業内容：洋菓子製造小売
所 在 地：吹田市穂波町25-1　ART-FIND102
電話番号：06-6369-5739
代 表 者：今井　武志 氏
定 休 日：火曜日（不定休あり）

（写真は従業員様）



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、ご存じのように「論語と算盤」「道徳経済

合一説」を唱えました。ビジネスには「論語」に象徴され

る倫理や大義、そして「道徳」が必要だという意味です。

では、それらが欠けている人間はビジネスをすべきでな

いと考えていたのか、といえば、そんなことはありませ

んでした。『論語と算盤』の中に、こんな一文がありま

す。

　「わたしが実業界の人間となって以来、出会う人も

年々その数を増している。それらの人々は、わたしの行

いを見習って、おのおの得意なところで事業に励んで欲

しいと思っている。そうすれば、たとえその人は自分の

利益しか目的にしていなくても、その事業が正しいもの

である限り結果として国家や社会のためになるだろう。

だからわたしは、そうした志にはなるべく共感を持ち、

目的を達成させてやりたいと思っている」

「面会に来た人々や、知人から頼まれたことで、道理に

かなっていることがあれば、わたしはその人のため、さ

らには国家社会のために、自分の力の及ぶ範囲で、力を

貸すようにしている。つまり、道理のあることであれ

ば、みずからすすんで世話をしようとやる気にもなるの

だ。ところが後から振り返ってみると、

『あの人は善くなかった』

『あの事柄は見間違えた』

という結果がないわけではない。

　しかし、悪人が悪いまま終わるとは限らず、善人が善

いまま終わるわけでもない。悪人を悪人として憎まず、

できればその人を善に導いてやりたいと考えている。だ

から、最初から悪人であることを知りながら世話をして

やることもあるのだ」引用者訳

　そう、渋沢栄一は「自分の利益しか目的にしていない

者」「最初から悪人であるとわかっている者」でも、結果

として吉と出れば、ビジネスに参加して良い場合がある

と考えていました。言葉を換えれば、おそらく彼は、行

動力あるやんちゃな人間が嫌いではなかったのです。

　彼のこうした包容力、多様性を認める力が合ったから

こそ、日本の資本主義は現代にいたる深甚な厚みを持つ

に至ったわけです。

　ひるがえって現代、ネットリンチや自粛警察といった

言葉に象徴されるように、人の罪を見つけては責め立て

る風潮が続いています。われわれは、もう少しこの包容

力を持ってもいいのかもしれません。

渋沢栄一とその思想に学ぶ 
 「渋沢栄一の包容力」

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

令和2年度 小規模企業者等設備貸与制度のご案内

＊ご要望いただければ、制度説明にお伺いします。
　お気軽にお問合せください。
　問合せ先：公益財団法人大阪産業局 設備支援部 設備支援チーム
　TEL06-6947-4345　URL https://www.obda.or.jp

料率 0.7～1.5％/年（割賦販売の場合）
・設備価格：100万円以上1億円以下
・保証人は原則代表者のみ。（年齢条件有）
・対象企業：従業員規模50名以下（その他条件有）

機械設備等を割賦販売（分割払い）またはリースで導入で
きます。
※ ただし、土地、建築内外装等工事、中古設備、医療用設備
等一部の設備は対象外。

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

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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　女性だけを対象とした創業塾が始まります。平日の午前中の6回シリーズです。保育もできます。

◆開催日：令和2年9月24日（木）、28日（月）、10月1日（木）、8日（木）、15日（木）、22日（木）

◆時　間：10：00～12：00

◆会　場：吹田市立男女共同参画センター・デュオ（JR・阪急吹田駅歩10分）

◆対　象：吹田市内で創業を希望する女性が対象

◆費　用：無料

◆定　員：30人

◆締　切：9月15日（火）必着

◆申　込：応募多数の場合は、吹田市在住・在勤・在学者を優先して抽選

　　　　　申し込み方法は問い合わせを　電話06-6388-1451同センター

◆詳　細：  で検索

※新型コロナウイルス感染症の影響等により、講座はオンライン開催となりますので、ご了承ください。

吹田市 女性創業塾 検索

Dear 本気 WOMAN、創業支援塾
～コロナに負けず趣味から飛び出せ！第一歩～

第2回withコロナ対策検討委員会が開催されました
　令和2年8月20日オンライン会議にて、第2回withコロナ対策検討委員会が開催されました。第2回会議では、事
業者向け支援策について、持ち寄られた案について意見交換が行われ、中小企業が抱える課題であるデジタルシフ
ト化を切り口に、各事業者の発展や新たな取り組みにつながる支援について検討を進めて行く予定となりました。
　また、同年8月26日（水）19：00より、オンラインセミナー＆懇親会（「あだち会長とトゲザーしようぜ」）が開催
されました。オンラインセミナーでは、本会から講師として福田沙希子さんをお招きし、①給付金（持続化給付金・
家賃補助金など）②銀行の0金利施策の手続きから手配まで③10月からの日商の小規模事業者持続化補助金の概
要・申請方法などについて大変有意義な解説をいただきました。その後は、会員交流委員会の設営のもと、ZOOM
懇親会が開催されました。感染症対策のため、対面での活動が難しい状況が続いていますが、吹田YEGでは引き続
きこのようなオンライン企画も開催して参ります。



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 

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

9No.471

八幡浜市の最大企業 
 『あわしま堂』

　松山市から車で80分ほど走った愛媛県の西端の八幡浜市
という、人口3万3,000人のまちに「株式会社あわしま堂」
という社名の和洋菓子の製造企業がある。
　創業は1927年、現社長の木綱德勝氏の祖父である木綱
勝三郎氏が、売りに出されていた小さな和菓子の製造小売
店で、和菓子づくりを学んだ後、譲り受け、現在の本社工
場近くで、個人でスタートしている。
　その後、叔父が和菓子の製造・小売を開始し、現社長の
父が卸売りを中心とした営業を開始、そして現社長へと、
タイムリーな事業承継が見事になされ、93年後の今日で
は、本社工場のほか京都伏見や栃木県佐野市などに計5工
場を有し、社員数は978人、売上高は132.5億円余。八
幡浜市最大で人気企業であることはもとより、全国でも最
大規模の和洋菓子の製造業にまで成長発展している。
　より驚くことは、その業績で、この93年間、社員数は右
肩上がりに増加し、黒字経営を持続していることである。
　同社の成長発展の理由には、「無理な成長は追わなかっ
た」とか「製造業に特化した経営」さらには「IT武装の経営」な
ど、多々あるが、本質的要因は、同社が創業以来、高らか
に掲げた企業理念「美味しさつくり・笑顔つくり」と、その
ための行動指針に基づいた経営を、どんな時代であっても
ブレることなく、全社一丸となって実践してきたからと思
われる。
　ちなみに、同社の行動指針には、1.「私たちは、お客様に
笑顔で喜んで頂ける美味しくて感動のあるお菓子をお届け
します」 2.「私たちは、ともに働く人々の人格・個性を尊重
し、安全で働きやすく、かつ豊かさとゆとりが実感できる
職場環境をつくります」、そして3.「私たちはうそをつかず、
公正な態度で行動し地域社会や環境の改善に貢献します」と
書いてある。
　こうした企業理念や行動指針に基づく経営は、至る所に
ちりばめられているが、とりわけ驚くのが、菓子の価格の
安さである。一級の原材料を使いながら、同種の菓子と比
較して、2割・3割安というならばともかく、半値とか3分
の1程度なのである。

　かつて、親しい経営者と一緒に同社を訪問した折、その
経営者が、「あまりに安過ぎます。倍にしたって、売り上げ
が落ちることはないと思いますが…」と感想意見を言うと、
社長は、「社員には恥ずかしくない給与や賞与を支払ってい
るつもりですし、また利益率は、高ければ高いほど、いい
というものではなく、『ほどほど』であるべきだ、と考えて
いますので、この価格で十分です」と話してくれた。
　実際に、同社の理念や行動指針が作られる前までは、大
量生産することで、安くつくろうという思いが強くなりす
ぎ、おいしいお菓子をつくるという本来の目的を見失って
いた。おいしいものをつくれば、顧客も社員も家族もみん
な笑顔になる。その笑顔の輪を広げるのが同社の使命と
なった。そのためには、必要以上の価格や企業の利益を追
う必要はないのである。
　こうした元気な企業の存在を見せつけられると、「経営は
需要ではなく供給が決する」と確信する。

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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日本政策金融公庫による新型コロナウイルス対策マル経融資のご案内
※新型コロナウイルス対策マル経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。

　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。

【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8月3日時点）より当初3年間、▲0.9％引下げ
　　　　　　　 ※ 利下げ限度額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」及び

「新型コロナウイルス対策衛経」との合計で4,000万円（拡充前3,000万円）となります。
【お  問  合  せ】 吹田商工会議所　中小企業振興部まで

【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」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」若しくは商
工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者で、特別貸付等借入申込時点の最近1か月又はその
後2か月の3か月間のうちいずれか1か月と前年又は前々年同月の売上高を比較し、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（最長）　　・補給対象上限：中小事業2億円（拡充前1億円）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　国民事業4,000万円（拡充前3,000万円）
※利子補給上限額は新規融資と公庫等の既往債務借換との合計金額

利子補給制度について

全国商工会議所「ビジネス総合保険制度」
◇特　徴◇

1. 会員事業所を取り巻くリスクに対する補償のモレ・ダブリを解消し、一本化して加入
2. 賠償責任（PL、リコール、情報漏えい、施設・事業遂行等）リスクを総合的に補償
3. 事業休業補償により災害に遭った際の事業継続のための資金を確保
4. 全国商工会議所のスケールメリットによる割安な保険料水準　

◇こんなお悩みがありませんか？◇
1. いろいろな保険に加入しているが、補償が重複している
2. 契約の都度、資料を集めたり手続きが煩雑で面倒
3. 補償を充実させたいけど、保険料が高くなってしまう　
以上のようなお悩みをお持ちの事業者様は、是非ご検討ください

◇お問合せ先◇　吹田商工会議所　TEL：06-6330-8001
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サプライチェーンを狙うサイバー攻撃の高まりにより、中小企業のサイバー

セキュリティ対策が更に重要になりつつあります。

商工会議所の「サイバーセキュリティお助け隊」サービスは、国の実証事業を

経て実用化された中小企業特化型の【安価・簡便】【安心・安全】のサービス。

　「攻撃は完全に防ぐことは出来ない」ことを前提に【攻撃の被害化】【被害の実害

化】を防ぐことに主眼を置き、中小企業の社会的信用の向上に貢献します。

　詳細とお申込方法は以下リンク先の吹田商工会議所ホームページのご案内をご

参照下さい。

https://suitacci.com/?p=7688

お問合せ先：大阪商工会議所　050-7105-6004

＜訃 報 連 絡＞
　弊所第6代会頭（在任期間：平成14年6月～平成21年10月）で、アサヒビール株式会社元代表取締役副社長
の夜久亢宥（やく たかひろ）様が病気療養中のところ、去る8月12日午前10時に永眠されました。（享年91歳）
故人の遺志により、葬儀は8月14日に近親者のみにて執り行われたとのことです。ご冥福をお祈り申し上げます。

商工会議所　サイバーセキュリティお助け隊サービスのご案内
※会員価格あり

　この度、9/1（火）より事務局の変更に伴い、申請サポート会場やお問合せ先が変更されましたのでご注意下さい。

　　◇お問合せ（受付時間8：30～19：00 土曜祝日除く）

　　　直通電話 0120-279-292　　IP電話専用回線 03-6832-6631

　　　ホームページ：https://jizokuka-kyufu.go.jp/

小規模事業者持続化給付金　事務局の変更について
※9/1（火）より変更されました。



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

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

（ ） － （ ） －

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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