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「日本のモノづくり精神」を支える!!
株式会社 不動建装
 代表取締役社長　古
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 氏
　不動建装は、元々内装工事の中でも軽鉄ボード工事を
専門として、現社長の父である古川芳夫氏により昭和
39年に創業されました。現社長の古川貴晃氏は、飲食
業界や不動産業界を経て、父の仕事を手伝っていました
が、平成19年に父の他界により事業を受け継ぎまし
た。そして、翌年には法人化、平成25年には東京にも
営業拠点を設けています。そして、今年の10月には、
大阪営業所を吹田市の片山町から南金田に移転し、更な
る事業の拡大に取り組んでおられます。
　内装工事全般を請け負うことができる体制づくりを行
うとともに、建材販売サイトや不動産業などの事業にも
進出されている古川社長に、このコロナ禍での取り組み
や今後の展望について、お話をお伺いしました。 代表取締役社長　古川　貴晃 氏

南金田の新しい大阪営業所

施工例：健都ライブラリー

イオニアミストPRO

東京営業所
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― 御社の事業内容について教えて下さい。
当社は、昭和39年の創業時には内装工事における軽

鉄ボード工事を専門としていました。軽鉄ボード工事
とは、天井、壁、床の下地仕事で軽量鉄骨材を用いそ
れに石膏を主原料としたプラスターボードを貼るまで
の仕事で、クロスや塗装などの仕上げ工事前の下地工
事です。この工事は、防火建築を必須とする商業施設、
公共施設、病院、学校などで必要とされます。この前
大規模営繕工事を終えた吹田市文化会館（メイシア
ター）の建設時の下地工事は、当社が請け負わせていた
だきました。

その下地工事の専門業者でしたが、事業拡大を図る
には、内装工事全般に進出していくことが課題でした。
そのためには、様々な工事ができる職人を抱えること
が必要となります。そこで、職人見習いを正規雇用し
育成することで、内装工事全般を請け負うまでの体制
づくりに力を尽くしました。

また、仕上げ工事まで行うとなると、コストや仕上
がりイメージに対する顧客の要望に応え、工事全般を
トータルで設計し提案することも重要です。最近では、
新しい建材の導入や不動産に係わる相談にも対応し、
提案の幅を広げています。

― コロナ禍での取り組みについて教えて下さい。
当社は、現在商業施設に対する工事をメインとして

取り扱っております。コロナ禍になって、商業施設の
中の店舗が閉店・撤退してしまい、改装工事案件も減
少しました。その一方、何度も行わなければならない
消毒作業の手間や、空気換気設備の導入に係る高いコ
ストへの悩みについての声を聞くようになりました。

我々としてもこのコロナ禍で何か出来ないかと考え
た結果、「イオニアミストPRO」という薬剤を内装、外
装に吹付コーティング工事をすることで抗ウイルス、
除菌、消臭効果を光触媒の分解メカニズムで長期間保

軽鉄下地工事 ボード工事

つサービスを始めました。このコーディング工事は比
較的、短期間で安価に出来ることもあり、商業施設だ
けでなく公共施設などの各自治体にも採用され、各局
でのニュースにも取り出されるほど話題視されていま
す。

また、専門の講習を受けた職人と承認された事業所
でなければこの工事を行う事ができませんが、コロナ
禍で仕事が減った職人をこちらの工事に回すことがで
き、従業員の仕事がなくなることもある程度防ぐこと
が出来ました。

コロナ禍において、このウイルス対策コーディング
工事以外にも、非対面式オフィスフロアへのリフォー
ム工事の依頼も出てきましたので、試行錯誤してこの
苦境に立ち向かっていきたいと思います。

― 事業をする上で大切にしていることは…。
事業をする上で、「日本のモノづくり精神」を継承し

ていきたいと常々思っています。日本のモノづくりの
技術は、以前から世界的にもレベルが高いものです。
それをしっかりと次の若い世代に継承していくために
は、企業は正規社員として職人を雇用し技術を伝える
べきだと考えています。残念なことに、建設業界では、
会社が大きくなるにつれて職人を減らし営業に特化す
る傾向があるように感じます。

当社は、このコロナ禍でも社員である職人の数を減
らすつもりはありません。病院、学校、大型商業施設
など、「地図に載り、記憶に残る仕事を」いっしょに
やっていきたいと思っています。建設業は3Kと言われ
敬遠されがちですが、是非とも若い世代には、今の日
本を築いている凄い仕事をしているんだというプライ
ドを持って建設の仕事に関わって頂きたいと思います。

そして、今後も吹田を中心に事業拡大を図っていき
ますので、吹田市内で建設業、不動産業をされている
事業者の方々と連携を図れればと思っております。お
困りの事がございましたらご相談、ご紹介いただけれ
ばと思いますのでよろしくお願いいたします。

株式会社 不動建装
HP：http://fudoukensou.net/

〒564-0044 大阪府吹田市南金田1丁目10-22 
TEL：（06）6388-2369
FAX：（06）6389-5933
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　9月9日（水）、常議員会を当所3階大会議室にて開催しました。柴
田会頭の挨拶の中で、去る8月12日、元会頭の夜久亢宥氏が96歳
でご逝去されたことを報告し、議事に入る前に故夜久亢宥氏に黙祷
を捧げました。
　そして、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、当初事業計画
を中断し実施してきた対策事業の8月末までの実績について報告を行
いました。

　① 吹田市からの委託を受け、支援情報ポータルサイト『すいたエー
ル』を立ち上げ、事業者向けにコロナ対策支援情報を発信。

　② 小規模事業者向けに販売開拓やコロナ対策の経費を補助する持
続化補助金の申請サポートを264事業者に対して実施。

　③ 実質無利子となる新型コロナウイルス対策マル経融資（別枠1,000万円）の推薦を53事業所に対して行い、日
本政策金融公庫より総額3億1,670万円の融資を実行。

　④ ZOOMを活用したオンライン相談に取り組み、すいた経営革新支援センターにおいて194件の相談実績。
　⑤ 融資相談が増加する中、金融専門相談員（行政書士・民間金融機関OB）を配置し、週1回個別経営相談会を開催

し、6月から8月で19件の相談実績。
　⑥ 国の新型コロナウイルス感染症対応のための経営相談強化体制事業を受託し、7月より中小企業診断士を経営相

談員として常駐してもらい、207件の相談実績。
　⑦ 市内の飲食店の資金支援のためのプログラムとして地域飲食店応援クラウドファンディング『みらい飯』に取り

組み、355件、336万円の資金を調達し、参加58店舗に配分。

　なお、この期間、当所職員が受けたコロナ禍に関連する給付金・融資等の相談は、電話による簡易な相談を含め
ると1，000件以上に上りました。

　また、西村副会頭を委員長に当所青年部や吹田青年会議所のメン
バーを中心に「withコロナ対策検討委員会」の設置し、地域経済回復
策となる事業の検討を進めていることも報告させていただきました。
　最後に、コロナ禍で遅くなっていた商工会議所会館の大規模営繕
工事についても、「会館営繕委員会」（委員長：堀田副会頭）において
建築設計事務所を決定し、調査・設計業務を委託したこと、11月を
目途に施工建設会社の入札を行うべく作業していることを併せて報
告させていただきました。

令和2年度　第2回常議員会を9月9日に開催する
～コロナ禍での商工会議所の対応等について報告を行う～
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大阪勧業展2020
　大阪府下の商工会議所・商工会が共同で開催する展示商談会（多業種型総合展示商談会）。
　大阪府内の優秀な中小企業等が一堂に集まり、技術力や企画力のアピール、製品、商品、サービス等のPR、販路
の開拓等を行います。参加者のビジネスチャンスの拡大、企業間における幅広い交流の促進を図ることを目的とし
ています。

◆開催日時：令和2年10月14日（水）午前10時～午後5時
　　　　　　　　 　  　15日（木）午前9時30分～午後4時
◆会　　場：マイドームおおさか　展示ホール1～3F（大阪市中央区本町橋2-5）
◆入 場 料：無料
◆出展者数：308企業・団体（予定）

☆来場の事前登録： 適正な入場者数、接触機会の削減などのコロナ対策のため事前登録をお願いします。
　　　　　　　　　（当日登録も可）

大阪勧業展2020ホームページ：https://www.osaka.cci.or.jp/kangyo2020/

11月6日～8日「第10回 北摂地ヂカラフェスタ」開催！
　万博記念公園にて「第10回　北摂地ヂカラフェスタ」が開催されます。
　このイベントは、北摂の商工会・商工会議所が結集し、「北摂」ブランド
を創出するために開催しております。吹田商工会議所会員事業所からは
11店舗が出店します。
　（株）シティライフNEWとも連携しており、シティライフ主催の「ロハス
フェスタ」と同時開催となっています。
　楽しいイベントになるよう、北摂一丸となって取り組んでいますので、
より多くの皆様のご来場をお待ちしております。

◆会　場：万博記念公園　東の広場　ロハスフェスタ内特設コーナー
◆日　程：2020年11月6日（金）・7日（土）・8日（日）
◆時　間：9：30～16：30（入場は16：00まで）
◆入場料：万博記念公園入園料（大人260円・小中学生80円）
　　　　　ロハスフェスタ入場料（500円・小学生以下無料）

　これからの時代、老後は年金だけでは不安です。先手を打って、50代からの起業を考えてみませんか。生涯現役
でやりがいを持って働けるシニア起業の可能性を探ってみませんか。

◆と　　き：令和2年11月27日（金）14：30～16：50（14：15開場）
　　　　　　※セミナー終了後、大阪産業局からのお知らせがあります。
◆と こ ろ：吹田商工会議所　3階大会議室
◆対　　象：シニア起業を考えておられる方・起業に興味のある方
◆参 加 費：無料
◆定　　員：30人
◆申込締切：11/20（金）まで
◆主　　催：吹田商工会議所　
◆共　　催：公益財団法人大阪産業局、茨木商工会議所、高槻商工会議所、島本町商工会、摂津市商工会
◆詳細・申込み： インターネットで  を検索。お知らせ欄から、シニア起業セミナーをクリッ

クください。
吹田商工会議所 検索

令和二年度　大阪産業局連携地域活性化事業
シニア起業セミナー

「 50代からの“ゆる”創業を考える 」
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小規模企業共済制度のお問合せは　吹田商工会議所 共済担当まで　TEL06-6330-8001

大阪コロナ追跡システムについて
　本システムは、飲食店や、新型コロナウイルス感染症対策による休止・自粛
要請が解除される施設・イベントを通じた感染拡大を防ぐことを目的にしたも
のです。
　施設の利用やイベント参加の際、QRコードを活用して利用者がメールアドレ
スを大阪府に登録し、同じ日に登録された方が、後日、新型コロナウイルスへ
の感染が判明した場合、施設の規模等に応じて、大阪府から施設等利用者に
メールで注意喚起のお知らせをします。また、クラスター発生（発生のおそれ
を含む）の際には、クラスターが発生したと考えられる日の当該施設の利用者
に連絡を行います。
　感染拡大防止には多くの飲食店や施設等が本システムにご参加いただくこと
が重要であるため、【制度概要】及び【注意事項】をご確認いただき、本システム
へのご登録をお願いします。
大阪府ホームページ
URL:http://www.pref.osaka.lg.jp/smart_somu/osaka_qr/

「大阪コロナ追跡システム」について１
大阪コロナ追跡システムとは

4

《施設・イベント会場でのシステム導入の手続き》

《店舗等利用者・イベント参加者による登録》

※QRコードは
株 デンソーウェーブの
登録商標です

① ②
コード

読み込み

自動返信メールを
受領

大阪コロナ
追跡システム

メールアドレス
を入力

店舗等利用者・イベント参加者

情報は
府で管理③

③①

コードを
印刷・掲示

自動返信メールを受領
コードをダウンロード

大阪コロナ
追跡システム

施設情報を登録

情報は
府で管理

自動返信メールを受領

②

施設

《感染者判明時の店舗等利用者・イベント参加者への連絡》

本システムは、飲食店や、新型コロナウイルス感染症対策による休止・自粛要請
が解除される施設・イベントを通じた感染拡大を防ぐことを目的にしたものです。
施設の利用やイベント参加の際、ＱＲコードを活用して利用者がメールアドレス
を大阪府に登録し、同じ日に登録された方が、後日、新型コロナウイルスへの感染
が判明した場合、施設の規模等に応じて、大阪府から施設等利用者にメールで
注意喚起のお知らせをします。また、クラスター発生（発生のおそれを含む）の際
には、クラスターが発生したと考えられる日の当該施設の利用者に連絡を行います。

① ②
コード

読み込み

自動返信メールを
受領

大阪コロナ
追跡システム

メールアドレスを入力
または空メールを送信

店舗等利用者・イベント参加者

情報は
府で管理③

GoToトラベル事業　地域共通クーポン取扱店舗の募集について
　新型コロナウイルス感染症により失われた観光需要を喚起することを目的に「GoToトラベル事業」が実施されて
います。10月1日以降に開始する旅行からは、旅行業者や宿泊業者から旅行者に「地域共通クーポン」が配布されま
す。
　その取扱店舗の募集・登録は、GoToトラベル事務局の事業者向けサイトよりオンライン申請（郵送も可）できます
ので、つきましては、以下のURLをご確認いただき、この機会にご登録いただきますようお願いします。

　宿泊・日帰り旅行代金の1/2相当額（一人一泊あたり2
万円が上限、日帰りは1万円が上限）が国内旅行者に補填
され、その内15％が土産物店、飲食店、観光施設、交通
機関などの取扱店舗で使える「地域共通クーポン」として旅
行業者や宿泊業者から旅行者に配られます。

＜GoToトラベル事務局事業者向けサイト＞
https://biz.goto.jata-net.or.jp/

※上記サイトより「地域共通クーポン取扱店舗の登録希望事業者の方へ」のページに進んでください。
＜GoToトラベル事務局・事業者向け問い合わせ先＞

☎0570-017-345　受付時間 : 10:00～19:00 年中無休
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〈新たにご入会いただいた事業所〉 （2020.8.1～7.31　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 （株）ジラジャパン 吹田市桃山台 オーガニック標準化事業、有機植物発酵エキス販
売・企画・OEM受託

工　　　業 サンファーネス（株） 吹田市豊津町 工業炉の設計製作および販売

専門サービス 長村中小企業診断士事務所 吹田市桃山台 経営コンサルティング：ものづくり中小企業への
支援を得意とする

サービス業

カラオケ喫茶 男と女 吹田市片山町 お昼からカラオケを歌いたい人達が集う場所とし
て、高齢者を中心に広がってきた喫茶店

Concept 吹田市出口町 美容業
仕出し屋 田中 吹田市山田西 仕出し屋

（株）TAMISH 吹田市岸部南 ラーメン店・ネイル・側圧マッサージ・不動産
メンテナンスストレッチ
 アソシエーションスタジオm-s-a 吹田市五月が丘南 健康ストレッチクラス、キッズダンス、スタジオ

レンタル

（特）建　設
黒瀬工業 寝屋川市高宮新町 防水工事
ティーケー技建 守口市金田町 防水工事業
山田工業 守口市大久保町 防水工事

（特）サービス業（有）ギミックス 大阪市福島区海老江 広告の企画・制作・印刷、ホームページ制作
※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

　感染拡大防止を図りながら、大阪の街を元

気にするため、飲食関連事業を応援する農林

水産省の「Go To Eat 大阪キャンペーン　プ

レミアム食事券事業」がスタート！

　加盟店として登録をご希望の方は、Go To 

Eat 大阪キャンペーン加盟店舗登録サイトの

申し込みフォームよりご登録ください。（郵送

申込も可能）

＜Go To Eat 大阪　加盟店舗登録サイト＞

https://premium-gift.jp/eatosaka
※プレミアム食事券コールセンター

　☎0570-666-609　平日10：00～17：00（土日祝休業、12月28日～1月3日休業）

【Go To Eat 大阪キャンペーン プレミアム食事券事業について】

▪ 1セット12，500円分の食事券を10，000円で販売、ひとり2セットまで購入可能。発行総額250億円。

▪ 食事券は10月7日（水）から5期に分けてネットで200万セットを販売、ファミリーマートで引き換え。

▪ 食事券の利用期間は2020年10月14日から2021年3月31日まで。

※Go To Eat 大阪　公式サイト　https://goto-eat.weare.osaka-info.jp/

Go To Eat 大阪キャンペーン プレミアム食事券事業
加盟飲食店舗の募集が開始されています！



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

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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　最近、ビジネスの世界では「Grit（グリット）」という言
葉が言われるようになりました。「やり抜く力」と訳され
たりしますが、筆者は「気骨」という訳語が一番ぴったり
くると感じています。
　この「気骨」を誰よりも持っていた偉人が渋沢栄一でし
た。
　明治時代に三井物産を創業した益田孝という大実業家
がいます。彼は、渋沢栄一をこんな風に評しました。
　《実に親切な人で、一旦世話をすればどこまでも世話
をする》《渋沢さんという人は、何か困難なことが起こ
ると、例の上州気風を出してあくまでやる。それに徳望
が伴うものだから、どんな困難なことでもやり遂げる。
これでなくてはいけないと思った》（『自叙益田孝翁伝』
長井実編　中公文庫）
　渋沢栄一の出身地・深谷は正確には武蔵国なので、上
州（上野国）気風とはいえないのですが、まさに「やり抜
く人・渋沢栄一」を指摘しているわけです。
　そんな益田孝が、高峰譲吉（今の第一三共の創業者）か
ら「日本の農業の近代化には人造肥料が必要だ」と説得さ
れ、彼を渋沢栄一に紹介し介したことがあります。彼ら
は、他の財界人も誘って東京人造肥料（今の日産化学）を
設立しました。
　ところが、原料の硫酸が高くついたり、営業政策の失
敗がたたり、なかなか黒字になりません。
　しかも、明治26年に工場から火災が起こり、すっか
り焼けてしまいます。赤字続きで、しかも工場の焼失
―一緒に立ち上げた財界人が手を引くなか、渋沢栄一

は一人、
　「この会社は、日本の農業の近代化にぜひとも必要な
ものだから、自分がすべて一人で引き受けてやる」
　と宣言、創業六年目にしてようやく黒字化にこぎつけ
るのです。
　このときのことを、益田孝は次のように述懐してしま
す。
　《火事で工場が焼けてしまった。株主はぶうぶう言う。
普通ならこれでおしまいなのであるが、渋沢さんの非常
な努力で、再興することができた》（『自叙益田孝翁伝』）
　こうした「やり抜く力」や「気骨」は、言葉を換えれば

「胆力」とも関わってきます。逆境やピンチのときに、心
身ともにすぐにダメになって、病気や引きこもりになっ
てしまうのではなく、それを強い気持ちではね返してい
く―今のわれわれにまさに必要な力なのかもしれませ
ん。

渋沢栄一とその思想に学ぶ 
 「渋沢栄一の気骨」

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

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

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

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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延期となっていた「新入社員教育講座」を開催
　コロナ禍の緊急事態宣言で延期となっていた「新入社員教育
講座」を9月15日（火）から3日間、午前中のみで開催しました。
　オリエンテーションの後、講師の高木久美子氏（㈱トータル
ライフコーポレーション代表取締役）から、社会人としての心
構えや仕事に対する姿勢について、経営者の視点でお話しいた
だき、「みなさん、ぜひ会社とともに自分自身も成長させて
いって下さい」と熱く語っていただきました。そして3日間に
わたり、挨拶を中心に様々なビジネスシーンでの常識を分かり
やすくロールプレイを交えながら学びました。
　講座終了後には、「3日間たいへんお世話になりました。ありがとうございました。」と受講生一人ひとりがとても
丁寧に挨拶され、たいへん清々しい気分になりました。開催時期が遅れたことにより、例年と比べ少ない受講生で
したが、皆さんの今後の活躍を心よりお祈り申し上げます。また、受講生の方には、当日までの三密予防対策や、
当日のアルコール消毒や検温にご協力いただきありがとうございました。

令和2年度9月臨時総会が開催されました
　令和2年9月7日（月）、吹田商工会議所青年部では、臨時総会を開催致しました。
　今年度は、4月の通常総会において事業計画案及び予算案の承認がなされましたが、その後の新型コロナウイルス
感染拡大により、青年部の活動は当面の間、中止せざるを得ない状況となりました。そのような中、吹田市から、
吹田商工会議所に対し、市内の事業者がこの厳しい状況を乗り越えるためのコロナ対策事業を若手経営者の力で
やって頂きたいとの要望をいただき、青年部が中核となって実施する事となりました。そこで、今年度の後半に向
け、例年にはない臨時総会ですが、4月に承認された事業計画案及び予算案を変更する事について、審議いただき、
全議案について承認可決いただきました。
　まだまだ感染拡大の懸念は払拭できない状況が続いていますが、引き続き青年部に期待される活動を精一杯行っ
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 

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
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自営農業から脱皮した 
 『グリンリーフ』

　今から60年前の1960年当時、わが国の食料自給率は
79％であった。しかしながら、その後工業化社会、さらに
はソフトサービス化社会への移行の中で、農業の魅力度は
年々、比較劣位化していった。
　その結果、就農者の減少だけでなく、離農も加速度的に
進行し、今やその自給率はわずか38％にまで低下してし
まっている。低すぎる自給率は、将来極めて危険である。
というのは、わが国は、すでに人口減少社会に突入してい
るが、世界的に見れば、食料の供給が間に合わない規模と
スピードで、人口は爆発的に増加しているからである。加
えていえば、農産品やそれを加工した食料品は、自然環境
に大きく左右される産業であり、異常気象や大災害が発生
した場合には、その供給は大きくダウンしてしまうからで
ある。このような現実を踏まえると、食料品のベースとな
る「農産業」の役割・使命は極めて重要である。
　一方、全国各地を見渡すと、農産業に関わる企業が多数
派になればわが国の自給率が飛躍的に高まると思われる「6
次産業」が少なからず存在する。
　その1社が農業生産法人グリンリーフ株式会社という社
名の企業である。場所は群馬県にある人口7,000人の昭和
村。上越新幹線の上毛高原駅から車で30分ほど走った高原
にある。現在の主製品は農産物が「有機こんにゃく芋」「有
機枝豆」「有機ブルーベリー」「有機コマツナ」「有機ホウレ
ンソウ」など、加工品が「有機こんにゃく製品」「有機野菜の
漬物」そして「有機冷凍野菜」などである。
　もともとは、典型的な自営農業であったが、現社長であ
る澤浦彰治氏が、およそ30年前に事業承継をしてから大き
く変化・変貌している。澤浦氏は、「自分で価格を決める農
業を目指す」を旗印に、そのためには農業の6次化や、その
担い手である若者が働きたい、女性が働きやすい産業にし
なければと考え、この間、経営革新の努力を重ねてきた。
　具体的には、1992年に、地域の若手農業従事者と有機

農業者グループとして「野菜クラブ」を立ち上げるとともに、
2年後には、家業的農業から将来を見据え農業法人化して
いる。
　一方、農業経営を近代化しなければ業界の未来はないと、
2次産業や3次産業の経営者が学ぶ異業種交流会にも積極的
に参加し、マネジメント能力を高めていった。また、
2001年からは「正しい価値観や思いをもって農業を行える
若者を育てたい……」との思いから、若者の新規就農サポー
ト事業にも乗り出している。もとより、6次産業化させてい
く中で、他産業に勝るとも劣らない労働時間や休日など、
働きやすい労働条件を次々に創出していったのである。加
えていえば、若い世代の入職を促進支援するため「社内保育
園」も開園した。
　こうした経営努力が実り、現在では、グループ企業を含
め社員数は200人を超え、6次産業のモデル企業といわれ
るまでに成長発展している。

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。
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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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吹田税務署からのお知らせ

ご相談内容 お問合せ先電話番号

税に関するご相談は、
 電話相談センターをご利用ください。

吹田税務署

☎06-6330-3911（音声案内）

【受付時間】
8：30～17：00（土日祝日を除く）

　国税に関する一般的なご相談は、「電話相談センター」をご利用く
ださい。税務に精通した国税局の職員がお答えします。

⇒音声案内に従って「1」を選択してください

来署によるご相談は、事前予約をお願いします。

　申告書作成等、税務署での面接による個別相談を希望される場合
は、「事前予約制」とさせていただいております。あらかじめ税務署
に電話で面接日時をご予約ください。

⇒音声案内に従って「2」を選択してください

コロナ禍でお困りの事業者様は、
 国税の納税猶予制度をご利用ください。

大阪国税局猶予相談センター

☎0120-527-363

【受付時間】
8：30～17：00（土日祝日を除く）

　国税を一時に納付することが困難な場合、税務署に申請すること
により、原則として1年間納税を猶予し、延滞税が軽減される納税
の猶予制度があります。
　さらに、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月
以降の任意の期間（1か月以上）において、事業等にかかる収入が前
年同期と比べて20%以上減少した場合には、延滞税が免除となる

「特例猶予」制度が創設されています。

吹田税務署：〒564-8515 吹田市片山町3丁目16番22号
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　同一労働同一賃金の考え方、目的、概要、メリット・デメリットについ
て解説します。

2020年4月から施行されたパートタイム・有期雇用労働法の適用につ
いて、大企業での先行事例を紹介しながら、具体的な就業規則や賃金規程
の見直し方法についても説明します。ぜひご参加ください！

　　講　師：村本　浩 弁護士（岩谷・村本・山口法律事務所）
　　開催日：令和2年11月6日（金）
　　時　間：18時30分～20時30分
　　場　所：千里市民センター　大ホール
　　　　　　（吹田市津雲台1丁目2番1号　千里ニュータウンプラザ内）
　　対　象：中小企業者及びその従業員・個人事業主（市内外問わず）
　　定　員：先着50名
　　主　催：吹田市・高槻市・茨木市・摂津市・島本町
　　申込み：吹田市役所 地域経済振興室へ
　　　　　　（TEL：06-6384-1365　FAX：06-6384-1292）
　　　　　　吹田市HPから申込書をダウンロードできます。
　　　　　　インターネット申込はQRコードより（高槻市予約システム）→

《みんなで学ぶワークルールセミナー》
同一労働同一賃金に向けての中小企業の実務対応

吹田市プレミアム付き商品券事業について

　吹田市では、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う消費に与える影響を緩和し、消費を喚起するとともに商業者
支援を目的としたプレミアム率43％の「すいたエール商品券」を販売します。

購 入 対 象 者：令和2年(2020年）9月1日において、本市住民基本台帳に記録されている全世帯
購  入  方  法： 対象世帯に「すいたエール商品券」購入引換券を送付し、市内の販売場所にて商品券と引き換え

販売を行います。
商 品 券 内 容：1万円分の商品券を7千円で販売（1冊500円券×20枚）
　　　　　　　※ 1冊の中に全店舗用券（登録店舗全店でご利用いただける券）10枚、中小規模店舗専用券（中

小規模店舗のみでご利用いただける券）10枚となります。
　　　　　　　※中小規模店舗専用券は大型店舗等、一部の店舗では利用できませんのでご注意ください。
　　　　　　　※登録店舗は決まり次第、お知らせします。
購入引換券送付時期：令和2年(2020年）11月上旬  (予定）
販  売  期  間：令和2年(2020年）11月17日（火）から令和3年(2021年）1月29日（金）
使  用  期  間：令和2年(2020年）11月17日（火）から令和3年(2021年）2月28日（日）
購  入  回  数：1回（1冊）まで

商品券の販売場所等、その他詳細につきましては、ホームページ上にて随時お知らせします。

問  合  せ  先：吹田市　都市魅力部　地域経済振興室　
　　　　　　　TEL：06-6384-1356（直通）　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

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

発行所　吹田商工会議所 　吹田市泉町2丁目17番4号　TEL 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。）


