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リピート率100％を目標とする 
 “地域密着型”のパソコン屋
パソコンの駅 代表　小松　友則 氏
　2007年11月に吹田市吹東町で現在の店舗を開業し、今年
で15年目となったパソコンショップ「パソコンの駅」。開業す
る前より、知人からパソコンの相談を受けることが多く、困っ
ている人が沢山いること感じていたことから、地域に密着した
何でも相談出来るお店を開く事を決断されたとの事。
　「お客様にとってベストな選択をアシストする事」を経営理念
に掲げ、「お客様から頼まれた依頼をよく吟味し、本当の要望
が何かをしっかりヒアリングした上でベストなアプローチを提
案し、実行出来るだけの技術と知識を常に更新し続ける事が、
顧客満足度に繋がる」と語る、代表の小松友則氏にお話を伺い
ました。 代表　小松　友則 氏
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― 創業の経緯について
学生の頃からパソコンに触れ、大学卒業後はゲーム

会社に就職し、プログラマーとして本格的にパソコン
に携わるようになりました。その後もメーカーの下請
け等で経験を積み、広く専門知識を蓄積して開店に至
りました。

今や世の中に広く普及したパソコンですが、日常で
多くの人が利用する車やスマホとは違い、家電の一つ
であるパソコンは他の家電と同様、メーカーに直接サ
ポートを求めるしかなく、そういった潜在的ニーズが
あることを長く利用してきたからこそ感じており、そ
れも開店のきっかけとなりました。

＜出張先でのデータ救出作業＞

― 貴店の事業内容について
修理と販売を主としていますが、出張、データ復旧、

カスタマイズパソコン、企業保守、オークション代行、
セミナー配信、その他パソコンが関わる大半の事はサ
ポート可能であり、業務内容は多岐に渡っています。

個人・法人を問わず、一番多い案件はデータの保全
です。修理を行うにしても買い換えるにしても、パソ
コンにはメールを含めデータが蓄積されている場合が
多く、その引き継ぎを必要とされる方が大半です。パ
ソコンの買換えに躊躇されている方の多くはこの問題
を抱えており、法人においてもハードウェアの保守だ
けをサポートされている業者が多く、データの引継ぎ
や管理をご依頼いただくケースが多々あります。

例えば個人において思い出の写真はプライスレスで
すが、会社においても事業に関わる重要なデータがパ
ソコンの中に蓄積されています。そうした顧客に対し
費用的にも業務的にも負担の少ない仕組み、例えば自
動でバックアップが取れるシステムを提案したりする
事もよくあります。しかし逆に過剰な設備でコストを
掛けすぎているケースも意外に多く見受けられ、規模
や必要性から、その見直しをアドバイスをすることも
行っています。

― 貴店の運営方針について
情報過多の世の中にあっては、事前にインターネッ

トで調べて来店されるお客様も少なくありません。し

かし不具合の状況を正確に把握し、適切な依頼が出来
る方は稀です。大事な事は、依頼を完遂する事ではな
く、要望をしっかりヒアリングし、相談しながらお客
様にとっての最善をご提案出来るかであると考えてい
ます。

修理を求められる方には、買換えを同時に検討され
ている方も多くおられます。一つの要因にメーカーの
修理がそこそこ高い事が挙げられますが、当店では中
古パソコンを3～4万円で販売している為、修理代はそ
の半分程度が適切であると考えています。材料費や作
業単価は勿論経営を継続していく上で大事なファク
ターですが、まずお客様にとって検討に値するかどう
かが、最も重要な事だと考えています。

＜店舗でのハードの修理業務＞

― 貴店の今後について
修理は預かって作業する事がほとんどで、持ち込み

修理を基本としてますが、無線（WiFi）のトラブルなど
は、現地でしか対応出来ず、出張する機会も増えてい
ます。また、大規模セミナーやハイブリッドの会合で
は、ある程度の機材と知識が必要になることから、ご
相談、ご依頼いただくこともコロナ禍で増加してきま
した。

個人顧客については、サービスにある程度の自信を
持てるようになり、今後店舗拡大や法人化も視野に、
検討を進めています。さらに、法人顧客については、
顧客管理・会計・セキュリティー等のソフトウェア分
野で提案を求められる場面も多くなっている事から、
ベストな提案ができるように日々研鑽を積んでいます。

― 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。

パソコンの駅
〒564-0014　吹田市吹東町35-30-101

Tel：06-6777-6661 / Fax：06-6777-6662
http://www.pcnoeki.com/
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「2022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（2022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4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。会員の皆様には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。令和3年12月24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。
　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う場となります。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、山本能楽堂による能楽「羽衣」もご披露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4年1月5日（水曜日）
　　　　　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
　　　　　　能楽「羽衣」（山本能楽堂）
　　　　　　会頭挨拶　ご来賓祝辞
　　　　　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24日（金）ご返信締切！～
令和4年新年賀会へのご出席は事前登録制です

クラウドファンディング実践体験無料セミナーのご案内
　クラウドファンディングとはインターネットを介して不特定多数の人々から少
額ずつ資金を調達することを指しています。資金調達といえば、一般的に金融機
関からの借り入れなどが挙げられますが、クラウドファンディングは、そういっ
た資金調達にない「手軽さ」や「拡散性の高さ」、「テストマーケティングにも使える
有用性」といった点が魅力です。その仕組みや魅力について説明させていただきま
す。詳細につきましては同封されたチラシをご確認ください。

内　容：第1部　クラウドファンディングとは？
　　　　第2部　クラウドファンディングの成功事例
　　　　第3部　成功するプロジェクトのポイント
日　時：令和4年1月31日（月）
場　所：吹田商工会議所3F大会議室
講　師：CAMPFIRE公式パートナー　くわた　ぽてと 氏
　　　　（株）CAMPFIRE 　諏訪　茜 氏
参加費：無料

お申込はこちらから
お願いします。
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～第30回吹田商工会議所会員親睦ゴルフ大会　盛会に開催！～
　11月17日（水）、第30回会員親睦ゴルフ大会が茨木カンツリー倶楽部において開催されました。
　昨年はコロナ感染症拡大を鑑みて開催出来ませんでしたが、今回は天気の心配をよそにゴルフ日和となり、20組
80名の方にご参加いただきダブルペリア方式で白熱したゴルフが繰り広げられました。
　結果は、野添大史氏が優勝とベストグロス賞を受賞されました。上位入賞者や飛び賞、ニアピン賞、ドラコン賞
の方に賞品を贈呈させていただきました。賞品をご提供いただきました事業所様には御礼申し上げます。

上位入賞者【ダブルペリア方式】 （敬称略）
順　位 氏　名 事業所名
優 勝 野添　大史（株）スペース・リーダー
準優勝 中川　広司（株）高速産業
3 位 奥長　憲孝（株）紙谷工務店
4 位 堀田　　稔（株）堀田工務店
5 位 川端　孝治 旭建物（株）

賞品提供いただいた事業所様
正副会頭、大幸薬品（株）、（株）紙谷工務店、弁護士法人千里みなみ法律事務所、ネッツトヨタニューリー北大阪（株）

優勝された野添大史氏当日の様子

【吹田市わかもの就職説明会・面接会】の報告
　吹田市わかもの就職説明会・面接会は吹田市内事業者と若年層の雇用機会を増やすため開
催しております。当面接会では6社の参加事業所様が個別ブースにて採用説明会や面接会を
行いました。また、今回はわかもの向けセミナーも同時に開催いたしました。

◆日　　時：11月26日（金）13：30～16：00（受付 13：15～15：30）※事前予約制
◆会　　場：吹田市立勤労者会館（アスワーク吹田）2階
◆参加企業：6社

・オッペン化粧品㈱　・㈱サンパーク　・㈱引越社　・㈱大日電子
・㈱ビケンテクノ　・GLAM.R㈱

◆求職者数：24名
◆わかもの向けセミナー：「就職情報“超”活用セミナー」「まんが知って役立つ労働法」※事前予約制
◆主　　催：吹田市・ハローワーク淀川・吹田商工会議所
◆協　　力：大阪わかものハローワーク、茨木労働基準監督署
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パソコン出張サポートを始めます
パソコンを買い替えたけど色々な設定がうまくできない等、パソコン関係でお困りの際に、吹田商工会議所の提携

事業所が出張サポートをいたします。
　ご依頼からの流れや料金体系は下記の通りです。詳細は同封チラシをご覧ください。

サポートについて
◆内　　　容……同封チラシのサポートメニュー表をご参考ください。
◆基 本 料 金……訪問1回（1時間6，600円　※税込・出張費含む）
◆1時間を超える場合は30分ごとにプラス3，300円
◆吹田市外の場合は相談となります（別途出張費がかかる場合があります）
◆提携事業所……吹田商工会議所会員事業所（8社予定）

パソコンサポートへの依頼の流れ

①修理・設定依頼 ②依頼内容の伝達

④承諾書提出・支払い

③依頼内容の確認・承諾書

⑤結果報告

事業所 吹田商工会議所 サポート提携事業所 事業所

サポート提携事業所 吹田商工会議所

吹田産業フェアオンライン2021　随時イベント開催中！
　今年の吹田産業フェアは吹田市内で活動される事業者と吹田市民の方々、学生がオ
ンラインを介してふれあう場として開催します！
　市民の方の参加型イベントや事業者の方のヒントになるような動画配信、学生の方
の将来に繋がるようなイベントを盛り沢山で準備しました。
　開催期間中にはまだ続々とイベントが発信される予定ですので是非チェックしてく
ださい！

開催期間：2021年11月1日～2022年1月31日

吹田産業フェアオンライン2021　HPはこちらから
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創 業 の 経 緯

　大学卒業後はサラリーマン生活をしていましたが、
飲食店への興味が捨てられず会社を退職し、和食・と
んかつ屋・ラーメン屋などの飲食店で経験を積んでき
ました。平成29年、中央区にてラーメン屋「麺や齋と
う」（現在休業中）、平成31年、東淀川区にてラーメン
屋「天狗庵」を開業しました。開業してから間もなく
ラーメン屋の同業仲間から、お弁当屋のFCについて提
案されました。かねてより子どもが進学し、お弁当を
作る機会が増える頃にお弁当屋ができたらと考えてい
ました。自分の理想としているお弁当とマンモス弁当
のコンセプトが合致しましたので今年8月にメガ盛り
マンモス弁当を開業しました。

メガ盛りマンモス弁当のこだわり

　ボリューム満点・インパクト抜群の盛り付けが特徴

です。ごはんのサイズは選んでいただけるのですが、

メガ盛りサイズは蓋が閉まらないくらいのボリューム

です。お店で一番大きなお弁当は総重量6kgで、高さ

26cmです。吹田では一番高さのあるお弁当です。特

製唐揚げ弁当は、塩・醤油・カレーと3種類の味を用

意しています。視覚で楽しんでいただき、食べておい

しいと満足していただきたいです。「お客様にお弁当で

お腹いっぱいになってもらいたい!!」と、自らも楽しみ

ながらお弁当を作っています。

今 後 の 展 望

　クリスマスチキンの予約販売を行います（12月初旬

～15日頃まで予約受付予定）。地域密着で季節のイベ

ントごとなど、お楽しみいただけるようなことをして

いきたいと考えていま

す。また、吹田市全域の

皆さまへマンモス弁当を

お届けできるように配達

の仕組みを考えていま

す。当店へご来店された

時、何かあるかもと楽し

んでいただけるような仕

掛けのあるお弁当屋にし

ていきたいと思います。

新入会員インタビュー メガ盛りマンモス弁当吹田店

事業所名：メガ盛りマンモス弁当吹田店
事業内容：弁当販売
代 表 者：齋藤　実
所 在 地：吹田市日の出町2－2
Ｔ Ｅ Ｌ：06-6382-4411

〈新たにご入会いただいた事業所〉 （2021.10.1～10.31　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 （株）創樹 吹田市岸部中 飲食業（ラーメン店）

建　　　設
（株）DCトラスト 吹田市朝日町 空調・衛生設備工事
（株）マルキヨウ 吹田市川園町 解体業

専門サービス グリュックピアノ教室 吹田市山手町 ピアノのマンツーマン指導、及び幼児の音楽レッスン
（グループ）等

サービス業 メガ盛りマンモス弁当吹田店 吹田市日の出町 飲食店（弁当屋、ラーメン屋）

（特）専門サービス セントラル社会保険労務士法人 大阪市中央区谷町 資金調達支援（助成金・補助金・融資の申請支援）、人材
育成支援

※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



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/

7No.486

部下の自主性を育てる声掛け

　「自ら考え、行動できる部下を育てたい」というのは、
どこの現場でも上に立つ人の重要な目標の一つです。
そのために、「あえて突き放して考えてもらう」「とに
かく自信を持ってもらうために一任する、褒める」をし
がちですが、実はどちらも逆効果になっていることが
多いのです。
　例えば、部下が何かを尋ねてきたときに「自分で考え
ろ」との答えは、部下にしてみたら門前払いのような印
象を受けます。小さなことでも相談できることが仕事
のモチベーションにもつながるからです。本人に考え
させるとしても、どこまで把握できているのか、問題
は何なのかを相互理解するためのプロセスを大切にし
ましょう。回答が必要な場合でも、それを明示する前
に、部下がどう考えて行動しようとしているのかを確
認してからにすることです。緊急案件でなければ、そ
の上でヒントを与えましょう。面倒なやり取りに思え
るかもしれませんが、これを繰り返すことによって自
主性は育まれます。それを端折って方法だけを教えて
しまうと、指示待ち人間が出来上がってしまいます。
また、褒めることも大切なのですが、具体性のない賞
賛はかえって自信を無くさせてしまいます。よく新人
から相談を受けるのは、アドバイスを仰ぎたくて上司
に相談しても「今のままでいいよ」と言われたり、自分
の作成したものや、行ったプレゼンなどに対して「いい
ね」「良かったよ」と言われたりするだけでは、かえっ
て不安になるという事例です。何を認めてくれている

のか分からないと、本当は自分にきちんと向き合って
もらえていないのではという不安が生まれてしまうの
です。「○○の部分が良かったよ」「言葉の選び方が分
かりやすくていいね」など、どの部分を評価したのかを
明確に伝える必要があります。
　また、自信を付けてもらうつもりで「任せたよ」も危
険です。経験値と自信がある部下には効果的ですが、
そうした人材はほんのわずかです。そうでない部下に
とってはプレッシャー以外の何ものでもなく、かえっ
てやる気を失うという声が多く聞かれます。何をどう
任せるのかを明確にして、さらにフォローアップの体
制があることを伝えましょう。いずれにしても、部下
の現状を聞くという場を通して、把握と相互理解を深
めるステップがあることが自主性を育てるためには不
可欠です。

職場のかんたん
メンタルヘルス

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。



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

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

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

青年部コーナー
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国民年金基金からのお知らせ
　国民年金基金は、自営業・フリーランスなどの国民年金第1号被保険者の方々が安心
して老後を過ごせるように、国民年金（老齢基礎年金）に上乗せして加入できる公的な
年金制度です。加入できるのは、次のような方です。

①20歳以上60歳未満の国民年金の第1号被保険者の方
　※国民年金保険料を納付している方
②60歳以上65歳未満の方や海外居住者で国民年金に任意加入している方
　（例えば、学生・主婦であっても上記の要件を満たせば加入できます。）

詳細はHPをご参照ください。
お問合せ：0120-65-4192

令和3年11月16日（火）18時30分より臨時総会及び11月
例会がオンラインにて開催されました。新型コロナウイルスの
影響により、当会の臨時総会としては初のオンラインでの開催
となりました。
　来賓として吹田商工会議所本会より柴田会頭、石井副会頭、
山口専務理事にご臨席賜りまして、御礼申し上げます。
　臨時総会では滞りなく全ての議案が可決され、佐賀次年度会
長予定者をはじめ次年度役員予定者が決定致しました。いよい
よ次年度の活動に向けての準備がスタートしていく事となり、
佐賀次年度会長予定者より強い思いの情熱あふれる挨拶があり
ました。

11月例会では、『なるほど！ザ・YEG～秋の祭典』と題した
チーム対抗のクイズ大会が開催されました。クイズの問題は全
て会員にまつわる内容となっており、会員同士の交流を深める
ことが出来たイベントとなりました。
　今後も吹田商工会議所青年部（吹田YEG）では、会員同士の絆
を強め地域の活性化に貢献出来るよう活動して参ります。

令和3年度 臨時総会・11月例会が開催されました！



□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✓

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

「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 
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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？

吹田税務署から確定申告のお知らせ
・確定申告相談会場が変わります！
〇 申告相談会場（2月16日から3月15日）は「JEC日本研修センター 江坂」
（吹田市江坂町1-13-41 SRビル江坂5階）に変更になります。当会場には、
専用の駐車場・駐輪場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。

　なお、作成済の申告書等の受付は、郵送又は税務署の窓口で行っております。
〇 相談会場は、大変混雑しますので、自宅からe-Tax（パソコン・スマホ申告）

をご利用ください！
・吹田税務署の駐車場が閉鎖します！
　令和4年1月21日（金）から令和4年3月18日（金）までの間、税務署の駐車場を閉鎖します。
　また、駐輪場も限られたスペースしかご利用できませんので、公共交通機関をご利用ください。

詳細はこちらから！
大
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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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　経済社会の変化に対応するため、事業計画策定や設備投資に積極的に取り組む事業者を
支援します。
　経営革新計画等の事業計画策定や、機械装置等の設備投資を実施し、令和3年4月1日か
ら令和4年2月28日までに納品及び支払い等が完了する場合に補助金を交付します。
　補助金の交付申請前に、エントリーシートをご提出いただきます。詳しくは吹田市ホー
ムページに掲載する募集要項をご確認ください。汎用品（パソコン、エアコンなど）や消耗
品などは対象外です。

【問合せ】 吹田市役所 地域経済振興室　企業振興・融資担当
　　　　 〒564-8550 吹田市泉町1-3-40
　　　　 TEL：06-6170-7217　FAX：06-6384-1292

設備投資（汎用品、消耗品等は対象外） 
最大200万円　補助率2/3

事業計画策定（専門家への謝金）
 最大20万円　補助率2/3

中小企業等チャレンジ補助金
《事業計画策定や設備投資を補助》

　吹田市役所本庁舎内地下の喫茶室跡を起業家のチャレンジショップとして活用しています。
　出店者が本格的に街で飲食業を開業する前段階として、約1年間試験的に飲食業を運営していただくことができ
ます。

◆募集期間：令和3年12月1日（水）～令和4年1月14日（金）
◆出店期間：令和4年4月1日（金）～令和5年2月中旬（予定）
◆使 用 料：月額12,050円（使用中に使用料を改定する場合があります） 
◆光熱水費：出店者負担（電気代のみ別途提示額を負担）
◆営業時間：月曜日から金曜日、午前8時30分から午後6時30分までの時間内
　　　　　　（午後0時から午後1時30分までは必須）
　　　　　　（国民の祝日及び12月29日から31日、1月2日、3日は除く）

☆お問い合わせは、吹田市役所地域経済振興室まで　TEL 06-6170-2370

～吹田市役所の地下で、お店をはじめてみませんか～
『チャレンジショップゆめちか』出店者募集中！

申し込みは
12月24日（金）まで
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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

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（火）　／　年末年始休業期間：12月29日（水）～1月3日（月）まで
　年明け1月4日（火）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。



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

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

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。）


