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当社の画像外観検査装置は 
 「数ミクロンも見逃さない」
株式会社 ヒューブレイン
 代表取締役社長　蒲田　喜彦 氏
　株式会社ヒューブレインは、吹田市江坂町に
本社を構え、画像検査装置の開発及び製造を
行っている企業です。
　この外観検査装置は、製品の1ミクロンにも
満たない極微小な欠点を瞬時に見極めます。
　仕事に対しては、常に改善マインドを持続さ
せて、日々考える力を養うとともに発揮するこ
とに徹しておられます。
　同社の蒲田社長からにお話しを伺いました。 代表取締役社長　蒲田　喜彦 氏

※RMH（ローターマウントヘッド）
　搭載外観検査装置

電子部品電子部品

ゴム・樹脂ゴム・樹脂
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― 事業内容を教えてください。
当社は、電子部品やゴム・樹脂、容器類などを製造

工程中や出荷前に、人間の目の代わりにカメラを用い、

脳の代わりにCPUを用いて自動で外観検査を行う装置

を開発・製造・販売している会社です。

従来の製品外観検査は、拡大鏡を使用して人の目（目

視）に頼っているケースが多かったのですが、当社はカ

メラからのデータとそれを加工する画像処理技術を駆

使し、製品の極微小な欠陥検出を可能としました。

身近な適用例としては、今やほとんどの方が所有し

ているスマホには、目視検査では対応不可能なために、

自動外観検査実施後に良品と判定された0.4mm＊0.4

㎜＊0.2㎜程度の極小なコンデンサー（電子部品の1種）

が、大凡800個組み込まれています。

当社では、大手メーカーを含む100を超えるお取引

先からの様々なご要望を反映した製品造りを、信州松

川工場に於いて機械部分の組み立てや制御ソフトの制

作を含め、一貫して行っています。

― どういった経緯で事業を始められたのですか。
企業の一技術者として生産設備の自動化の仕事をし

ていました。その際、顧客から外観検査の自動化ニー

ズの声を沢山お聞きしました。その当時は、適宜当該

業者を紹介するなどしていましたが、顧客に満足して

頂ける水準の外観検査装置は出現していませんでした。

それなら自分達で作ろうと決断し、1987年に大阪市

淀川区で会社を立ち上げ、4人でスタートしました。

― 御社の経営理念や経営で心がけている点を教えて
ください。

当社は研究開発型の企業です。常に技術力を磨いて

製品開発を行い、顧客から要望されたスペック以上の

製品をお届けすることを心がけています

それを実現させる為には、猛スピードで技術革新が

行われている昨今、手間を惜しまず常に情報収集に努

め、ドラえもんのポケットではありませんが、様々な

分野のノウハウの引き出しを増やすことにより、お客

様から頼られる存在になる事が必要になります。

また、会社を運営していく上では、当社を取り巻く

顧客、社員、協力会社や代理店及び仕入先関係者、並

びにそれこそ社内清掃をしていただいている方まで含

め、相互の信頼関係の維持並びに向上が最も重要であ

ると考えます。当たり前ですが、自分以外はすべて他

人故、『常に目配り、気配り、心配り』が必要です。

― 事業に携わり、うれしかったことご苦労されたこ
とは…。

顧客との長期間に亘る仕様決めの後に製作に入りま

すが、製作期間中の様々な遣り取りを経て納入した製

品が、顧客の生産性アップ並びに品質保証面で、予測

以上に寄与したことに対して、お褒めの言葉をいただ

いたときは、大変うれしく思います。

この事は、当社社員もこの仕事をやっていて良かっ

たと、一番やりがいを感じるポイントになります。

一方、製造工程は、対象部品に対する綿密なスク

リーニング（評価テスト）作業から始まり、仕様打合せ、

仕様確定、見積作業、装置製造、納入立ち上げ、検収、

入金に至るまで平均すれば8ケ月を要します。その間

は1円たりともお金が入って来ないので、その資金負

担額は大変なものです。以前は資金繰りに相当苦労し

ました。

― 今後の展望は…。
少子高齢化で目視検査員が減少する中、外観検査の

自動化ニーズは、電子部品の極小化、全数検査の要求

などによりコロナ禍の経済減速下でも拡大の一途を

辿っています。また、日本企業も多様な検査の自動化

を更に推進して生産性を上げれば、製造コストでも海

外勢と対等に渡り合える水準になると思います。

当社も電子部品業界はもちろんのこと、日本のお家

芸とも言える樹脂原料業界向けに、更なるコストパ

フォーマンスに優れた製品の開発・供給にむけて邁進

していく所存です。

― 貴重なお話をありがとうございました。今後とも
益々ご発展されることをお祈り申し上げます。

株式会社ヒューブレイン
本　　社　吹田市江坂町2丁目2番11号
東京支社　信州松川工場　九州営業所　

韓国・台湾事務所
TEL 06-6190-9800

E-mail　contact@hu-brain.co.jp
HP　http://www.hu-brain.co.jp/
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「2021年版 商工手帳」の配布のお知らせ
　当所会員の皆様に「商工手帳（2021年版）」を配布します。
　ご希望の方は、当所事務局までお越しください。
　●体　裁
　　＜サイズ＞タテ140ミリ×ヨコ85ミリ×厚さ約10ミリ
　　＜表　紙＞発泡ビニール、文字・会議所マーク金箔押
　　★1会員様1冊限り。先着100名様まで。
　　★お渡し場所：吹田商工会議所1階事務局

　令和3年の新年賀会は、新型コロナウイルス感染症の影響により飲食を伴わない式典形式で開催させていただきます。既
に往復はがきにてご案内申し上げておりますが、ご来場者を特定するため、事前の登録制とさせていただきました。お手数
ではございますが、12月25日（金）までに返信用はがきにてご連絡いただきますようお願い申し上げます。
　新年賀会は、三密を避けるために、メイシアター（吹田市文化会館）大ホールにて実施させていただきます。吹田産業界の
繁栄を願い、吹田商工会議所の会員事業所等が集うほか、官公庁等の団体の代表者、議員各位をお招きし、一斉に新年の顔
合わせを行います。ご来場の方々との新年のご挨拶は、式典開催前に大ホールホワイエにてお願いいたします。
　また、式典におきましては、大阪フィルハーモニー交響楽団弦楽四重奏等で、吹田市80周年記念楽曲“Home Suita 
Home”もお披露目させていただきます。
　是非ともご臨席賜りますようご案内申し上げます。

日　時　令和3年1月5日（火曜日） 午前10時～　大ホールホワイエ開場
 午前11時～　大ホールにて式典
 　　　　　　　会頭挨拶　ご来賓祝辞
 　　　　　　　アトラクション（大阪フィルハーモニー交響楽団弦楽四重奏他）
 午前12時15分　閉会

※ご来場の方々との新年のご挨拶は、式典前にお願いいたします。
会　場　メイシアター 2階大ホール及びホワイエ　吹田市泉町2丁目29番1号（阪急吹田駅西出口より徒歩1分）
主　催　吹田商工会議所
協　賛　吹田市商業団体連合会
その他　①当日、発熱等の風邪症状のある方はご遠慮ください。
　　　　②当日はマスク着用の上お越しいただき、ご挨拶をお願いします。
　　　　③飲食のご準備はございませんので、ご了承ください。
　　　　④駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。

～12月25日（金）ご返信締切！～
令和3年新年賀会へのご出席は事前登録制です
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吹田市中小企業動画制作支援事業

吹田市と吹田商工会議所が連携し、市内中小企業の動画コンテンツ制作によるデジタルシフトをサポートします。

　新型コロナウイルス感染症によって消費行動や働き方といった事業環境が変化し、多くの企業でビジネスモデル
の見直しや転換を求められています。自社PR、商品紹介、求人等の動画コンテンツを制作し自社のプロモーション
に活用することはwithコロナ時代における事業活動の訴求力を高める有効な手段のひとつです。
　そこで、吹田市と吹田商工会議所が連携し、市内中小企業を対象とした動画制作の支援を行います。制作した動
画を吹田市×吹田商工会議所のYouTubeチャンネル「すいたch（すいたっち）」で紹介ならびに企業の自社チャンネ
ルにアップロードすることで事業活動における動画の可能性や魅力を体感していただきます。

<YouTubeチャンネル「すいたch（すいたっち）イメージ>

 ※3月上旬公開予定

<動画制作補助金イメージ>

自社PR動画の制作と、企業YouTubeチャンネルの開設を支援します。

◆補助金申請受付中
　この機会に動画を作ってみたい！という市内事業者を募集しております。
　 申請を希望される方は説明動画をご覧いただいたうえで、応募申請書類一式を吹田商工会議所までお送りくだ

さい。
※補助金の申請手続き後、随時審査のうえ吹田商工会議所から採択結果を通知いたします。
　 動画制作に係る委託業者への発注については、当該採択結果通知書の発行日以降に行っていただく必要があり

ます。

◆動画制作事業者募集中
　本事業に係る動画制作業務を受託することのできる市内事業者を募集しております。
　登録を希望される方は応募申請書類一式を吹田商工会議所までお送りください。

詳細はこちらのQRコードからご覧ください。
吹田市事業者支援ポータルサイト

すいたエール
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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

求人媒体オンライン説明会配信開始しました！
「求人募集をしているのになかなか採用できない」という声をよく聞きます。採用に悩んでいる企業は多く、採用を勝ち取るには貴
社の採用ニーズをしっかりと把握し、求人募集として各種支援機関や求人媒体の特色を知る必要があります。そこで、求人媒体説
明会をオンラインにて開催することになりました。各種機関の紹介動画を視聴し、ご興味があれば、吹田商工会議所より各種支援
機関担当者にお繋ぎいたします。

【日時】 2020年11月2日（月）～2021年3月31日（水）　
【対象】 人材確保にお困りの中小企業　
【内容】 ステップ1　各支援機関・求人媒体が各種サービス動画や資料にて説明！
　　　 ステップ2　ご希望者には各支援機関・求人媒体ご担当者を紹介します

【費用】 無料
【申込】 右記QRコードもしくは当所HPからお申込みください。
　　　 ※支援機関一覧など詳細につきましては、当初HPをご確認ください。

上記QRコードより
お申し込みください。

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。

◆配信セミナー：ポータルサイト
　https://suitacci.com/?page_id=7922
　1. 海外展開支援セミナー
 https://suitacci.com/?p=7836
　2. 求人媒体説明会
 https://suitacci.com/?p=7827
　3. テレワーク導入セミナー ツール
 https://suitacci.com/?p=7975
◆視 聴 料：無料
◆視聴期間： 令和3年3月31日まで
◆視聴方法： 吹田商工会議所オンラインセミナー登録フォームよ

りお申し込みいただき、視聴用ページにてご視聴く
ださい。

◆配信セミナー：補助金や働き方に係る各種セミナー
　https://suitacci.com/?p=7244
◆テ ー マ：1. 「軽減税率の基礎知識」
　　　　　　2. 「インボイス制度導入への実務対応ポイント」
　　　　　　3. 「働き方改革関連法案対応セミナー」
　　　　　　4. 「改正民法対策セミナー」
　　　　　　5. 「雇用関係助成金の活用対応セミナー」
　　　　　　6.  「～令和2年度第2次補正予算対応！～新型 

コロナウイルス対策の様々な支援制度」
◆対 象 者：吹田市内事業所
◆視 聴 料：無料
◆視聴期間：令和3年1月31日まで
◆視聴方法： 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。

申　　込：HP内にあるWebフォームからお申込みいただけます。
問 合 せ：吹田商工会議所　中小企業振興部　TEL：06-6330-8001
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〈新たにご入会いただいた事業所〉 （2020.10.1～10.31　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
竹寅産業（有） 吹田市昭和町 竹材・不動産管理
TKコーポ 吹田市千里丘下 ネットでの小売業（Amazon、楽天）

理　　　財 （株）マーキーズ 吹田市南吹田 不動産賃貸

建　　　設
奥村工務店 吹田市天道町 造作大工

（株）T&J 吹田市江の木町 建築・リフォーム
専門サービス 杉田経営研究所 吹田市千里山西 ITを活用した経営支援

サービス業
駅うどん吹田 吹田市朝日町 うどん・そば店
マイキャリア（株）Career Salon 吹田市千里山東 企業の採用支援、大学生の就職支援
RooM 吹田市千里山西 美容業

（特）商　業 エリアテックジャパン（株） 高槻市津之江町 無害の除草液販売
（特）建　設 泰愛工業 寝屋川市大利町 防水工事

（特）サービス業 ハピネスサイン 豊能郡能勢町大里 チラシや広告を制作。名刺や封筒、紙面上のデザイン
※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

お 店 の 特 徴

　JR吹田駅さんくす1番館1Fに店を構えてから23年、近
隣の方を中心にご利用頂いております。うどん・そば・丼
など30種類のメニューがあります。こだわりは生うどん・
生そばを湯がきたてで出すことで、出汁は天然かつおだし
を使っております。湯がきたての釜揚げうどんと通しあげ
をした天ぷらうどんは好評です。店の雰囲気は昔ながらの
うどん屋さんを想像いただけますと当店に当てはまると思
います。

創 業 の 経 緯

　創業は平成10年12月、創業前までビール会社で営業マ

ンとして勤めていました
が、営業支援先の飲食店
経営者に「君は会社員より
自 営 業 が 向 い て い る ん
じゃないか」と言われ、私
自身会社員としての自分
の将来が見えていなかっ
たため、一念発起して店を出すことを決めました。うど
ん・そば店にしたのは私が好きで会社員のときから勉強し
ていたからです。店舗はもともと祖母が所有していた場所
が、ちょうど店子さんを探しているところをタイミング良
く借り受けオープン致しました。

新型コロナウイルスについて

　影響は甚大です。これまでも景気変動により、売上が下
がった時期はありましたが、ここまで大変なことは23年間
ありませんでした。営業時間を短縮せざるを得ず、早く元
の状態に戻ることを願っておりますが、待ちの姿勢ではこ
の状況を乗り超えられないと思い、昔から行っていた「出
前」を強化しております。幸い商工会議所からの支援もあ
り、小規模事業者持続化補助金に採択されたので、出前用
のHP、看板、チラシの作成を進めることができておりま
す。

今 後 の こ と

　10年くらい前まで「出前」といえば、うどん、そば、ラー
メン、ピザといった業態がほとんどでしたが、現在では「デ
リバリー」という名称で、様々な飲食店が展開しておりま
す。競争は激しいですが、
顔の見える営業をコツコ
ツ と や っ て い き た い と
思っております。寒くな
りましたので温かいうど
んで心も温めて頂けます
と幸いです。

新入会員インタビュー 駅うどん吹田

事業所名：駅うどん吹田
代 表 者：小谷　修 氏
所 在 地：吹田市朝日町1丁目吹田さんくす1番館1階
営業内容：うどん・そば店
営業時間：10：00～22：00（営業時間短縮中）、
　　　　　通常は10：00～翌1：00
電話番号：06-4860-2770



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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　渋沢栄一は、明治時代に約500の会社にかかわりま
したが、実は、この「かかわり方」には、いくつかのパ
ターンがあります。
1.  「設立委員」「創立委員長」といった形で最初からか

かわり、その後に社長（当時は頭取や会長という名
称が一般的）や取締役として経営に加わったもの。
今の帝国ホテル、東京海上火災日動、王子製紙など
が代表例。

2.  監査役や相談役、ないしは特定の地位を持たない形
で、経営の指導や援助を行ったもの。今の清水建
設、七十七銀行などが代表例。

3.  基本的に出資者として参加したもの。今の古川機械
金属、品川白煉瓦などが代表例。

4.  不振の会社の立て直しに入ったもの。今の東洋紡の
前身の一つ三重紡績が代表例。

　実際には、これらがいくつか組み合わさった形で、彼
は各々の企業に関与していきました。
　もちろん、彼一人で多数の企業を同時に立ち上げた
り、経営したりはできませんから、信頼できる仲間と役
割を分かち合うことになります。
　それが浅野総一郎（浅野財閥創始者）、大倉喜八郎（大
倉財閥創始者）、益田孝（三井物産創業者）、馬越恭平（大
日本麦酒社長、日本のビール王と呼ばれる）、大川平三
郎（日本の製紙王と呼ばれる）などの錚々たる実業人たち
でした。
　彼らは、栄一の要請に応じて新しい会社に出資し、経
営にかかわって会社を維持発展させたのです。そして彼

らの多くには、実は一つ共通点がありました。
　益田孝は1863年（文久3年）の幕府の第2回遣欧使節
団に参加しています。彼はこのとき若干15才。渡欧し
たいために益田明と名前を変えて、父の家来という名目
で参加しました。
　大倉喜八郎は1872年（明治5年）に民間人の立場で、
初の私費での欧米視察に行きました。
　さらに大川平三郎も1879年（明治12年）20才でア
メリカに渡り、最新の製紙法を勉強しました。
　浅野総一郎はやや遅く1896年（明治29年）に渡欧。
　いずれにせよ洋行経験があったからこそ、彼らは欧米
で近代化の威力を実際に肌で感じていました。だからこ
そ栄一の目指す意図が理解でき、積極的に協力し続けた
のです。
　志やビジョンを共有できる同志たちがいたからこそ、
栄一はあれほどの業績を成し遂げられたのです。

渋沢栄一とその思想に学ぶ 
 「渋沢栄一と同志たち」

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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【障がい者就職応援フェア in すいた】の報告
　毎年開催している『障がい者就職応援フェア in すいた』ですが、今年は新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、感
染防止対策を行いながらの開催となりました。特に、以前同様の運営では会場が密となるため、面接時間を午前・
午後に分け、各5社ずつとし、求職者は完全予約性、面接時間は1名20分と制限し、検温と手指消毒を徹底し、開
催いたしました。
◆日　　時　11月26日（木）　午前10：00～12：00、午後14：00～16：00
◆会　　場　メイシアター　1階集会室（吹田市泉町2-29-1）
◆参加企業　10社（※下記は企業一覧）

・医療法人 医誠会茨木医誠会病院/城東中央病院 ・太陽サービス 株式会社
・社会福祉法人 寿楽福祉会 ・株式会社 なか卯ビジネスサポート室
・株式会社 生活品質科学研究所 ・株式会社 エフアンドエム
・株式会社 ひごペットフレンドリー ・株式会社 ライフコーポレーション
・株式会社 JR西日本あいウィル ・昭和化工 株式会社

◆対 象 者　障がいのある方
◆面接者数　56名
◆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

　令和2年11月25日、臨時総会・11月例会が開催されました（於：大阪ガーデンパレス）。吹田YEGの活動はコロ
ナ禍において活動を制限せざるを得ない状態が続いておりましたが、大阪府の要請や業種別ガイドラインを踏まえ、
感染症対策を徹底のうえ、今年度初めてとなる対面での事業を開催致しました。
　臨時総会では、東山慎一朗会長を初めとする次年度役員・顧問が選出されました。又、例会においては、本年度
新入会員の入会式を行うとともに、withコロナ対策検討委員会の現
状報告などもなされました。加えて、日本商工会議所青年部におい
て、令和3年度大阪府青連代表理事として古川貴晃君を吹田YEGよ
り送り出すことが報告されました。
　親睦企画は控えた中でしたが、久しぶりに顔を合わせたメンバー
同士、懐かしさや対面事業のありがたさ、そして吹田YEGの一体感
を感じることが出来た事業となりました。本年度足立会長の「共に
楽しもうYEG」はこれから始まります！

青年部コーナー 臨時総会・11月例会が開催されました！



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 

年末年始休業のお知らせ
吹田商工会議所では年末年始を下記のとおり休業
とさせて頂きます。

末 最 終 業 務 日：12月28日㈪
年末年始休業期間：12月29日㈫～1月3日㈰まで

年明け1月4日㈪から平常通り業務を行います。
休業期間中は何かとご迷惑をお掛けいたします
が、何卒よろしくお願い申し上げます。
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3K・5Kといわれる業種の 
 モデル企業『向陽信和』

　JR名古屋駅から中央本線快速に乗車し、40分ほど行っ
た土岐市駅で下車し、そこから車で山間に向かって15分ほ
ど走った場所に、建設資材が山と積まれた工事事務所があ
る。ここが向陽信和株式会社の本社兼作業所である。
　同社は大別すると建設業であるが、事業内容は建設現場
で使用する足場架け払いのリースサービスや仮設設備の
リースおよび販売である。もう少し具体的にいうと、建物
の建設はもとより、建物の汚れや修繕など外面処理をする
ときにつくられる足場作業を行う企業である。
　創業は1993年、現社長である古澤一晃氏が、5年間の
修業を経て29歳の時に創業。苦労と努力が実り、現在は本
社に47人、岩手支店に10人の計57人の社員を有する企
業に成長発展している。専業としては、今や全国有数の規
模であり、業績もすこぶる順調である。そればかりか、業
界の平均年齢が50歳代から60歳代が大半という中、同社
は何と25歳という若さである。
　同社の成長発展の要因は多々あるが、最大の要因は、古
澤社長の経営姿勢が関係者の支持を得たからだと思われる。
その一つが大家族的経営である。創業者でもある古澤社長
は、創業以来“社員は家族だから社員の家族も会社の家族”
という、いわゆる大家族的経営を実践している。社員の家
族の理解と協力なくして一生懸命仕事はできないと、家族
を巻き込んでの福利厚生事業を数多く実践している。例え
ば、夏祭りや忘年会のほか、子どもたちに両親の働く姿を
見てもらう職場見学会などである。
　また自身の報酬を極端に下げ、代わりに冬のボーナスや
決算賞与も支給している。この決算賞与の支給は税引き後
利益が生じた際に行っており、役職・年齢・性別・国籍を
問わず、同一額を支給しているという。これは大家族的経
営からの発想である。

　家族を大切にするという経営は、少ない残業時間にも表
れている。業界ではサービス残業はもとより、社員1人当
たりの残業時間が1カ月当たり30時間以上というケースが
多い中、同社は10時間以下である。
　その理由は、他社と競争しなくても済む小さな市場に特
化した営業戦略の結果であり、職人配置の巧みさにある。
職人の数は、同業他社の約1.2倍。こういうと人件費がか
さみ収益が圧迫されると思うかもしれないが、そうなって
いない。人員が多いことで、業務のスピードだけでなく品
質も高まり、事故率も低下するという好循環を生み、人件
費を吸収できているという。加えて職人同士がお互いさま
の気持ちで仕事に取り組むことができる環境になっている
のである。
　同社の存在から「うちは3K・5K職場だから……」と嘆く
多くの経営者は変わるきっかけをつかんでほしい。

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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　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、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式を利用して、認定経営革新等支援機関等から申告書を

発行してもらい、2021年1月以降に申告期限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） 資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下の法人又は資本若しく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人以下でないこと、（イ）性風俗関連特殊営業を行っていないこ

とを申告書の誓約事項で確認。
　　ー 法人については、（ア）資本金等要件を満たすこと、（イ）大企業の子会社でないこと、（ウ）性風俗関連特殊営業を行っ

ていないことを申告書の誓約事項で確認。
　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
　吹田市のホームページよりダウンロードしてください
　https://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-zeimu/shisanzei/keigen.html
◆お問い合わせ・申請書提出先
　吹田市役所　資産税課（申請期間：令和3年1月4日（月）から2月1日（月）まで）

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
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吹田税務署から確定申告のお知らせ

・自宅から「国税庁ホームページ」を利用したe-Tax（パソコン・スマホ申告）を！
　「マイナンバーカード対応のスマートフォン」をお持ちの方は、マイナンバーカードでス
マホから送信できます。
　マイナンバーカードをお持ちでない方も、税務署が発行したID・パスワードを使用して
スマホから送信できます。
　※ IDとパスワードの発行を希望される方は、顔写真付きの本人確認書類をお持ちの上、

お近くの税務署にお越しください（即日発行いたします。）。

・青色申告特別控除（65万円）について
　令和2年分の確定申告から、現行の65万円の青色申告特別控除の控除税額が55万円に変わります。
　ただし、現行の適用要件に加えて、e-Taxによる申告（電子申告）又は電子帳簿保存を行うと、引き続き65万
円の青色申告特別控除が受けられます。

・医療費控除について
　令和2年分の確定申告から、医療費控除を受ける場合は「医療費控除の明細書」の添付が必要です。（医療費の
領収書の添付又は提示は不要です。）
　なお、医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。

・ふるさと納税について
　ふるさと納税においてワンストップ特例の申請を行った場合でも、①所得税の確定申告書を提出する場合（医
療費控除など）、②ふるさと納税先の自治体が6団体以上となる場合は、その年のふるさと納税の全額について
所得税の確定申告を行う必要があります。

・キャッシュレス納付のご利用を!!
　国税の納付は、振替納税のほか、ご自宅・オフィスからパソコンやスマホでダイレクト納付、インターネット
バンキング、クレジットカード納付を利用いただくことで、非対面で納付手続きが完了します。
　また、国税の納付は、コンビニや金融機関の窓口でもできますので、税務署窓口以外での納付をお願いします。
　やむを得ず、税務署窓口で納付する場合は、9時から16時までの間にご利用ください。

　電話：06-6330-3911（自動音声でご案内します）
（税務署へ相談でお越しになられる場合は事前に予約が必要です）

・国税の納税の猶予制度のご案内
　国税を一時に納付することが困難な場合、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%以上減少した方は、延滞税が免除となる「特例猶予」を適用すること
ができます。
　「特例猶予」は令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する国税が対象となります。
　詳しくは国税局猶予センター（0120-527-363）にご相談下さい。



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

（ ） － （ ） －

http://www.nbs-grp/com/

土木建築綜合請負土木建築綜合請負

株式会社株式会社 堀田工務店 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■ 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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