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美肌になって内面からも自信を取り戻して豊かな生活を！
ニキビケア・肌質改善の専門サロン

HOUBIE（ホウビ）
オーナー　タ カ ヤ さん

　この10月に、吹田市千里山西から新御堂筋を挟んで春日に店舗
を移転されたニキビケア・肌質改善の専門サロンの “HOUBIE
（ホウビ）” さん。オーナーのタカヤさんは、平成28年から吹田市
内でエステサロンを営んでおられます。
タカヤさんは、創業まで様々な接客業で経験を積まれ、礼儀

作法やお客様への細やかな気配りに関しては人一倍努力されてい
る方です。
　今回は、新店舗におじゃまし、タカヤさんから創業の経緯と
お店のコンセプトなどのお話を伺いました。

オーナー　タカヤ さん
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―創業した想いは…
私は、これまで接客業を中心に様々な仕事を経験す

る中、自分が人と接するのが大好きであること、そし
て、お一人お一人のお客様と1対1で向き合い、喜んで
いただくことを生涯の仕事としたいという想いから、
エステサロン業を始めました。
今のお店“HOUBIE（ホウビ）”は、ニキビや肌荒れに

悩んでいる方の力に少しでもなりたいと、ニキビケ
ア・肌質改善の専門サロンとして運営しています。ニ
キビというと、10代の思春期の方だけと思われがちで
すが、成人してからもニキビに悩まされている方も少
なからずいらっしゃいます。また、お肌の荒れでメイ
クやファッションを楽しめず、お悩みの方もたくさん
おられます。
当店にお越しの方々の中には、ご自身の肌の状態が

辛くて最初のカウンセリングの途中で泣き出される方
もおられますが、施術の結果、笑顔で一日も早くご卒
業いただけることを目指して、日々お客様と向き合っ
ています。

―どのような流れで、施術を受けるのですか…
一言にニキビや肌荒れと言っても、ストレス、睡眠

不足、ホルモンバランス、食生活の乱れなど原因は
様々です。したがって、全員に効果的な施術法はなく、
お客様の悩みをお聞きし、根本的な原因を探りだすこ
とから始めます。そこから、原因を改善するために、
スキンケア用品を提案したり、お肌の洗い方から、入
浴、睡眠などといった生活習慣の改善に関することま
でアドバイスさせていただいています。
ハーブ治療や幹細胞培養美容液を使った肌再生など、

お客様の原因に合わせてケアの方法を提供します。施
術を行っているお客様の不安解消のため、夜でも対応
出来るように、LINEで連絡も取れるようにしています。
10月に移転した店内は、お客様がリラックスして施

術を受けていただけるよう、森林にいるかのような
木々の香りがし、小鳥のさえずりが聞こえる緑の多い

空間を演出しています。施術はふかふかなベットに包

まれながらお受けいただけます。

一日でも早い卒業がコンセプトですが、今では卒業

された方もお肌のメンテナンスとしてお越し頂いてい

ます。

―コロナ禍の影響は…
予約制となっていますので、予約の間隔などに気を

使って営業しています。

お客様の来店時にはフロントでの検温・手指消毒を

お願いし、店内は安全性の高い除菌・抗菌剤を置き、

常に空気の入れ替えを行うなど、お客様の健康を第一

に考えています。また、肌と肌が接する施術も多いで

すので、消毒はもちろんですが、私自身の毎日の健康

管理の徹底が肝心だと思っています。

―今後の展開について
現在エステサロンは、フィットネスクラブ同様に高

単価なパーソナル・オーダーメイド志向のケアと手軽

にできるセルフ型の二極化が進んでいます。当店は前

者で、スキンケアとニキビケアの2つの部門に注力し、

事業を展開してまいります。

そのためには、これまで以上に私自身の技術向上に

も努め、お客様の悩みについて真摯に向き合い解決の

手助けをしていきたいと考えております。

―本日は、お時間をいただきありがとうございま
した。

ニキビケア・肌質改善の専門サロン

HOUBIE（ホウビ）
HP：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000378552/review/
〒565-0853 大阪府吹田市春日1-1-1-504 
営業時間　11：00～17：30　不定休

Before After
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クラウドファンディング活用セミナーと助成金のご案内
〇クラウドファンディング活用セミナー

　クラウドファンディングは、インターネットサイトに「アイディア」を掲載することで、活動を応援したいと
思ってくれる人から資金を募る仕組みです。新たな資金調達方法として商品開発販売やサービス提供、イベン
ト等にクラウドファンディングを活用してみませんか？
【日　　　時】 2020年11月24日（火）14：00～16：00　　　　【場　　　所】 吹田商工会議所　第1会議室
【講　　　師】 生島　正（FAAVObyCAMPFIREアドバイザー、NPO法人LOCALCREATION 代表理事）
【対　　　象】 クラウドファンディング活用助成金支援事業対象者　
【内　　　容】 クラウドファンディング活用方法
　　　　　　 プロジェクト成功の秘訣
　　　　　　 クラウドファンディング活用助成説明会
【費　　　用】 無料
【締　　　切】 2020年11月20日（金）　　　　【定　　　員】 25社　※定員に達し次第終了　
【申　　　込】 当所HPよりお申込みいただくか、右記QRコードからもお申込みいただけます。

〇クラウドファンディング活用助成金について

　商品開発販売や新サービス、イベント等を取組むため、新たな資金調達を利用してみませんか？今回そう
いった吹田市内の事業所様を対象とし、クラウドファンディング活用助成金をご用意いたしました。是非、ご
活用ください。
【助成対象者】  吹田市内に事業所を置く中小企業（個人事業主含む）、商店街等の団体、NPO法人（事業又は活動

実績が必要）　
【助　成　金】 上限1社　22万円（税込）
　　　　　　 ※手数料が22万円（税込）を超えた場合は自己負担となります
【対 象 経 費】 クラウドファンディング事業者へ支払う手数料　※支援金額100万円分まで
【締　　　切】 11月30日（月）※メールにて提出（必着）
【採 択 者 数】 2社
【その他支援内容】 採択事業所には当所と契約するコンサルタントが個別指導を行います。
　　　　　　 ※セミナー終了後、説明会を開催いたします。当所HPの募集要項をご確認ください。
【問　合　せ】 吹田商工会議所　クラウドファンディング活用セミナー 担当
　　　　　　 TEL：06-6330-8001　　E-Mail：suitacci@suita.cci.or.jp  

右記QRコードより
お申し込みください。
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吹田商工会議所 オンラインセミナー
　吹田商工会議所では、経営に役立つ各種オンラインセミナーを配信しております。

　視聴は無料で、いつでもどこでも何度でもご視聴いただけます。

【配信中のセミナー】

海外展開支援セミナー「はじめて海外展開を検討する会社・お店が知っておくべきこと」

◆オンライン受講期間：10月20日~令和3年3月31日
◆内　　容：
1. 売上拡大を目指すために、海外市場をどう取り込むのか（約53分）
2. 小規模から始められる海外販売手法（WEB利用等）（約40分）
3. 海外展開における展示会の利用方法（約20分）
◆講　　師：大阪府よろず支援拠点コーディネーター
　　　　　　中小企業診断士　志水　功行 氏
◆受 講 料：無料
◆申 込 み：右記QRコードもしくは当所HPよりお申込みください。
◆お問合せ：06-6330-8001　吹田商工会議所　海外セミナー担当　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

テレワーク導入セミナー　ツール編

これからテレワークを導入したい、うまく運用していきたいという中小企業経営者の方を対象に、テレワーク
導入に向けての基礎知識や便利なツール、セキュリティ等の管理体制について分かりやすく具体的に解説いた
します。

◆オンライン受講期間：11月2日～令和3年3月31日
◆内　　容：
1. 経営者が知っておきたいテレワークの基礎知識
2. どんな業務に合うのか
3. コミュニケーションをどうするのか
4. セキュリティと労務管理の注意点
5. 大阪府IoT推進Labについて
◆講　　師：株式会社エムティブレイン
　　　　　　代表取締役　山口　透 氏（ITコーディネーター・中小企業診断士）
◆受 講 料：無料
◆申 込 み：右記QRコードもしくは当所HPよりお申込みください。
◆お問合せ：06-6330-8001　吹田商工会議所　テレワーク導入セミナー担当　福田

【配信予定のセミナー】

◆［11月2日配信予定］求人媒体説明会

◆［配信日未定］テレワーク導入セミナー 労務管理編

◆［配信日未定］雇用継続のための助成金活用セミナー

◆［配信日未定］ECサイト運営における売上拡大・デジタルマーケティングセミナー
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吹田商工会議所　労働保険事務組合
　労働保険は、労災保険と雇用保険の総称です。従業員を1人でも雇っている場合は、労働保険に加入しなければ
なりません。従業員や事業主の皆様が安心して働ける職場づくりのため、労働保険に加入しましょう。
　吹田商工会議所では厚生労働大臣の認可を受けて、労働保険事務組合として、労働保険に関する事務手続きの代
行業務を行っております。労働保険に加入するべきだと思いつつも、事務手続きが煩雑だと感じておられる方は、
ぜひ吹田商工会議所にお任せ下さい。

【お問合せ先】　労働保険制度全般・保険料については、労働局へ
　　　　　　　労災保険制度については、労働基準監督署へ
　　　　　　　雇用保険制度については、ハローワーク（公共職業安定所）へ
　　　　　　　労働保険事務組合については、吹田商工会議所へ

大阪労働局　労働保険適用・事務組合課　　06-4790-6340・6350
　　　　　　雇用保険課　　　　　　　　　06-4790-6320
　　　　　　ホームページ　　　　　　　　https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/
吹田商工会議所　労働保険事務組合　　　　06-6330-8001

労災保険
従業員の方が業務中や通勤途上に事故にあわれ
たとき、療養給付をはじめ必要な保険給付と援
助を行います。

雇用保険
従業員の方が失業した場合及び雇用の継続が困
難となる事由が生じた場合に、生活及び雇用の
安定を図るとともに、再就職を促進するため必
要な給付を行うものです。

労 働 保 険

労働保険に入って
おられますか？

【吹田市わかものオンライン就職説明会】の報告
35歳未満のわかもの世代を対象に毎年開催している『吹田市わかもの就職説明会・面接会』

ですが、今年はオンラインで開催しました。参加企業様にはタイムテーブルを作成し、オンラ
イン会議システムのZoomを利用し、1社40分で「会社説明・質疑応答」にて説明会を行いまし
た。求職者の顔出しは必須とはせず、質疑応答もチャット形式を採用する等新たな取り組みを
取り入れながらの就職説明会となりました。

■日　　時　10月29日（木） 13：00～16：00
■参加企業　4社（※下記は企業一覧）

•（株）ビケンテクノ　•三紀運輸大阪（株）　•濱野建材（株）　•東信化学工業（株）

■対　　象　2021年3月 大学等卒業予定者、大学等卒業後3年以内の既卒者、35歳未満の方
■閲覧者数　16名　　　　■主　　催　吹田市・ハローワーク淀川・吹田商工会議所

令和2年度新入会員懇談会を開催
　コロナ禍のため開催を延期しておりました新入会員懇談会を
10月7日（水）に、メイシアター　レセプションホールにて開催
いたしました。例年のような立食パーティではなく、広い会場に
て着座形式で行い、総務委員会のメンバーを含め、35名の方に
ご参加いただきました。ご参加いただいた事業所様には、1分程
度で自社の事業についてPRをしていただき、その後、名刺交換
会を行いました。
　例年より少ない参加者でしたが、その分密度の濃い交流ができ
たようです。
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〈新たにご入会いただいた事業所〉 （2020.9.1～9.30　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）共立トランスポート 
 銀座に志かわ 吹田山田店 吹田市山田西 水にこだわる高級食パン製造・販売

運 輸 情 報 モノリス 吹田市千里山東 webマーケティングコンサルティング会社

建　　　設
アクトテクニカ（株） 吹田市南吹田 駐車場、駐輪場設備工事
小林設備 吹田市南正雀 水道設備工事業
（株）山豊建設 吹田市岸部北 エレベーター工事に伴う建築工事業（造作、美装）

サービス業
江坂 さくら結婚相談 吹田市江の木町 結婚相談所
STANDARD 箕面市船場西 理美容業
ベックオン 吹田市垂水町 外国人に特化した人材紹介

（特）運輸情報（有）ヴァリエ 大阪市中央区淡路町 システム企画・開発、販売、web制作、プロモーション

（特）建　設
望月工業 門真市四宮 防水工事
湯田住設 茨木市星見町 空調・リフォーム

（特）サービス業（公財）産業雇用安定センター 大阪事務所 大阪市中央区大手前 経済・産業団体、厚労省等と連携した従業員の再就職支
援

※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

「銀座に志かわ」の高級パンとは…
　小麦粉・水・バター・はちみつ等それぞれの素材に
はもちろんこだわっています。それ以上に「水にこだわ
る」と謳っているように特にアルカリイオン水を仕込み
水として使用することで素材のよさを引き出し、耳ま
でやわらかく絹のようにしっとりとほんのり甘い食パ
ンに仕上がっています。
（※1日目はもちろんおいしいですが、意外にも3日目
が一番美味しいとの噂も…）

店舗運営について
　当社はもともと22年続く物流会社で企業間取引を中

心に事業を営んできました。対消費者向けの新規事業
を検討していたところ、「高級食パン」に出会いフラン
チャイズチェーン店として吹田山田店をオープンさせ
ました。まだまだ未知な業態ですが、地域に溶け込ん
だお店づくりを目指しています。
　当店はテイクアウトのお店ですので、このコロナ渦
の中でもそれなりの売上はありました。しかし、経済
の落ち込みの長期化で、最近では「高級食パン」に対す
るお客様のサイフのひもも堅くなってきたようです。
　店舗での販売はその日の分を売り切ってしまえば終
わりとなりますが、予約配送も承っており近隣地域の
方向けに配達もしておりますので、是非お買い求めい
ただけたらと思っています。

今 後 に つ い て
　お店の名入りの紙袋がステータスとなってきた最近
では、披露宴での引き出物としてや、お土産として喜
ばれるようになりました。コロナ渦の中、大人数での
披露宴等も減ってきていますので、これからはできる
だけ催事などに参加して、このこだわりの食パンの味
を多くの方に知っていただきたいと思っています。

新入会員インタビュー ㈱共立トランスポート 銀座に志かわ 吹田山田店

事業所名：㈱共立トランスポート 銀座に志かわ 吹田山田店
代表取締役：久保　秀樹　氏
事業内容：「水にこだわる高級食パン 銀座に志かわ」FC店
所 在 地：吹田市山田西3-80-3
Ｔ Ｅ Ｌ：06-6878-2418
HPアドレス：https://www.ginza-nishikawa.co.jp/



〒553-0001 大阪市福島区海老江5-3-20 EBIE BLDG（6F）
TEL.06-6452-2175（代） FAX.06-6452-5690　http://www.gimix.ne.jp

有限会社 ギミックス

補助金を活用した制作依頼の実績多数
補助金に対応した
提案がおこなえます
詳しくはお問い合わせください

ホームページの新規・リニューアルホームページの新規・リニューアル
チラシ・パンフレット、看板の制作チラシ・パンフレット、看板の制作
動画撮影、非対面ビジネスモデルの構築提案に対応!

E-Mail
ｍ.okada@gimix.ne.jp
TEL
06-6452-2175（岡田迄）

小規模事業者持続化補助金

メールQR

引き続き令和 2年10月からも
令和元

年

10月 1
日から

大阪府最低賃金

ご不明の点は、
大阪労働局
　労働基準部賃金課
TEL 06-6949-6502

もしくは最寄りの
労働基準監督署に
お問合せください。

使用者も労働者も
必ずチェックしま
しょう！

最低賃金制度マスコット
チェックマん

大阪府労働局　大阪府の最低賃金のお知らせ
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/ 
 jirei_toukei/saitei_chingin/saitei.html

時間額964円

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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　渋沢栄一と、三菱財閥の創業者である岩崎弥太郎は明
治の実業界を代表する二人ですが、面白いことに、その
考え方は真逆でした。
　1878年、岩崎弥太郎が、渋沢栄一を屋形船に誘っ
たことがあります。以下は栄一の述懐です。
「あるとき岩崎弥太郎氏から、『お目にかかりたい、舟遊
びの用意がしてあるから』
と言ってきた。私は増田屋に行っており、すぐには行か
ないでいると、たびたび使いを寄こすので、岩崎のいる
柏屋へ行くと、芸者を14、5人も呼んでいる。
　二人で舟を出し、網打ちなどをしたところ、岩崎氏
は、『実は少し話したいことがあるのだが、これからの
実業はどうしたらよいだろうか』
と言うので、私は、『当然合本法でやらなければならな
い。今のようではいけない』
と言った。それに対して岩崎は、『合本法は成立せぬ。
もう少し専制主義で、個人でやる必要がある』と唱え、
大枠のところ、『合本法がよい』『いや合本法は悪い』と
論じ合い、はては結末がつかぬので、私は芸者を伴って
引き上げた」「雨夜譚会談話筆記」引用者訳
　栄一の述べた「合本法」とは、
① 何か事業を起こすに当って、必要な人材やお金をまず
集める。
② 集まった人々が話し合いによって事業を営み、成果が
出たなら、その利益をみなで分かちあって人も国も豊
かにしていくというやり方をいいます。

　一方の岩崎弥太郎は、それでは船頭多くして船山に登
るで、何も決まらない。一人が独裁で決めるべきだと考
えていました。
　ともに一長一短ある考え方ですが、栄一は、確かに自
分の信ずるやり方で企業を経営し続けたのです。
　実際、こんな事件がありました。
　ある会社で不祥事が起こり、社長が病気と称して株主
総会の席から突然、退場してしまったことがあります。
場内は当然総荒れです。
　栄一は、そこで議長を引き受け、数時間かけて利害関
係者の意見をすべて聞き、議論を尽くして、全員を納得
させてその場を収めました。
　この徹底的な話し合いによって物事を決めていくのを
「熟議」といったりします。栄一はこの「熟議」の力で、衆
知を集め、その成果を社会に還元していったのです。

渋沢栄一とその思想に学ぶ 
 「渋沢栄一と熟議」

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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青年部コーナー

大阪府雇用促進支援金について
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大により大阪府内の雇用情勢が悪化している状況において、事業主による労働者の雇用の促進を
図り、もって失業者の早期の就業に資するため、求職者を雇い入れ、一定期間雇用している事業主に対し、雇用等に要する費用を支援
する、「大阪府雇用促進支援金」を支給します。
◆支給対象者
　 大阪府緊急雇用対策特設ホームページに掲載している民間人材サービス事業者の求人特集を通じて、令和2年4月1日以降に失業状態
になった大阪府内に住所を有する求職者を、雇い入れた事業主
◆支給額
　・正規雇用労働者の雇入れ：25万円（1人当たり）　・非正規雇用労働者の雇入れ：12.5万円（1人当たり）
　※申請できる人数に制限はありません。
◆主な支給要件
　1. 事業主の主な要件
　　⑴ 大阪府緊急雇用対策特設ホームページに掲載している民間人材サービス事業者の求人特集に、求人を掲載したこと。
　　⑵  ⑴の求人に応募した者を令和2年10月1日から令和3年11月30日の間に雇い入れ、3か月間継続して雇用していること。
　　⑶ 雇い入れた労働者を雇用保険に加入させていること。
　2. 雇い入れた労働者の主な要件
　　⑴  令和2年4月1日以降に失業状態になったこと。　※令和2年3月31日まで、企業や団体、学校等に在籍していた方等も対象です。
　　⑵ 1. 事業主の要件⑴の求人に応募等をしたこと。
　　⑶ 1. 事業主の要件⑴の求人に応募等した日において、住所が大阪府内にあること。
◆お問合せ先
　大阪府雇用促進支援金事務局
　　〔住　　所〕 〒540-0031 大阪市中央区北浜東3-14　エル・おおさか
　　〔開設時間〕 平日の午前9時30分から午後5時30分まで　　〔電話番号〕 06-4794-7050
　　http://www.pref.osaka.lg.jp/koyotaisaku/koyoushienkin/index.html

　吹田商工会議所では、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、吹田市からの連携依頼
により、経営状況の回復に向けた事業構築を行うべく、withコロナ対策検討委員会を組織し活動を行っています。同委員会には、吹田
YEGから、同委員会の座長に就任している佐賀健太郎副会長を初め、多くのメンバーが出向し活動しています。そして、本年10月1
日、吹田商工会議所において、同委員会が策定する事業の方向性などについて、近畿経済産業局との間で意見交換を行う機会をいただ
きました。
　意見交換会では、近畿経済産業局からは、「新型コロナウイルス感染症対策に関する中小企業支援対策について」、「地域ブランディ
ング支援策」、「Go Toキャンペーン」についてのご説明をいただき、一方、吹田YEGからは「with コロナ対策検討委員会の事業の活動
報告」、また「（吹田YEG）提言研究委員会において作成したコロナアンケート」についての説明を行いました。近畿経済産業局の方々か
らは、同アンケート内容に対し、行政で把握していないデータもあるといったご意見もいただきました。意見交換会は、2時間という
限られた時間でしたが、withコロナ対策検討委員会における事業の方向性、および吹田YEG提言研究委員会で進めていくべき提言につ
いての視野を広めることができたということ、近畿経済産業局にとっても生の意見を聞き取ることができたということで、双方にとっ
て、新たな視野、知識を得ることができる有益な交換会となりました。
　吹田YEGでは、今後のwithコロナ、afterコロナを見据え、行政とも情報共有できる機会を更に設けながら、今後の活動に繋げてい
きたいと考えております。

吹田商工会議所青年部　近畿経済産業局との
新型コロナウイルス感染症に係る意見交換会



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.473

ハイテク技術で他社の追随を 
 許さない『中央電機計器製作所』

　大阪の地下鉄谷町線の野江内代駅から徒歩で5分ほ
ど行ったオフィス街に、一見してハイテクものづくり
企業の中核拠点とは思えないような、狭い間口の会社
がある。ここが、社員数約50人の中小企業ながら、世
界的技術を持ってこれまで数々の賞を総なめにしてい
る、株式会社中央電機計器製作所の本社兼研究所兼工
場なのだ。
　中に入ると、継ぎ足し・継ぎ足しした小さな部屋が
多数あり、まるで大学の研究室のような雰囲気である。
規模は小さいながらも、今やものづくり企業では知る
人ぞ知る企業だ。とりわけ同社が得意とし高評価を得
ているのは、画像による高精度な計測技術を駆使した
装置やシステムの研究開発と商品化である。
　同社がこれまで研究開発し世に提案してきた最先端
の製品やシステムは数多くあるが、とりわけ評価が高
いのは、スマートフォン用などの光学フィルムの切断
面の状況や、自動車部品などの寸法を高精度で測る「寸
法自動測定装置」である。
　この装置を活用すると、これまで100カ所測定する
のに1時間以上要していたものがわずか1分程度でで
き、この分野では大手企業を含め他社の追随を許さな
い。
　このほか、電荷結合素子（CCD）カメラによるパター
ン照合検査をする「微細欠陥検査装置」や、国家プロ
ジェクトであるX線自由量電子レーザー施設「SACLA」
に設置された、Ⅹ線レーザー用の特殊な検出器（セン
サー）もつくっている。日本を代表する著名なものづく
り企業や大学、さらには国の研究機関などの研究や基

盤技術を底辺で支えているハイテク中小企業なのであ
る。
　こうした研究開発分野を絞り込んだ「一寸法師の戦
略」や、国内外で開催される大規模展示会への出展、そ
して国籍を問わないインターンシップ生の積極的な受
け入れなどにより、わずか50人の社員の中には著名な
大学や大学院を修了した優秀な人が多く存在する。
　とはいえ創業時は、典型的な下請け的なモノづくり
企業だった。2代目社長となった現会長が、今日を夢
見て市場調査と人財確保・育成に努力し続けてきた結
果なのである。
　わが国では、30年来ものづくり中小企業の激減が続
いているが、こうしたタイプの企業になることこそ、
ものづくり中小企業のあるべき姿である。

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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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4回申込締切日　2021年2月5日（金）
（郵送：当日消印有効）

第5回申込締切日　2020年12月10日（木）
（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:50万円または100万円（特例業種）
事業再開枠：定額10/10、
 50万円または100万円（特例業種）

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

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。
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年末調整等説明会 開催中止のお知らせ

PCB処分期限まであと5ヶ月!!

すいたエール商品券について
（吹田市プレミアム付き商品券）

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和2年分年末調整等説明
会は、開催を中止することとしました。
　なお、年末調整に関する各種情報については、国税庁ホームページに年末調整
特集ページを掲載していますので、こちらのページをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

年末調整特集
ページはこちら

　古い電気機器等に使用されているPCBは、人体に有害で環境汚染の危険があることか
ら期限内の処分が義務付けられています。古い変圧器、コンデンサー、照明用安定器等
をお持ちの方はPCB含有の調査が必要です。

【処理期限】　 高濃度PCB：令和3年3月31日
低濃度PCB：令和9年3月31日

◆担　当：吹田市環境部環境保全指導課（産業廃棄物指導グループ）
　　　　　TEL：06-6384-1799　FAX：06-6368-7350

※定められた期限内に処分をしないと罰則があります。

処理までの
ステップ 確認 届出 保管 処理

変圧器 コンデンサー

蛍光灯安定器（業務用）

まずは 市に連絡

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。
　　　　　　　※ 購入引換券は11月10日（火）から順次発送します。
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。
　　　　　　　※ 登録店舗については、吹田市ホームページをご覧ください。
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）まで
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）まで
購  入  回  数： 1回（1冊）まで
販  売  場  所： 吹田市内郵便局（吹田日の出町郵便局除く）、吹田市役所本庁舎、千里ニュータウンプラザ、

一部の商店街・小売市場（吹田市商業団体連合会）
　　　　　　　※ 取扱日時は、場所により異なります。詳細は吹田市ホームページをご覧ください。

すいたエール商品券を取り扱う「取扱協力店」を随時募集しております。

問合せ先：吹田市　都市魅力部　地域経済振興室　
　　　　　TEL：06-6170-2370（直通）　　FAX：06-6384-1292

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。



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。）


