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吹田市産米を使用し大ヒットした地酒 “吹田のゾウ“ 
 大阪産の “地酒・ワイン・地ビール” などを次々と企画！
木下名酒店株式会社
 代表取締役　木下　靖雄 氏
　木下名酒店株式会社は、現社長の父である初代社長が昭和
46年に創業し、千里ニュータウンとともに歩み続けて、今
年で50年目を迎えた酒類販売店です。
　平成に入りディスカウント店に業態を変えて、「SKY」と
いう店名で吹田市内を中心に8店舗を構えるまでに拡大をし
ましたが、規制緩和による競合店の急増により経営環境が悪
化してきました。そこで、2代目社長として後を継いだ現代
表取締役の木下靖雄氏は、他店と競合しない“こだわりの専
門ショップ”に業態転換し、生き残りを図りました。
　今回は、後継者として経営革新に取り組んだ木下靖雄氏に
お話を伺いました。 代表取締役　木下　靖雄 氏
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― 貴店の事業内容について。
私は、平成元年に父が創業した酒類販売店に入社し

ました。手伝い始めた当初からワインに興味があり、
毎年フランスへ自然派BIOワインを買い付けに行くこ
となどもさせてもらいました。その後、酒に関する知
識を深めようと、シニアソムリエ（ソムリエの上級クラ
ス）や日本酒学講師の資格も取得しました。

会社の経営を任せられると、ディスカウント店から
の脱却を図るため、国内の人気の地酒や本格焼酎・地
ビール・日本ワイン・有機米・オーガニック食品など
を求めて全国の産地を訪問し、問屋を介さず生産者か
ら直接商品を買い付けることに取り組みました。

現在は店舗網を縮小し、阪急南千里駅前の1店舗に
絞り込みましたが、他店と全く商品が競合しない“こだ
わりの酒と食品の専門ショップ”のスタイルを確立し、
新しい業態で売上を伸ばしています。

―「吹田のゾウ」を作られたきっかけは…。
吹田商工会議所青年部が企画した吹田慈姑を使用し

た焼酎「芽吹」を発売当初に私の店で販売させて頂いた
事をきっかけに、独自の地元オリジナル酒の製造を考
えるようになりました。

そこで、再度ブームになりつつあった日本酒でのオ
リジナル酒を考えましたが、吹田市産のお米がなかな
か見つからず諦めかけていました。そんな中、吹田市
内の朝市でお米を販売していた吉田俊之さんに出会い
事情を説明すると、市内で栽培しているお米を快く分
けてくださる事になりました。

お酒の名前も地元に因んだものとしようと考えてい
たところ、店の近くの菩提池の遊歩道で、この佐竹台
の地よりゾウの化石が発掘されたとの案内板を見まし
た。吹田市立博物館に行き調べると、その象は“アケボ
ノゾウ“といって日本固有種の象であり、吹田市内4箇
所からも象の化石が発掘され、博物館にはゾウの歯の
化石を展示されていました。「これは面白いし、街おこ
しにもなるのでは！」と想い、そのお酒を「吹田のゾウ 
純米大吟醸」と名付けました。

この「吹田のゾウ」のお酒は味にもこだわりましたの
で発売当初より売れ行き好調で、今では年間販売
3,000本以上（720ml換算）となる大ヒット商品とな
りました。

このお酒は、地域との関連が深く、愛らしい象の絵
のラベルや名称から、様々なTV・新聞・雑誌等にも取
り上げられました。 G20大阪サミットでは提供酒にも
なりました。吹田出身のノーベル賞受賞者・吉野彰氏
に全国放送のTV番組の中で飲んで頂いた事もありま
す。

そして、私が所属していた吹田商工会議所青年部の
メンバーも様々なイベントで吹田のゾウを地産品とし
てPRしてくださいましたし、吹田市内の多くの飲食店
様でも定番酒として扱って頂けるようになりました。

また、お店の近くにはホテルがあり、インバウンド
などのお客様もいたことから免税店の認定を受け、「吹
田のゾウ」以降も大阪産地酒、大阪産ワイン、大阪産地
ビールなど地元に因んだオリジナル酒を続々と企画・
販売しました。2025年には大阪・関西万博が開催さ
れますので、海外のお客様が増えることを想定してい
ます。

― コロナ禍の影響はどうですか？
コロナウイルス感染症拡大の影響により飲食店様へ

の販売は激減しました。ただ、その分「宅飲み」される
お客様が増えたので、来店客が増加し売上を多少カ
バーしています。

お店のある南千里駅前周辺は、近年、多くの団地が
マンションへと建て替わり、移り住んで来られる方が
非常に増えたため、活気のある地域となっていること
も追い風となりました。

― 今後の展開について。
今日では、寿司店は世界のどの街にもあり、「和食」

はユネスコの無形文化遺産に登録されています。私の
店で販売しているような本格的な地酒や焼酎などは、
海外での消費は少しずつ増えてはいるものの、まだ決
して多くはありません。

以前、ハワイとイタリアで開催されたイベントに出
店した際には、現地の方が地酒に予想以上に興味を
持ってくれましたが、輸出には高額な関税や費用がか
かり手続きも複雑なため海外への展開は時期尚早と判
断しました。

コロナ渦が収束すれば、海外から大阪や吹田に来訪
いただき、当店の取り扱う美味しいお酒のファンを拡
大し、それから輸出や海外出店にチャレンジしていき
たいと思っています。

― 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あげます。

木下名酒店株式会社
〒565-0862　吹田市津雲台1-1-30

トナリエ南千里102
Tel：06-6877-4339／Fax：06-6155-5229

https://www.kinoshita-meisyu.com/
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「吹田市中小企業動画制作支援事業」第2フェーズ始動

連携協定締結と記念講演会を実施

　吹田市と吹田商工会議所の連携体制のもと、『デジタルシフト』を切り口に、アフターコロナ時代を見据えた次の

一手として令和2年12月10日より動画制作支援事業がスタートしました。当事業は、中小企業の動画による事業

PRを後押しすることを目的としております。

　第1フェーズとして、動画制作を行うにあたっての制作外部委託費用150,000円のうち、100,000円を補助金

として交付する補助金制度を発足いたしました。補助金制度については、予算枠に達したため受付を終了いたしま

した。

　続いて第2フェーズとして、吹田市内の企業と吹田市民のハブとなるべく、YouTubeチャンネル『すいたch（すい

たっち）』を3月20日に開設する予定です。補助金を活用して作られた動画はもちろん、吹田市にまつわるさまざま

な動画をアップする予定です。

　これからも吹田市と吹田商工会議所は地域経済を活性化させる事業を推進していきますので、ご期待ください。

YouTubeチャンネル
「すいたch」

　当所と国立循環器病研究センター及び摂津市商工会は連携・協力の推進に関する協定書を締結し、2月10日（水）

に調印式を執り行いました。健都における医療技術の発展や健康寿命の延伸を目指して、医療や健康づくりに関わ

る研究、人材育成、地域連携等について、相互に協力し、双方の発展と充実に寄与する連携を推進していきます。

　また、連携協定を記念してオンライン講演会「医・健康との連携による事業活性化」を2月26日（金）に開催致しま

した。国立循環器病研究センター内の各セクションの専門家による講演を以下の3つのテーマにて行いました。

1.  医工連携オープンイノベーション、イノベーション

カフェの活用について

2. 産業界と連携した減塩推進・かるしお活用の取組み

3. 国循+健康志向型マンションへの試み

　地域の企業でも参加できる連携の取組や今後の方向性

などをお話いただき、質疑応答の時間でもご参加者によ

る質問が活発に行われ、医・商・工連携の関心度の高さ

を感じ取れる会となりました。ご協力・ご参加頂いた方、

誠に有難うございました。

ご報告

（柴田会頭、摂津市商工会中川会長、国立循環器病研究センター小川理事長）
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　Googleのビジネス向けツールGoogle Workspaceは、世界で600万を超えるビジネスの現場で利用されており、様々な
業界のデジタル化を支援しています。おなじみのGmailやGoogleカレンダー、ビデオ会議、ファイルの同時編集など、チー
ムの連携と生産性向上に必要なあらゆるツールを利用することができます

お申し込み方法について
本プログラムは、現在G SuiteならびにGoogle Workspaceをご
利用でない各地の商工会議所会員様向けのプログラムとなります。
お申し込みは下記URLより受け付けております。

goo.gle/GWS-JCCI
※お支払いはクレジットカードによるお支払いとなります。
※ 導入時のドメイン設定等各種設定のサポートはヘルプページ・問い合わ

せ窓口のご利用となります。
※ 導入支援代行（有償）が必要な場合には、上記ウェブページ内のお申し込

みフォームをご提出いただいた後に送られる自動返信メール内のフォー
ムにて別途お申し込みください。

特別ご案内 商工会議所会員様向け Google Workspace初年ご利用料10%割引
チームの連携をGoogleで簡単に

令和3年度「新入社員教育講座」開催のご案内
 　コロナ禍により社会や多くの企業で、様々な変化が起こっています。だからこそ、今まで以上に未来を担う人材の育成は
重要です。新人の皆さまが組織の一員としての意識を持ち、自信をもって仕事に臨むためにも、しっかりと基礎をつくって
現場に送り出す必要があります。そのため、講座は状況がどう変わっても必ず受講いただける形式にしています。
　この講座では、“べき”論をお伝えするのではなく、必要だと言われることには理由があるということを学び、納得しなが
ら基礎を身につけていただきます。また、自律的に考え動くための思考もお伝えいたします。ぜひ、皆さまにお役立ていた
だけましたら幸いです。最初の一歩を私達の講座にお任せください。

◆開催日：令和3年4月12日（月）・13日（火）　2日間ともに10：00～16：30
　　　　　※会場もしくはオンラインでの参加が選べます。
◆講　師：木山　美佳 氏（株式会社キャリ・ソフィア代表取締役・一般社団法人ダイバーシティ人材育成協会代表理事）
◆場　所：吹田商工会議所　3階　大会議室
◆対　象：令和3年度　新入社員（35歳以下）
◆定　員：会場30名、オンライン50名（先着申込順）
◆料　金：会員　18，000円／人　　未会員　28，000円／人
　　　　　※上記料金はテキスト代のみの金額となります。　※昼食は各自持参でよろしくお願いいたします。

※新入社員教育講座の施行にあたりましては、新型コロナウイルス感染症対策として、以下の運用に努めて参ります。
①席数を減らして席の間隔をあけます。　②定期的に窓や入口を開放して換気します。
③入り口に消毒用アルコールを設置します。
④今後の感染拡大によっては、日程又は内容を変更する場合がありますが、その際は事前にご連絡いたします。



中小企業退職金共済制度
　中小企業退職金共済制度とは、中小企業のために設けられた国の
退職金共済です。中退共制度を活用すれば、安全・確実・有利で、
しかも管理が簡単な退職金制度を手軽にできます。
　中退共制度は、事業主が運営機構と退職金共済契約を結び、毎月
の掛金を金融機関から口座引落しで納付します。掛金は従業員ごと
に任意で選択することができ、従業員が退職された時は、中退共か
ら従業員に直接退職金が支払われます。
　掛金は、法人の場合は損金として、個人事業主の場合は必要経費
として、全額非課税となりますので、節税効果もあります。また、
一定の条件で、国の助成もあり大変有利な制度です。

お問い合わせ：吹田商工会議所　共済担当　TEL：06-6330-8001
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緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金

jGrants（補助金申請システム）のご案内

【概　　　要】  2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上
が50％以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を給付
いたします。

【支　給　額】 法人は60万円以内、個人事業者等は30万円以内の額を給付
【申込受付期間】 2021年3月8日（月）～5月31日（月）
【事 前 確 認】  吹田商工会議所にて登録確認機関による事前確認を受けるためには、会員

であることが条件となります。
【詳　　　細】 経済産業省HP　緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要について
　　　　　　 https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

　jGrants（Jグランツ）とは、経済産業省が運営する補助金の電子申請システムです。ものづくり補助金、事業再構築補助金
などの申請時に必要になる予定です。
※申請時に必要なGビズID取得には2～3週間かかります。早めの取得をお勧めします。
　「電子申請」とは、インターネットを利用して申請・届け出をすることです。インターネットを経由するため、国や自治体
の補助金がいつでも・どこでも申請ができ、誰でも簡単に応募から採択後の手続きまで完結することができます。また、申
請するために書面を郵送する必要がありません。その為、書面で行う申請に比べてコストがかからないことやログイン時の
認証機能によって書類への押印が不要となる、などのメリットがあります。

jGrantsでの申請の流れ
① jGrants内で「補助金」を検

索
→ 申請したい補助金を「補助

金を探す」から検索します。

②GビスID取得・ログイン
※ 通常GビズIDの取得には2

～3週間ほど時間がかかり
ます。

③申請内容を入力して送信
→ 必要事項の入力・資料の

アップロードをして、申請
をします（押印不要）

　jGrantsをご利用いただくにはGビズIDの「①gBizIDプライムアカウント」または「②gBizIDメンバーアカウント」の取得
が必要です。
① gBizIDプライムアカウントの取得は書類審査（確認）を行って作成されるアカウントです。必要書類を郵送し、2～3週

間程度で取得できます。
② gBizIDメンバーアカウントの取得はgBizIDプライムのアカウントを取得した組織・団体の従業員用として作成できる

アカウントです。

※詳しくは、「jGrants（jグランツ）」公式HPをご覧ください。　jGrants公式HP
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〈新たにご入会いただいた事業所〉 （2021.1.1～1.31　部会別事業所名50音順）
部　会 事　業　所　名 所　在　地 事　　業　　内　　容

工　　　業 サンデン・リテールシステム（株）
 関西・中四国支社 吹田市江坂町 流通システム事業として自販機、冷凍冷蔵

ショーケース、フード機器を製造・販売

サービス業
Cradle 吹田市豊津町 ヨガ、リラクゼーション

（株）ラッキーコミュニケーションズ 吹田市内本町 総合広告代理業

（特）建　設 core design offi  ce 大阪市中央区安土町 内装、木造作什器、設計・施工・監理。デザイ
ン、CGパース制作。

※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

事業内容について
　当社は1943年に創業したサンデン株式会社の流通
システム事業として「冷やす・あたためる」をコア技術
とし、飲料やアイスクリームを冷却、コーヒーやお茶
を保温するショーケースから、現在では全国の自動販
売機やコンビニエンスストアの店舗用ショーケース、
コーヒー給機など、幅広い機械製品をグローバルに展
開して参りました。令和元年10月1日に、サンデン・
リテールシステム株式会社として新たなスタートを切
り、この度、会議所に入会させていただきました。

事業の強みについて
　「冷やす・あたためる」為の技術に関しましては、
様々な分野において世界でも誇れる高い技術力、ノウ
ハウを持っています。近年、お客様毎に希望される性
能や機能を備えた製品が求められるようになりました。
我々はこれまで、製品を製造するだけでなく販売、そ

して、他社の製品であってもメンテナンスや修理もし
てきました。その甲斐あってお客様の要望をヒアリン
グした上で十分な性能や仕様を反映した製品を提案す
る事が出来ます。また、IT技術の発達に伴い、緻密な
温湿度管理を遠隔管理できるサービスも提供し、工場
や物流の現場において活躍しております。

今後の展望について

　コロナ感染症の拡大に伴い、生活だけでなく経済や
市場にも大きな変化が出ています。例えば時短営業を
余儀なくされた飲食店が閉店後に冷凍餃子などの商品
を自動販売機で販売して売上減少の緩和をはかると
いった試みも出てきました。これまでは、中身の見え
る冷蔵ショーケースや冷凍機能の備えた食品用自動販
売機を個々の飲食店様に提供する事はほとんどなかっ
たですが、そういった試みをあらゆる商品、ロケー
ションに対して、幅広い用途が可能な自動販売機で充
分対応できると思います。
　そして、以前に比べてより安全管理や品質管理にも
細心の注意を払う必要性も出てきましたので、飲食品
や薬品などを取り扱う事業者様で、温湿度管理におい
てお困りのことがございましたら是非ともご相談いた
だければと思います。吹田市内には様々な食品、医薬
品を取り扱う事業者様がいらっしゃるので、共に良い
製品を皆様に提供できるようにご協力させていただけ
ればと思います。

新入会員インタビュー サンデン・リテールシステム株式会社 関西・中四国支社

事業所名：サンデン・リテールシステム株式会社
　　　　　関西・中四国支社
事業内容：店舗用ショーケース、自動販売機、フード
　　　　　機器など各種機械製品の製造、販売、メン
　　　　　テナンス・修理など
関西・中四国支社長：木村　毅 
所 在 地：〒564-0063 吹田市江坂町1-12-38 
Ｔ Ｅ Ｌ：06-6339-2511 
Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.sanden-rs.com

MMV（マルチ・モジュール・ベンダー）
「あらゆる」に応える次世代自販機

非接触式アルコール製剤
自動噴霧器て・きれいきNEO



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、約500の会社、600の社会事業にかかわり
ました。常人には不可能としか思えないような業績ですが、
もちろん一人で成し遂げたわけではありません。
　彼には人を見抜く力がありました。そして適材を適所に
配置することで、大勢の人々を巻き込みつつ、事業を成し
遂げていったのです。
　では、なぜ彼には「人を見抜く力」があったのでしょうか。
　一つには若い頃から社会に揉まれていたことがあります。
　中国の「三国志」の時代、切れ者の象徴だったのが諸葛孔
明でしたが、一つ大きな弱点がありました。それは人を見
る目がなかったこと。だからこそ子飼いの部下だった馬謖

（ばしょく）の力を見誤って抜擢、作戦を大失敗させて「泣い
て馬謖を斬る」という故事を残してしまったのです。
　では、なぜ孔明ほどの人物が人を見る目がなかったのか。
それは若いときに田舎で晴耕雨読の生活をしていて、社会
に揉まれていなかったからだといわれています。
　逆に栄一の場合、若いときから掛け売り商売にいそしみ、
志士たちと交流し、幕臣になりと、社会で揉まれ続けまし
た。そこで人を見る目を養っていったのです。
　さらに栄一は、『論語』の次の人物鑑定法を利用していま
した。
・人を見るのに、現在の行動を観察するばかりでなく、そ
の動機は何か、またどんな結果に満足するのかまで突っ込
んで観察する。そうすれば、どんな相手でも本性を隠しき
れなくなる（子曰く「その以（な）す所を視、その由る所を観、
その安んずる所を察すれば、人焉（いずく）んぞ廋（かく）さ
んや、人焉んぞ廋さんや」）『論語』為政篇

　この一節を栄一は、次のように解説します。
「そもそも人物を観察するのに、第一にその人の外面にあら
われた行為の善悪や正邪を視る。第二にその人のこの行為
は何を動機にしているものなのかをしっかりと見極める。
第三に、さらに一歩進めてその人は何に安心するのか、何
に満足して暮らしているかを察知すれば、必ずその人の本
当の性質が明瞭になってくる」（『論語講義』引用者訳）
　簡単に言えば、「実際の行動はどうか」「その動機は何か」

「何に満足して生きているのか」を見れば、相手の真実は見
えてくるというのです。
　いうなれば「人間通」だったからこそ、栄一はあれほどの
偉人たり得た面があるのです。

渋沢栄一とその思想に学ぶ 
 「渋沢栄一の人を見抜く力」

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。

吹田税務署からのお知らせ　確定申告の期日が延長されました
　新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言の延長により、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の
申告・納付期限が令和3年4月15日（木）まで延長されました。
　申告に当たっては、ご自宅からのe-TAX申告（スマホ申告含む。）を是非ご活用ください。



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

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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　本年度YEGの事業活動も残すところ、3月例会のみとなりましたが、大阪府を対象地域とする緊急事態宣言は解
除され、臨時総会11月例会以来となる、久しぶりの対面での事業を実施出来る見込みとなりました。
　コロナ禍ではありましたが、3月例会の開催に向け、担当の総務広報委員会にてしっかりとした安全対策を検討
し、万全の準備を行って参りました。また、卒業生におかれても、様々な趣向を凝らした準備をいただき、あとは
当日を残すのみとなりました。
　また、この3月例会においても、設営において、YEG新入会員の自事業の力をお借りするなど、新たなYEGはコ
ロナ禍の状況においても吹田YEGの新たなつながりは着実に拡がっています。
　吹田YEGでは、引き続き新入会員を募集していますので、是非お問い合わせください。

青年部コーナー 吹田商工会議所青年部　活動報告

「小規模事業者持続化補助金〈一般型〉」のご案内
　小規模事業者等が地域の商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に
取り組む費用の2/3を補助します。
◆補　 助　 額：上限50万円
　　　　　　　　※ 「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者・法人設立日が2020

年1月1日以降である会社（企業組合・協業組合を含む）、または税務署に提出する開業届に記載
されている開業日が2020年1月1日以降である個人事業主については、補助上限額が100万
円となります。

◆補助対象経費：ホームページの作成・改良、チラシ・カタログの作成、広告掲載、看板、店内改装など
◆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
◆公募スケジュール：第5回受付締切：2021年6月4日（金）［郵送：当日消印有効］
　　　　　　　　第6回受付締切：2021年10月1日（金）［郵送：当日消印有効］
　　　　　　　　第7回受付締切：2022年2月4日（金）［郵送：当日消印有効］
　　　　　　　　※商工会議所における支援計画確認書（様式4）作成には、1週間程度お時間を頂きます。
◆お問い合わせ：日本商工会議所　小規模事業者持続化補助金事務局
　　　　　　　　https://r1.jizokukahojokin.info/　
　　　　　　　　※ 詳しい制度や応募方法については公募要領等をご確認いただきますようお願いいた

します。

第37回吹田産業フェアの開催について
　昨年延期となりました第37回吹田産業フェアにつきまして、当初2021年6月の開催を予定しておりましたが、
新型コロナウイルス感染症に関連する事情により、会場施設の利用が困難となりましたことに伴い、本年6月開催
を見送ることになりました。



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 

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
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“価値ある経営”10の特長

　本コーナーでは、毎回1社全国各地の“快進撃企業”を
取り上げ、その企業の経営の考え方や進め方について
解説してきました。今回で本コーナーは最後になりま
すので、今回はまとめを述べます。
　周知のように、過去約10年間、日本の中小企業の約
7割は赤字企業であり、残り2割の企業も万年低収益に
あえいでいます。これら企業の経営者の言い分を聞く
と、五つの原因を口実に自社の業績低迷を嘆いている
のです。
　五つとは、第1は「景気のせい」、第2は「業種のせ
い」、第3は「規模のせい」、第4は、「場所のせい」。そ
して、第5は「大企業・大型店のせい」のことです。
　しかしながら、こうした問題意識は根本的に間違っ
ています。こうした意識で経営をしている限り、春は
遠いと思います。本コーナーで紹介してきた企業を思
い出してください。取り上げた中小企業の大半は、社
員数300人以下、中には数人の小さな企業もありまし
た。
　業種のせいにしてほしくなかったため、意識的に農
業をはじめとする第1次産業、建設業や製造業などの
第2次産業、そして小売業やサービス産業などの第3次
産業に属する企業と、幅広く取り上げました。さらに
言えば、場所の限界や商圏人口の少なさを否定するた
め、交通が不便な山間の過疎市町村に本社を構える企
業も扱いました。
　にもかかわらず、本コーナーで取り上げた中小企業
の全てが、好不況を問わず、10年どころか20年以上
も好業績を持続しているのです。同じ条件でありなが
ら、なぜこうも差がついてしまうのでしょうか。答え
は簡単です。本コーナーで紹介した快進撃企業は、時
代が求める「価値ある経営」を自らが主体的に創造・提
案し続けているからです。

　これまで取り上げた快進撃企業の全てに共通する特
長を、あえてキーワードで示すと、次の10点です。第
1は「環境依存追随型企業ではなく市場創造型企業」、
第2は「取引先依存型企業ではなく自立・自活型企業」、
第3は「特定企業依存型企業ではなくリスク分散型企
業」、第4は「価格競争型企業ではなく非価格競争型企
業」、第5は「ワンマン型企業ではなく全員経営型企
業」、第6は「自利・一方良し型企業ではなく利他・五
方良し型企業」、第7は「現状維持型企業ではなくビ
ジョン型企業」、第8は「損得重視型企業ではなく善悪
重視型企業」、第9は「業績重視型企業ではなく社員の
幸せ重視型企業」、そして第10は「フル操業前提型企業
ではなく腹八分前提型企業」です。
　その意味であえて言えば、価値ある企業、ブレない
企業になるための方策は、この10の経営を時間がか
かってもよいので、実践するしかないのです。頑張れ
中小企業！

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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令和3年度定期健康診断について
　吹田商工会議所では令和2年度の定期健康診断より従来の定期健診B（Bコース）を廃止し、すべての方に同一の定期健診

（旧定期健診A）を受診していただいております。
　年齢による受診項目の省略は本来医師による判断によるものとしており、その点を重く捉えすべての項目（旧定期健診A）
を受けていただくことが望ましいと判断させていただきました。
　事業主の皆様には何卒ご理解とご了承いただきますようお願いいたします。
　令和3年度の集団検診（会場：吹田商工会議所及び山田ふれあいセンター）の日程が下記のとおり決まりましたので4月号封
入の申込書にご記入の上、会議所までお申込みくださいますようお願いいたします。
　個人健診・出張健診等詳細につきましては4月号同封の案内をご覧ください。

実　施　日 受 付 時 間 実 施 場 所 所　在　地

7/14（水）～7/16（金） 申込書参照 吹田商工会議所 吹田市泉町2-17-4

8/25（水） 9：00～12：30 山田ふれあいセンター 吹田市山田東1-28-9

Filter

新型コロナウイルス感染拡大防止策を徹底してまいります。

航空会社の取組み飛行機を安心してご利用頂くための

飛行機内の空気は
約3分間で入れ替わります。

各航空会社の取り組みはこちら

空港・航空機内での取り組み

空港内のカウンター等で、
マスクの着用をしています。

定期的に、機内・チェック
イン機などの消毒を
行っています。

機内サービス提供時に、
マスクや手袋の着用を
しています。

客室内の空気は、常に機外から新しい空気を取り入れ、約3分で
すべての空気が入れ替わります。また、機内で循環する空気は、
病院の手術室にも使用されている高性能なフィルターでろ過され、
清潔に保たれています。さらに空気は常に天井から供給され、床下
に流れて滞留することはありません。
航空機は常に衛生的で清潔な環境が保たれています。

大阪国際空港及びその周辺地域活性化促進協議会は
エアラインを応援しています！

航空会社の取組み飛行機を安心してご利用頂くための

新型コロナウイルス感染拡大防止策を徹底してまいります。

http://www.kksk.jp/

Filter

新型コロナウイルス感染拡大防止策を徹底してまいります。

航空会社の取組み 飛行機を安心してご利用頂くための

飛行機内の空気は
約3分間で入れ替わります。

各航空会社の取り組みはこちら

空港・航空機内での取り組み

空港内のカウンター等で、
マスクの着用をしています。

定期的に、機内・チェック
イン機などの消毒を
行っています。

機内サービス提供時に、
マスクや手袋の着用を
しています。

客室内の空気は、常に機外から新しい空気を取り入れ、約3分で
すべての空気が入れ替わります。また、機内で循環する空気は、
病院の手術室にも使用されている高性能なフィルターでろ過され、
清潔に保たれています。さらに空気は常に天井から供給され、床下
に流れて滞留することはありません。
航空機は常に衛生的で清潔な環境が保たれています。

大阪国際空港及びその周辺地域活性化促進協議会は
エアラインを応援しています！

航空会社の取組み 飛行機を安心してご利用頂くための

新型コロナウイルス感染拡大防止策を徹底してまいります。

http://www.kksk.jp/

Filter

新型コロナウイルス感染拡大防止策を徹底してまいります。

航空会社の取組み飛行機を安心してご利用頂くための

飛行機内の空気は
約3分間で入れ替わります。

各航空会社の取り組みはこちら

空港・航空機内での取り組み

空港内のカウンター等で、
マスクの着用をしています。

定期的に、機内・チェック
イン機などの消毒を
行っています。

機内サービス提供時に、
マスクや手袋の着用を
しています。

客室内の空気は、常に機外から新しい空気を取り入れ、約3分で
すべての空気が入れ替わります。また、機内で循環する空気は、
病院の手術室にも使用されている高性能なフィルターでろ過され、
清潔に保たれています。さらに空気は常に天井から供給され、床下
に流れて滞留することはありません。
航空機は常に衛生的で清潔な環境が保たれています。

大阪国際空港及びその周辺地域活性化促進協議会は
エアラインを応援しています！

航空会社の取組み飛行機を安心してご利用頂くための

新型コロナウイルス感染拡大防止策を徹底してまいります。

http://www.kksk.jp/

大阪国際空港及びその周辺地域活性化促進協議会は
エアラインを応援しています！

各航空会社の取り組みはこちら
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　社会保険協会では、総務ご担当者様に、総務全般の基礎知識を習得していただければと考え、7テーマを設け
て定期的に開催しております。
講習会テーマ：1. 労災保険・雇用保険を知ろう　　2. 健康保険・厚生年金保険を知ろう
　　　　　　　3. 労働・社会保険の実務　　　　　4. 労働基準法を知る　　　　　　　5. 年末調整の基礎を学ぼう
　　　　　　　6. 公的年金のしくみを知ろう　　　7. 給与計算の基礎を学ぼう
開催日：令和3年5月から令和4年3月の間で定期的に開催。（年間スケジュール表を協会HPに掲載。QRコードスキャンでも可）
対象者：大阪府下の厚生年金・健康保険の適用事業所の被保険者の方。
場　所：大阪府病院年金会館、大阪府社会福祉会館、エル・おおさか　　　　時　間：午後2時30分～午後4時30分
受講料：協会会員様　無料／非会員様　3，500円（各講習会）
定　員：60名～120名　※申込多数の時は抽選
講　師：社会保険労務士　後藤田慶子 氏・山口介衣子 氏・高田　千春 氏
お問合せ・申込先：一般財団法人 大阪府社会保険協会　06-6445-3013
　　　　　　　　　〒550-0003 大阪市西区京町堀1-3-13　辰巳ビル2F
　　　　　　　　　詳しくは、協会ホームページを  大阪府社会保険協会 検索

一般財団法人 大阪府社会保険協会からのお知らせ
令和3年度 労務事務講習会のご案内

～基礎知識の習得！・スキルアップに！～

PRTR法と府条例に基づく化学物質の届出について
＜以下の要件を満たす事業所は、環境への排出量や移動量等を把握し、毎年の届出が必要です＞
1. 届出対象事業者（①～③の要件を全て満たす事業所）
　①業種：製造業等24業種
　②従業員数：事業者全体で常時使用する従業員数が21人以上
　③取扱量：対象物質（トルエン、VOC等）の年間取扱量が1トン（一部の物質は0.5トン）以上
2. 届出の内容
　PRTR法：PRTR法で指定する物質の排出量、移動量

条 例：PRTR法で指定する物質の取扱量、条例で指定する物質の排出量、移動量、取扱量
　　化学物質の管理体制や緊急事態の対処等の規定を定めた計画書（化学物質管理計画書）等※
　　※事業所において常時使用される従業員数が50人以上の事業所に限る

3. 届出の受付期間
　PRTR法：2021年4月1日～6月30日

条 例：2021年4月1日～9月30日
4. お問合せ先
　吹田市 環境部 環境保全指導課　TEL 06-6384-1850
＜大規模災害時における化学物質によるリスク低減対策について＞
地震等の大規模災害により、化学物質が流出した場合、健康被害や環境汚染の発生が懸念されます。大阪府化学物質適正管
理指針において、大規模災害時の環境リスクの低減対策について定めています。化学物質を扱う事業所の皆様は、大規模災
害に備えた対策の検討・実施をお願いします。詳細についてはホームページを御参照ください。
○ホームページアドレス：http://www.pref.osaka.lg.jp/kankyohozen/shidou/index.html

お引越しされる方へ　吹田市市民課臨時窓口等のご案内
　他市へ引越しする方は、事前に住所地の市民課へ転出届（郵送含む）を出してください。また、新住所に住み始めたら14日
以内に、新住所地の市民課に転入届を届出てください。
　3月下旬から4月上旬は吹田市市民課窓口が大変混雑しますので、下記の臨時窓口などを利用し混雑を避けられるようご案
内いたします。本人確認書類など詳しくはホームページで。

〔休日　異動（転出・転入・転居）臨時受付窓口〕
◆開 設 日：令和3年（2021年）3月13日（土）、3月20日（土・祝）、3月27日（土）、4月3日（土）、4月10日（土）
◆受付窓口：『市役所市民課』
◆受付時間：9時から12時

〔平日〕
◆受付窓口：『市役所市民課』、『千里・山田・千里丘出張所』、『郵送（転出のみ）』
◆受付時間：9時から17時30分

問合せ先：吹田市市民部市民課住民記録担当　【電話】 6384-1235【FAX】 6368-7346

吹田市からのお知らせ

吹田市からのお知らせ



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

泉州電業株式会社

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

電線を核とした総合技術商社

ＵＲＬ

販売サイト

商品サイト 海外／タイ・中国・フィリピン・台湾・ベトナム

（ 東 証 第 一 部 上 場 ）

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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