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お客様の希望を叶えるオリジナル商品を制作
自分たちにできることを考え実践
神野織物株式会社
代表取締役

神野

哲郎 氏

吹田市片山町にある神野織物株式会社様は、明治時代
に創業された約120年の歴史を持つ繊維製品の卸売会
社です。現社長は5代目で、就任されてから手ぬぐいや
タオルなど、お客様の希望に沿ったオリジナル商品の制
作に力を入れ始め、消費者に直接販売するネットショッ
プにも取り組んでおられます。
今回、新型コロナウイルス感染症の影響によって増え
た残糸に困っている協力工場のために、クラウドファン
ディングで
「残糸削減プロジェクト」
に取り組み、余った
糸を使って作るタオル「nokori-ito（ノコリイト）」を制作
されました。
自分たちにできることは何かを考え取り組み続ける、
同社の神野社長と辻部長にお話を伺いました。

代表取締役

神野

哲郎 氏

― 創業の経緯についてお聞かせください。
元々は近江商人の家で生まれた私の曾祖父が、明治
時代に北海道の小樽の地で、綿花を大阪で仕入れて満
州（現中国）に輸出し始めたことが事業の始まりでした。
その後、昭和恐慌などの影響もあり、祖父の代に北海
道の店を閉め、仕入れをしていた大阪の店を残し、手
ぬぐい中心の問屋業となりました。
昭和30年頃になると、日常生活でタオルが使われる
ようになり、タオルの取扱いも増加しました。当社は
工場から仕入れたものを各地の小売店に卸す二次問屋
に販売する一次問屋でしたが、昭和40年代頃までは二
次問屋の力が強かった時代でした。
今ではそれが段々と変わってきて、インターネット
で個人や企業から直接別注品（オリジナル商品）の依頼
を受け、納品する販売形態が増加してきました。また、
当社は海外向けに手ぬぐいを販売するネットショップ
も展開しています。
― 貴社の強みを教えてください。
元々綿布などを扱っていた問屋ですので、手ぬぐい
やタオルなどの繊維面にデザインを施す商品の企画に
は強いです。
手ぬぐいは剣道をしている方は必ず使うので、剣道
連盟との繋がりも長く、フランスで開催される剣道大
会でも手ぬぐいを持って行き販売させてもらっていま
す。
タオルは、今治や泉州などのたくさんのタオル工場
に協力してもらっているので、柄や納期、価格など、
お客様の希望に合った商品を提供できます。オリジナ
ル商品といっても、自社商品ではなく、お客様からデ
ザインのデータをいただき、それを協力工場に依頼し
て制作し納品します。
自社工場を持つと、その工場で作れるもので営業す
ることしかできませんが、協力工場に依頼することに
より、各工場の得手不得手を把握し発注することがで
きるので、工場を持たないことが私たちの強みになっ
ていると思っています。
― 残糸削減プロジェクトについてお聞かせください。
タオルを制作する際、工場では注文された量より3
～10％多めに糸を準備します。工程で不良品が生じた
りした際、出来上がり枚数が注文枚数に足りなくなる
ことを防ぐためです。
そのため、タオルを織ると必ず糸が余り、その糸は
通常1年経つと焼却処分されてしまいます。その量は、

ある協力工場で聞くと、年間フェイスタオル5万枚分
にもなるそうです。
さらに、昨年は新型コロナウイルス感染症の影響で
イベント関係が急に中止になり、既に注文を受けてい
たタオルの製造にもストップがかかり、大量の残糸が
生じました。
余った糸が捨てられてしまうのは、資源ロスにつな
がり、環境にも悪影響を及ぼします。そこで、余った
糸を再利用して新たなタオルを制作できないかと考え、
「残糸削減プロジェクト」を企画し、クラウドファン
ディングで資金調達を図りました。賛同いただいた方
への返礼品として制作したタオルが「nokori-ito（ノコ
リイト）」です。
残糸タオル自体は以前からありましたが、一般的に
はあまり知られていません。知らない人に知ってもら
えれば、ごみとして処分される残糸を減らすことがで
きると考え、クラウドファンディングの仕組みを活用
しました。余った糸といっても、今治で織られた糸な
ので品質は高く、厚手で丈夫に織られているので、長
く使っていただけるタオルです。また、ハンガーでも
干せるサイズで制作しているので干すのも場所を取ら
ないと好評です。今では一般にも販売しています。

― これからの課題について教えてください。
環境負荷を減らすということはこれからも考え続け
なければならないと思います。私たちは今回のプロ
ジ ェ ク ト で 、 国 連 が 掲 げ る「 持 続 可 能 な 開 発 目 標
（SDGs）」の17目標の内の6つに取り組んだこととな
りました。SDGsに取り組むことは、企業のイメージ
アップにもつながるので、たくさんの企業の方にこの
タオルを販促品などで採用していただければと思いま
す。
当社は若い年代の社員も多いので、柔軟な発想を基
に、これからもこうした取り組みを続けていきます。
― お忙しい中、貴重なお話をいただきありがとうご
ざいました。今後益々のご発展を祈念申し上げます。
神野織物株式会社
〒564-0082 吹田市片山町4丁目33-40
TEL：06-6337-0112
FAX：06-6337-0116
HP：https://www.e-kanno.com/
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吹田商工会議所の令和3年創業塾開講のお知らせ
「ワクワクするような事業をはじめてみませんか。」
「これまでに学ばれたスキルや経験をもとに、起業を目指しませんか。」
「リスクについてはしっかりと準備をして、自由な時間を手に入れませんか。」
創業塾でそのお手伝いをさせていただきます。
◆内

容：創業を成功させる心構え・マーケティングと営業手法・販売促進手法・税務会計の知識・事業計画策定

◆対 象 者：創業に興味のある方、起業準備中の方、創業まもない方
◆開 催 日：令和3年9月4日
（土）
、11日
（土）
、18日（土）、25日（土）、10月2日（土）
（5日間、各日とも午前9時30分から午後4時30分まで）
◆受 講 料：5，
000円（初日にお支払いいただきます）
◆定

員：30名
（定員になり次第、締切）

◆申込締切：令和3年8月31日（火）
◆申込方法：同封している申込書をFAXもしくはQRコードを読みとってWEBフォームよりお申込下さい。
◆お問合せ：吹田商工会議所

正野（ショウノ）まで。住所：吹田市泉町2丁目17-4

TEL：06-6330-8001

第11回北摂地ヂカラフェスタに出店しませんか？
㈱シティライフNEWと北摂商工会・商工会議所が連携し、来場者12万人を誇る人気イベント「ロハスフェス
タ」
内に特設コーナーを設置し、「北摂地ヂカラフェスタ」と題し、

“お客様の反応を体験してもらおう”


というイベントです。
日

時：2021年10月29日（金）・30日（土）・31日（日）
9時30分～16時30分

会

場：万博記念公園（吹田市） 東の広場
ロハスフェスタ内特設コーナー

出 店 料：会員5,000円

非会員35,000円

（3日出展、2日出展・1日出展ともに同一料金です）
ブ ー ス：1ブース3,600mm×2,700mm（予定）
応募締切：8月31日（火）
問合せ先：吹田商工会議所

担当者

正野

TEL06-6330-8001

※新型コロナウイルス感染症や荒天の影響により、中止になる場合があります。
※詳細及びお申込みは、吹田商工会議所HP

大阪勧業展2021

新着情報をご覧ください。

日時・会場の変更について

マイドーム大阪がワクチン接種会場となったため、日時・会場を変更し開催いたします。
開催日

2021年12月8日（水）・9日（木）（搬入：12月7日（火）／搬出：12月9日（木））

会

ATCホール （大阪市住之江区南港北2-1-10）

場

◆お問い合わせ

大阪勧業展2021

運営事務局

Tel.06-6447-0682

平日9：00～19：00

◆詳細は、大阪商工会議所のホームページから確認してください。
No.481
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「第5期大阪府飲食店等営業時間短縮協力金」
申請開始のご案内
令和3年4月25日から5月31日の37日間、営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただいた飲食店等に対し、
新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び事業継続を目的に協力金を支給します。
申請期間：6月8日
（火）
～7月19日（月）
支 給 額：1日あたり4万円～20万円
支給要件によって、金額も変わりますので詳細は大阪府HPをご覧ください。
コールセンター

TEL：06-7166-9987
（平日のみ）

吹田商工会議所青年部 令和3年度9月公開例会
稼ぐまちが地域を変える！～古い価値観をアップデートせよ！～
吹田市においても現在、コロナによる地域経済の疲弊や少子化等の課題
に直面していますが、真に持続的な地域を再生するために、行政や民間が
果たすべき役割は何か。地方創生・まちづくりのトップランナー木下氏の
豊富な実践経験と最新統計に基づく、貴重な「地域経済再生の鉄則」が聴け
るオンライン講演会。
開催日時：令和3年9月4日（土）
14：30～16：00

終了予定

開催方法：Zoom※オンラインのみ
料

金：無料

定

員：300名

※定員になり次第締め切りとなります。

申込方法：吹田商工会議所HPもしくはQRコードからお申込下さい。
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IT導入補助2021金活用セミナー

－ITと補助金の力で売上アップ・業務効率化を実現する－
開催のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響によ
るビジネス構造変化への対応や、将来的
な労働人口減少に備えた生産性向上にお
いて、IT技術の活用は有効な手段です。
IT導入のハードルとなるコスト面の課題
については、「IT導入補助金」の活用によ
り支援を受けられる可能性があります。
本セミナーでは、中小企業のためのIT
活用方法の紹介や、IT導入補助金につい
てご説明いたします。
◆日

時：2021年8月20日（金）

◆会

場：吹田商工会議所3階大会議室

◆内

容：1.小規模事業者のIT利活用の現状

14：00～16：00

2.ビジネス用アプリの特徴
3.IT導入補助金概要
 －補助金概要説明、各類型の内
容説明、申請フロー
4.その他補助金情報
5.デジタル化のための他事業、Webサイト情報
6.活用・導入事例
◆講

師：森山経営事務所 代表

森山

忠明氏（中小企業診断士／ITコーディネータ／PMP）

◆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
◆主

催：吹田商工会議所

◆協

力：大阪府IoT推進ラボ

吹田商工会議所

IT導入補助金活用セミナー担当

No.481
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吹田商工会議所
新入会員インタビュー

NEW MEMBERS

beauty & selfpartnership salon

事業所名：beauty&selfpartnershipsalon
所 在 地：〒565-0852 大阪府吹田市千里山竹園1-6-3
電話番号：090-3966-1111
Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.suma-one.jp/beauty_selﬂove/
代 表 者：高木 美陽（たかぎ みはる）
創業の経緯、事業内容
もともと、私は美容が好きで自分をキレイにするこ
とをしていました。自分がこうやったらキレイになれ
るとか若く見えるとか研究したことを身近な人にお伝
えしていたら喜ばれて女性をキレイにするお仕事を始
めました。エステのお仕事をする中でたくさんの女性
からお悩みを聞くことで内面の美しさにもアプローチ
できるようにメンタルコーチの資格を取得しました。
また、以前は大手製薬メーカー代理店部門で営業兼
ビューティートレーナーとして取引先100店舗の売上
を3ヶ月で3倍にした実績があります。現在は、吹田市
にあるプライベートサロンを経営しています。事業内
容はフェイシャルエステで肌も心も美しくクリアにな
る方法をお伝えしながらやりたいことを思いっきりや
ろうということをコンセプトに本気で生きる女性のサ
ポートをしております。また、美容のお悩みからさま
ざまな生活の悩みを引き出し解決することが評価を得
て、経済的に自立した女性を応援するコンサルティン
グもさせていただいてます。
お 店 の 特 徴
・エステの技術とお客様を笑顔にできる話術で外見と
内面をキレイに元気にします！
当店は、女性は誰でもいつまでも健康で美しくあり
たいというお客様の願いをひとつひとつ叶えていける
サロンです。小顔やエイジングケアに特化したフェイ
シャルトリートメント、肌質に合わせた美容商材を使
用し品質と確かな技術にこだわった完全予約制のプラ
イベートサロンです。お客様のキレイに寄り添いなが
ら、いつでも気軽にいらしていただけるようなアット
ホームで落ち着いたサロンを目指しております。完全
個室で他のお客様を気にする事なく、ゆったりとした

癒しのお時間をお過ご
し頂けます。お客様に
とって非日常の時間を
お過ごし頂けるよう、
特別にあつらえたこだ
わりの空間で至福の時
間をという想いを込め
ました。また、エステ
の施術中は笑顔の絶え
ることがないコミュニ
ケーションが魅力であ
るとお客様から好評を得ています。そのなかでも特に
私の人生経験をお伝えすることでお客様の気持ちがほ
ぐれて、心を元気にしてもらえます。
今後の展望や夢
私は、今後は新規顧客100人を目指しております。
女性の夢の実現のお手伝いをしながら55歳の誕生日に
はプライベートブランドの美容液を製造販売し法人化
も目指しております。
たくさんのエステサロンがある中、私にしかできな
いことで私に会いたい話したいといってくださる方、
私を必要としてくださる方をどんどん増やしていきた
いです。具体的には、エステの施術や私の人生経験を
お伝えして女性の方にスーパーポジティブ思考になっ
ていただき、私のファンになってもらおうと考えてい
ます。

http://riverfall.net/

不動産賃貸管理
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
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〈新たにご入会いただいた事業所〉

部

会

事

業

（2021.5.1～5.31
所

名

（株）
アイレックス

商

業

財

運輸情報

建

設

サービス業

（特）
建

設

地

事

業

内

容

衛生機器販売

足古商店

吹田市尺谷

宝飾業

稲田商店

吹田市南吹田

硝子壜容器問屋

Epithese create lab ritno

大阪市淀川区東三国

エピテーゼ製造販売

カーネーション

吹田市千里山西

ネット販売による物販

佳月院

吹田市桃山台

古物商及びお香販売

（有）
キクイ

吹田市垂水町

メナード化粧品販社

（株）
国際メディカル研究所

吹田市江坂町

食料品、清涼飲料水、化粧品などの製造、
販売並びに輸出入

（株）
make smile

吹田市山田西

日用品雑貨、食料品、文具等の卸、販売及
び輸出入

吹田市千里山西

生花店

（株）
近畿住宅流通

吹田市朝日町

不動産の売買、仲介、開発

（株）
momotarou不動産

吹田市高城町

不動産売買

Anilabo

吹田市千里山西

web制作、保守

庄田真明

吹田市岸部南

ビデオカメラマン

リシンク
（株）

吹田市朝日が丘町

ITを活用し業務改善サービスを提供

m system

吹田市岸部南

防水業

川畑商店

吹田市山田西

建設重機回送業

セプロアイ

吹田市清水

建築フィルム施工業

辻本工務店

吹田市上山手町

大工工事

八田塗装

吹田市岸部中

塗装業

福山工業

吹田市千里山高塚

建築現場での建築金物の取付・製作

吹田市南金田

FP事業

手相マインドアップコーチ 森川心晴

吹田市片山町

オンライン講座、オンラインコーチング、
コンサルティング事業

ヘルシーフィールド

吹田市千里丘下

アンガーマネジメント研修

Link-Think

吹田市高野台

経営コンサルティング

彩里旅遊
（株）

吹田市原町

旅行業、通訳案内業、通訳翻訳業、不動産
業、電力業

癒しto絆salonNai’a

吹田市内本町

痩身、フェイシャルエステ、ベビーマッ
サージ

たこ焼き喫茶 polpon

吹田市山田東

たこ焼き、耳つぼ

natural box

吹田市高野台

学生への講座、セミナー、コミュニティス
ペース運営

野間友貴

吹田市山田東

演奏、レッスン、イベント制作など

バーバーショップホープ

吹田市朝日が丘町

理容室の経営

バイク屋OSUGI

吹田市朝日が丘町

オートバイ修理

BK SOUND Factory

吹田市泉町

ホール音響、ライブハウス音響、舞台監督

美心ビューティー

大阪市中央区東心斎橋 フェイシャルエステ

プルソワン江坂

吹田市江の木町

フェーシャルエステ業

笹岡電工

豊中市上野東

電気工事

大阪市東淀川区大桐

美容業

（株）
オニザイム
専門サービス

在

吹田市垂水町

UNI
理

所

部会別事業所名50音順）

（特）サービス業 スリーブ

※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
No.481
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青年部コーナー

令和3年度6月交流事業が開催されました！

令和3年6月27日（日）10時から22時まで、6月
交流事業『12時間耐久オンライン交流会』が開催さ
れました。昨年度から続くコロナ禍で、メンバー
同士の交流の機会が減っている中、コロナ禍でも
できる交流事業として企画しました。メンバーの
事業所のCM動画、オークションの開催、家族で参
加できる企画、新入会員紹介など、様々な企画に
ご協力いただいた皆様と企画から設営、本番を通じて多くの時間を皆様と触れ合ったことで、交流の楽しさと人と
人とのつながりを大事にするYEGの素晴らしさを感じることができました。
今後も、コロナ禍における会員交流の実施方法を模索して参ります。

小規模事業者持続化補助金のご案内
＜一般型＞
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（補助率2/3）
※
「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6回受付締切：2021年10月1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。
申請を予定されている方はお早めにご相談をお願いいたします。
◆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/
＜低感染リスク型ビジネス枠＞
小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少
と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する
取組を支援するものです。
◆補

助

額：上限100万円（補助率3/4）

◆補助対象経費：ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産性プロセスの導入等に取り組み、感
染拡大防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資
┗対人接触機会を減らすための機械装置の導入、店内改装、新たなビジネスやサービスを広報
するための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3回受付締切：2021年9月8日（水）［補助金申請ステム（Jグランツ）での
み受け付け］
◆ホームページ：https://www.jizokuka-post-corona.jp/
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職場のかんたん

相手の話を聞くときに
大切な態度

メンタル ヘ ルス

企業内のカウンセリングを担当して20年余りになり
ますが、メンタル不調の原因となる悩みの9割は、身
近な人間関係によるものです。その対象の多くは上司、
次いで同僚や部下、取引先などが挙げられます。日常
のちょっとした行き違いの積み重ねが、トラブルに発
展しているケースが散見されます。このことから、身
近な人間関係においては、日常から丁寧に関係をつ
くっていくことが、心の安定には大切だと分かります。
実際、メンタルヘルス研修では、”うつに関する知識”を
テーマにした研修よりも、コミュニケーションがテー
マの方が、心の不調をきたす職員の発生率が減ってい
るのです。
今回は、「話を聞くときの態度」についてお伝えしま
す。相手の話を聞くときに自分がどんな表情で関わっ
ているのか意識したことはありますか？ もちろん、言
葉は大切なのですが、面と向かっているときに相手に
影響を与えるのは、非言語情報です。表情・体の動
き・声のトーンや速度などが、実に9割以上を占めて
います。例えば、すごいけんまくで「怒ってない！」と
言われたところで「怒ってない」とは到底思えません。
このように、罵声はもとより、冷ややか、ばかにした
ような態度は、どんなに素敵な言葉遣いであっても、
相手を傷つけます。
その中でも、一番相手を不安にさせるのが「無表情」
です。何を考えているのか分からないという点で、感
情をぶつけられるよりも、相手に威圧感を与えてしま
うのです。社会人生活が長くなると、多少のことで動
じなくなったり、自分の気持ちを抑え込むすべが身に
付いてしまったりします。立場上威厳を示そうという

広告掲載募集中 !

5,500円（税込）で
2,000か所以上の事業所に届きます!
月々

詳細は会報担当まで

suitacci@suita.cci.or.jp

TEL：06-6330-8001
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。

経営相談

経営改善計画

「経営革新等支援機関」認定取得 近財金1第403号

関 西 合 同 会 計 事 務 所 代表税理士 立田博久
〒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

意識がある人は、特に表情が乏しくなりがちです。ま
た、真剣になり過ぎて微動だにしない人もいると思い
ます。
いきなり、「いつも笑顔で」は難しいでしょう。まず
表情を動かすことを試みてください。慣れない人には
それも難しいかもしれません。コロナ禍ではマスクで
口元が見えないため、少し表情を変えたくらいでは分
かりづらいのが現状です。その場合は上半身を前傾さ
せてうなずく、手を動かすなど、ジェスチャーを加え
て動きを出してください。
そして、要所要所で視線を合わせること。日本人は、
とかく「じっと見つめられる」ことが苦手な人が多いの
で、ずっと凝視する必要はありません。相づちなど必
要な折にきちんと目を合わせて、承認のサインを伝え
ましょう。まずは、相手を受け入れる態度を示すこと
が大切です。
日本メンタルアップ支援機構代表理事

大野

萌子 / おおの・もえこ

法政大学卒。一般社団法人日本メンタル
ア ッ プ 支 援 機 構（ メ ン タ ル ア ッ プ マ ネ ー
ジャ資格認定機関）代表理事、産業カウン
セラー、2級キャリアコンサルティング技
能士。企業内健康管理室カウンセラーとし
ての長年の現場経験を生かした、人間関係
改善に必須のコミュニケーション、ストレ
スマネジメントなどの分野を得意とする。
現在は防衛省、文部科学省などの官公庁を
はじめ、大手企業、大学、医療機関などで年間120件以上の講
演・研修を行い、机上の空論ではない「生きたメンタルヘルス
対策」を提供している。著書に『よけいなひと言を好かれるセリ
フに変える言いかえ図鑑』（サンマーク出版）ほか多数。

全国商工会議所

〒564-0024 吹田市高城町5-15
TEL 06-6381-6623
FAX 06-6382-7466
https://www.sakae-denki.co.jp

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

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

人々に、あかるい暮らしを

初回相談無料！
遺言で不安はありませんか？

初回相談無料！
人事・労務でお悩みの方へ！

✓
一つでも□があればすぐに、ご相談ください

✓
一つでも□があるなら、すぐにご相談ください

□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

行政書士法人

アイリスパートナーズ

〒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

□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

社会保険労務士法人

アイリスパートナーズ

〒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
No.481
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産業雇用安定助成金のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により
労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成する「産業雇用安定助成金」が創設さ
れました。
◆給付対象

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の
雇用維持を目的として出向により労働者（雇用保険被保険者）を送り出す事業主（出向元事業主）
当該労働者を受け入れる事業主
（出向先事業主）
※雇用維持を図るための助成のため、出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことが前提

◆出向運営経費

出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金など出向中に要する経費の一部を助成します。
中小企業

中小企業以外

出向元が労働者の解雇などを行っていない場合

9/10

3/4

出向元が労働者の解雇などを行っている場合

4/5

2/3

上限額
（出向元・出向先の計）

12,000円/日

◆助成金に関する相談、申請先
大阪労働局助成金センター ☎06-7669-8900
◆企業間の出向や移籍に関するご相談 （公財）産業雇用安定センター大阪事務所 ☎06-6947-7663

国の月次支援金のご案内
2021年の4月以降に実施された緊急事態措置、又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」
や「外出自粛等」の影響により、売上が50％以上減少した中小法人・個人事業者等に、一時支援金に続き支援金を
給付する月次支援金です。
原則上限給付額：中小企業等
20万円/月
個人事業者等 10万円/月
申 請 受 付 期 間：4月・5月分 2021年6月中下旬～8月15日
6月分
2021年7月1日～8月31日
7月分
2021年8月1日～9月30日
詳細はHPをご覧ください。https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
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。

おかげさまで 4 0 周 年！

本
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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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「第7次ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」
のご案内
中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備
投資等を支援する補助金です。
原則補助上限額：
［一般型］

1,000万円

［グローバル展開型］3,000万円
補

助

率：
［通常枠］中小企業 1/2、小規模企業者・小規模事業者 2/3
［低感染リスク型ビジネス枠］2/3

応

募

締

切：令和3年8月17日（火）
17時
（7時締切）

※申請は、電子申請システムでのみ受け付け、GビズIDプライムアカウントの取得が必要です。
詳細はHPをご覧ください。https://portal.monodukuri-hojo.jp/about.html

今年度から改修・動画作成も対象に！

吹田市 中小企業ホームページ等作成事業補助金
市内の中小企業者が販路開拓等を行うために、市の登録作成事業者に委託してホームページの新規作成、改修、
又は自社PR動画の作成を行った場合に、委託経費の一部を補助します。（補助率2分の1、上限20万円）
◆募集期間：令和3年5月6日（木）から随時
◆補助対象事業：市の登録作成事業者に、①～③のいずれかを委託するもの
①ホームページを所有していない事業者が、ホームページを新規作成する事業
②市が定める機能を搭載した高機能ホームページへの改修、又は新規作成を行う事業
③自社の概要や自社製品のPR動画を作成する事業
◆補助金額：・補助率は、上記補助対象経費の2分の1以内
・補助上限額は、①については5万円、②、③については20万円
・補助金の交付は、1事業者につき1回限り
◆申

込

み：吹田市役所地域経済振興室へ郵送または持参（電話06-6170-7217）
申請書は吹田市ホームページからダウンロードできます。

オンリー 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！
ワン 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

株式会社
〒564-0044 大阪府吹田市南金田1-14-15
URL http://www.kensei.net

フリーダイヤル 0120-054-203

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

おかげさまで100 年
吹 田 元 町 で ─これ からも

管工事業

株式会社 江坂設備工業
〒564-0051 吹田市豊津町23-1
T E L 06-6385-1821
FAX 06-6338-8454

since1915

〒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
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飲みやすい白い錠剤

誠意ある優良な施工

土木建築綜合請負

株式会社
■ 本社

〒 564-0073 吹田市山手町 4 丁目 4 番 5 号

堀田工務店

TEL.06-6388-0235

■ 池田支店

■ 滋賀営業所

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
〒 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
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吹田商工会議所
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