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展示商品にときめく感動を与え、 
 物心両面のhappyを追求し、世界をhappyに
株式会社ステップ
 代表取締役社長　中野聖二郎 氏
　吹田市南金田にある株式会社ステップは、今年で創業から
74年を迎えます。
　創業時はガラスの施工を行っていましたが、40年ほど前
から展示用ショーケースや陳列什器の販売、レンタルを始め
ました。圧倒的な品質の良さやコストパフォーマンス、しっ
かりとしたメンテナンスにより、今ではショーケース供給率
業界トップクラスを誇っておられます。
　新型コロナウイルス感染症の影響でたくさんのイベントが
中止になり、一時的に業績が下がりましたが、いち早く感染
拡大防止商品を企画設計、製造、レンタルを始めました。
　「展示された商品を輝かせ、お客様を喜ばせたい」と語る、
代表取締役社長 中野聖二郎氏にお話を伺いました。 代表取締役社長　中野聖二郎 氏
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― 中野社長が社長に就任された経緯をお聞かせくだ
さい。

私は以前、株式会社イベント21（以下、イベント
21）で働いていました。父が創業した会社で、老人
ホームや市役所など地域密着型でイベントの企画から
運営・会場設営やイベント用品のレンタルなどの事業
を行っています。

その後、兄が会社を継ぎ、WEBを使って日本全国や
海外へ事業を展開し、問い合わせや注文を受けるよう
になりました。仕事の依頼は格段に増えていき、従業
員の採用も増え、各地に支店をつくるまでになりました。

そうした事業展開を知った株式会社ステップ（以下、
ステップ）の前社長である佐伯 登氏から「ぜひ若い力で
会社を伸ばしていってほしい」という話をいただき、M
＆Aによりステップはイベント21のグループ会社とな
り、私が社長に就任することになりました。

― ステップの事業内容について教えてください。
昭和23年に初代代表が窓ガラスや鏡などの施工会社

として始められたと聞いています。その後、取引先の
方から「大阪万博の展示に使うガラスのショーケースを
作ってくれないか」という依頼があり、それをきっかけ
に陳列什器の販売、レンタルが主力事業となり、次第
に販売からレンタルへ比重が移っていき、売り上げも
順調に伸びていったそうです。

しかし、阪神淡路大震災をきっかけに、催事の主催
者の方々の考え方は、服飾陳列什器をいちいちレンタ
ルすると費用がかかると、自分たちで所有するように
変わっていきました。それでは当社の事業が立ち行か
ないので、ガラスショーケースに力を入れていたとこ
ろ、大手宝飾メーカーからの紹介で、IJK（神戸国際宝
飾展）で当社のショーケースが採用されました。店頭に
商品を陳列する服飾什器（ハンガーラックや姿見、棚什
器など）のレンタルをしている会社は多いのですが、
ショーケースを扱っている会社は意外と少ないので、
他の会社と差別化でき、この事業を40年以上続けるこ
とができたのだと思います。

私が社長に就任して以降は、紙で行ってきた処理の
デジタル化を進めるとともに、グループ全体で仕事を
受注するなど営業ネットワークを強化しています。ま
た、私自身は、前の職場で培った従業員の育成や現場
対応、人事管理や助成金申請についてなどの知識と経
験が、社長となった今でもとても役に立っています。

― コロナ禍での取り組みについて教えてください。
私が当社の代表に就任して1年経った頃、新型コロ

ナウイルス感染症の影響を受けました。ほとんどの展
示会が中止になり、売り上げも9割減少になることも
ありましたが、これをチャンスととらえ、すぐに感染
防止対策アクリルパネルを企画製作し、既に300件以
上のお客様にレンタルいただいています。机上用のパ
ネルはよくあると思いますが、背丈ほどの大きさのも
のを取り扱っている会社はあまりありません。他にも、
スーパーのレジなどで使える高い位置のパネルも製作
しました。このような工夫がたくさんの方にレンタル
いただいている要因だと思います。

― これからの課題について教えてください。
高級ブランドの展示では、ショーケースが安っぽい

だけで売り上げが全く変わってきます。そういった場
に自信をもって使っていただけるほど、当社のショー
ケースのクオリティとメンテナンスはレベルが高いと
思います。

ただ、今の状態を続けていくだけでは会社が衰退し
ていくだけなので、展示会や宝飾関係の催事に限らず、
幅広いサービスを行っていかなければならないと考え
ています。

これからは日本全国で当社の商品を使っていただけ
るよう、従業員を増やして各地に支店を設置し、外資
系ブランドにも商品の販売、レンタル等をしてもらえ
るよう努めていきます。

さらに、社会貢献できることを考えており、昨年は
犬の保護活動を行うハピネスドッグの施設へ寄付も行
いました。

これからも当社が存在することで世の中がよくなっ
たとみなさまに思っていただけるよう、挑戦を続けて
いこうと思います。

― 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。

株式会社ステップ
〒564-0044　吹田市南金田1丁目13-13

TEL：06-6386-3100　FAX：06-6386-2003
HP：https://www.kk-step.jp/
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令和4年「新入社員教育講座」開催のご案内
　コロナ禍が長引くこと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。
　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4年4月7日（木）・8日（金）　2日間ともに10：00～16：30
◆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4年　新入社員（35歳以下）
◆定　員：30名（先着順申込）
◆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を含みます。
　　　　　※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。

吹田商工会議所 理財部会　主催
吹田市用途地域等の見直しに伴う意見交換会

　吹田市では、都市計画マスタープランに示すまちづくりの方針に沿った都市空間の形
成のため、令和4年度に用途地域等の見直しをすべく検討をすすめています。
　その地区の用途地域等が変更されると、建物を建てる際の用途や高さなどの制限が変
わってしまいます。その結果、自社立地の周辺環境が将来大きく変わったり、不動産取
引や建設などの事業者の仕事に影響が生じたりします。
　理財部会（金融業・不動産業）のメンバー以外のご参加も歓迎いたします。ご関心のあ
る方は是非ご出席下さい。（先着40名様、参加費：無料）

［開催日時］ 令和4年3月23日（水）　15：00～（1時間30分程度）
［会　　場］ 吹田商工会議所　3階大会議室　※吹田市泉町2-17-4（阪急吹田駅西改札口より徒歩1分）
　　　　　 　コロナ禍による緊急事態宣言等で会場開催が困難な場合は、Zoom方式に変更する場合があります。

［説　　明］ 吹田市都市計画部都市計画室　職員
［内　　容］ 1. 用途地域等見直しのスケジュールについて
　　　　　 2. 用途地域等の指定方針及び指定基準
　　　　　 3. 見直し地区の選び方について
　　　　　 4. 吹田市との意見交換（質疑応答）

［参加方法］ 同封チラシの参加申込書に必要事項を記入の上、事前申込下さい。
　　　　　 FAX番号：06-6330-3350（吹田商工会議所行）

令和4年吹田商工会議所「新年賀会」を開催
　昨年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止させていただきましたが、今年は1月
5日（水）午前11時から、「新年賀会」を吹田市商業団体連合会の協賛により、メイシアター
の大ホールにて式典のみで開催いたしました。なお、当日は、式典前に大ホール前ホワイ
エにてご出席者による賀詞交換をしていただき、政界、官公庁、各団体などからのご来賓
と、商工会議所の役員・議員や会員など、総勢301名の皆様にご参集いただきました。
　そして、式典冒頭には山本能楽堂の皆様に能「羽衣」の舞で新春を彩っていただき、その
後、柴田会頭から、コロナ禍の影響が長期化する中、組織の対応力や回復力が求められて
いる。商工会議所としても会員事業所の組織レジエンス向上の支援に力を入れていきたい
との挨拶がありました。続いて、ご来賓を代表して後藤吹田市長、石川吹田市議会議長、
奥下衆議院議員にご挨拶をいただきました。

最後は、野田吹田市商業団体連合会会長の大阪締めで、盛況のうちにお開きとなりました。

令和4年「新入社員教育講座」開催のご案内令和4年「新入社員教育講座」開催のご案内令和4年「新入社員教育講座」開催のご案内

吹田商工会議所 理財部会　主催
吹田市用途地域等の見直しに伴う意見交換会吹田市用途地域等の見直しに伴う意見交換会

吹田商工会議所 理財部会　主催

令和4年吹田商工会議所「新年賀会」を開催令和4年吹田商工会議所「新年賀会」を開催令和4年吹田商工会議所「新年賀会」を開催
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第37回吹田産業フェア出展事業所・団体募集のご案内
　感染症拡大が一定落ち着いていることを前提に、吹田市内で活動される事業所の皆様と吹田市民の方々とのふれ
あいの場として、第37回吹田産業フェアを開催致します。吹田市内で開催される産業イベント事業として定着し、
平時ならば毎年約5万人の来場者でにぎわう吹田産業フェアに出展しませんか。自社商品サービスのPRの場、お客
様の生の声を聞く場としてぜひご活用下さい。

◆開催日時：2022年6月4日（土）・5日（日）午前10時～午後4時
◆出店場所：吹田市文化会館（メイシアター）、いずみの園公園、吹田市役所駐車場
◆出店費用：55，000円
◆主　　催：吹田産業フェア推進協議会
◆お問合せ：吹田商工会議所　吹田産業フェア事務局　橋爪まで
　　　　　　電話：06-6330-8001　FAX：06-6330-3350

※詳細は同封の募集チラシをご覧ください。

書くコツ教えます！プレスリリースの書き方講座
　プレスリリースとは企業とメディアを結ぶ最も基本的な手段です。企業として”開示すべき情報”（新商品や企業活
動など）を発信するためのツールがプレスリリースです。1枚のプレスリリースをきっかけに製品・サービスが取り
上げられ、数多くのマスコミに紹介されることで、多くの反響を得ることも少なくありません。本セミナーでは、
メディアに採用されるリリースの書き方をワークショップにてお教えします。

◆日　　時：2022年2月22日（火）14：00～16：30
◆場　　所：吹田商工会議所　3階大会議室　
◆講　　師：田中　千里／（公社）日本パブリックリレーションズ協会認定PRプランナー
◆参 加 費：無料
◆セミナー内容：
　・プレスリリースとは何か
　・プレスリリースのメリット“広報と広告の違いは？”
　・プレスリリース送付先メディアの選定方法
　・プレスリリースの書き方（必須事項を書き出してみよう！）
　・プレスリリースの配信、問い合わせ対応

第37回吹田産業フェア出展事業所・団体募集のご案内第37回吹田産業フェア出展事業所・団体募集のご案内第37回吹田産業フェア出展事業所・団体募集のご案内

書くコツ教えます！プレスリリースの書き方講座書くコツ教えます！プレスリリースの書き方講座書くコツ教えます！プレスリリースの書き方講座
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吹田商工会議所青年部　入会募集中！
　吹田商工会議所青年部（吹田YEG）は、吹田商工会議所の全面的なバックアップの下、同会議所の将来を担うべき青年経済人の集いと
して設立されました。 
　年々会員数も拡大し、現在160名を超える多種多様な事業者で構成されており、会員メンバー同士の情報交換やビジネスの連携を積
極的に促進しております。
　活動内容は多岐に渡り、吹田商工会議所の活動及び地域経済の発展、地域貢献を目的として、1～2ヶ月毎に開催する例会をはじめ、
講演会や各種研修会、交流会の開催、「吹田産業フェア」「ガンバるタウン吹田」等の地域イベント参画など活発に活動しております。ま
た、近畿や全国の商工会議所青年部との交流も活発に行っております。
　入会をご希望の方は、吹田商工会議所青年部事務局まで御連絡下さい。

【ご入会について】
・吹田商工会議所会員及び会員事業所の役員、又は事業従事者であること
・満20歳以上49歳まで
・年会費36，000円

【青年部についてのお問合先】　
　吹田商工会議所青年部事務局　
　TEL：06-6330-8001　FAX：06-6330-3350
　E-MAIL：suitacci@suita.cci.or.jp

健都イノベーションパーク アライアンス棟　4月より順次オープン！
「健都における「共創」の取組と入居事業者による講演会」のご案内

◆開催日時：令和4年3月18日（金）16：00～17：40
◆場　　所：国立循環器病研究センター 研究棟4階　サイエンスカフェ
　　　　　　（吹田市岸部新町6-1 JR岸辺駅前）
　　　　　　アクセス　https://www.science-cafe.jp/access_map/
◆内　　容：第一部　健都イノベーションパーク　アライアンス棟 オープン
　　　　　　　　　　健都における「共創」の取組について
　　　　　　　　　　　□ 講師　吹田市 健康医療審議監　岡　大蔵 氏
　　　　　　第二部　あなたのお腹はどう？腸内環境から眺める健康社会の近未来像
　　　　　　　　　　　□ 講師　（国研）医薬基盤・健康・栄養研究所　國澤　純 氏
　　　　　　第三部　健都にオープンする日本最大級のBSL2対応の最新の機器付き
　　　　　　　　　　レンタルラボ「ターンキーラボ」のご紹介
　　　　　　　　　　　□ 講師　京都リサーチパーク（株）　新事業開発部長　味岡　倫弘 氏
　　　　　　終了後、短時間ですが名刺交換会を予定しております。
◆定　　員：40名（先着順）未会員の方でもご参加できます。
　　　　　　※新型コロナ等の影響により会場開催が出来なくなった場合は、オンライン開催となります。
◆参 加 費：無料、申込締切3月16日（水）
◆申 込 み：本誌同報の折込チラシ及びQRコード（当所HP）よりお申込頂けます。
◆当日受付場所：研究棟4階 サイエンスカフェ受付 （病院エントランス棟とは入口が異なります）
　　　　　　※JR岸辺駅連絡橋から1階に下りて線路沿いを京都方向に直進（170m）
　　　　　　アクセス　https://www.science-cafe.jp/access_map/
◆問 合 せ：吹田商工会議所　ライフサイエンス事業担当　谷　06-6330-8001
◆主　　催：吹田商工会議所・摂津市商工会　協力：吹田市

吹田商工会議所青年部　入会募集中！吹田商工会議所青年部　入会募集中！吹田商工会議所青年部　入会募集中！青年部コーナー
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創 業 の 経 緯

　私は奈良県出身です。奈良の鮮魚系の居酒屋でバイ
トから社員になり12年間修業をしました。大阪に来た
理由は、私は魚が好きで関西で一番大きな大阪の中央
市場から新鮮な魚を調達してお客様に提供したいとい
う想いがありました。また吹田市の豊津町に知り合い
がいて、江坂の街を知るきっかけがありました。江坂
の土地柄は地方の方が多く集まる場所で温かい人が多
かったのが決め手となり、この場所で新鮮な魚を提供
して居酒屋をしたいという気持ちが強くなって2021
年の9月に開業して現在に至ります。

お 店 の 特 徴

　店名のふるさとはだれでも気軽にいつでもふらっと
よって和気あいあいと時間を過ごせる場所にしていき
たいと考えて名付けました。私はお酒がもともと苦手
でしたが、奈良の鮮魚系の居酒屋で働いていた時の
オーナーが、地酒好きで付き合いから飲み始めたのが
きっかけで日本酒に興味を持ちました。今ではさまざ
まな種類のお酒を飲んで研究するようになっています。

また日本酒は魚料理との相性が良く独学で何冊も本を
読んだり、流行っているお店に行っては日本酒と魚料
理の組み合わせを勉強しています。こだわりのある奈
良の地酒を多く置いております。お客様の層としては
30歳以上の方がよく来られています。そのような方た
ちにおススメしている日本酒は稲田酒造の稲乃花とい
う日本酒です。また、日本酒カクテルも提供しており
日本酒が苦手な女性にもおススメです。奈良の地酒を
飲みたいという方はぜひ一度お越しください。

今 後 の 展 望

　コロナ禍のなか、さまざまなご縁で江坂の街で自分
の店を出すことができました。そのため、今後は江坂
の街をもっと盛り上げていきたいと考えております。
江坂の街の発展とともに自分の店も成長していけたら
と考えております。日本酒の良さを多くの人に知って
いただき、だれでも気軽に和気あいあいと時間を過ご
せる場所を目指していきたいと考えています。

新入会員インタビュー 旨い肴と酒　ふるさと

事業所名：旨い肴と酒　ふるさと
所 在 地：大阪府吹田市江坂町1-22-10
電話番号：06-6155-8462
代 表 者：米田　勇太（よねだ　ゆうた）
Ｕ Ｒ Ｌ：https://onl.la/Kd8WN4N

〈新たにご入会いただいた事業所〉 （2021.12.1～12.31　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 （株）チームエムズ 吹田市山田南 食品仕分け
建　　　設 （株）Again 吹田市江坂町 建設現場での防水工事、養生工事、雑工事
運 輸 情 報 （株）Ariana 吹田市南金田 WEBマーケティング

専門サービス

いちのせ中小企業診断士事務所 吹田市千里山虹が丘 経営コンサルティング
遠藤保仁 吹田市千里山東 コンサルティング業

マニエイド江坂 吹田市江坂町 製造業向けIT導入・活用支援、営業支援サー
ビス

（株）悠々自適 吹田市江坂町 セミナー、教材、コーチングの提供

サービス業

インパクト トレーニングサービス 吹田市南吹田 ビジネス英会話のトレーニング
旨い肴と酒ふるさと 吹田市江坂町 居酒屋
STUDIO GROOVIN′ 吹田市垂水町 貸スタジオ
松田優一朗 吹田市広芝町 独立系FP、IT業、スポーツ事業

（特）運輸情報 FASTLANE（株） 大阪市東住吉区公園南矢田 自動車販売、整備、修理業
（特）建　設 （株）永努建設 摂津市別府 仮設工事業、解体工事業、清掃業
※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/
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風通しの良い職場づくり

　お互いに意見や思いを過不足なく伝えられる、立場
の垣根なく安心できるやりとりができることが、業務
のスムーズな遂行とモチベ―ションアップにつながる
ことは言うまでもありません。しかし、会社組織は、
上下関係で構成されており、指示命令系統で動きます。
すると伝達は上から下への一方向に偏りがちです。こ
こで、強く言うとパワハラなどの問題になるのではと
憂慮して、曖昧などちらとも取れるような言い方をし
てしまうことがあります。指示命令を遠慮する必要は
ありません。具体的にはっきりと誰でも分かるように
率直に伝えなければ、受けた方は迷ってしまいます。
しかし、配慮は必要です。やるべきことを伝えた上で、
何かあれば話してもらえるようにフォロー体制がある
ことを同時に示すことです。「○○が難しいようなら相
談して」「分かりにくければ補足します」などのひと言
を添えられるといいですね。もちろん、言葉だけでな
く、相手が話しやすいような態度を同時に示すことも
必要です。
　よくコミュニケーションは、キャッチボールに例え
られます。意向を受け止めつつ、相手に伝えるという
繰り返しをイメージできるからです。ところが、この
やりとりが、跳ね返すやりとりのラリーになっている
ことも多いのです。相手の言ってきたことをしっかり
と受け止めないまま、対応するとトラブルになりやす
いので注意しましょう。また、キャッチボールは、お
互いの姿がきちんと見えているフラットな場所で行う

ことをイメージすることが多いと思います。しかし、
組織は縦割りなので、平らな状態でのやりとりは、ほ
ぼありません。キャッチボールは、1階と2階、もしく
は、もっと高い位置から行われているわけです。下か
らは相手の位置がよく見えなかったりするので、ボー
ルを投げ上げるためには、エネルギーもコントロール
も必要です。また、上から、強く投げつけたり、取り
にくい場所に投げたりすれば、下にいる相手は受け止
めることさえできず、気持ちが疲弊していきます。
リーダーの方々はぜひ、このキャッチボールの図式を
意識していただき、上からのボールをどのように投げ
たらよいのかを念頭に関わり方を意識していきましょ
う。お互いの意思疎通ができ、信頼関係が構築できて
さえいれば、ささいなことでトラブルやパワハラ問題
に発展することはまずありません。

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。



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

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
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　新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事
業者に対して、事業規模に応じた給付金を支給されます。
　以下のポイント1、2を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。

給付対象について
ポイント1 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象となり得る

ポイント2 2021年11月～2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月～2021年3月までの間の
任意の同じ月の売上高と比較して50％以上又は30％以上50%未満減少した事業者

申請期間 2022年1月31日（月）～5月31日（火）
給 付 額 ＝基準期間の売上高－対象月の売上高×5

基準期間
「2018年11月～2019年3月」、「2019年11月～2020年3月」、「2020年11月～2021年3
月」のいずれかの期間

（対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月（基準月）を含む期間であること）

対 象 月 2021年11月～2022年3月のいずれかの月
（基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30％以上50％未満減少した月であること）

給　付　上　限　額

売上高減少率 個人事業者
法　　人

年間売上高※
1億円以下

年間売上高※
1億円超～5億円以下

年間売上高※
5億円超

▲50%以上 50万円 100万円 150万円 250万円
▲30%以上50%未満 30万円  60万円  90万円 150万円

※基準月（2018年11月～2021年3月の間で売上高の比較に用いた月）を含む事業年度の年間売上高

※当所への「事前確認」のご依頼は、当所会員様で「継続支援関係」にあたる方のみのご対応となります。
　「事前確認」をご希望の方は、予めお電話でお問合せをお願いいたします。
※一時支援金または月次支援金を受給された方は、「事前確認は不要」です。

【相談窓口】
TEL：0120-789-140　IP電話専用回線：03-6834-7593　受付時間：8：30～19：00（土日・祝日含む全日）
※当支援金の詳細について、必ず右記ホームページをご確認ください　https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

中小法人・個人事業者のための「事業復活支援金」
～コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援～



□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 
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　大和総研では、「第210回日本経済予測（改訂版）」
（2021年9月8日）において先行研究を基に日本の経済
成長の長期停滞の構造を示し、岸田政権の政策が長期
停滞の原因となっている政策課題の解決に有効かどう
かを検証することを試みている。この課題が根雪のよ
うに残っていると、将来的にコロナ禍が完全に克服で
きたとしても日本経済の成長はいつまでたっても「偽り
の夜明け」から抜け出せない。そもそも長期停滞論とは
何であろうか。経済の低迷（低成長）を景気循環の一時
的な局面（不況）と見なすのではなく、継続性を有する
構造的な経済状態として把握しようとする論理である。
概念自体は新しいものではなく、1930年代の大恐慌
後の米国経済の停滞を警戒した経済学者ハンセンに
よって提唱された。その後、リーマン・ショックの影
響も冷めやらぬ2013年に米国のローレンス・サマー
ズ元財務長官が長期停滞の可能性を指摘したことから、
再び注目を浴びるようになった。日本の長期停滞論に
ついて、1）経済成長エンジンの性能自体が低いことと、
2）経済成長エンジンの性能が発揮されていないことに
関する構造的な問題を以下に簡単に整理していく。
　1）については、経済成長エンジンの性能を示す潜在
GDP（国内総生産［注1］）の成長率（＝潜在成長率）が何
らかの要因によって低位に抑えられている状態といえ
る。潜在成長率は、主にガソリンなどの燃料ともいえ
る①「資本と労働力の投入量」の増加率と、燃料をいか
に効率よく活用してエンジンの性能を高めていく②「全
般的な技術イノベーションの向上スピード」（＝全要素
生産性（TFP））の上昇率に左右される。最近、経済学者
の間では、②の上昇率の水準が低いことが経済の低成
長の要因であるとされている。つまり「○○Tech」と呼
ばれたAI（人工知能）、あらゆるものがインターネット
につながる技術であるⅠoT（Internet of Things）など
の先端的な情報通信とデジタル技術の普及が加速し、
第4次産業革命ともてはやされた社会を変革していく
基幹技術のイノベーションが生産性＝TFPの上昇につ
ながっていないと考えられるようになっているのでは
ないか。モノよりも情報の付加価値が高くなってきて
いるという情報化社会が飛躍的に進展する中で、これ
までの第1次から第3次の産業革命のように、大量の資
本と労働力を集めて、大規模設備を建設して、基幹技
術のイノベーションによって、飛躍的に生産性を高め
て、効率よく大量にモノを生産していくことが、付加

価値につながっていないという構造的な問題があるの
ではないか。
　2）については、日本の経済成長のエンジンである需
要が十分に生み出され、その需要が増加し続ける力と
いう日本の成長力の問題である。その源である消費に
ついては、急速な高齢化によって老後資金の確保の必
要性が高まることで貯蓄が増えて消費が構造的に抑制
され、一方、投資については、情報社会にシフトする
ことで必要となるハード面の投資の絶対額が減少して
いるという構造的な問題がある。
　これらを踏まえると、日本の長期停滞の脱却に向け
ては、政府が政策として打ち出しているDX（デジタ
ル・トランスフォーメーション）の前に、需要が構造的
に減少している中で、これまで以上に顧客のニーズを
優先して、商品の企画・開発を行っていくような、モ
ノから顧客・情報をより重視した産業構造に変革して
いくことの必要性が高まっていよう。これを各産業が
早急に認識して実行に移さなければ、DXに頼った経済
成長戦略は将来的に先細る可能性が高いといえよう。
　大和総研［注2］では、日本において急速に少子高齢
化が進展することで、国内の生産年齢人口が大幅に減
少するという社会構造の変化が根底にあるため、期待
する経済の成長率が低いままとなり、将来的にも企業
の「過小投資」と家計の「過少消費」を生み続け、自己実
現的に日本の経済成長の長期停滞がもたらされていく
としている。政府も企業も国民と顧客のニーズをしっ
かりくみ取り、国民・顧客中心の方針の下、変革を実
施していくことが重要であろう。政府・企業が、これ
らを十分に踏まえて、オールニッポンで、日本経済の

「偽りの夜明け」への懸念を払拭（ふっしょく）すること
に期待したい。

［注1］通常1年の間に国内で産出された付加価値（＝儲け）の総額で、
各国の経済活動状況を示す指標

［注2］大和総研「この一冊でわかる　世界経済の新常識　2022」「第
6章　日本経済②　ポストコロナの過剰債務・長期停滞問題」2021
年11月

懸念される日本経済の�
� 『偽りの夜明け』

潮流を
読む

株式会社大和総研 金融調査部 主席研究員
内野　逸勢 / うちの・はやなり
1990年慶応義塾大学法学部卒業。大和総研入社。企業調査
部、経営コンサルティング部、大蔵省財政金融研究所（1998
～2000年）出向などを経て現職（金融調査部　主席研究員）。
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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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内容：コロナ禍その後を見据えて、近年の厳しいグローバル社会の中で、企業が生き残るには・・・。

　自然災害や感染症の世界的流行など予期せぬ状況になった場合には、新たな時代に即したマーケティング戦略の

策定と推進が必要！企業等の競争優位性の確保や成長戦略には欠かせない重要課題です。本講座では、マーケティ

ングの基礎について解説し、近年のマーケティングの在り方やポストコロナ時代のマーケティングがどうあるべき

か等、具体的な事例を挙げながら皆さんと一緒に考えていきます。

日　時：令和4年（2022年）3月9日（水）　午後6時30分～7時45分（開場午後6時）

場　所：江坂図書館 多目的室　

講　師：石井　康夫（いしい　やすお） 教授（大和大学政治経済学部）

対　象：18歳以上

定　員：先着20名

参加費：無料

申　込： 吹田市電子申込システム（右記QRコード）、電話、来館、FAX、のいずれかで江坂図書

館へお申し込みください。

　　　　FAXの記載必要項目：講座名、名前、電話番号またはFAX番号

　　　　申込期間：2月7日（月）～3月8日（火）　午後6時

　　　　＊ 手話通訳や要約筆記を御希望の方は、お住まいの市区町村名も明記し、2月22日（火）までにお申込みく

ださい。

　　　　＊ 当企画は「吹田市市民活動災害保障制度」に加入しており、行事に関連する事故に対して補償される場合

があります。

　　　　＊ いただいた個人情報は当企画と「吹田市市民活動災害保障制度」においてのみ使用します。

　　　　＊新型コロナウイルス感染症の影響で中止・延期・変更になる場合があります。

主催・お問合せ：吹田市立江坂図書館　TEL：06-6385-3766　FAX：06-6385-3945

第5回ビジネス講座・マーケティングの基礎と実践
～ポストコロナ時代への対応～
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吹田市新型コロナ影響調査・労働事情調査結果を公開
　調査結果を市ホームページで公開しましたのでお知らせします。

◆調査内容：次の2つ調査をそれぞれ実施しました。

　「新型コロナウイルス感染症影響調査」

　　 　新型コロナウイルス感染拡大の影響を受ける市内事業者の状況を把握し、今後の支援策を検討する際の

基礎資料を作成するための調査

　「労働事情調査」

　　 　市内の事業所における労働条件・雇用条件等の実態を把握し、今後の労働行政推進の基礎資料とするた

めの調査

◆調査対象：吹田市内2,000事業所（無作為抽出）

◆調査期間：令和3年9月15日から10月15日まで

◆回答状況：有効回答数534件（有効回答率28.5％）

◆調査結果：市ホームページからダウンロードができます。

　　　　　　「吹田市　新型コロナ影響調査」で検索

【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

中小企業ホームページ等作成事業補助金
≪コロナ禍で頑張る中小企業を応援≫

ホームページを新規作成や改修、またはPR動画を作成し、販路拡大を行う事業者に、最大20万円を補助します。

ホームページ、動画共に補助を受けるためには、必要書類を吹田市役所ホームページからダウンロードし、地域経

済振興室へレターパックライトによる郵送でご提出ください。

詳しくは、吹田市ホームページに掲載している募集要項をご覧ください。

【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

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。

吹田市新型コロナ影響調査・労働事情調査結果を公開吹田市新型コロナ影響調査・労働事情調査結果を公開吹田市新型コロナ影響調査・労働事情調査結果を公開

中小企業ホームページ等作成事業補助金
≪コロナ禍で頑張る中小企業を応援≫≪コロナ禍で頑張る中小企業を応援≫

中小企業ホームページ等作成事業補助金

吹田税務署から確定申告のお知らせ吹田税務署から確定申告のお知らせ吹田税務署から確定申告のお知らせ

詳細はこちらから！
大
阪
メ
ト
ロ

江
坂

駅

新
御
堂
筋

垂水町西

江坂駅前

至千里中央

【
申
告
会
場
】

Ｊ
Ｅ
Ｃ
日
本
研
修
セ
ン
タ
ー
江
坂

大
阪
メ
ト
ロ
・
北
大
阪
急
行

江
坂
駅

北
改
札
口

①
番
出
口

徒
歩
1
分

大同生命

ビル

ローソン

①
番
出
口

豊津町北

１階 ファミリーマート



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

TEL 06 6384 1102 FAX 06 6384 7816

https://sky.senden.co.jp/

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。）


