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※エコカラットの施工例

施主様の想いを共有していく経営が大切です
株式会社 三国タイル
代表取締役

東

弘毅 氏

株式会社三国タイルは、千里ニュータウン津雲台
の車ディーラーが立ち並ぶ通りの中、赤いタイル張
りの4階建て社屋を構えています。昭和47年に大
阪市の三国から移転され、当地域に根差して50年
のタイル販売の老舗会社です。
更なる飛躍・発展に向けて社業に取り組んでおられ
る社長の東
（あずま）
弘毅氏にお話しを伺いました。

代表取締役

東

弘毅 氏

― 事業内容をお聞かせください。
弊社は、タイルメーカーの代理店として販売・施工
をしております。主に工務店様やタイル工事業者様へ
の卸売と自社においてのタイル工事・施工を行ってい
ます。取扱い品目もタイル・副資材・建築資材など少
量からロット単位まで幅広く取り扱っております。そ
の中でもリフォームや営繕工事において該当のタイル
がすでに廃盤になっていたり、おなじ柄のタイルが見
つからない場合には、『クローンタイル』をおすすめし
ております。特徴は、柔軟性をもつ樹脂タイルと弾性
接着剤、弾性目地材を組み合わせることでクラック部
分だけの補強工事が可能となります。クラック部分だ
けの改修工事ですので、短期工事・低コスト、そして
耐久性も強く、長期にわたり美観を保持できます。
お客様のご要望に一つ一つお応えしながら、ご納得
いただけるタイルをご提供しております。

イルで、特長としまして一面一面に無数の孔（あな）に

― 当社の強みをお聞かせください。
大半のお取引先には、当社専属のドライバーが早朝
より工事現場へタイルを直送するシステムを導入して
おり、お取引先へのきめ細かいサービスと迅速な対応
を心掛けております。また、当社専属の経験豊富なタ
イル職人がおり、工務店様やタイル業者様から「人手が
足りなく現場が困っています」のご依頼はもちろんのこ
と、個人のお客様への直接工事も承っております。

― 貴重なお話をありがとうございました。今後とも
益々ご発展されることをお祈り申し上げます。

― 社長が経営において大切にされていることは何で
すか。
戸建て・マンション・テナントビルなどの施主様が
当社のタイルをご購入して内装・外装工事を行います。
施主様の工事発注の機会は、極端に言えば一生に一度
くらいだと思います。タイルの材質や色・形・大きさ
などの打合せを重ねて施工に始まります。そして、工
事の出来上がりが、当初に想われていた以上の仕上が
りで実現できれば、このうえない喜びでございます。
端的にいいますと施主様の想いを共有していく経営が
大切だと考えます。
― 仕事にたいしての想いを教えてください。
社員の皆様には一日の大切な時間を仕事にかけてい
ただくので、この仕事が好きで働いてほしいです。私
が入社した当時、以前はデスクワークをしていたこと
もあり、現場に出るとなれないことばかりで、自分の
せいで職人さんに迷惑をかけ、現場の監督からよく怒
られていました。当時は、この仕事が嫌で嫌で働いて
いまして、現場で失敗をして悪循環に陥りました。と
ころが、だんだん慣れてきますと、職人さんのコミュ
ニケーションも図られ、仕事の段取りなどが順調に進
みだすと好循環になり、一転して仕事が楽しく、好き
になってきます。
― 今後の新しい取り組みについてお聞かせください。
最近では、タイル建材の『エコカラット』の販売・施
工へ果敢に取り組んでいます。これは、内装壁面のタ
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より快適な湿度を生み出します。例えば風呂上りの湿
気も吸収し、脱衣所がカラッと快適になります。また、
寝ている間も結露や乾燥を防いでくれます。二つ目は、
においが気にならない快適性です。家で焼肉をした際、
壁面ににおいが染みつくことがあります。エコカラッ
トはこのにおいを吸着・低減します。また、トイレ
臭・玄関の靴の臭い・ペットの臭いも脱臭・低減しま
す。三つ目は、有害物質から子どもたちを守ってくれ
ます。めまい・倦怠感などを起こすと言われているホ
ルムアルデヒドやトルエンなど、空気中の漂う有害物
質を吸収・低減します。四つ目は、水拭きで簡単にお
手入れすることもできます。今後、新しい商材『エコカ
ラット』を利用した新築・リフォーム工事に注力してい
く計画をしております。

※倉庫の様子

※先代がタイル制作した家族の様子

株式会社 三国タイル
本社：吹田市津雲台7丁目5番D－131
TEL：06-6832-1101 FAX：06-6832-0941
HP https://mikuni-tile.co.jp/

吹田商工会議所

役員・議員の選任について

本年度は、当所役員・議員の改選期に当たります。議員選任等について、次の通り告知させていただきます。（新
任期：令和4年11月1日～令和7年10月31日）
1. 商工会議所の議員とは…
商工会議所の議員は、会員と特定商工業者の意思を代表し、議員総会において当所の運営方針や事業計画、収支
予算等の重要事項を審議決定するとともに、地域経済人として産業界の振興発展に寄与しなければならない職責を
負っています。
2. 議員の選ばれ方
（その選任方法により、1号議員、2号議員、3号議員と呼ばれます）
（1）3号議員の選任
常議員会
（8月3日開催予定）の同意を得て、会頭が会員のうちから選任します。定数15名。
（2）2号議員の選任
部会ごとに、所属部会の会員の中から選任します。定数は35名（部会別人数は常議員会にて決定）。7つの部会
ごとに、8月29日の部会総会において選任していただきます。
（3）1号議員の選挙選任
会員の中から推薦、立候補により選任します。定数の50名を超える場合は、選挙を実施します。次号（8月号）
にて選挙告知を行います。
3. 役員の選任
新議員が決定しましたら、臨時議員総会（10月27日予定）を開催し、商工会議所の役員となる会頭、副会頭、専
務理事、常議員、監事を選任します。11月1日から新任期による体制での会議所活動が動き出します。
＜選挙人名簿の縦覧について＞
1号議員の選任にあって、選挙人名簿を下記の期間、当所事務局において縦覧します。異議ある方は、その期
間内に文書をもって申し立てして下さい。
●縦覧期間：7月14日（木）から7月18日（月・祝）まで

令和3年度収支決算総括表のお詫びと訂正
すいた商工会議所ニュース6月号でご報告しました令和3年度収支決算総括表ですが、内容に間違いがありまし
た。謹んでお詫び申し上げます。なお、正しい内容は以下のとおりでございます。
◆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）
会
一

般

計

別
会

繰越金

収

入

支

出

単位：円

収支残高

計 151,694,805 242,270,044 287,584,808 106,380,041

繰入金
差引収支残高
（支出は△）
△7,602,930

98,777,111

中小企業振興特別会計

0

49,153,360

54,276,299

△5,122,939

5,122,939

0

共済事業特別会計

0

17,877,610

18,845,621

△968,011

968,011

0

特定退職金共済事業特別会計

0 208,650,430 210,162,410

△1,511,980

1,511,980

0

151,694,805 517,951,444 570,869,138

98,777,111

0

98,777,111

合

計

（注）
収支剰余金は次年度へ繰越する（内7,452,231円は青年部会計剰余金）。
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第37回

吹田産業フェアが開催されました

6月4日（土）・5日（日）に、メイシアター、いずみの園公園にて、第37回吹田産業フェアが開催され、コロナ禍
における感染症対策実施のもと規模を縮小した開催となりましたが、2日間で約13，000人の市民の方々にご来場
いただきました。
今回は、ブース出展のほか、いずみの園公園会場では「音楽イベント」、メイシアター会場で「健康に関する講演会
や体験会」、「商工会議所青年部による廃材を再利用した工作・ゲーム」など、当実行委員会の趣向をこらした企画
で、フェアを盛り上げました。
出展については35の事業所・団体にご出展頂きました。それぞれのブースで多くの市民の方が熱心に説明を聞か
れ、吹田の産業を理解いただくのに大きく役立ったことと思います。
ご来場頂きました市民の皆様、ご出展頂きました事業所・団体の皆様、ご支援を賜りました関係者の皆様に御礼
を申し上げます。

第12回北摂地ヂカラフェスタに出展してみませんか？
北摂地域の選りすぐりの商品・サービスを広くアピールするため、北摂地区に属する商工会・商工会議所が㈱シ
ティライフNEWと連携し、「北摂地ヂカラフェスタ」を開催します。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け、実際にお客様の反応を体感してもらおうというイベントです。
日

時：2022年11月11日（金）・12日（土）・13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 展 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（水）
問合せ先：吹田商工会議所 担当者 正野
※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 新着情報をご覧ください。
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主催：吹田商工会議所

「コロナ禍における 資金繰り対
資金繰り対策セミナー」
策セミナー」 8月24日
（水）
開催！
【こんな思いをお持ちの方は是非ご参加ください！！】
①資金繰り表の作り方・見方を学びたい方
②コロナ融資後の資金繰りを改善したい方
③金融機関の動向と資金繰りを知りたい方
＊当日は電卓をご持参ください。
＊当日または後日の個別相談も可能です。
◆開 催 日：令和4年8月24日（水） 14：00～16：00
◆場
所：吹田商工会議所 3階 大会議室（吹田市泉町2-17-4）
◆講
師：永井 俊二 氏（大阪府よろず支援拠点 サブチーフコーディネーター）
◆定
員：30名
（先着順） 入場無料 申込締切日8月23日（火）
◆申込方法：本誌同報チラシもしくはQRコード及び吹田商工会議所ホームページより
お申し込み頂けます。
◆問 合 せ：06-6330-8001 吹田商工会議所 資金繰り対策セミナー担当 藤田

会員大会・部会総会の開催のご案内
8月29日（月）大和大学にて会員大会・部会総会を開催致します。会員大会では
講師に大和大学 学長 田野瀬良太郎氏をお招きして記念講演会「大和大学設立の趣
旨と将来像について」
を開催致します。
部会総会では所属されておられる部会に分かれて、2号議員の選任、部会活動に
ついての意見交換等を予定しています。
会員の皆様には、7月下旬に往復はがきにて出欠ご確認のご案内状をお送りさせ
ていただきます。
【第1部】会員大会記念講演会
開催日時：8月29日（月）午後3時～4時20分
（開場：午後2時30分）
講
師：大和大学 学長 田野瀬良太郎 氏
会
場：大和大学 C講義棟1階大講義室
【第2部】部会総会・懇親会
開催日時：同日 午後4時45分～6時10分
会
場：大和大学 E講義棟1階食堂

No.493
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NEW MEMBERS

黒鹿クラウド会計事務所

新入会員インタビュー
事 業 所 名：黒鹿クラウド会計事務所
代表税理士：将積 英樹 氏
事 業 内 容：会計事務所
所 在 地：吹田市広芝町10-8 江坂董友ビル2階
Ｔ Ｅ Ｌ：06－7878－5063
HPアドレス：https://kurojika-cloud.com/

な状況下でも変わること
なく、顧問先企業の相談
に対応しております。
顧問先の中には社長一
人のみで、事務作業も社
長自身で行っているとこ
ろもありますが、銀行
データや請求書データ、
給与データを会計ソフトと連携していただくことで、
資料のやり取りを削減でき、社長のストレスを減らし
スピーディーに会計を進めることが可能となります。

吹田で開業した理由
大手税理士法人に入社後、中規模の税理士事務所を
経て堺筋本町にて開業していました。
吹田で事務所を構えた理由は現在の住まいから近い
のと堺筋本町で利用していたレンタルオフィス会社の
系列オフォイスがあったからです。また、大阪市内と
比べて吹田の方が税理士の数が少ないのも理由のひと
つでした。実際に江坂は仕事をしてみると色々な面で
利便性を感じています。

今 後 の 展 開

事業内容について
クラウド会計ソフトを使った「令和型会計事務所」と
して顧問先企業の
「黒字化」をサポートしています。
オンライン面談やチャットといったツールを使った
面談はもちろんですが、対面での面談も行っており、
新型コロナウィルス感染症により対面での面談が困難

クラウド会計ソフトを使いこなしていると言えるレ
ベルで導入できている会計事務所は、全体の5％くら
いしかないのが現実です。
ITツールを軸としながら、
目まぐるしく変化する世の
中で、変化に柔軟に対応で
きる会計事務所として様々
なご相談にも対応できるよ
うに日々努力していきま
す。

〈新たにご入会いただいた事業所〉
部
商
工

会

事
業

業

業

所

（2022.5.1～5.31
名

設

地

事

業

内

容

CRT JAPAN

吹田市岸部南

インターネット物販（主に家電販売）

吹田市山田丘

レーザーに係る装置の販売

（有）
T&K Corporation

吹田市江の木町

タイヤ金型に取り付けるベントピース製造

吹田市五月が丘南

内装工事

宝ビケン
（株）
拓殖
黒鹿クラウド会計事務所

専門サービス トライプラス江坂校

サービス業

在

（株）
EX-Fusion
インテリア嶋川

建

所

部会別事業所名50音順）

吹田市山田東

美装工事一式

吹田市元町

建設業、不動産業

吹田市広芝町

税理士事務所

吹田市垂水町

個別指導塾

まじか接骨院

吹田市津雲台

整骨院

エイル

吹田市竹谷町

建物診断、火災保険申請サポート

OKAZU BAR 六つぼ

吹田市南金田

居酒屋

蔵
（株）
K. R. M.
ヘアーハウスBL-1

吹田市朝日町

居酒屋

吹田市豊津町

エステサロン経営

吹田市五月が丘東

理容業
（カット・カラー・パーマ・シャンプー・顔そり）

（特）
商

業 （有）
トレモア・プランニング 大阪市中央区南船場

（特）
建

設

衣料品卸売、商品企画

斗南

神戸市北区上津台

塗装業

長谷川工業

西宮市二見町

塗装業

晴邨書道院

大阪市淀川区十三本町 書塾

（特）専門サービス業 ソナーレ音楽アカデミー
吉田クリエイト

豊中市岡町南

バイオリン・ビオラ・アンサンブル音楽総合アカデミー

大阪市旭区高殿

補助金を活用した広報、広告活動の支援事業

※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
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いろいろと困った人物、奧平昌能

戦国武将のリアル

最近このコラムでは、徳川家康に仕えた武将を取り

江戸三代敵討ちの一つ、浄瑠璃寺坂の敵討ちである。

上げている。来年の大河ドラマの主人公が家康なので、

この事件の根本は新藩主・昌能の拙劣な裁定にあると

そこにヒントを得たのだ。今回は番外編。前回に取り

言わざるを得ない。

上げた奧平信昌のひ孫を取り上げる。いろいろと困っ
た人物なので、ぜひ紹介したい。

忠昌の死の直後にも、昌能は重大な過失を犯してい
る。忠昌が重く用いていた杉浦右衛門兵衛に対し「いま

その人物とは奧平昌能（1633～1672）。信昌の嫡

だ生きているのか」と強い調子で嫌みを言ったのだ。杉

孫で宇都宮11万石を領する忠昌の嫡男として誕生し

浦は憤慨し、ただちに切腹した。殉死である。ところ

た。寛文8（1668）年に忠昌が死去し、彼は家督を継

がこのとき、文治政策を進めていた幕府は、殉死の禁

いで藩主となった。

止令を出していた（寛文3年）。昌能の行動は幕府への

事件は忠昌が没して14日後に起きた。奧平家の菩提

挑戦と捉えられ、大問題になった。普通の大名なら取

寺である興禅寺において忠昌の法要が営まれていたが、

りつぶしを免れないところだったが、神君家康の血統

その場でささいなことから口論となり、重臣の奥平内

であるということで、2万石を減封して出羽山形藩9万

蔵允が抜刀して同じく重臣の奧平隼人に斬りつけたの
である。隼人は応戦して、内蔵允に手傷を負わせた。
帰宅した内蔵允はその晩、自刃した。
家臣たちはこの上なく厳粛な場で抜刀して斬り合っ
たことから、けんか両成敗の慣習に従って、隼人も切
腹させるべきだと主張した。ところが昌能は隼人に肩
入れして、彼を藩から追放するにとどめた。この裁定
は家臣たちの反感を買い、主君を見限り浪人する者が
多く出たという。隼人と同じく追放に処せられた内蔵
允の遺児の源八は、40余名の元奧平家臣に助けられ、
寛文12年に江戸に潜伏する隼人を討ち取った。これが

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

石への転封で済んだ。かわいそうなのは杉浦の遺児で、
幕府の法令に違反した者の子ということで、斬首に
なった。全くバカな殿様がいたものである。

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。

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

http://riverfall.net/

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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吹田市からのお知らせ

吹田市創業支援型事業所賃借料補助金
地域経済の活性化につながる創業を市内で実施する創業者に事業所賃借料の一部（補助上限月額5万円。）を補助し
ます。補助対象期間は12カ月間です。
補助金の交付を受けるためには、認定会議において創業計画のプレゼンテーションを行い、認定を受ける必要が
あります。
申込期間は、令和4年7月1日
（金）
～令和4年7月29日
（金）
です。認定会議は令和4年8月23日
（火）
開催予定です。
認定を受けた日以後に締結する賃貸借契約により、市内に新たに事業所を開設し、令和5年2月末までに事業を
開始することが必要です。
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

日本商工会議所創立100周年記念事業
オンライン記念講演会 第2弾
講師：菅谷俊二 氏
（株式会社オプティム代表取締役社長）

記念講演「第4次産業革命の中心的な企業を目指して」
～あらゆる産業・業務をDX化するOPTiMの取り組み～

日本商工会議所創立100周年記念講演会の第2弾は、様々な業界でAI・IoTの技術を駆使しより効率的・生産的な
産業の発展を目指す取り組みを推進するオプティムの創業社長で、同社を東証プライム上場企業に育て上げた菅谷
俊二氏。スマート農業分野にも参入し、佐賀大学農学部招聘教授も務められています。
事前申込が必要ですが、配信期間中随時ご覧いただけます。是非視聴してみてください。
＜配信期間＞7月26日（火）11：00～8月2日（火）18：00
＜配信形式＞Youtube限定公開
＜受講費用＞無料（但し、事前申込要：8/2（火）16時まで）

事前登録

スマートフォンでも
ご視聴いただけます

※下記URL又は右記QRコードよりお申込みください。
https://ld21.asp.cuenote.jp/my/jcci-100th-vol2/treg-form

吹田商工会議所の2022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ませんか。」
創業塾でそのお手伝いをさせていただきます。
◆開 催 日：令和4年9月3日
（土）
、10日
（土）
、17日（土）、24日（土）、10月1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）
◆会
場：吹田商工会議所 大会議室（3F）
◆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
◆受 講 料：5，
000円（初日にお支払いいただきます）
◆お 申 込：QRコードを読み取ってHPより申込することができます。
◆定
員：30名
（定員になり次第、締切）
◆申込締切：令和4年8月31日（水）
◆お問合せ：TEL：06-6330-8001 吹田商工会議所 正野（ショウノ）まで。
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当所と大阪商工会議所との間で公開講座受講について提携しました
このたび当所と大阪商工会議所との間で、大阪商工会議所の実施する有料の公開講座を大商会員価格が適用でき
るよう提携を結びました。
大阪商工会議所では、企業の人材育成のために年間を通じて階層別・職種別等の研修プログラム（講座）を提供し
ています。大阪商工会議所が実施する提携講座については、吹田商工会議所の会員事業所が、当所のホームページ
を経由してお申込みいただくと、大阪商工会議所の会員価格で受講できるようになります。
是非、社員教育にご活用ください。
○大阪商工会議所公開講座URL：https://suitacci.com/?p=10186
※上記ホームページの 大阪商工会議所公開講座 のバナーをクリックいただくと大阪商工会議所の
該当ページリンクに遷移します。講座の詳細はホームページでご確認いただけます。

（注）1. 講座のお申込み、受講料の振込等は、大阪商工会議所に行っていただきます。
2. 講座の開催は、原則大阪商工会議所会館（大阪市中央区本町橋2－8）となります（一部例外あり）。
3. 講座のお申込みに際しては、「会員／非会員」区分で、必ず「吹田商工会議所」を選択してください。
会員番号は空白で結構です。
＜8月開催の提携講座のご紹介＞
講座名/内容

日時/授業料

○エクセル VBA入門・基礎講座＜全3回＞
オフィスワークにおける生産性向上の王道

8月3日（水）、8月8日（月）、8月26日（金）
各日13：00～17：00
受講料（税込）：会員44,000円、一般66,000円

○人事担当者が備えるべき6つの法律トラブル速習講座
8月4日（木）13：00～17：00【オンライン受講可】
採用、セクハラ、メンヘル、解雇等の具体例と防止策
受講料（税込）：会員16,760円、一般25,140円
を解説！
○製品やサービスの生産性を高める品質工学入門研修
8月23日（火）10:00～17:00
世界で戦っている日本の強い製造業に見る高い生産性
受講料（税込）：会員25,140円、一般37,710円
の秘密
○部下を育てるためのコミュニケーション講座
部下と信頼関係を築き、成長を支援する

8月25日（木）10:00～17:00
受講料（税込）：会員25,140円、一般37,710円

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

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

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

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

関西合同事務所

〒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

□就業規則を整備したい
□賃金規定を整備したい
□補助金の相談をしたい

社会保険労務士法人

関西合同事務所

〒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.493
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令和4年度

吹田市からのお知らせ

事業者向け給付金・補助金（市独自コロナ対策事業）

新型コロナ関連融資を利用している事業者
に応援金を支給
融資利用事業者応援金

◆対 象 者：4月1日時点でコロナ関連融資を利用し
ている事業者
◆支 給 額：1事業者につき20万円
◆申
請：5月30日～8月10日に郵送申請
◆問 合 せ：06-6645-6065
（コールセンター）
◆補助金額：事業計画策定

上限20万円

設備投資 上限200万円
（補助率はそれぞれ3分の2）

事業計画策定・設備投資を支援
中小企業等チャレンジ補助金

◆申

請：12月23日までにエントリーシートを
メールで提出

◆補助金額：上限20万円
（補助率2分の1）
◆対象経費：自社ホームページや動画の作成にかかる

ホームページや動画の作成を支援
中小企業ホームページ等作成事業補助金

◆申

市の登録作成事業者への作成委託料
請：令和4年5月6日から令和5年3月10日
までに郵送申請

※応援金と補助金は、市内に主たる事業所を有している中小企業等が対象です。
その他にも、市内事業者向けの様々な支援制度があります。
詳細は
「新型コロナウイルス感染症に関する支援情報」のページをご覧ください
【問い合わせ先】
吹田市 都市魅力部 地域経済振興室【316番窓口】 〒564-8550
TEL：06-6170-7217

FAX：06-6384-1292

Mail：sanro_s@city.suita.osaka.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。

おかげさまで 4 0 周 年！

本 社／大阪府吹田市中の島町2-26
℡ (06)6381-2626㈹

https://www.malony.co.jp/
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吹田市泉町1-3-40

青年部コーナー

第37回吹田産業フェアで「廃材リベンジャーズ」を開催しました

令和4年6月4日（土）・6月5日（日）に第37回吹田産業フェアが
開催されました。
開催にあたりましては、新型コロナウイルス感染予防対策が参加
者の下に徹底して行われました。
吹田商工会議所青年部では、「廃材リベンジャーズ」と題しまし
て、廃材を利用した手作りモルック大会とオリジナルハンガー制作
のワークショップを行い、想定していた以上に多くの来場者にお越
しいただきました。
親子一緒に笑顔でハンガー作成、モルック競技で夢中になる大人
の顔。
ワークショップを通じて地域の方々との交流を深めることができ
たことが嬉しく思います。また、その中で我々YEGメンバーの交
流も深めることができました。
ご来場いただきました皆様、メンバー、実行委員会の皆さまあり
がとうございました。

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

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
新型コロナ
加入できる保険です。
ウイルス感染症も

33
割引

%

約

補償

東京海上日動の

1

2
3

超ビジネスプロテクト（事業活動包括保険）の 特徴

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）
※33％割引は
「賠償責任に関する補償「
」休業に関する補償」
に適用されます。
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）

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、
様々な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。

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。

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）
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）
6 早期災害復旧支援により、
災害時の事業継続を後押し
7 「地震」
による休業損失も補償
4

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。

お問合わせ先
［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

制度運営

日本商工会議所

制度引受保険会社
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。
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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

泉州電業株式会社
電線を核とした総合技術商社
（東証プライム市場上場）

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/
発行所
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