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「対話・信頼・創造・奉仕・感動」
株式会社 日本パルス
 代表取締役社長　山本　良行 氏
　株式会社日本パルス様は、吹田市豊津町に本社を構える映
像制作会社です。1983年創業より、映像の企画制作・中継
撮影・DVDの製造等をされており、現在では主にコンサー
ト撮影、配信事業、プロモーション映像、インタラクティブ
等のサービスに力をいれておられます。コロナ禍の変化を
チャンスと捉え、飛躍・発展に向けて社業に取り組んでおら
れる代表取締役社長 山本良行氏にお話を伺いました。 代表取締役社長　山本　良行 氏
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―創業の経緯について…
弊社はもともとオーディオ機器の販売会社に勤める

5名の創業メンバーが新規事業を夢見て1983年1月に
立ち上げた会社です。創業当初は技術も知識もないま
ま徒手空拳で飛び込み営業をし、資金と気力が尽きか
けた頃ようやく自分たちの得意な分野が見えだしまし
た。その分野が、企業様や商品のプロモーション映像
と、吹奏楽・マーチング・オーケストラなど音楽の収
録ジャンルで、“想いを『カタチ』にする”スタイルでし
た。現在従業員は42名で、それぞれ「自分たちが納得
できるサービス」を探究しながら活動をしています。
私は26年前に入社させていただき、6年前より代表

職を仰せつかっております。経営者としては従業員の
ために自分がどうあるべきか自問自答する毎日です。
事業活動においては、その根本となる意義・目的を明
確にすることが大切だと考え、全部署が社の理念に基
づいた自部署なりのサービスポリシーを明言化し、部
の運営や自身の活動における判断基準にしています。
従業員や部署の成長とともに私自身が学ばせていただ
く毎日です。

―貴社の魅力について…
私の感じるところ、従業員はみんな素直な心と好奇

心を自分の軸に据えて仕事と向き合える人達です。自
身の技術や姿勢を磨き「自分達が納得する仕事で社会に
認めてもらいたい！」といった気持ちでアイデアや技術
を形にしています。
サービス面では、企画からコンテンツ制作、展示設

備やWEBショップ販売まで、あらゆるご要望にワンス
トップでお応えできるよう努めておりますので責任面
やレスポンス面で安心してご依頼いただけていると感
じています。
また、弊社は吹奏楽・オーケストラなど様々な音楽

イベントの記念ビデオも制作販売しておりますが、と
りわけこういったサービスにおいては「頑張るすべての
人に素敵な映像をお届けしたい」といった意識が業務に
色濃く出ていると思います。コンサートを撮影してい
る映像ディレクター陣は全員音楽経験者です。自分が
経験したからこそ音楽にフィットする映像構成にこだ
わり、演奏者の感情に共感し、気持ちに寄り添った作
品づくりが出来ると信じています。一生に一度の瞬間
を残すものですから「製品と代金」といった概念では到
底言い表せないサービスゆえ、私共の真価が問われる
事業だと思います。

―今後の目標やビジョンについて…
究極の目標は従業員の幸せです。コロナ禍を経て自

社の人材の強みを再認識しましたが、それと同時にま

ずは『筋肉質な会社』（売上と利益をきちんと生み出す

会社）にしていかなくてはいけない、と強く考えるよう

になりました。これまではより良いサービスを生むこ

とだけを考えていましたが、コロナの影響、材料高騰

化、少子化が進む現状を受け、ご提供価格を維持しな

がら、品質をいかに持ち上げて自分たちにしか出来な

いサービスを生むか、組織構造だけではなく、材料取

扱い、企画、部署間の業務エリア見直しなどを、全セ

クション・全従業員の課題として取り組んでいます。

今まで営業スタッフは自部署の業務実績記録と業績

報告書を照らし合わせても相関関係を読み取れない部

分が多かったのですが、図らずもコロナで業務が立ち

止まったことによって、業績報告書から変化の要因が

探しやすくなり、対策を立てて実行する力がつくと

いった恩恵をうけました。これが『筋肉質な会社』の基

礎になると感じています。

今後、まずは採算性向上をテーマに取り組みながら、

人材育成とともに従業員自らが自分たちの強みを再度

見つめ直し、その力で次のサービスを生み出したいと

考えています。

継続してサービスを生み、その活動で社会に役立つ

企業に成長することこそが従業員の誇りとなり、やり

がいや幸せに繋がると信じています。

―今後とも貴社の隆盛を期待しております。貴重な
お話をありがとうございました。

株式会社 日本パルス
〒564-0051 大阪府吹田市豊津町18-38

HP：https://pals.co.jp/
TEL：06-6378-4560
FAX：06-6378-4561

営業時間　10:00－18:00（土日祝日を除く）
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令和4年度第1回常議員会・第1回通常議員総会を開催
～令和3年度事業報告・収支決算を承認～

5月25日（水）に、当会議所において令和3年度第1回常議員会並びに第
1回通常議員総会が開催され、常議員の補欠選任、令和3年度新規会員の
加入、事業報告並びに収支決算、令和4年度青年部事業計画などの議案が
承認されました。
　事業報告では、コロナ禍の中、令和3年度に実施された主な事業につ
き、説明がありました。その中でも会員親睦ゴルフ大会、新年賀会、吹
田産業フェアオンライン開催、コロナワクチン職域接種事業などの活動
に取り組んだことを説明しました。

　また、収支決算においては、単年度収入から単年度支出を差し引いた
収支差は、△52，918千円の赤字となりました。これは、令和3年度、
会館の大規模営繕工事を実施するに当たり、2千万円は会館営繕積立金を
取り崩して充当するが、残り6千万円超の経費は前期までの繰越金で賄う
こととしたため、予算段階から52，000円ほどの赤字編成となっており
ます。
　そして、総会終了後には、後藤圭二吹田市長にもご臨席いただき、ご
挨拶を賜りました。

令和3年度収支決算総括表（自：令和3年4月1日　至：令和4年3月31日）
単位：千円（未満切捨て）

会 計 別 繰 越 金 収　　入 支　　出 収支残高 繰入・繰出金
（繰出金は△） 差引収支残高

一 般 会 計 151,695 242,270 287,585 106,380 △ 9,514 96,866

中小企業振興特別会計 0 49,153 54,276 △ 5,123 6,606 1,483

共済事業特別会計 0 17,878 18,846 △ 968 1,184 216

特定退職金共済事業特別会計 0 208,650 210,162 △ 1,512 1,724 212

合　　　計 151,695 517,951 570,869 98,777 0 98,777

インボイス制度の説明会を開催します！
令和5年10月1日から開始される「インボイス制度」について、消費税の仕組みから知りたい方向けに説明

会を開催します。

年　月　日 時　間 場　　　所 内　　　容

令和4年6月22日（水）
13時30分

～
14時30分

吹田納税協会会議室

吹田市朝日町3-301
さんくす3番館301号室

定員15名

「インボイス説明会」
（消費税の仕組みから知りたい方向け）

「登録申請相談会」

令和4年7月27日（水）

令和4年8月24日（水）

令和4年8月31日（水）

※説明会参加には事前予約が必要です。開催日の3開庁日前までにご予約ください。

【お問い合わせ先】 吹田税務署　法人課税第1部門　TEL 06-6330-3911
　　　　　　　　 ※音声案内に従って「2」を押してください。

令和4年度第1回常議員会・第1回通常議員総会を開催
～令和3年度事業報告・収支決算を承認～

令和4年度第1回常議員会・第1回通常議員総会を開催
～令和3年度事業報告・収支決算を承認～

令和4年度第1回常議員会・第1回通常議員総会を開催

インボイス制度の説明会を開催します！インボイス制度の説明会を開催します！インボイス制度の説明会を開催します！
事業者の皆

さん、

是非ご参加
ください !
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吹田商工会議所のネットショップ立ち上げセミナーを開催します

　ネットショップの始め方や集客の仕方、各ショップの特徴などをご紹介します。ご自身の商材にあったネット
ショップを発見できます。ネットショップを始めてみたい方ならだれでもご参加できます。セミナー終了後の個別
相談も実施予定です。お気軽にご参加ください。

◆開 催 日：令和4年7月1日（金）、8日（金）、15日（金）、29日（金）
　　　　　　（4日間、各日とも14時00分から16時00分まで）
◆内　　容：7月1日 ＜基礎編＞
　　　　　　7月8日 ＜ショップ別攻略編＞…（モール編）楽天・ヤフーショッピング
　　　　　　7月15日＜ショップ別攻略編＞…（無料カート編）BASE・STORES（モール編）アマゾン
　　　　　　7月29日＜ショップ別攻略編＞…（有料カート編）カラーミー・Shopify
　　　　　　※ ＜基礎編＞については、①ネットショップを開始するために考えること　②モール型、独自ショッ

プ型それぞれの特徴　③自分（自社）に合うネットショップの見つけ方などの説明をしていきます。
　　　　　　※ ＜ショップ別攻略編＞については、7月8日「出店型」の楽天とヤフーについて重点的に説明します。

7月15日と7月29日は、主に“簡単に・無料で”始められることが特徴である、BASE・STORESの
ような「無料カート」、もしくは、有料ではあるが比較的リスクのない“低価格で・機能性が高い”特
徴であるカラーミー・Shopifyのような「有料カート」、この2種類から出店先を選ぶのが主流である
ため、「無料カート編」と「有料カート編」に分けて説明をしていきます。

　　　　　　※1日からでもご参加が可能です。
◆場　　所：吹田商工会議所　大会議室　3階
◆対 象 者： ネットショップの立ち上げを検討されている方、既にネットショップを開設している方でもご参加可

能です。
◆受 講 料：無料
◆定　　員：7月1日（基礎編）30名（先着順）
　　　　　7月8日、15日、29日（ショップ別攻略編）各15名（先着順）

◆お 申 込：FAXまたはQRコードを読み取ってWEBフォームよりお申し込みください。
◆お問合せ：TEL：06-6330-8001　吹田商工会議所まで。

吹田商工会議所のネットショップ立ち上げセミナーを開催します吹田商工会議所のネットショップ立ち上げセミナーを開催します吹田商工会議所のネットショップ立ち上げセミナーを開催します吹田商工会議所のネットショップ立ち上げセミナーを開催します吹田商工会議所のネットショップ立ち上げセミナーを開催します
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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。詳細はホームページをご覧ください。

サポートについて
◆内　　　容……ホームぺージ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）

令和4年度7月、8月、9月　無料税務相談（予約制）のご案内
　吹田商工会議所では、無料税務相談のサービスを開催しております。
　完全予約制となっておりますので、下記の予約窓口までお気軽に電話にて予約をしてお越しください。

相　談　名 7　月 8　月 9　月

【税務相談】　
　原則第1・第3月曜日
　14：00～16：00
　税理士　小山　奈邦 先生

 4日（月）予定
25日（月）予定

 1日（月）予定
22日（月）予定

 5日（月）予定
26日（月）予定

【相談内容】記帳・決算・申告などの税務相談について
（※相談時間は1組30分となります）

★ご相談につきましては予約が必要です。あらかじめご連絡ください。
★相談日の変更も場合によってはございますので、お電話でご確認ください。
【ご予約・お問合せ】
　吹田商工会議所　中小企業振興部　吹田市泉町2-17-4（阪急千里線吹田駅下車　徒歩1分）
　TEL：06-6330-8001　FAX：06-6330-3350

パソコン出張サポートを始めますパソコン出張サポートを始めますパソコン出張サポートを始めます

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

令和4年度7月、8月、9月　無料税務相談（予約制）のご案内令和4年度7月、8月、9月　無料税務相談（予約制）のご案内令和4年度7月、8月、9月　無料税務相談（予約制）のご案内
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創 業 の 経 緯

　私は元々、いつかは起業したいと考えて、旅行業界、
金融業界でも働いていましたが、知り合いからの紹介
で介護業界に入り、11年間経験を積みました。
　その中で、利用者様から「ありがとう」と心からの言
葉をいただき大変感動したことがきっかけで、自分が
理想と考えるデイサービスを立ち上げようと3月に起
業しました。

こ だ わ り

　デイサービスは、日帰りで施設に通い、食事や入浴
など日常生活上の介護や機能訓練等を受けることがで
きるサービスで、介護が必要な方がご利用されます。
入浴や排せつ等、人に頼むのは恥ずかしい、情けない
と感じている方がたくさんいらっしゃいます。
　そこで職員が「世話してあげている」という態度でい
ると、利用者様も申し訳ない気持ちになり、利用をた

めらってしまいます。利用者様に対する職員の態度や
意識については、しっかりと教育しています。

これからの目標

　当社は、「利用者様と一緒に旅行に行く」ことを目指
しています。
　旅行でなくても、行きたい場所やしたいこと等を、
介護が必要になったということであきらめてしまう方
がいらっしゃいます。しかし、リハビリや旅程などを
工夫することで、介護が必要になっても旅行にも行く
ことができますし、できるようになることがたくさん
あります。目標・目的を持つことで利用者様のリハビ
リに対するモチベーションも上がります。
　そんなデイサービスを提供していきたいと思ってい
ます。

新入会員インタビュー 株式会社 北摂クラブ デイサービス旅たび

事業所名：株式会社 北摂クラブ デイサービス旅たび
所 在 地：吹田市高野台1丁目4-2
電話番号：06-6835-3737
代 表 者：坂本　豊樹 氏
事業内容：地域密着型通所介護
Ｕ Ｒ Ｌ：http://hp.kaipoke.biz/5cy/

〈新たにご入会いただいた事業所〉 （2022.4.1～4.30　部会別事業所名50音順）
部　会 事　業　所　名 所　在　地 事　　業　　内　　容

理　　　財 （有）エステート澤田興産 吹田市山田東 不動産賃貸業

建　　　設
イシイ装飾 吹田市山田西 内装工事
たかち工業 吹田市南吹田 鉄筋工事

専門サービス（株）エフアンドエム 吹田市江坂町 経営等コンサルティング業

サービス業

（株）Iberis 吹田市春日 フィットネススタジオの経営及びその受託等
KILIFUDA 吹田市吹東町 採用コンサルティング、不動産仲介業
日下部隆 吹田市岸部北 清掃業
Clochettes 吹田市山田東 エステティック業
（株）JOIN 吹田市清水 スポーツ事業の運営および委託業務
（株）千里プラン 吹田市山田東 イラストレーター
美・Luna 吹田市江坂町 髪のカット、ヘッドスパ
ビューティーハウス モア 吹田市千里山西 美容室
（株）北摂クラブ デイサービス旅たび 吹田市高野台 地域密着型通所介護

（特）商　業 KAGUWA COFFEE 大阪市北区西天満 自家焙煎珈琲、コーヒー製造業
（特）運輸情報（株）e-system 大阪市大正区北恩加島 運送業
（特）建　設 K ing 茨木市春日 空調設備

（特）専門サービス
社会保険労務士法人 渡辺事務所 大阪市中央区難波 社会保険手続代行、給与計算、労務相談
（株）パテムエンジニアリング 摂津市千里丘 電気機械機器設計管理

※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

http://riverfall.net/
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　今回は奧平信昌。なぜこの人かというと、前回取り

上げた本多正純と因縁があるからだ。というのは、宇

都宮の地を巡る問題。彼の長男である家昌は父とは別

に宇都宮10万石の殿様になっていた。ところが彼は

30代で亡くなり後を継いだ忠昌は幼かった。そのた

め、奥羽諸藩を押さえるための要地・宇都宮は荷が重

いと判断され、下総古河に移された。そして、宇都宮

に入って来たのが本多正純だった。

　さあ、これが気にくわないのが、忠昌の祖母である

盛徳院。何で忠昌が宇都宮を離れなくてはならぬのか、

というわけ。これもみな正純が悪い。彼女は剃髪前は

亀姫といい、徳川家康の長女だった。それで弟の2代

将軍秀忠に圧力をかけ、正純の失脚を実現させ、忠昌

は晴れて宇都宮藩主に復帰した……。真偽の程は不明

だが、そういう話がある。そして、盛徳院の夫が奧平

信昌である。

　信昌は奥三河の作手（つくで）の有力領主・奥平定能

の長男。奥平氏はずっと徳川に付くか、武田に付くか

悩んでいた。そこに武田信玄の死があり、これを機に

家康に従属しようとなった。激怒した信玄の後継者で

ある勝頼は大軍で奧平の本城、長篠城に攻め寄せた。

奧平信昌は家臣とともに必死に防戦し、その頑張りが

長篠の戦いにつながり、織田･徳川の大勝利を呼び込ん

だ。喜んだ家康は、長女の亀姫を信昌に嫁がせたのだ。

　この後、信昌は家康に仕えて各地を転戦。家康が関

東に入ると、上野国小幡3万石を与えられた。関ヶ原

の戦いの後には京都所司代となって、京都の治安維持

に貢献した。

　慶長6（1601）年3月、関ヶ原の戦いに関する一連の

功として、上野小幡3万石から美濃国加納10万石へ加

増転封される。加納は信長の居城であった岐阜に代わ

る城であるから、家康の信昌への信頼が見てとれる。

慶長20（1615）年に病没した。 

　信昌の妻は主君である家康の娘。こういう場合、さ

すがに側室を置くことはできなかったらしい。二人の

間の子どもたちは、みな家康の外孫として、幕府から

大切に遇された。嫡流は幕末には九州の中津10万石の

藩主で、家臣から福沢諭吉が出たといわれる。

家康の勝利を呼び込んだ奧平信昌戦国武将のリアル

本郷　和人 / ほんごう・かずと
1960年東京都生まれ。83年東京大学文
学部卒業、88年同大学大学院単位取得退
学。石井進氏と五味文彦氏に師事し、日本
中世政治史を専門とする。当為（建前、理
想論）ではなく実情を把握すべきとし、日
本中世の「統治」のありさまに言及する著作
を発表している。従来の権門体制論を批判
し、二つの王権論に立つ。師の五味文彦氏
と同様に書評も多く、中世や近世を扱った
さまざまなドラマ、アニメ、漫画の時代考証にも携わる。



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

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

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

広告掲載募集中!
月々5,500円（税込）で

2,000か所以上の事業所に届きます!
詳細は会報担当まで

suitacci@suita.cci.or.jp
TEL：06-6330-8001
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令和4年度通常総会・4月例会が開催されました！

　令和4年4月21日（木）、令和4年度通常総会・4月例会が開催されました。通常総会においては、令和3年度事業

報告、収支決算、令和4年度役員選任、委員会基本方針及び事業計画案、収支予算案が滞りなく審議・可決されま

した。

4月例会においては、委員会紹介、役員紹介及び出向者紹介が行われ、東山慎一朗直前会長から本年度佐賀健太

郎会長に会長バッチの引継ぎが行われました。これまで同様に吹田市推奨のコロナウイルス感染対策を行いながら

ではありましたが、出席者100名超の盛会となりました。

I am SUITA YEG.
　現役メンバーはもちろん、OB・OGの先輩方にもどこへ行っても私は吹田YEGですと堂々と言える会にしたい。

他のYEGにも他の団体にもない、吹田YEGを胸に。令和4年度、吹田YEGはこのスローガンを掲げて心新たに進ん

で参ります。

　そして、新たな吹田ブランディングを構築し、コロナ禍による経済影響から地域経済への回復及び発展へ繋がる

ためにメンバー一同邁進して参ります。

令和4年度通常総会・4月例会が開催されました！令和4年度通常総会・4月例会が開催されました！令和4年度通常総会・4月例会が開催されました！青年部コーナー



広告掲載募集中!
月々5,500円（税込）で

2,000か所以上の事業所に届きます!
詳細は会報担当まで

suitacci@suita.cci.or.jp
TEL：06-6330-8001

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 
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「新事業支援 －Vチャレンジ－」のご案内
　新型コロナウイルス感染症拡大やデジタル化の加速をはじめ、世の中が大きく変わる中、中小企業においても事
業の変革が必要です。「新しい事業の柱が必要」と思いつつも、何から手をつけたら良いのか悩まれている方も多い
のではないでしょうか？新規事業を立ち上げるには、まず「自社を知ること」が必要。客観的に、自社の強みを整理
することで、強みを生かせる市場や事業、外部パートナーを見つけやすくなります。この【新事業支援 －Vチャレ
ンジ－】では、「新規事業立ち上げの参考になるセミナー＆ワークショップの開催」「貴社の事業計画の実現に向け、
支援機関による継続的な伴走支援」を行います。

＜事業の流れ＞
・ セミナー＆ワー
クショップ申
込、参加

▲

伴走支援申請書〆

▲

書類審査

▲ 伴走支援事業者
決定

▲

伴走支援スタート

5月10日～ ～6月20日〆 6月22日～24日 6月28日 7月1日～

【参加対象】
　新規事業の立ち上げを検討する企業経営者、幹部及び、新規事業責任者
　＜以下事業フェーズ、いずれも対象＞
　・新規事業計画をこれから作成する事業者
　・新規事業計画を作成し、計画を実行に移している事業者
　※本店または事業所の所在地が大阪府内にある中小企業者及び小規模事業者
　※ 大阪産業局が主催する当事業セミナー＆ワークショップ、もしくは、当団体が指定する大阪府内の商工会、商
工会議所が主催する関連セミナーに参加していること（吹田商工会議所での開催はございません）

　※詳細は必ず下記「申請書ダウンロード先ホームページの内容をご確認ください。
【伴走支援期間】
2022年7月1日～2023年2月28日

【募集者数】
50者（内、半数は小規模事業者）　※書類申請により決定

【申請方法】
　申請書ダウンロード：https://www.sansokan.jp/eve/37266
　提出先：新事業支援 －Vチャレンジ－事務局　E-MAIL：chiiki@obda.or.jp
　　　　　※申請書は、Excel、PDFの2種類の形式のファイルで送付
【お問合せ】
　大阪産業局　新事業支援 －Vチャレンジ－事務局　TEL：06-4256-3501
　E-MAIL：chiiki@obda.or.jp　　受付時間：月－金 10：00－17：30（祝日除く）

「新事業支援 －Vチャレンジ－」のご案内「新事業支援 －Vチャレンジ－」のご案内「新事業支援 －Vチャレンジ－」のご案内
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おかげさまで40周年！

本 社／大阪府吹田市中の島町2-26

℡ (06)6381-2626㈹
https://www.malony.co.jp/

お鍋はもちろん、サラダや炒め物、煮物など

あらゆる料理にお使いいただけます。
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吹田市からのお知らせ

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

　※2023年（令和5年）4月1日から対象物質が改正されます。

2. 届出の内容
　PRTR法・府条例で指定する物質の排出量、移動量

　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：2022年4月1日～6月30日（電子届出の場合：8月1日）

　条 例：2022年4月1日～9月30日

◎大規模災害時における化学物質によるリスク低減対策の検討・実施が必要です。
　○「化学物質」ページ：http://www.pref.osaka.lg.jp/kankyohozen/shidou/index.html

　届出先（お問い合わせ先）：吹田市 環境部 環境保全指導課（直通：06-6384-1850）

府条例の改正（大気規制の分野）について

　VOC規制・粉じん規制・有害物質規制について、下記ホームページのとおり見直しを実施しています。

　○「条例改正（大気規制関係）」ページ：https://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/taiki/jyoureikaisei.html

　お問い合わせ先：吹田市 環境部 環境保全指導課（直通：06-6384-1850）

吹田市からのお知らせ



お問合わせ先 制度運営 日本商工会議所

制度引受保険会社

事業活動のトラブルで高額な賠償金支払いとなる事案が多様化。
さらに頻発する自然災害により事業継続が困難となるケースも多発。
超ビジネスプロテクト(事業活動包括保険)は、賠償責任リスク、事業休業リスク、
工事リスク（建設事業者様向け）を総合的に対応でき、しかも低廉な保険料で
加入できる保険です。

お見積り、ご加入手続きは引受保険会社にお問い合わせください。

全国商工会議所
事業活動を取り巻く様々なリスクから
会員の皆様をお守りする「ビジネス総合保険制度」 最大

約33%
割引

4 休業補償により災害に遭った際の事業継続資金を補償（感染症補償特約を自動セット）

6 早期災害復旧支援により、災害時の事業継続を後押し
5 工事現場における様々な財物に対する損害を補償（建設業向け）

7 「地震」による休業損失も補償

1 全国商工会議所の団体割引が適用されるため、保険料が割安です。
一般加入と比べ最大約33％割引の保険料水準（団体割引25％、条項セット割引5％、Tプロ割引3％、自動車優良割引3％を適用した場合）

 。すまれさ用適に」償補るす関に業休「」償補るす関に任責償賠「は引割％33※
保険期間：2021年7月1日午後4時から2022年7月1日午後4時
              加入は毎月受付（お申込月の翌月１日の午後４時の補償開始、保険期間1年間でご加入いただけます）
 2 賠償責任に関するリスク(生産物・完成作業、施設・事業遂行、リコール、情報漏えい等)を総合的に補償
その他、様 な々業種に対応できる補償のラインナップを用意しています。

3 サイバーアタックなど情報セキュリティ被害も補償
マイナンバーの漏えいも補償対象となります。

東京海上日動の超ビジネスプロテクト（事業活動包括保険）の特徴

新型コロナ
ウイルス感染症も

補償

本広告は、日本商工会議所を契約者とする商工会議所会員向け事業活動包括保険団体契約の概要についてご紹介したものです。保険の内容は「ビジネス総合保険制度
パンフレット」をご確認ください。ご加入にあたっては、必ず「ビジネス総合保険制度重要事項説明書」をよくお読みください。詳細は契約者である団体のホームページ掲載の約
款によりますが、ご不明の点がありましたら代理店または保険会社にお問い合わせください。
「超ビジネスプロテクト」は、東京海上日動を制度引受保険会社とする全国商工会議所「ビジネス総合保険制度」における「事業活動包括保険」のペットネームです。

［担当課支社］
大阪北支店　直轄課
住　所：〒541－8555　大阪市中央区高麗橋3－5－12 淀屋橋東京海上日動ビルディング7階
ＴＥＬ：06－6203－0632
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第37回　吹田市起業家交流会開催のお知らせ

　起業・創業者に対する支援の一環として、市内で起業を考えておられる方、既に事業を営んでおられる方がお互
いに語り合う交流会を開催します。起業について興味がある方も、ぜひ御参加ください。

◆開催日：令和4年6月24日（金）
◆時　間：18時～21時
◆場　所：新大阪江坂　東急REIホテル
◆対　象：起業について興味がある方ならどなたでも参加できます
◆定　員：先着40名
◆主　催：吹田市起業家交流会実行委員会・吹田市
◆申込み：6月16日（木）までに以下のいずれかの方法で申込み
　　　　　・Web専用申込フォームから申込み（右記QRコード）
　　　　　・所定の用紙を地域経済振興室までFAX・郵送
　　　　　（吹田市ホームページからダウンロード可）
◆問合せ：吹田市役所地域経済振興室　TEL 06-6170-7217　FAX 06-6384-1292

第37回　吹田市起業家交流会開催のお知らせ第37回　吹田市起業家交流会開催のお知らせ第37回　吹田市起業家交流会開催のお知らせ

参加費無料！



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・埼玉・東京西・北関東特販・名古屋

豊橋・高岡・京滋・大阪南・広島・高松・福岡・沖縄

電線を核とした総合技術商社

ＵＲＬ https://www.senden.co.jp/

販売サイト https://sky.senden.co.jp/

商品サイト https://fa.senden.co.jp/ 海外／タイ・中国・フィリピン・台湾・ベトナム・アメリカ

（ 東 証 プ ラ イ ム 市 場 上 場 ）

TEL（06）6384－1102 FAX（06）6384－7816

泉州電業Group

http://sankoshoji.net/

土木建築綜合請土木建築綜合請負負
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誠意ある優良な施工
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