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行きたいのに行けないを解決するさんぱつや!!
有限会社 さんぱつや 　土

つち

屋
や

篤
あつし

　氏
　「有限会社さんぱつや」は、土屋会長が平成6年に吹田市樫
切山で創業された理容店です。地域に密着した「地域一番店」
を目指して出発し一時は25店舗年商5億まで成長しました
が、長年働いてくれている店長に店舗を売却し今現在は4店
舗をサポートしキャリアコンサルタントとしても活動してい
ます。
　コロナ禍の厳しい状況下においても、訪問理美容サービス
事業の拡大やシャンプー、育毛剤など自社ブランド製品の開
発など新たな事業に果敢に挑戦されています。
　同社を率いる土屋会長にお話を伺いました。 土屋　篤 氏

訪問理美容サービスの様子

オーガニックシャンプー、育毛剤訪問理美容サービス 訪問理美容サービス出張車
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―なぜ、訪問理美容サービスを始めようとしたので
すか。

初めは、地元である吹田市樫切山で普通の散髪屋を
営んでいました。地元の学生時代の友人の髪を切って
いた際に、友人の親父さんが最近来ない事を訊ねまし
た。すると、足腰が不自由なったという事であり、友
人のよしみで散髪に行ってあげた処、非常に感謝され
たことが始まりでした。

その後も本業をする傍ら、訪問サービスを行ってい
た処、介護事業者より施設に入所する患者さんの為に
来て欲しいという依頼を受けました。そして、介護施
設に赴き、散髪をした処、患者さんとその家族が「お父
さん、格好よくなったね」と涙を流して感謝をしてくれ
ました。これまで、仕事をしてきてここまで感謝され
たことがなかった為、非常に衝撃を受けましたし、と
てもやりがいのある仕事だと実感しました。

それからは、保健所や医療関係者の方を交えて、体
が不自由な患者さんに負担をかけずに、より良い理美
容サービスを提供できる方法について意見交換を重ね
ました。その結果、散髪の仕方を工夫し、どこでも散
髪ができるように訪問理美容サービス用の出張車を整
備し、本格的サービス提供に乗り出しました。当時、
見習いだった従業員も運転免許やホームヘルパーの資
格を取得するだけでなく、美容師としてのスキルも身
に付けていきました。

現在では、人材にも恵まれ、訪問理美容サービス事
業を大阪府内全域に拡大させることが出来ました。

―コロナ渦での取り組みについて教えて下さい。
一時は来て下さるお客様が減ってしまいましたが、

最近は戻ってきています。しかし、店内や機材の消毒
を繰り返ししなければならなく、手間や準備にはより
時間が掛かってしまうようになりました。その影響で
以前と比較すると収益性は悪化しましたが、だからと
いって、サービスが向上した訳ではないので、料金を
上げる訳にはいけません。

そこで、我々の強みである訪問理美容サービスに力
を入れています。コロナの影響によって、介護施設や
病院から外出できない方が増えてしまいましたので、
ニーズは拡大していると考えています。

吹田市は周辺都市に比べて訪問理美容サービスの依
頼が少ないので、もし髪を切りに行けなく困っている
方がいらっしゃいましたら、ご相談いただければと思
います。

―事業をする上で心がけていることは何ですか。
お客様が喜んでもらえるようなサービスを提供する

ことは勿論のことですが、一緒に働く従業員が安心し
て働けるような環境を提供できるように心がけていま
す。

訪問理美容サービスは、あくまで「行きたくても行け
ない身体が不自由な方限定」とさせていただいていま
す。しかし、当初は連絡があって女性の従業員が散髪
をしに家に行った処、実は健康な男性だったという事
がありました。見ず知らずの男性の家に女性が一人で
入るという事はあってはならないと思い、それからは
初めてのお客様は女性のみで訪問しないようにルール
を整備しました。

一緒に働く従業員には、安心して自分の仕事に専念
していただきたいと思っています。その為にも、福利
厚生面の充実や労働時間などの労働環境を整備しなけ
ればならないと取り組んでいましたが、コロナ禍でよ
り仕事が減り、従業員の雇用を守ることの重要性を今
一番痛感しています。

―今後の事業展開について教えて下さい。
初期のコロナ禍で仕事が殆どなくなってしまった時

期に、従業員と共に何かできることがないかを考えて、
我々美容師が推奨できる本当のオーガニックを追求し
た自社ブランド製品のシャンプーや育毛剤の開発に着
手しました。その結果、おそらく国内初だと思います
が、COSMOS認証、HALAL認証、VEGAN認証を受け
た商品を開発する事ができ、物販も始めさせていただ
きました。本当に良い商品ですので是非ともご利用い
ただければと思います。

昨年の従業員の仕事がなくなってしまう状況を防ぐ
ためにも、既存のサービスだけでなく、新しい分野の
事業にもこれまでの経験やスキルを活かして挑戦した
いと考えています。そして、このコロナ禍に負けず事
業を継続して、人々に喜んでもらえるようなサービス
を提供していきたいと思います。

―今後とも御社のご発展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。

有限会社 さんぱつや
理髪店：tete

HP：https://tete3828.com/cut/
TEL：06-6876-1000

MAIL：at3828@sanpatsuya.jp
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3月24日（水）に令和2年度第2回通常議員総会をメイシアターレセプションホールにて開催しました。
　柴田会頭の冒頭挨拶の後、以下の議案について審議いたしました。

1号議案の「書面表決の行使等を可能とする定款変更について」は、会員加入承諾権限を常議員会にも付与すると
ともに、表決権の行使方法として書面表決・オンライン方式でも可能にする改正等の案を上程し、ご承認いただき
ました。感染症の急激な拡大や大規模災害時等の非常事態の際も、常議員会が開催できるようにするための変更です。

2号議案「会館大規模営繕工事の施工と会館営繕積立金取崩について」は、会館営繕委員会を組織し、施工会社と
工事監理者を決定したことを報告し、予算措置として2，000万円の会館営繕積立金の取崩をすることをご承認いた
だきました。
　最後の3号議案「令和3年度事業計画及び収支予算の決定について」は、「デジタルシフトへの対応と事業再構築へ
の支援」を基本方針として事業計画案と収支予算案を策定し、これについてご審議をお願いしました。
　事業計画の重点事項には、
　（1）デジタルシフトへの対応
　（2）事業再構築への支援
　（3）地域経済活性化への取組
　（4）事務局機能のレベルアップ
の4分野を掲げ、これらを実現するために予定している事業
内容などを説明しました。
　また、収支予算では、事業計画を反映させて策定した収入
項目と支出項目について説明を行い、単年度収入398，649
千円、単年度支出451，270千円、単年度収支差△52，621
千円（会館営繕を除く単年度収支差7，379千円とする予算編
成案となったことを報告しました。
　その結果、事業計画及び収支予算についてもご承認いただ
き、吹田商工会議所の令和3年度の取り組みがスタートする
ことになりました
　議員総会後には、ご来賓に後藤吹田市長や木村吹田市議会
議長などをお招きし、引き続き議員懇談会を開催いたしまし
た。感染症対策を考え会食は控えましたので、大阪フィル
ハーモニー交響楽団の弦楽四重奏をお楽しみいただく形で開
催しました。また、吹田市制80周年プロモーション楽曲

「Home Suita Home」の演奏では、市内在住の高校生バイオ
リニスト・岡田芽衣さんにも加わっていただき、作曲：葉加
瀬太郎氏の原曲どおりの五重奏で披露しました。
　短時間の演奏会でしたが、ご参加いただいた皆様にお楽しみいただけたかと存じます。

令和2年度　第2回通常議員総会を開催、
令和3年度の事業計画と収支予算が承認される！

大規模修繕工事に伴う吹田商工会議所　臨時休業のお知らせ
　吹田商工会議所会館の大規模修繕工事の為、4月30日（金）は臨時休業とし、4月29日（木）
から5月5日（水）の期間閉館いたします。
　この期間は電話等も不通となります。皆様にはご迷惑をお掛けしますが何卒ご容赦下さい。
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【概　要】
　 2021年1月に発令された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、売上が

50％以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を給付いたし
ます。

【支給額】
　法人は60万円以内、個人事業者等は30万円以内の額を給付

【申込受付期間】
2021年3月8日（月）～5月31日（月）

【事前確認】
　吹田商工会議所にて登録確認機関による事前確認を受けるためには、会員であることが条件となります。

【詳　細】
　経済産業省HP　緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要について
　https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

（中小法人・個人事業者のための）
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金

令和3年度上期　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下さい。

相　　談　　名 4月 5月 6月 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　直樹 先生

5日（月）
19日（月）

※ 今年は、商工会議所の会館修繕があるため、その都度
HP上で、発表していきます。

【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
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吹田市事業者支援ポータルサイト『すいたエール』のご紹介
　吹田市事業者支援ポータルサイト『すいたエール』は、吹田市と吹田商工会議所が連携し、市内の新型コロナウイ
ルスの影響を受けた事業者を支援するポータルサイトです。
　新型コロナウイルス感染症拡大に対する事業者向けの支援策は多岐にわたりますが、『すいたエール』では市内の
事業者が取り組みやすい支援策等を9つピックアップし、掲載しております。
　また、国や府、市などの新型コロナウイルスに関わる支援策や情報を新着記事として随時アップしておりますの
で是非ご活用ください。

すいたエールへは右のQRコードもしくは　https://suita-yell.com/　よりお越しください。

　吹田市と吹田商工会議所の連携体制のもと、『デジタルシフト』を切り口に、アフターコロナ時代を見据えた次の
一手として動画制作支援事業を行っております。
　第1フェーズとして、動画制作を行うにあたっての制作外部委託費用150,000円のうち、100,000円を補助金
として交付する補助金制度を発足いたしました。（補助金制度については、予算枠に達したため受付を終了いたしま
した。）
　続いて第2フェーズとして、吹田市内の企業と吹田市民のハブとなるべく、令和3年3月20日にYouTubeチャン
ネル『すいたch（すいたっち）』を公開いたしました。補助金を活用して作られた動画はもちろん、今後は吹田市内の
企業や団体にて作られた動画の公募も予定しております。
　ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。

吹田市×吹田商工会議所
YouTubeチャンネル『すいたch（すいたっち）』公開
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〈新たにご入会いただいた事業所〉 （2021.2.1～2.28　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 ミリオン化学（株） 吹田市広芝町 製品開発・製造・販売、熱処理加工

専門サービス
アトリエ梅原 吹田市内本町 書道塾・作品販売・写真撮影・写真リース・その他

（医）沖縄徳洲会吹田徳洲会病院 吹田市千里丘西 保険医療機関
MIRAI行政書士事務所 吹田市江坂町 行政書士　建設業許可申請

サービス業

（株）朝野 家族葬みかづき 吹田市高浜町 葬儀に関する一切の業務

（株）ALEGRESOL 吹田市広芝町 広報・PR代理、各種プロモーション企画制作、
広告代理

ラヴィアンローズ吹田 吹田市南金田 フラワーアレンジメント・スクール
（特）商　業 （株）山下商事 大阪市中央区南久宝寺町 産業機械類貿易商社

（特）専門サービス 神谷税理士事務所 京都市下京区鶏鉾町 税理士業
※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

創 業 の 経 緯
　音楽大学卒業後、音楽事務所に所属して歌手活動を
行うかたわら自宅でピアノや声楽を子どもたちに教え
ていました。多くの子どもたちと接するうちに、基本
的な音楽能力だけでなく一般教養や子どもたちが個々
に持つ「潜在的な基礎能力」の発達を促す教育をいつか
してみたいと思うようになりました。ちょうどそのこ
ろ友人を通じてFC幼児教室経営のことを知りとても関
心を持ちました。同時期にたまたま見かけた「EQWEL
チャイルドアカデミー」の教室看板が目に入り調べて
みると、これからの子どもに必用な能力・身体・心を
育むカリキュムが最新の脳科学メソッドを使って組ま
れていることが分かりました。社会で活躍するために
必要な「非認知能力」として知られる「EQ力」の育成に力
をいれていることに深く賛同し、やがて自分の教室を
持ち幼児教育をしたい！と強い思いが生じました。FC
本部の強力なサポート制度に不安はなく家族の後押し

もあり開室を決めました。

事業内容や特徴
　主事業は教育事業で幼児対象の「EQWELチャイルド
アカデミー江坂教室」と幼児と小学生を対象にしたプリ
ント学習教室「ガウディア江坂教室」を運営しています。
ガウディアはオリジナルのプリント教材を自学自習ス
タイルで学びます。教材は、生徒が自然に「なぜ」を考
えるように開発されており、"自ら考え答えを出す力"を
養います。いずれも共通して自己肯定感を高め「活きる
力」を最大限に引き出すメソッドとなっています。

経 営 方 針
　「しなやかに 自由と喜びを奏で子どもたちが賢く
才能豊かに育つ地域社会の発展に貢献する」
　音楽教育に携わったことを強みとして生徒と素敵な
ハーモニーを奏でたいと思います。またお子さまの心
を健やかに育むことで明るく豊かな地域社会づくりを
目指してまいります。

今 後 の 展 望
　開室からようやく一年が経過しました。不慣れな
ことが多々あり、日々の業務をこなす毎日です。まず
は目前の業務を無駄なくスピーディーにこなすことを
前提とし目標生徒数の獲得に向けて広報活動の強化と
丁寧な接客に注力したいと考えています。昨今のコロ
ナ感染防止によるリモート教育が増える傾向にあるの
で、オンラインによる
対応も視野に入れた
いと考えます。将来
的にはフランチャイ
ズ教室を複数展開し、
さらにコースの増設
によるサービスの充
実、地域のママネッ
トワークを活かした
雇用促進を図ってま
いります。

新入会員インタビュー 株式会社シンフォニア

事業所名：株式会社シンフォニア
事業内容：幼児教室、プリント学習教室の運営
所 在 地：〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-21-39
　　　　　土泰第一ビル3F
Ｔ Ｅ Ｌ：06-6155-8498
Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.eqwel.jp/school/061110.html



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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　大和総研による、日米欧英と中国を加えた直近の世界経
済の見通し［注1］では、各国・地域の実質GDPは、2021
年1～3月期も2020年10～12月期に続いて大幅に減速
し、日英欧は前期比マイナスとなる可能性が高いとしてい
る。中国のⅤ字回復、先進主要国での順調なワクチン接種、
米国のバイデン大統領の大型の景気刺激策などへの期待は
あるものの、欧州のロックダウン措置の期間延長、新興国
を含むワクチン接種が長期を要する懸念、米国の景気刺激
策の不確実性などにより、「冬来たりなば春遠からじ」とは
いかないとされている。もっとも21年の世界経済の見通し
では、ブラジル、インド、ロシアの新興国を加えても、19
年の実質GDPの水準の実績を上回る予想である。
　また、株式市場は、立春が過ぎたばかりの寒さが厳しい
時期でありながら、熱い夏を先取りした相場となった。21
年2月15日には、1990年8月以来、実に30年半ぶりに日
経平均株価が3万円台を回復した。同時期に、米国とドイツ
の株式指標も軒並み最高値を更新した。各国の政府と中央
銀行による、コロナ禍の経済の落ち込みを回避する緊急経
済対策が株価を押し上げている部分もあるが、部品などの
供給制約が続く中、電機・自動車などの製造業などの回復
が鮮明になり、企業業績の悪化が当初よりも抑えられる見
込みが強くなってきていることが、その要因として挙げら
れる。他方、足元の長期金利は低水準ではあるものの上昇
傾向にあり、経済正常化の過程で需要が急回復し、インフ
レ圧力が高まるとの市場の観測が強まっている。
　今後の焦点は、世界経済が正常化に向かう中で、各国政
府・中央銀行が、市場と対話しながら急激な株価の下落と
金利の上昇を回避し、緊急経済対策からの脱却をどのよう
に図るかであろう。現在の株価指標の水準が適正な企業価
値を過剰に上回る、いわゆる“バブル”かどうかは議論の余地
がある。しかし、緊急経済対策が必要以上に長期化すれば、
冒頭の世界経済の回復の見通しを踏まえて、株式、債券、
不動産などに急激に資金が流入し、資産バブルを生み出す
可能性が高くなる。その一方、コロナ禍が完全に終息しな
い段階で、緊急経済対策の脱却を図れば、景気回復の芽を
摘み、経済が低迷してしまう。
　最悪のシナリオは、緊急経済対策の長期化で資産バブル

が生み出され、それが崩壊して、金融システムが不安定と
なり、急激に信用収縮が発生し、世界経済が長期に低迷す
ることである。これを回避する文脈からも、バイデン大統
領が実現に向けて取り組んでいるDX（デジタル・トランス
フォーメーション）、GX（グリーン・トランスフォーメー
ション）を進める大型の財政支出が重要となろう。政府がア
フターコロナの成長シナリオを後押しすれば、緊急経済対
策の脱却の影響をカバーできよう。さらに、長期的にDX、
GXを促進する政策を着実に進めていけばイノベーションが
生まれて、社会・経済の持続可能性が高まり、長期的な運
用を目的とした資金の市場への流入を促し、短期的な運用
目的の資金流入・流出によって発生する急激な資産バブル
とその崩壊を、一定程度回避できると考えられる。アフ
ターコロナを見据えた2021年の各国の政府・中央銀行の
政策の成否が、中長期的に世界経済を成長軌道に着実に乗
せていく試金石となろう。

［注1］  2020年1月21日付の「主要国経済Outlook2021年2月号」（大和総
研レポート）

アフターコロナの世界経済の 
 成長シナリオ

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）。専門は金融・資本市場、金
融機関経営、地域経済、グローバルガバナ
ンスなど。主な著書・論文に『地銀の次世
代ビジネスモデル』2020年5月、共著（主
著）、『FinTechと金融の未来～10年後に
価値のある金融ビジネスとは何か？～』2018年4月、共著（主
著）、『JAL再生　高収益企業への転換』日本経済新聞出版、
2013年1月、共著。IAASB　CAG（国際監査・保証基準審議
会　諮問・助言グループ）委員（2005～2014年）。日本証券
経済研究所「証券業界とフィンテックに関する研究会」（2017
年）



有 限 会 社ギミックス
553-0001 大阪市福島区海老江 5-3-20 エビエビル6Ｆ

https://gimix.co.jp

ホームページ、EC サイト、チラシ、パンフレット、看板

詳しくはHPから！

サイズ：13.4×4.7cm

申請　広告制作　実績報告までフルサポートが出来る広告制作会社▶ ▶

「持続化補助金・低感染リスク型」を
活用して販路開拓しませんか。

私たちギミックスが最後までサポートします。

6452-271506- 10：00～18：30（月～金）

【吹田商工会議所 会員】

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3年3月11日（木）19時～新大阪江坂東急REIホテルにて、令和2年度3月例会が開催されました。4月例会が
緊急事態宣言によって中止となったことを受け、本年度初めて設けら
れた事業であり、令和2年度卒業生の卒業をお祝いする例会として、3
月例会が開催されることとなりました。卒業式においては、令和元年
度卒業生に準備頂いていたサプライズ動画に加え、令和2年度卒業生
にご準備いただいたサプライズ動画を披露するとともに、記者会見風
に各卒業生からYEG活動を振り返っての熱い思い出を現役メンバーに
お伝えいただきました。現地での事業開催は久しぶりの開催となりま
したが、待ち望んでいたYEGメンバー92名が現地に参集し、また同
時に行ったLIVE配信でも14名の会員が視聴するという盛況となった
例会をもって、本年度事業が締めくくられることとなりました。

青年部コーナー 令和2年度3月例会が開催されました！

小規模事業者持続化補助金のご案内

＜一般型＞
　小規模事業者等が地域の商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓
等に取り組む費用の2/3を補助します。
◆補　助　額：上限50万円（補助率2/3）
　　　　　　　※ 「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者・法人設立日が

2020年1月1日以降である会社（企業組合・協業組合を含む）、または税務署に提出する開業
届に記載されている開業日が2020年1月1日以降である個人事業主については、補助上限額
が100万円となります。

◆補助対象経費：ホームページの作成・改良、チラシ・カタログの作成、広告掲載、看板、店内改装など
◆対　象　者：小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人
◆公募スケジュール：第5回受付締切：2021年6月4日（金）［郵送：当日消印有効］
　　　　　　　※商工会議所における支援計画確認書（様式4）作成には、1週間程度お時間を頂きます。
◆お問い合わせ：日本商工会議所　小規模事業者持続化補助金事務局
　　　　　　　https://r1.jizokukahojokin.info/

＜低感染リスク型ビジネス枠＞
　小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少
と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する
取組を支援するものです。
◆補　助　額：上限100万円（補助率3/4）
◆補助対象経費： ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産性プロセスの導入等に取り組み、感

染拡大防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資
　　　　　　　┗ 対人接触機会をへらすための機械装置の導入、店内改装、新たなビジネスやサービスを広報

するためのホームページの作成・改良、チラシ・カタログの作成、広告掲載など
◆対　象　者：小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人
◆公募スケジュール： 第1回受付締切：2021年5月12日（水）［補助金申請ステム（Jグランツ）でのみ受け

付け］
◆ホームページ：http://www.low-risk-jizokuka.jp/



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

□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 

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
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ニューノーマルの定着で 
 問われる提案力

　政府の方針もあって、東京都内ではテレワークによる在
宅勤務がすっかり定着し、オフィスビルの空室率の上昇も
目立つようになっています。私自身も昨年の春以降は基本
的に在宅勤務の状態が続いています。消費スタイルの変化
を実感することの一つに、たくさんお茶を飲むようになっ
たことが挙げられます。
　もともと日本茶やコーヒーは好きで自宅でもよく飲んで
いたのですが、長時間自宅で仕事をするようになって、仕
事とプライベートを分け、オン・オフを区切るために、1日
に何度もお茶をいれては飲んでいます。このとき、味、香
り、水分摂取もですが、急須やコーヒーのドリッパーを
使ってお茶をいれる動作自体が気分転換にとても大切だと
実感します。
　個人的に、お茶やコーヒーの消費は以前に比べて何倍に
も増えました。同時に、急須やコーヒーをいれる道具にも
もう少し凝ってみようかと思うようになりました。
　これまでどちらかというと長期トレンドで需要減少傾向
にあった日本のお茶業界にとっては一転して追い風が吹い
ているといえます。これは茶器やその他の食卓を飾る食器
類をつくる事業者にとって、大きなチャンスが巡ってきた
ことになります。
　ただ、注意しなければならないことがあります。今回の
お茶のシーンに求められているのは、例えば急須でいえば、
従来の「家族の語らい」のシーンに必要な機能性とは違うと
いうことです。自分の休憩のタイミングで家族全員がそろ
うとは限りませんし、全員が同時に日本茶を飲みたいとも
限りません。原則、一人で使うことになります。その際に
大切なのは、仕事の区切りを付けるために気分転換になる
動作をしたり、水分摂取というよりは香りをじっくり味
わって仕事の疲れを癒やしたりできる機能が満たされてい
ることです。香り関連の癒やしグッズがたくさん売れてい

ることから見ても香りはとても大きな要素だとわかります。
　お茶の道具は毎日手元で触れることになるため、所有し、
愛玩する嗜好品としての良さ、例えばデザインの面白さや、
ずっと愛し続けられるかわいさなどを備えているといった
ことも重視されるでしょう。また、1人暮らしでは仕事をし
ている机が食卓と兼用になっていることも多いため、狭い
机の上でお茶をいれても邪魔にならないコンパクトさも大
切な要素だと思います。
　近年、日本茶の需要が大きく変化したのは、ペットボト
ルのお茶の登場によって飲まれるシーンが食卓から会社の
デスクの上、さらにアウトドアなどへと広がったためです。
実は会社で飲むペットボトルのお茶は、その用途にふさわ
しいようにサイズや味わいなどがチューンアップされてい
ます。
　今回のステイホーム、テレワーク時代のお茶のシーンで
はまた違う機能が求められます。新型コロナウイルス感染
症はさまざまな生活スタイル、生活シーンに変化をもたら
しています。この変化は、食品や日用品、工芸品など幅広
いジャンルでこれまで少し停滞していた分野のビジネスに
とって、新たなチャンスになる可能性を秘めています。

トレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンドトレンド通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信通信

日経BP総合研究所 上席研究員
渡辺　和博 / わたなべ・かずひろ
日経BP総合研究所 上席研究員。1986年
筑波大学大学院理工学研究科修士課程修
了。同年日本経済新聞社入社。IT分野、経
営分野、コンシューマ分野の専門誌編集部
を経て現職。全国の自治体・商工会議所等
で地域活性化や名産品開発のコンサルティ
ング、講演を実施。消費者起点をテーマに
ヒット商品育成を支援している。著書に

『地方発ヒットを生む　逆算発想のものづ
くり』（日経BP社）。
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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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ビジネス総合保険制度　感染症補償特約のお知らせ
新型コロナウイルスの感染者発生による休業は事業継続に大きな影響を与えます。ビジネス総合保険制度の「感染症補償

特約」により、以下の対象事故によって事業主が被る休業損失や各種費用（消毒費用等）を補償します。
●対象事故
　 この特約における保険の対象施設が感染症の原因となる病原体に汚染され、またはその疑いがある場合に、保健所等の

行政機関によって、施設の消毒命令等の行政措置がなされたことをいいます。（営業自粛は対象外です）
●お支払いされる保険金
　 事故による売上損失、売上高減少の防止・軽減・営業継続費用、施設の消毒費用、PCR検査等検査費

用、予防接種等の予防費用
※詳しい補償内容等については、保険会社におたずねください。
　東京海上日動火災保険株式会社　大阪北支店　TEL 06-6203-0632
事業継続計画（BCP）及び感染症対策全般について、吹田商工会議所にお気軽にご相談ください。
※ 吹田商工会議所と東京海上日動・大阪北支店は、大阪府に認定された「事業継続力強化支援計画」に

基づき、吹田市内及び地域の事業者の事業継続力強化に係る支援しております。

　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、マル経融資に別枠
1,000万円が設けられた新型コロナウイルス対策マル経融資の取扱期間は2021（令和3）年6月30日まで延長となりました。
新型コロナウイルス対策マル経融資の概要

【ご利用いただける方】　
① 最近1ヶ月間等（注）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3年のいずれかの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3年全ての同期との比較が望ましくない場合であって、最近1ヵ月間等（注）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
　（注）最近1カ月間の売上高のほか、最近14日間以上1ヵ月間未満の任意の期間における売上高

【資金の使いみち】 運転資金、設備資金（いずれもコロナの影響により必要となる資金に限る）
【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。

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
期限延長のご案内



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

11No.478

社会保険協会では、総務ご担当者様に、総務全般の基礎知識を習得していただければと考え、7テーマを設けて
定期的に開催しております。
　講習会テーマ：1. 労災保険・雇用保険を知ろう　　2. 健康保険・厚生年金保険を知ろう
　　　　　　　　3. 労働・社会保険の実務　　　　　4. 労働基準法を知る　　　　　5. 年末調整の基礎を学ぼう
　　　　　　　　6. 公的年金のしくみを知ろう　　　7. 給与計算の基礎を学ぼう
　開催日： 令和3年5月から令和4年3月の間で定期的に開催。
　　　　　（年間スケジュール表を協会HPに掲載。QRコードスキャンでも可）
　対象者：大阪府下の厚生年金・健康保険の適用事業所の被保険者の方。
　場　所：大阪府病院年金会館、大阪府社会福祉会館、エル・おおさか
　時　間：午後2時30分～午後4時30分
　受講料：協会会員様　無料／非会員様　3，500円（各講習会）
　定　員：60名～120名　※申込多数の時は抽選
　講　師：社会保険労務士　後藤田慶子 氏・山口介衣子 氏・高田　千春 氏
　お問合せ・申込先：一般財団法人 大阪府社会保険協会　06-6445-3013
　　　　　　　　　　〒550-0003 大阪市西区京町堀1-3-13　辰巳ビル2F
　　　　　　　　　　詳しくは、協会ホームページを  大阪府社会保険協会 検索

一般財団法人 大阪府社会保険協会からのお知らせ
令和3年度 労務事務講習会のご案内
～基礎知識の習得！・スキルアップに！～



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
電線を核とした総合技術商社

（ 東 証 第 一 部 上 場 ）

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
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