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「おいしい！」たった一言で笑顔に変わる瞬間
Mille Village

ミル・ヴィラージュ
渡辺

明生 氏

千里万博公園に近いミル・ヴィラージュの経営者の渡辺
明生さんは、2002年にパリで開催されたパンのワールド
カップ“クープ・デュ・モンド”で日本チームの一員として
優勝されたパン職人さんです。その後も数々の賞を受賞さ
れ世界でご活躍されていましたが、現在は生まれ育った吹
田でお店を構えておられます。渡辺氏にお話を伺いまし
た。

渡辺

明生 氏

― 創業の経緯を教えてください
私は、ケーキ店での独立を考えており、菓子専門学
校に通っていました。専門学校では主にケーキ作りに
専念し、卒業後は神戸で菓子とパンの両方を製造販売
されているお店に就職しました。そこで早朝から夜遅
くまでケーキ作りの修業をしていました。
ある時、大阪でパン職人を探していているお店があ
り、「パン作りをしないか」とお誘いを頂きました。し
かし、専門学校ではパン作りに関しては基本しか勉強
しておらず、不安だらけでしたが1から勉強するつも
りでパン作りに転身することを決めました。
それから無我夢中でパン作りに励みました。後にパ
ンのワールドカップと呼ばれる2002年クープ・
デュ・モンドで日本代表チームの1人として優勝をす
ることができました。その後も、いろいろな賞をいた
だくことができました。
いつの間にか、夢は自分でパン店を持つことに変わ
り、経営の勉強のために個人経営のパン店で1年学び、
生まれ育った吹田で現在のお店をオープンさせ、現在
に至っています。

不定期ではありますが、パン教室も開催しています。
これは、お店の厨房を見ていただきたい、パンは洋食
だけでなく和食にも合わせられるという新しい発想を
感じていただきたい、という思いから始めました。

― “一升パン”って何ですか
子どもの1歳のお祝いに「一生」に「一升」を掛けて一
生食べ物に困らないように「一升餅」を背負う風習があ
ります。地域や家庭により異なりますが、一般的に
「寿」や「子供の名前」を書いた一生餅を風呂敷や餅袋な
どで背負わせます。
この一生餅を真似て、お餅の代わりにカンパーニュ
などの大型パンを利用した約1,800gの「一升パン」を、
当店では提供しています。ぜひ、お祝いにご利用くだ
さい。

【写真はクリスマスバージョンです】

― パンへの想いを教えてください
お客様に「見て楽しい、食べておいしい」と感じてい
ただきたいと思っています。パンを選ぶ時は、どれに
しようか迷いながら“楽しんでもらい”、食べた時に“お
いしい”と感じていただけたらパン作りの職人として
は、最高にうれしいです。お客様の笑顔が1番励みに
なります。
― お店の特徴、こだわりについてお伺いします
季節の果物はもちろん、吹田くわいのパン等、季節
の野菜を使ったユニークなパンも作っています。野菜
が主役のパンが作れるのは、新鮮な野菜を届けてくれ
る生産者のお陰です。農家さんとの繋がりを大切にそ
の野菜を店頭でも販売しています。また、地元のサン
ドウィッチ店に合わせた食パン作りをしたり、お客様
の発想から商品化に発展したりと、常に工夫と研究を
心掛けています。
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― 今後の展開は…
私は「和食にもパンは合わせられる」と思っています。
そうした商品開発を手掛けてきました。皆様のパンに
対する概念が変わりますので、是非当店の野菜が主役
のパンを食べてください。「和食の小料理店でパンが食
材として提供される」、そうなることを願っています。
これからは卸売にも力を入れていきたいと考えていま
す。
毎日、何らかの形で皆様にパンを食べていただける
ような食生活を創造していくという理想を持って、今
後もお客様の“おいしい”の笑顔を励みに頑張っていき
ます。
― 貴重なお話をありがとうございました。今後益々
のご繁盛を祈念申し上げます。
Mille Village

ミル・ヴィラージュ

吹田市千里万博公園14-13 BARONG1階
電
話 06-6877-7070
営業時間 7：30～19：30
定 休 日 月・火曜日

吹田商工会議所 オンラインセミナー
吹田商工会議所では、経営に役立つ各種オンラインセミナーを配信しております。
視聴は無料で、いつでもどこでも何度でもご視聴いただけます。
【配信中のセミナー】

○コロナ時代の労務管理とテレワーク規程
新型コロナウイルス感染症は働き方に様々な影響を及ぼしています。当セミナーでは、コロナ時代における
企業の安全配慮義務についてやテレワークにまつわる労務環境整備について解説いたします。コロナ時代だか
らこそ必要な諸々の制度整備を行い、採用や人材育成に繋げましょう。
◆オンライン受講期間：令和3年1月6日～3月31日
◆内

容：1. コロナ感染の対処法
2. 会社の安全配慮義務
3. テレワーク規程
4. 大阪府サポートデスク

◆講

師：大阪綜合労務管理事務所 所長
社会保険労務士

川西

リーガルネットワーク株式会社 代表取締役

唯道 氏

◆受講料：無料

◆申込み：右記QRコードもしくは当所HPよりお申込みください。

◆お問合せ：06-6330-8001

吹田商工会議所

◆主

催：吹田商工会議所

○雇用継続のための助成金活用
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化している中、雇用継続や経営の強化に活用できる助成金制度に
ついて解説いたします。本セミナーでは、仕組みが複雑で申請に苦労される雇用調整助成金と、業務効率化の
ための働き方改革推進支援助成金について、制度概要と申請方法をお伝えいたします。
◆オンライン受講期間：令和3年1月6日～3月31日
◆内

容：1. 雇用調整助成金 コロナ特例
2. 雇用調整助成金 通常版
3. 働き方改革推進支援助成金

◆講

師：大阪綜合労務管理事務所 所長
社会保険労務士

川西

リーガルネットワーク株式会社 代表取締役

唯道 氏

◆受講料：無料

◆申込み：右記QRコードもしくは当所HPよりお申込みください。

◆お問合せ：06-6330-8001

吹田商工会議所

◆主

催：吹田商工会議所

○EC×D2C×ブランディング
オンラインで顧客との関係性をダイレクトに繋ぎブランド価値を伝えることで自社ECサイ
トの売上を伸ばす方法をお話しします。
◆オンライン受講期間：令和3年2月3日～3月31日
◆内

容：1部．ブランドが生き残るための自社ECとは－モールとの違い－
2部．ブランドの世界観をECで表現するには

◆講

師：1部．株式会社フラクタ CEO

河野

貴伸 氏

2部．株式会社フラクタ ブランド・ストラテジック・プランナー

狩野

雄氏

◆受講料：無料

◆申込み：右記QRコードもしくは当所HPよりお申込みください。

◆お問合せ：06-6330-8001

吹田商工会議所

◆主

催：吹田商工会議所

共

催：大阪商工会議所
No.476
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※緊急事態宣言延長に伴い
オンライン開催のみとなります。

～連携協定記念講演～

『医・健康との連携による事業活性化』

令和3年2月10日、国立循環器病研究センターと摂津市商工会、吹田商
工会議所は連携協定を締結致します。相互の人的、知的、物的資源の交流
と活用を加速させるとともに、医・商・工の連携を強化していくことを目
指しております。
本講演会では、医療と工業との連携について、また、医・健康分野と商
業・サービス業との連携について事例を元に紹介致します。
北大阪健康医療都市（通称：健都）のまちづくりを通じて医・健康分野と
連携し、自社事業の活性化を検討してみませんか。
◆開催日時：令和3年2月26日（金）
15：00～16：30
◆内

容：◇医療と工業の連携について（イノベーションカフェの活用・医からのニーズ）
◇医・健康と商業・サービス業の連携について（くらしに活かす事例“かるしお・健康マンション”）

◆会

場：国立循環器病研究センター 研究棟4階
※吹田市岸部新町6－1 JR岸辺駅前

サイエンスカフェ

※オンライン開催のみとなります。

及びオンライン開催

◆参加対象：医・商・工連携に興味をお持ちの方であればどなたでもご参加可能です
◆参加要件：講演会後、アンケートにご回答頂ける方
◆募集人数：オンライン最大50名程度（zoomでの開催）
◆受 講 料：無料
◆お 申 込：同封チラシ、右記QRコードもしくは当所HPよりお申込みください。
◆お問合せ：06-6330-8001
◆主

吹田商工会議所

催：吹田商工会議所・摂津市商工会

セミナー担当

谷

共催：国立循環器病研究センター

クラウドファンディング活用支援事業採択者による
支援金募集スタート
吹田市内の事業者が新しい事業展開のための資金調達を支援するため、クラウドファンディング活用助成金事業
を用意し、令和3年1月15日より、クラウドファンディングサイトCAMPFIREで支援金募集を始めます。下記採択
された2社の応援をよろしくお願いいたします。
【採択事業者・事業内容】
〇ヤオヤ：
『日本初！開業された方が0円でデザインを発注できるサービスを作りたい』
お祝いの新しい「あたりまえ」を作るということを目標に掲げ、「デザケイ」を2020年9月にリリー
スしました。今後のサービスと認知度向上のためにクラウドファンディングに挑戦いたします。
（公開URL）
https://camp-ﬁre.jp/projects/view/358376
〇けあする
（同）
：
『相談者も介護者も幸せになれる仕組みづくり！介護の悩みを気軽にオンラインで』
介護の悩みも心の悩みも気軽に隙間時間にオンラインで相談。相談者には、要介護者・介護者に本
当に必要なサービスを自由に考えられる場を提供。相談者も介護者も両方が幸せになれる仕組みを
作りたい。
（公開URL）
https://camp-ﬁre.jp/projects/view/359613
【募集開始】
2021年1月15日（金）スタート～2021年2月25日（木）まで
※詳しい内容は、当所HPや吹田市事業者支援ポータルサイト「吹田エール」にアップいたします。
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日本政策金融公庫による新型コロナウイルス対策
マル経融資のご案内
※新型コロナウイルス対策マル経に特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現。
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、別枠1,000万円の範囲内で当初3
年間、通常の貸付金利から▲0.9％引下げする。加えて、据置期間を運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長する。
1月22日から「直近2週間以上」等の売上減少実績で比較できるよう要件緩和を実施。
【融資名称】
①最近1ヶ月の売上高又は過去6カ月（最近1カ月を含む）の平均売上高が前年又は前々年の同期と比較して5％以上減少している小
規模事業者の方
②前年及び前々年の同期との比較が望ましくない場合であって、最近1ヵ月の売上高又は過去6カ月（最近1カ月を含む）の平均売上
高が、次のいずれかと比較して5％以上減少している方
a 過去3ヶ月（最近1ヶ月を含む。）の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月～12月の売上高平均額
【資金の使いみち】運転資金、設備資金
【融資限度額】別枠1,000万円
【金利】経営改善利率1.21％（令和2年8月3日時点）より当初3年間、▲0.9％引下げ
※利下げ限度額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」及び「新型コロナウイ
ルス対策衛経」との合計で6,000万円となります。
【お問合せ】吹田商工会議所 中小企業振興部まで
※別途、利子補給制度を利用することで、3年間無利子となります。

2020年度 所得税・消費税

確定申告相談会のご案内
吹田商工会議所では、近畿税理士会吹田支部の後援により下記の日時に「確定申告無料相談会」を開催します。ご予約の上、会場に
お越しください。
日

程

時

間

会

場

①令和3年2月25日
（木）
②令和3年3月 5 日
（金）
◆午前の部
◆午後の部

9：00～12：00
13：00～16：00

吹田商工会議所
（住所：吹田市泉町2-17-4）

※相 談時間は1時間であり、完全予約制となっております。電話もしくはFAX、フォームからお申込みください。（チラシもご参照
ください。）HPにも情報を掲載しております。（https://suitacci.com/?p=6677）
TEL：06-6330-8001 FAX：06-6330-3350

No.476

5

吹田商工会議所

NEW MEMBERS

有限会社ライフサポート大道

新入会員インタビュー

い家具移動や荷物の運搬処分をさせていただくことも
可能です。
ライフサポート大道の強み

事業所名：有限会社ライフサポート大道
事業内容：福祉用具レンタル・販売、住宅改修工事、
住宅設備工事他
取 締 役：大道 英樹
所 在 地：吹田市川園町55-3
Ｔ Ｅ Ｌ：06-6381-6770
ホームページ：https://ohmichi-life.co.jp/

これまで住環境整備に関する様々な工事を施工して
参りました。要介護者の方のお住まいは、バリアフ
リーにすることで危険へのリスクが回避できます。ま
た、室内の動線を見直し、介護ベッドなどの福祉用具
を利用することで様々な負担を軽減することができま
す。これらは、介護保険サービスを利用し補助を受け
ることが可能です。場合によっては申請書類作成のお
手伝いもさせていただきます。住み慣れたご自宅を安
全で快適に暮らせるようにご提案をさせていただくこ
とで日々の生活へのストレスの軽減につながります。
様々な問題が解決できるよう電気工事、ガス工事、水
道工事、福祉住環境コーディネーター、福祉用具専門
相談員など多くの資格を有しています。対応が難しい
場合は各分野の専門と連携して対応する仕組みが整っ
ております。

事業の内容について

今 後 の 展 望

昭和33年に先代がLPガス販売事業を創業し、都市
ガスへ切り替わるころより住宅設備機器の販売・工事、
家電製品の販売事業を始めました。また水漏れや住宅
に関する多様な相談を受け、システムキッチン・ユ
ニットバスなどのリフォーム工事を施工しております。
介護保険制度創設前に吹田市で住宅改造費補助制度
があり、住宅改修工事業（介護リフォーム）へ参入し、
その後、大阪府指定業者の認定を受け介護保険の利用
が可能な介護用品レンタル・販売事業を開始しました。
また昨年からは福祉用具を効果的にご利用いただける
ように住環境の整備を行う「お片付けサポートサービ
ス」をスタートしました。施設等へご入居される方がス
ムーズに移住できるようお荷物の整理を行い安心して
ご入居頂けるようにサポートさせていただきます。ご
自宅での生活でご高齢の方やご家族がご自身でできな

今はコロナで難しいですが、介護保険サービス、お
片付けサービス、福祉用具などについての講習会を開
催したいと考えています。住環境を整備することで介
護受ける側も、サポートする側も安心して過ごしやす
くなります。地域の方々へ役立つような快適な住環境
への情報を発信していきたいです。先代から受け継い
だお客様を大切
にし、お客様の
暮らしに関する
困りごとへ寄り
添い、地道に対
応することをこ
れからも心がけ
ていきたいと思
います。

〈新たにご入会いただいた事業所〉
部

会

事

業

所

（2020.12.1～12.31
名

商

業

理

財 （株）
プラスワン江坂支店

在

地

事

業

内

部会別事業所名50音順）
容

吹田市古江台

薬局業

吹田市豊津町

コワーキングスペースの運営

運 輸 情 報 （株）
オレンジパオ

吹田市内本町

企業・学校のプロモーションビデオ、教育ビデオ、商品PR
当の映像制作

（福）
さつき福祉会

吹田市出口町

障害者福祉事業

専門サービス

ノブレス薬局

所

豊楽デザインラボ

サービス業 （有）
ライフサポート大道

吹田市南高浜町 デザイン制作、スクール
吹田市川園町

（特）専門サービス 昼間経営労務コンサルタント 茨木市玉瀬町

福祉用具レンタル・販売、住宅改修工事、住宅設備工事他
中小企業への経営・労務に関するコンサルタント

※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
6
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渋沢栄一とその思想に学ぶ
「渋沢栄一の胆力」
渋沢栄一は孔子を尊敬していましたが、二人の思想や

栄一述

以下同

行動を支える時代背景には共通点があります。それは共

栄一が狙われたのは、《当時喧（かまびす）しかった東

に下手をすれば命を落とす乱世で活動していた、という

京市水道鉄管事件に関し、余は外国製品の使用を主張せ

こと。

るに対し、内国ではこれを製造納入しようと企てた者が

たとえば孔子の場合、弟子の子路は衛（えい）という国

あって、その後聞知せる所によれば、この一派の人々

の内乱にまきこまれて、斬り殺されました。また、宰予

は、あたかも余が外国商人よりコムミッションでも取っ

（さいよ）
という弟子は斉の内乱で、一族皆殺しにされて

て外国製品の使用を主張するかのごとくに言い触らし》、

いるのです。
さらに孔子自身も、諸国を放浪中に、彼を快く思って
いなかった桓魋
（かんたい）という人物の襲撃を受けまし
た。そのとき、彼はこう口にしました。

襲撃者を扇動したためでした。
栄一は、先ほどの孔子の言葉にちなんで、次のように
述懐しています。
《余が暴漢に襲われた際には確かにこの（「桓魋ごとき

「天は、私に徳をさずけられたのだ。桓魋ごときが私に

が私に何をできよう」引用者注）意気があったのだ。しか

何をできよう（天、徳を予に生（な）せり。桓魋それわれ

しこの意気は、内に省みて疚しからぬ確乎たる信念がな

を如何）
」
述而
（じゅつじ）篇

ければとても起らぬものである》

自分に何も疚
（やま）しいところはない以上、襲撃者な
ど何するものぞ、というのです。そして栄一も、これと

私利を捨てて、社会のために尽くしているという自負
が、命の危機にも動じない胆力を生んでいたのです。

そっくりの体験をしています。
《明治二十五年の十一月頃、自用の二頭立馬車を駆
（か）って兜町（かぶとちょう）の事務所を出て、伊達宗
（むね）城（なり）（伊予宇和島侯）伯の病気見舞いに往く
つもりで、江戸橋通りと四日市町の通りとの交叉点の処
へ来かかると、突然物陰から二人の暴漢が抜刀で現わ
れ、馬の足を払ったことがある。一頭の馬は傷つけられ
たけれども、馭者
（ぎょしゃ）が馬に鞭を当てて極力走ら
したから、一頭は傷も受けず、傷つけられた一頭もまた
よく一緒に走ったので、難なくその場を脱し、一まず駿
河町の三越呉服店にはいり、休息した》『論語講義』渋沢

作家・グロービス経営大学院客員教授

守屋

淳 / もりや・あつし

1965年生まれ。早稲田大学第一文学部卒
業。現在は作家として『孫子』『論語』『韓
非子』『老子』『荘子』などの中国古典や、
渋沢栄一などの近代の実業家についての著
作を刊行するかたわら、グロービス経営大
学院アルムナイスクールにおいて教鞭をと
る。著訳書に34万部の『現代語訳 論語と
算盤』や『現代語訳 渋沢栄一自伝』、シ
リーズで20万部の『最高の戦略教科書 孫
子』『マンガ 最高の戦略教科書 孫子』『組織サバイバルの教
科書 韓非子』などがある。2018年4～9月トロント大学倫理
研究センター客員研究員。

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

http://riverfall.net/

不動産 賃貸 管理
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

No.476
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青年部コーナー

吹田商工会議所青年部

活動報告

本年1月13日に大阪府も緊急事態宣言の対象区域に加えられたことを受け、YEG活動も事業活動としては対面の
活動を控え、現在、委員会などはWEBにて開催を行っております。
このような状況下ではありますが、本年3月11日には、3月例会を開催すべく準備を進めています。3月例会は、
本年度から開催予定となった例会で、本年度の卒業生の卒業式を中心とした例会です。今年度は活動が制約される
中でしたが、コロナ禍において何がどこまで出来るかを確認出来た年度でもありました。3月例会につきましては、
卒業生のこれまでのYEG活動への感謝の意を込め、あらゆる事態を想定しながら、本年度最後の事業を成功裏に納
められるよう、精一杯準備を進めています。引き続き宜しくお願い致します。

令和3年度
「新入社員教育講座」
開催のご案内
コロナ禍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。そのため、講座は状況がどう変わっても必ず受講いただける形
式にしています。
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3年4月12日
（月）
・13日
（火） 2日間ともに10：00～16：30
※会場もしくはオンラインでの参加が選べます。
◆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3年度 新入社員
（35歳以下）
◆定 員：30名
（先着申込順）
◆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のみの金額となります。
※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。

味
作りの

手
世界で1日3000万本飲まれています

大阪北部ヤクルト販売株式会社
〒564-0052

吹田市広芝町3番2号

TEL 06-6386-8960 FAX 06-6337-2471
URL http://www.osakahokubu-yakult.co.jp
E-mail info@osakahokubu-yakult.co.jp

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

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

仲総合給食(株)
吹田市江坂町３丁目23-35
TEL 6384-6611／FAX 6384-0026
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

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
8

迅速な処理
迅速な処理

●給食弁当
●団体予約弁当
●会席幕の内
●各種オードブル

No.476

〒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

『街の住医』を高らかに掲げる
「グッディーホーム」
う事務所のため、時々、喫茶店と間違えて事務所に
入ってくる人もいるといいます。
同社の成長発展の要因は多々ありますが、あえてい
えば、高い顧客満足度とそれを実現している社員の魅
力などにあると思います。ちなみに、同社が定期的に
実施している「顧客満足度調査」の平均値は、何と99％
なのです。余談ですが、会社近くの横断歩道で転倒し
たおばあさんが、救急車を呼ぼうとした人々に「救急車
ではなくグッディーさんを呼んで……」と言ったという
話が、これを証明していると思います。
もとよりその最大の要因は、卯月社長がサラリーマ
ン時代の経験を踏まえ、創業以来実践してきた「自分が
嫌なこと・できないことは決して社員にやらせない、
言わない」「お天道様に顔向けのできる正直な仕事をす
る」「社員とその家族の命と生活を守る」といった、社
員第一主義経営が社員の支持・共感を得たからだと思
います。

住宅・土地統計調査によると、2018年のわが国の
総住宅数は6,241万戸です。総世帯数は5,400万世帯
ですので、841万世帯、率にして15.6％、総住宅数が
総世帯数を上回っています。
この結果、当然ですが、1990年当時173万戸あっ
た年間新設住宅着工戸数はその後年々減少し、今や
100万戸を大きく割り、73万戸程度に激減していま
す。
一方、人口の高齢化に伴い、新設住宅に代わり、住
宅のリフォームの需要が年々高まっています。家計調
査年報を見ると、40代の世帯主世帯の住宅のリフォー
ム費は年間4万1,000円程度に対し、50代世帯では7
万1,000円、60代では11万円に増加しているのです。
こうした中、近年、住宅メーカーはもとより、家電
量販店、さらにはプロパンガスや都市ガス提供業者な
どの異業種からも、住宅リフォーム市場に新規参入す
る動きが活発化しています。しかしながら、利用者、
とりわけ高齢者世帯の弱みに付け込む、いわゆる悪徳
業者も残念ながら後を絶ちません。こうした業界に
あって、創業以来、正しい経営を愚直一途に実践し、
ゆっくりですが着実に成長している企業も少なからず
あります。
その1社が、自らを「街の住医」と位置付ける株式会
社グッディーホームです。創業は今から16年前の
2004年、現社長である卯月靖也氏が、11年間の住宅
関連産業のサラリーマン生活を辞め、仲間3人でス
タートさせました。以後、ほぼ順調に業績を伸ばし、
現在では本社を含め、武蔵野エリアに4店舗あり、社
員の数は役員やパートさんを含め40人の企業に発展し
ています。
本社は、東京駅から中央線に乗り30分ほどの三鷹駅
で下車し、車で5分ほど行った商店街の一角にありま
す。外から見ると、素敵な喫茶店のような雰囲気が漂

人を大切にする経営学会 会長

坂本

光司 / さかもと こうじ

1947年生まれ。福井県立大学
教授、静岡文化芸術大学教授、法
政大学大学院政策創造研究科（地
域づくり大学院）教授、同静岡サ
テライトキャンパス長などを歴
任。国や県、市町、商工会議所な
どの審議会・委員会の委員を多数
兼務している。著書に『日本でい
ちばん大切にしたい会社』（あさ
出版）、『この会社はなぜ快進撃が続くのか』（かんき出
版）など。

〒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

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

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

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

アイリスパートナーズ

〒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

□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

社会保険労務士法人

アイリスパートナーズ

〒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.476
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大阪府営業時間短縮協力金
【概要】
新型コロナウイルス感染症の再拡大防止に向けて、令和3年1月14日から2月7日の25日間、営業時間
短縮要請に全面的にご協力いただける飲食店等に対し、新たに協力金を支給するものです。
【対象】
営業時間短縮要請を受けた飲食店等を有する、次の（1）
から（5）
の全てを満たす事業者
1. 大阪府内に要請対象施設（店舗）（以下「店舗」という。
）
を有すること。
2. 午後8時から翌午前5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、令和3年1月14日から2月7日までの間、午前5時か
ら午後8時までの間に営業時間を短縮する（休業も含む）とともに、酒類の提供は午前11時から午後7時までとすること。ただし、
準備期間が必要な場合もあるため、1月18日から要請を遵守している場合も対象とします。
3. 令和3年1月14日までに、感染拡大予防ガイドライン（以下「ガイドライン」という。）を遵守しているとともに、同日までに、申請
する店舗において感染防止宣言ステッカー（以下「ステッカー」という。）を登録及び掲示（以下「導入」という。）をしていること。
令和3年1月18日からガイドライン及び要請を遵守している場合は、同日までにステッカーの導入をしていること感染防止宣言
ステッカーを導入していること。
4. 申請する店舗において、食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可を取得していること。
5. 令和3年1月14日以前に開業又は設立（以下「開業」という。）し、支給決定日までの間、倒産・廃業している事業者でないこと。
また、申請する店舗（事業者とは異なります）において令和3年1月14日以前に営業を開始しており、令和3年2月7日までの間、
営業実態があること。
【支給額】
1店舗あたり 150万円（6万円×25日） ※令和3年1月18日から2月7日まで要請を遵守している場合
1店舗あたり 126万円（6万円×21日）（要請遵守の開始日が令和3年1月15日から1月17日までの間も含みます。
）
【申請受付期間（予定）】
令和3年2月8日（月曜日）から3月22日（月曜日）まで
※申請方法等については、決定次第、大阪府ホームページにて公表予定です。大阪府HP（仮称）
大阪府営業時間短縮協力金
※緊急事態宣言の延長に伴い、内容や金額等に変更が生じる可能性があります。

緊急事態宣言の影響に対する一時支援金事務事業
【概要】
2021年に新型コロナウイルス感染症拡大防止のため発令された緊急事態宣言に伴い、飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の
自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者に対して一時支援金を給付する事業を実施します。
【対象】
1. 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により 影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者
2. 緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があることまたは緊急事態宣言発令地域の不要不急の外出・移動の自粛によ
る直接的な影響を受けたことにより、本年1月または2月の売上高が対前年比▲50％以上減少していること
【支給額】
法人は40万円以内、個人事業者等は20万円以内の額を給付
（算出方法：前年1月及び2月の事業収入－（前年同月比▲50％以上の月の事業収入×2））
※事業内容については、今後変更になる可能性があることをあらかじめご了承ください。
中小企業庁HP 令和2年度「緊急事態宣言に伴う外出自粛等の影響を受けた事業者への
一時支援金事務事業
（仮称）
」
に係る情報提供依頼について
※緊急事態宣言の延長に伴い、内容や金額等に変更が生じる可能性があります。
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。

おかげさまで 4 0 周 年！

本
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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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中小企業等事業再構築促進事業

※令和2年度3次補正予算において実施予定
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す、以下の要件をすべて
満たす企業・団体等の新たな挑戦を支援します！
1. 申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10％以上減少してい
る中小企業等。
2. 事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。
3. 補助事業終了後3～5年で付加価値額の年率平均3.0%（一部5.0％）以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均
3.0%（一部5.0％）以上増加の達成。
【中小企業】
・通常枠 補助額 100万円～6,000万円 補助率2/3
・卒業枠* 補助額 6,000万円超～1億円 補助率2/3
※卒業枠*については400社限定。事業計画期間内に、1.組織再編、2.新規設備投資、3.グローバル展開の
いずれかにより、資本金又は従業員を増やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠。
中小企業の範囲については、中小企業基本法と同様。
【中堅企業】
・補助額100万円～8,000万円 補助率1/2 （4,000万円超は1/3）
・グローバルV字回復枠* 補助額8,000万円超～1億円補助率1/2
※グローバルV字回復枠*については100社限定。以下の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。1.直前6か月間のうち任意の
3か月の合計売上高がコロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して、15％以上減少している中堅企業。2.補助事業終了後3～
5年で付加価値額又は従業員一人当たり付加価値額の年率5.0%以上増加を達成すること。3.グローバル展開を果たす事業で
あること。
補助対象経費の例
建物費、建物改修費、設備費、システム購入費、外注費（加工、設計等）、 研修費（教育訓練費等）、技術導入費（知的財産権導入に係
る経費）、 広告宣伝費・販売促進費（広告作成、媒体掲載、展示会出展等）
等が 補助対象経費に含まれます。
※補助対象企業の従業員の人件費及び従業員の旅費は補助対象外です。
経済産業省 中小企業庁HP 事業再構築補助金

吹田市役所からのご案内

令和2年度事業系一般廃棄物事業者向け研修会の開催について
事業系一般廃棄物を排出する市内の事業者の皆様を対象に、下記のとおり研修会を開催いたします。今年度は新型コロナウイルス
感染症拡大防止の観点から、Zoomにて実施いたします。御多忙とは存じますが、ぜひ御参加いただきますようお願いいたします。
記
1.
2.
3.
4.

研修会名
テ ー マ
開催日時
開催方法

5. 講
6. 内

師
容

7. 申込方法

令和2年度事業系一般廃棄物事業者向け研修会
「損していませんか？～事業系ごみを減らしてコスト削減！～」
（予定）
令和3年2月22日（月）午後2時～午後3時10分
Zoom視聴
※研修会当日にZoomのミーティングID等をメールで送付する予定です。
※御質問はアンケートに記載いただき、後日まとめて市ホームページにて返答します。
環境カウンセラー 仁保めぐみ氏
ごみの減量促進を図ることを目的に、吹田市内の事業者の皆様を対象とした研修会を開催します。吹田市から市内の
ごみの現状について報告した後、事業所内でごみを減量することによるコスト削減についての講演を実施します。
※当日スケジュール（予定）
14：00
開会、主催者挨拶
14：05
吹田市からの報告（市内のごみの現状、約15分）
14：20
講演（約50分）
15：10
閉会
令和3年2月16日
（火）
17時30分までに、吹田市環境部環境政策室まで、①事業所名、②事業所所在地、③参加者氏名
及び参加人数、④連絡先（TEL、FAX、メールアドレス）
をメールにて御連絡ください。
※お申し込み後、研修会を欠席される場合は、必ず前日までに環境政策室まで御連絡ください。

【お問い合わせ・申込先】〒564-8550 吹田市泉町1-3-40 吹田市環境部環境政策室
TEL：06-6384-1702 FAX：06-6368-9900
Mail：k_genryo@city.suita.osaka.jp

担当

倉本、
圓谷、
片岡
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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

販売サイト
https://sky.senden.co.jp/

大阪本店／大阪府吹田市南金田１－４－８
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支店・営業所／札幌・仙台・東京・東京西・東京東・埼玉・北関東特販
名古屋・豊橋・高岡・京滋・大阪南・広島・高松・福岡
海外／タイ・中国・フィリピン・台湾・ベトナム
発行所

吹田商工会議所

吹田市泉町2丁目17番4号

T E L 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。）

