民商では「国の中小業者向け補助金を使って経営をのばそう」と、補助

した会員の経験も聞いて、参考にしながら申請に挑戦しました。販路拡大
につながる広告宣伝や、店舗改装などの費用（上限50万円・補助割合３分

の２）を補助する「小規模事業者持続化補助金」の、採択事業者に選ばれ
たおふたりに話を聞きました。
（関連記事２面）
持続化補助金﹂の採択事

男さんは﹁小規模事業者

スカ﹂を経営する丸山康

大正区平尾で﹁喫茶オ

びましたが︑そこで経営

工会議所へ何度も足を運

間に制度の窓口である商

残りひと月︒わずかな時

ところが締め切りまで

補助金活用し
﹁地域のオアシス﹂
に

業者に選ばれました︒

すること︑統一性のある

上の具体的な数字を提示
支部役員会でこの提案が

文面︑写真でビジュアル

月の

あり︑丸山さんは﹁どん

的にも訴えることなど︑

きっかけは昨年

なものか物は試しという

した︒

オスカの創業は１

店舗内外を刷新し︑入り

事業の設置等に

﹁大阪市交通

えしてから改装をし

がることを期待していま

なり︑来店の動機につな

朝︑昼︑午後と全ての時

ド ッ グ を 無 料 で 提 供︒

全国に拡大したいと準

惣菜のネット販売を︑

真空パックを利用した

の注文も増えてきて︑

ネットや電話での宅配

店頭での販売に加え︑

を 知 り︑﹁ 探 し て た ん こ

る特殊な加工があること

わらかくでき

なくても︑や

形状をくずさ

して食べ物の

真空パックに

ていたとき︑

拡大の計画をすすめるき

パックを利用した︑販路

これまで考えていた真空

見る人に訴えかけるよう

に﹂とアドバイスをもら

い︑事業計画書を作成し

ました︒

補助金を活用して新し

く機器を購入するにあた

り︑近くに移転して再ス

タ ー ト を き り ま す︒﹁ 補

助金が２歩も３歩も背中

を押してくれ︑考えてい

た時期より早くやりたか

ったことを実現させるこ

とができた﹂と話してい

ました︒

必要だ︒

大商連副会長

浅野

有余

純一

わないよう市民の監視が

後︑株が売却されてしま

会社の運営となるが︑今

が１００％の株をもつ新

ことである▼当面大阪市

理念が無くなってしまう

のために使うという根本

よりも市民の財産を市民

り下げが心配される︒何

サービスや労働条件の切

見てみると︑安全な顧客

と︑民営化先輩の現実を

そ の 反 面︑ 国 鉄 ・ 郵 政

ャンスを得るであろう︒

済界は幾多のビジネスチ

当然︑その﹁活用﹂で経

とコメントを発表した︒

されることを期待する﹂

の大阪発展のために活用

って得られる資金が将来

友会は﹁株式の売却によ

提言してきた関西経済同

民営化なのか︒民営化を

なっている▼それがなぜ

上の利益を上げるまでに

も返済し︑１日１億円以

存在である︒多額の借金

として無くてはならない

年︑今日まさに市民の足

切りに延伸を続け

３年︶梅田︱難波間を皮

る︒▼昭和８年︵１９３

営化が決まった瞬間であ

ゆる大阪市営地下鉄の民

決された︒いわ

大阪市議会で可

止する条例﹂が

関する条例を廃

やすい喫茶店へ補助事業

また改装されたことが

の活用を考えました︒

史を持つお店です

口コミされ大きな宣伝と

９７１年︒ 年の歴

が︑ 年前に建て替

ていません︒そのた

す︒

間帯でサービスが存在し

め古めかしさや汚れ

最近はコンビニのコー

きれいで快適な空間を

が目立つようになり

げる快適な空間

創造し︑常連さん以外に

ています︒また新聞や雑

に加え︑独自の

あらたに女性も若者もリ

ヒー販売がのび︑喫茶店

サービスを提供

ピーターとなるように補

ました︒喫茶店は雰

できる強みがあ

と競合に負けない店舗運

助金制度を活用し︑集客

例えば午後か

営で更なる来客数の増加

備をすすめていまし

れや！﹂と機器の導入の

っかけになればと挑戦を

輝︵守口︶

らは﹁ティータ

また︑当初から高齢

検討を始めていました︒

決めました︒窓口の商工

伊川

を見込んでいます︒

者向けのお弁当や総菜

民商の事務局から今回

会 議 所 で︑﹁ 色 や 文 字 で

ースト︑ホット

イム﹂としてト

ります︒

誌も地域で一番多くの種

噛むことや飲

にも影響が及びますが︑

手作りで無添加のお弁当

みこむことが

囲気が大切︒丸山さんは

・惣菜の持ち帰り販売と

困難な高齢者

類を用意し︑くつろぎの

配達をしています︒テレ

にも︑味だけ

オスカにはコン

﹁新しく事業をひろげて

ビでも紹介された︑野菜

ではなく見た

空間で地域のオアシスを

和泉市でお弁当・惣菜

やっていくのが楽しみ﹂

のタネを鶏皮で包んだ

目も美味しそ

ビニにはない気

からぁ げ
cha

とやる気いっぱいです︒

﹁皮ギョ﹂は︑遠方から

目指しています︒

とねぇねのそうざい﹂を

お店は家族経営で︑営

うな食事を届

販売もやりたいと考え

の補助金の話を聞いて︑

た︒

名物のからあげは７種類

兼ねせずくつろ

経営する加田野由美さん

もお客さんが来るほど大

販 売﹁ あ ー

46

ていました︒食べ物を

けたいと思っ

業は月曜日から土曜日の

「あーcha」 のみなさんと決定通知書を
手に喜びを語る加田野さん（左から２番
目）

人気になりました︒

も持続化補助金の採択事

事業計画書を完成させま

様々なアドバイスを受け
話します︒

20

時から 時まで︒完全
20

80

補助金交付決定通知書を手に
「多くの会員に挑戦してほしい」
と話す喫茶オスカの丸山さん

気持ちで手を挙げた﹂と

12

手作りの惣菜を全国に届けたい

金制度や事業計画づくりの学習会などが取り組まれています。実際に獲得

業 者 に 選 ば れ ま し た︒

11

―エステサロン クオーツ―
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大阪商工団体連合会

３面 カジノで景気は良くならない！
―カジノあかん３・25集会―

４ ・エステで皆を笑顔にしたい
〒540-0004 大阪市中央区玉造２丁目28-４
電話 06（6768）3065 ＦＡＸ 06（6768）6138
〈ホームページ〉http://www.daishoren.jpn.org
〈メールアドレス〉info@daishoren.jpn.org
（毎月１日発行）一部20円

・ハイキングで身体も心もリフレッシュ
―西区民商―
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行
発

５月１日
２０１７年

＊
今月の記事
＊

２ ・ようこそ民商へ

―堺南民商・生野民商―

・みんなで挑戦しよう 補助金学習会
―布施民商―

自分の商売 強み再発見

補助金申請に挑戦

