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「同心協力」
で商店街を活性化
吹田市旭通商店街協同組合
理事長

杉本

良一 氏

2024年に発足から100年を迎える吹田市旭通商店街
協同組合。「町の顔」である商店街は、時代の変化と共に
店舗が入れ替わりながらも同じ場所で存在し続けてきました。
現在では商店街を構成する商業者の高齢化や施設の老朽化、
また、新型コロナウイルス感染拡大によるイベントの中止など
数多くの問題を抱えております。その商店街全体の活性化の
ために奮闘されている杉本良一理事長に、コロナ禍での取組み
やITを活用した情報発信について、また、今後の商店街に
対する思いについて伺いました。

吹田市旭通商店街協同組合
理事長 杉本 良一 氏

― 吹田市旭通商店街協同組合について教えて下さい。
当商店街はJR吹田
駅南側周辺の約96店
舗（2021年3月末日
時点）の商店主が集ま
り、買い物の場を改
善し、地域の活性化
を目的に活動してい
る団体です。JR吹田
駅から南北約800m
の間にスーパー、飲
食店、衣料品、雑貨店、生活サービスといった最寄り
品を中心に取り扱う店舗が多数存在しており、96の店
舗数を抱える商店街は吹田市最大となります。1924
年にJR吹田駅前商店街として発足し、2年後には100
周年を迎えます。コロナ禍以前では当商店街独自の取
組のほか、JR吹田駅近隣の商店街が集まり、売出し
他、数多くのイベントを実施し、盛り上がっておりま
した。
― 新型コロナウイルスによる影響と対策。
緊急事態宣言延長による
影響で、GoTo商店街イベン
トとして予定していた「モバ
イルスタンプラリー」を延期
しております。お客様が一
箇所に集まらないように工
夫はしておりますが、どう
しても人を集めてしまう恐
れがありますので、控えて
おります。感染状況が良く
なれば開催したいです。ま
た、皆様にご注目頂いてい
る「ラーメンイベント」も延
期となりましたが、こちら
も開催に向けて準備を進め
ております。新型コロナウ
イルス対策としては、商店
街各所にのぼりやデジタル
サイネージ（電子看板）の掲出による啓発活動や、街内
の放送でも手指消毒やマスクの着用を常時呼び掛けて
おります。大阪府商店街感染症対策等支援モデル地域
に選定されるなど感染対策はしっかりとしております。
今だから出来ることに精一杯取り組むしかないですね。
― ITを活用した情報発信への取り組み。
今後力を入れていきたいことは広報活動の強化です。
これまでの広報は新聞折込を主としたもので、それで
集客できていた時代もありましたが、現在ではそれだ
けでは足りません。今後はITを活用し、新聞を取らな
い若い世代にも商店街の情報が伝わる様にしたいと考
えております。現在ホームページをリニューアルし、
魅力的な店舗情報やお買い得情報またJR吹田駅周辺の
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エリア情報など毎日
更新しています。ま
た、昨年設置した商
店街のデジタルサイ
ネージ（電子看板）で
は画像での店舗情報
を放映中で、今後は
動画での情報発信
や、店舗PRなども
行っていく予定です。そして、日本国内8,600万人と
幅広い世代が利用しているLineを活用した情報発信を
進めており、若い世代やファミリー層への情報発信に
努めています。地域の子育て中のお母さん・お父さん
達にも協力を仰ぎ、主婦・主夫目線の情報発信を行い、
魅力あるものになると思います。各店舗からも気軽に
情報発信が出来る仕組みを構築するため、SNS活用方
法の講習会を実施する予定です。今は多くの人を呼び
込むことが出来ないですが、活発な情報発信を行うこ
とで、withコロナ時代の新生活様式に沿った商店街と
して安心・安全な商店街にしていきたいです。

― バイローカルとSDGs。
商店街内に「さくらカフェ」という手作りランチや
ケーキを提供するコミュニティカフェがあります。こ
こを地域交流の拠点とし、Buy Local
（バイローカル：
買い物は地元の店で）活動を進めていきたいと考えてお
ります。カフェを活用したこども食堂開催の計画もあ
り、安心安全な食事提供を行いながら、地域の方の交
流の場として、商店街のサポーターを生み出す場所と
もなるよう、商店街として協力できることを提案して
いきます。これを皮切りに、フードロス対策やSDGs
の取組にもつながる活動もしていきたいと考えています。
「さくらカフェ」ではチャレンジショップの要素を持
つ「チャレンジシェフ」を募集しています。また公益財
団法人吹田市国際交流協会と協力しながら、在日外国
人による異文化ランチなど多文化共生を目指した取組
も行っていく予定です。
時代に即した取組を行い、魅力的なお店を多くの方
に知っていただくことが必要です。その一助を商店街
が担っていくことが使命であると考えております。
多くの価値観があふれ、勢いのある商店街です。時
には意見を戦わせることもありますが、商店街、地域
を活性化させたいという思いは一緒。「同心協力」で頑
張って参ります。
― 貴重なお話をありがとうございました。益々の
ご発展をお祈り申し上げます。
吹田市旭通商店街協同組合
〒564-0027 吹田市朝日町18-12
（商店街事務所）
TEL 06-6381-0601
http://suita-asahidori.com/

吹田商工会議所青年部から吹田市に絵本
「おかねってなぁに？」
を寄贈!!
吹田商工会議所青年部では、吹田市へ日本商工会議所青年部
で制作した絵本「おかねってなぁに？」を45冊寄贈させていた
だきました。この絵本は、日本の近代資本主義の父と呼ばれる
渋沢栄一翁を主人公に、子供たちに「お金」の役割や機能を学ん
でもらおうと、コロナ禍で活動が制限される中何かできること
はないかと考え、全国の商工会議所青年部が協力して制作した
ものです。渋沢翁は、現在放送中のNHK大河ドラマ「青天を衝
け！」
の主人公でもあり、2024年度には新一万円札の顔ともな
る人物で、日本における商工会議所の生みの親（東京商法会議
所初代会頭）
でもあります。
4月14日（水）に、吹田市より後藤市長、西川教育長、大江教
育監、木戸地域教育部長、井田都市魅力部長にご臨席いただ
き、青年部から足立令和2年度会長、東山令和3年度会長が代
表して出席して、吹田市役所で贈呈式を執り行いました。新旧
会長からは、経済活動の基盤ともなる「お金」について子供たち
が学ぶきっかけに役立っていただきたいと、寄贈に至った趣旨
を説明させていただきました。吹田市からは、吹田市内36の
小学校図書室と9つの市立図書館に置き教育活動に活用させて
いただくと、青年部に対して感謝状もいただきました。
コロナ禍という事もあり、感染予防を鑑みて簡略化した短時
間の贈呈式となりましたが、吹田市の今後の教育や産業につい
て意見交換も行うことができました。

青年部コーナー

令和3年度通常総会が開催されました！

令和3年4月20日（火）18時半〜令和3年度通常総会が開催されました。今年
度の通常総会4月例会は、新型コロナウイルスの感染状況や、吹田市からの7つ
の行動指針を受け、急遽、通常総会は、オンラインでの開催とし、4月例会は中
止しました。エンジェルタッチというグループウェアの機能を用いて、議決を
諮り、滞りなく全ての議案が可決され、令和2年度から令和3年度へと新体制に
移行することができました。今後も、コロナの影響による想定外の事態も予測
されますが、新たな実施方法を模索しながら、臨機応変に対応して参ります。

＜当所年会費・特別会費の口座引き落としのご連絡＞
◆会員の皆様へ
令和3年度一般会費及び役員・議員特別会費（上期分）の口座振替をご利用の会員様は、
5月27日
（木）
にご指定の金融機関より振替させていただきます。
今般、新型コロナウイルス感染症の影響により業況が悪化され、延納をご希望される
会員様におかれましては、5月14日
（金）
までに総務部会員サービス担当までご一報ください。
※振替口座の変更を希望される事業所様も、同じく5月14日（金）までにご連絡ください。
〇ご連絡先：吹田商工会議所

総務部会員サービス担当

TEL：06-6330-8001

銀行振り込みをご利用の事業所につきましては、5月末に納付書の発送を予定しております。
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IT導入補助金2021
通常枠
（A・B類型）
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を
補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートするものです。
自社の置かれた環境から強み・弱みを認識、分析し、把握した経営課題や需要に合ったITツールを導入することで、業務
効率化・売上アップといった経営力の向上・強化を図っていただくことを目的としています。
低感染リスク型ビジネス枠
（特別枠：C・D類型）
低感染リスク型ビジネス枠（特別枠：C・D類型）は、新型コロナウイルス感染症の流行が継続している中で、ポストコロナの
状況に対応したビジネスモデルへの転換に向けて、労働生産性の向上とともに感染リスクに繋がる業務上での対人接触の
機会を低減するような業務形態の非対面化に取り組む中小企業・小規模事業者等に対して、
通常枠
（A・B類型）
よりも補助率を引き上げて優先的に支援するものです。
補助対象者
中小企業・小規模事業者
補助対象経費
ソフトウェア費、導入関連費、低感染リスク型ビジネス枠
（特別枠：C・D類型）
は左記に加えハードウェアレンタル費等が対象
※オフィシャルサイトにて公開予定のITツールが補助金の対象
補助金の上限額・下限額・補助率
A類型
補助率

B類型
1/2以内

C類型

D類型
2/3以内

上限額・下限額 30万円〜150万円未満 150万円〜450万円以下 30万円〜450万円以下

30万円〜150万円以下

※詳細やスケジュールにつきましては、右記オフィシャルホームページをご確認ください。 https://www.it-hojo.jp/

「中小企業デジタル化・IT活用相談窓口」
について
感染症への対策や働き方改革の必要性が高まる中、テレワークやEC等のデジタルツールに関心があっても、ノウハウがなく
導入・定着に至らない中小企業が数多く存在しています。
“デジタル化やIT活用といってもどこから手を付ければ良いのかわからない・・・”
そのような中小企業・小規模事業者の皆様のさまざまな経営課題を解決する一助として、デジタル化・IT活用について、
当所の
「ITコーディネータ」
による相談・アドバイスを行います。
【下記のようなご相談をお受けいたします】
・デジタル化課題の分析・把握・検討
・IT導入に向けたアドバイス
・IT補助金の活用 など
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【相談員】：森山忠明（中小企業診断士・ITコーディネータ）
【相談日】：毎週火曜・木曜
【連絡先】：06−6330−8001
※ご相談をご希望される事業所様は、事前にご予約ください。

令和3年度定期健康診断について
吹田商工会議所では令和2年度の定期健康診断より従来の定期健診B（Bコース）を廃止し、すべての方に同一の定期健診
（旧定期健診A）
を受診していただいております。
年齢による受診項目の省略は本来医師による判断によるものとしており、その点を重く捉えすべての項目
（旧定期健診A）
を
受けていただくことが望ましいと判断させていただきました。
事業主の皆様には何卒ご理解とご了承いただきますようお願いいたします。
令和3年度の集団検診（会場：吹田商工会議所及び山田ふれあいセンター）の日程が下記のとおり決まりましたので4月号
封入の申込書にご記入の上、会議所までお申込みくださいますようお願いいたします。
個人健診・出張健診等詳細につきましては4月号同封の案内・ホームページをご覧ください。
受付時間

実施場所

7/14
（水）
〜7/16
（金）

実

施

日

申込書参照

吹田商工会議所

吹田市泉町2-17-4

8/25
（水）

9：00〜12：30

山田ふれあいセンター

吹田市山田東1-28-9

大阪勧業展2021

所

在

地

出展者募集のご案内

【大阪勧業展2021 3つの特長】
①幅広い業種・業界が出展する多業種型展示商談会。業界内の展示会とは異なる新たな出会い。
②初めての展示会出展でも安心、大阪府下全商工会議所・全商工会による集客と低廉な出展料。
③すべての来場者が全ブース前を通る
「一方通行方式」。

≪大阪勧業展2021

開催概要≫

開催日／2021年10月13日
（水）
・14日（木）（搬入：10月12日（火）／搬出：10月14日（木））
会 場／マイドームおおさか 展示ホール （大阪市中央区本町橋2-5）
主 催／大阪商工会議所、堺商工会議所、大阪府商工会連合会
共 催／大阪府内の商工会議所・商工会
出展料

大阪府内商工会議所・商工会の

会員企業

大阪府内商工会議所・商工会の

会員以外の企業

小ブース

66,000円
（税込）

132,000円（税込）

大ブース

88,000円
（税込）

176,000円（税込）

＊小ブースは間口2m×奥行2m×高さ2.5m、大ブースは間口3m×奥行2m×高さ2.5mです（予定）。

出展申込期限

2021年6月11日
（金）
17時まで

※ただし、320ブースに達した場合は
「キャンセル待ち」
となります。お早めにお申し込みください。

◆出展に関する電話でのお問い合わせはこちらまでお寄せください。
大阪勧業展2021 運営事務局
Tel.06-6447-0682 平日9：00〜19：00
◆出展募集要項や出展申込書は、大阪商工会議所のホームページからダウンロードいただけます。
URL：https://kangyo.osaka.cci.or.jp/
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NEW MEMBERS

株式会社オレンジパオ

新入会員インタビュー

手掛けています。また、技術部門においては、某大学
の周年事業や入学・卒業式での映像ライブに関わるサ
ポートを行っています。
創 業 の 経 緯
先代の亀井真人相談役が昭和57年にビデオ撮影、編
集する業務からスタートしました。私自身は、元々映
像制作に携わっており、その経験を活かし、平成14年
に入社し、平成22年に事業承継をしました。その後、
某大学の水産養殖の3D映像制作や春日大社の第60次
式年造替の記録映像の制作を手掛けてきました。
当 社 の 強 み
企業におけるあらゆる研修を映像でとりまとめ、と
りわけ新入社員にむけての研修動画は、安定的な受注
をいただいております。これは、長年に亘り、当社が
その企業の商品や企業理念等を熟知してきたノウハウ
の蓄積だと考えられ、それが大きな強みになっている
かと思われます。

事業所名：株式会社オレンジパオ
代 表 者：門脇 龍二（かどわき りゅうじ）
所 在 地：吹田市内本町1-7-14
連 絡 先：06-6319-2166
Ｕ Ｒ Ｌ：http://orangepao.jp
ＭＡＩＬ：r.kadowaki@orangepao.co.jp

今 後 の 展 望

事業内容、創業の経緯

スマートフォンやタブレット等、特定された個人の
端末でいつでも視聴でき、場所や時間に捉われないこ
とを目的とした動画配信サービスの提供を計画してい
ます。当社で制作した動画に対して活用してもらうこ
とが主目的ですが、すでに動画コンテンツを保持して
いる企業で視聴環境を整備したいという要望にも十分
にご活用できるかと思います。

当社は、企業のPR動画や研修動画などの制作部門と
大学関連の式典やイベント時における音響拡声や映像
中継を請負う技術部門、また、某大学の情報学部に設
置されている機材等の保守メンテナンスの3本柱にて
事業を展開しています。企業のPR映像は、リクルート
用の会社案内から従業員を教育するための映像制作を
〈新たにご入会いただいた事業所〉
部
商

会

事
業

運 輸 情 報
建

設

専門サービス

業

（2021.3.1〜3.31
所

名

（株）
OSLO

吹田市内本町

事

部会別事業所名50音順）
業

内

容

植物の販売

吹田市千里山西

不動産賃貸業、青果取扱

吹田市垂水町

通信回線取次事業
（訪問販売）

TSUBAKI CO.

吹田市川園町

エクステリア、電気工事

池田指圧療院

吹田市垂水町

整体治療

国立循環器病研究センター

吹田市岸部新町

循環器病にかかる予防、治療、研究

吹田市春日

補助金サポート、資金調達、業務改善コン
サルタント

磯心

吹田市昭和町

居酒屋

Welina

吹田市千里丘下

ベビーマッサージ等、親子教室の運営及び
資格取得スクール

WELL BEING

吹田市佐竹台

東洋医学啓蒙活動

Onishisantoko

吹田市上山手町

カフェ

シアノスレコーズ

吹田市垂水町

アーティストマネジメント、音楽サービ
ス、音楽スタジオ

（株）
シンフォニア
（一社）
日本右脳記憶教育協会
ハマザキ広告社

業

地

ベルデビエント千里山

タッチアップ

（特）
商

在

リアンズアップ

ハイペリオン

サービス業

所

吹田市江坂町

幼児教室・プリント学習教室の運営

吹田市山田西

音楽制作

吹田市芳野町

幼児教育支援事業

吹田市青山台

広告デザイン制作

ミツボシ

摂津市千里丘

居酒屋

ヤオヤ

吹田市元町

デザイン、クラウドファンディングサポート

（株）
大丸松坂屋百貨店本社営業本部
高槻市紺屋町
営業企画部お得意様営業担当
森口商店みんなのやきとり西成店

大阪市西成区潮路

百貨店業
鶏肉惣菜の販売調理

（特）
運輸情報 西日本高速道路
（株）
大阪高速道路事務所 茨木市大字小坪井

高速道路の保全・建設

（特）
専門サービス（一社）
実樹

尼崎市常吉

グループホーム

（特）
サービス業 ダンスワールドMio

大阪市淀川区十三本町 ダンススタジオ

※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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潮流を

読む

中心市街地活性化の課題と
解決の方向性

「まちづくり」は、地方創生・活性化において非常に重要
な地域の取り組みの一つである。内閣府地方創生推進事務
局の「中心市街地活性化基本計画平成30年度最終フォロー
アップ報告」によれば、令和元年7月時点で累計143市2町
233計画が中心市街地活性化基本計画の認定を受け、この
うち119市150計画について計画終了後、最終フォロー
アップ報告書が作成されている。各自治体が、「にぎわいの
創出」「街なか居住の推進」「経済力の向上」「公共交通の利
便の増進」「その他」の5分類で、複数の目標を掲げて、その
達成状況を的確に把握できるように、定量的な目標指標を
設定し、取り組みが予定通り進捗（しんちょく）したのかを
評価している。同報告書の事業評価では、評価指標（450指
標）全体の「目標達成」は32.7％（147指標）となった。その
うち、「にぎわいの創出」（242指標）が同35.5％（86指
標）、「公共交通の利便の増進」（16指標）は同50.0％（8指
標）と全体の目標達成率を上回ったものの、「街なか居住の
推進」（93指標）は同21.5％（20指標）、「経済活力の向上」
（77指標）は同28.6％（22指標）と達成率が全体よりも低い
結果となった。
中心市街地活性化基本計画の認定を受けた事業は、大き
く1）交流拠点整備等、2）マンション整備等、3）市街地再開
発事業により整備された商業施設等の三つに分類されるが、
同報告書の中で指摘されていた共通する問題は当初期待さ
れていた効果が持続していないことである。つまり、1）で
は、効果は一定のエリアのみで全体の回遊性につながらな
い、イベント開催等だけでは平常時の再来街にはつながっ
ていない、コロナ禍の影響で消費が急減して取り組みの効
果が限定的、事業間の連携不足により事業の効果が未発現
等、2）では人口減少・少子高齢化が想定以上に進行したこ
と、また、街なか居住を支援するソフト事業の活用件数が
想定を下回ったこと等で事業の効果が限られたこと、3）で
は郊外のショッピングセンターの立地やEコマース市場の普
及、高齢化や後継者不足による閉店などに歯止めがかから
なかったこと等で新たに建設した商業施設の効果の発現が
限定的、が挙げられている。1）から3）は、いずれもハード
整備主体の事業であり、中心市街地の域内の人・モノ・資
金の循環を促進することで、地域全体の活性化につなげる
というソフト面において当初見込んだ効果の持続性が限定
的であるといえよう。上記の問題への対応策は各自治体が
考案しているものの、その内容を見ると、上記ソフト面の
効果を生み出すという視点からは、具体性に欠け、効果の
持続性を担保することにつながらないと懸念される。
すでに事業評価のしっかりした手法は確立しているもの
の、当初の効果を期待通りに実現していくためには、いく
つかの改善が必要ではないか。第一に、これまで以上にリ

スクの定量化・精緻化、当事者間での共有が必要であろう。
コロナ禍のようなテールリスク（発生すれば重大な影響を及
ぼすものの、通常の想定する範囲内では考慮される必要性
が極めて低いリスク）に近いリスクの顕在化については想定
することは難しいが、「人口減少・少子高齢化が想定以上に
進行したこと」「ソフト事業の活用件数が想定を下回ったこ
と」などはリスクの定量化・精緻化による関係当事者の共
有、具体的対策の事前準備が必要であろう。第二に、地域
の全体最適視点の当事者間の“強い共有”が不可欠であろう。
地域内の資源を最大限生かし、地域の全体最適の観点を踏
まえ、政府が進めるSociety5.0、DX（デジタルトランス
フォーメーション）の時代に即して、まちづくり・地方創生
等の地域の長期的課題を解決していくべきであろう。その
ために、第三として、地域全体の最適を目指すガバナンス
の構築と連携の見直しが必要ではないだろうか。さまざま
な行政・民間サービスの提供者の上層部から現場までDXを
徹底させて、データを共有しながらまちづくり・地方創生
に関連する将来的なリスクを精緻化し、対応策をより具体
化することが重要であろう。当事者間の連携で注目される
のは、内閣府の「スーパーシティ」構想であろう。さまざま
な行政・民間サービスの提供者が、ばらばらに収集してい
た地域のあらゆる住民・顧客データを連携してお互いに活
用できる共通のデータ・ネットワークを構築することで、
地域の住民・顧客に迅速かつ適切な質の高いサービスを提
供する都市構想の実現を目指すことが、今後、当事者の連
携に求められよう。
最後に、継続的に住民・顧客の特性を把握することで、
住民目線のまちづくり・地方創生を目指すことが重要であ
ろう。デジタル化する中での地域の情報・データの共有は
当然であるが、それ以上に住民・顧客との信頼関係によっ
て得ることが可能な一次情報＝アナログ情報の重要性が増
すことを強く認識すべきであろう。アナログとデジタルの
融合がますます必要になってくる。地域住民と顧客の密着
をコアの価値として、質と量を具備したデータの収集、蓄
積、共有、活用によってデジタル化の時代における新たな
まちづくりの方向性が見いだせれば、デジタルの世界での
人の回遊をどのようにリアルの世界につなげるかという中
心市街地活性化施策の新たな視点も開けてこよう。
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）。

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
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緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金
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」
（一時支援金）が給付されます。
【申請期間】
2021年3月8日（月）
〜5月31日
（月）
【給付額】
中小法人：上限60万円 個人事業主等：上限30万円
給付額：2019年または2020年の1月〜3月の合計売上ー2021年の対象月※の売上×3ヶ月
※2021年1月〜3月のうち、2019年または2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が
50%以上減少した月
【給付対象】
①と②を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること※
②2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少
※緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域（以下「宣言地域」という）の飲食店と直接・間接の取引がある
こと、または、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること（詳細は必ずホー
ムページでご確認ください）
【詳細・お問合せ】
TEL：0120-211-240
IP電話専用回線：03-6629-0479
受付時間：8：30〜19：00
※当支援金の詳細について、必ず右記ホームページをご確認ください
https://ichijishienkin.go.jp/

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2回受付締切：2021年7月7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：https://www.jizokuka-post-corona.jp/
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職場のかんたん

ストレスマネジメントとは？

メンタル ヘ ルス

ストレスという言葉から、何を連想されるでしょう

で、リラクセーションを怠ってしまいやすいのです。

か。おそらく、嫌なことや、つらいことを思い浮かべ

普段行っている趣味をしばらく休んでしまうとか、今

る人が多いのではと思います。よって、ストレスは無

は物理的にそのような機会も少なくなっているとは思

くさなければと思われているのではないでしょうか。
でも、実はストレスは無さ過ぎてもよくありません。
例えば、毎日お休みで何もすることがない、誰にも会
わないなどの過少ストレスだと、生きる気力さえ失わ
れてしまうこともあります。良くも悪くも、適度にス
トレスはあった方が生き生き過ごせるのです。ただ、
現代においては、忙し過ぎる、情報があり過ぎるなど
過度なストレスがかかりやすいので、コントロールが
必要です。ストレスは無くすものではなく、うまく付
き合っていくものと認識していただければと思います。
そもそも、ストレスの原因となるストレッサーは何
かというと変化です。結婚や出産、部署異動や担当替
え、引っ越しなど、たとえそれがプラスの変化であっ
ても大きなストレッサーになります。コロナ禍で変化
が大きかった1年ですが、それに加えて、年度替わり
のこの時期は、社会の変化が一番大きいときでもあり
ます。ご自身だけでなく、周囲の人の異動、家族の進
学などの変化を受けるのもこの時期です。
5月病という言葉を耳にしたことがあると思います
が、なぜ、5月に心の不調が増えるかというと、この年
度替わりの時期に受けたストレスをうまく発散できな
いせいでもあります。
変化があるときは、とかく忙しく心の余裕がないの

いますが、友人から誘われても断ってしまうとか、ス
トレッサーが多くかかっている状況下で、ストレス発
散をすることをせずに放置してしまいやすいのです。
その状態が続き、ストレスが蓄積して飽和状態にな
るのが、1〜2カ月後に遅れてやってくるので、5月く
らいから不調を訴える人が増えるのです。ですから、
忙しく変化の多いときこそ、積極的なストレス解消が
必要です。この時期にかかわらず、ご自身の生活に変
化があったときは、ぜひ意識的にリラクセーションを
取り入れ、好きなことに触れる時間をつくることが大
切です。
日本メンタルアップ支援機構 代表理事

大野

萌子 / おおの・もえこ

法政大学卒。一般社団法人日本メンタル
ア ッ プ 支 援 機 構（ メ ン タ ル ア ッ プ マ ネ ー
ジャ資格認定機関）代表理事、産業カウン
セラー、2級キャリアコンサルティング技
能士。企業内健康管理室カウンセラーとし
ての長年の現場経験を生かした、人間関係
改善に必須のコミュニケーション、ストレ
スマネジメントなどの分野を得意とする。
現在は防衛省、文部科学省などの官公庁を
はじめ、大手企業、大学、医療機関などで年間120件以上の講
演・研修を行い、机上の空論ではない「生きたメンタルヘルス
対策」を提供している。著書に『よけいなひと言を好かれるセリ
フに変える言いかえ図鑑』（サンマーク出版）ほか多数。

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

世界で1日3000万本飲まれています
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

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

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

人々に、あかるい暮らしを

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.479
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今年度からオンラインの展示会も対象に！

展示会等出展事業補助金

販路開拓を目的として展示会等に出展する中小企業者に対し、出展費用の一部を補助します。
（補助率2分の1、上限20万円）
◆募 集 期 間：令和3年5月31日
（月）
まで
◆補助対象事業：販路開拓を行うために、市が指定する展示会等への出展を行う事業
①会場展示会
令和3年7月から令和4年3月末までの期間に開催される展示会等のうち、次のいずれかに該当するもの。
・東京ビッグサイト、インテックス大阪、幕張メッセ、ポートメッセなごや及び
パシフィコ横浜のいずれかを会場として開催されるもの
・吹田市と産業振興連携協力に関する協定を締結している金融機関（北おおさか信用
金庫、池田泉州銀行）
が主催するもの
②オンライン展示会
令和3年7月から令和4年3月末までの期間に自社製品等が新たに掲載されるオンラ
イン展示会のうち、次の要件を全て満たすもの。
・自社で開催するものではないこと
（共催も除く）
・主催者から出展料の請求を受けるものであること
・国内の団体が主催し、事業概要が日本語で確認できるもので、日本円で支払いを行うもの
◆申
込
み：吹田市役所 地域経済振興室へ郵送または持参（電話06-6170-7217）
申請書は吹田市ホームページからをダウンロードできます。

今年度から改修・動画作成も対象に！

中小企業ホームページ等作成事業補助金
市内の中小企業者が販路開拓等を行うために、市の登録作成事業者に委託してホームページの新規作成、改修、又は自社
PR動画の作成を行った場合に、委託経費の一部を補助します。（補助率2分の1、上限20万円）
◆募 集 期 間：令和3年5月6日
（木）
から随時
◆補助対象事業：市の登録作成事業者に、①〜③のいずれかを委託するもの
①ホームページを所有していない事業者が、ホームページを新規作成する事業
②市が定める機能を搭載した高機能ホームページへの改修、又は新規作成を行う事業
③自社の概要や自社製品のPR動画を作成する事業
◆補 助 金 額：
・補助率は、上記補助対象経費の2分の1以内
・補助上限額は、①については5万円、②、③については20万円
・補助金の交付は、1事業者につき1回限り
◆申
込
み：吹田市役所 地域経済振興室へ郵送または持参（電話06-6170-7217）
申請書は吹田市ホームページからダウンロードできます。
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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BtoBの業種も対象に！

中小企業等応援金
新型コロナウイルス感染症の度重なる感染拡大により、長期的に経営に影響を受ける中小企業（個人事業主を含む）及び
その他の法人に応援金を支給します。
◆申 請 期 間：令和3年5月10日
（月）
から令和3年6月30日（水）まで（当日消印有効）
◆支給対象者：次の要件を全て満たす方
1. 中小企業（個人事業主を含む）、またはその他の法人（一般社団法人やNPO法
人等）
であること。
2. 市内に事業所を有していること。ただし、令和2年10月1日以前に開業（設
立）し、申請時点で営業実態があり、今後も市内で事業を継続する意思がある
こと。
3.「休業要請支援金（府・市町村共同支援金）」や「小規模事業者応援金」など令和
2年度に市が実施した給付金の支給を受けていないこと。
4. 令和2年の年間売上が前年比で30％以上減少していること。
5. 所轄税務署長に確定申告をしていること。ただし、開業（設立）後、確定申告の申告期限が到来していない
場合を除く。
6. 市町村民税の滞納者、暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者ではないこと。
◆支

給

額：1事業者につき、20万円
※1事業者あたり1回限り。複数店舗
（事業所）を営業する場合も1事業者とします。

◆申

込

み：吹田市中小企業等応援金受付センター（〒564-0051 吹田市豊津町9番1号）に申請書等をレターパックライ
トで郵送してください。※受付センターに申請書類を直接持ち込むことはできません。
申請書は吹田市ホームページからダウンロードできます。

◆問

合

せ：中小企業等応援金コールセンター
（電話050-3135-2397）
※受付時間は9：00から17：30まで（土日祝休日を除く）

吹田税務署からのお知らせ
◆所得税・消費税に係る振替日の延長のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、令
和2年分申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消
費税（個人事業者）
に係る振替日が延長されました。
なお、申告所得税及び復興特別所得税の延納をご利用の場
合の延納分の納期限は、令和3年5月31日
（月）
です。
また、振替納税をご利用の方は、延納届出をした場合で
も、振替日に納税額の全額が引落しされます。

事前に預貯金口座の残高を確認ください！

◆税に関するご相談は、電話相談センターをご利用ください！
国税に関する一般的なご相談は、「電話相談センター」をご利用ください。税務に精通した国税局の職員がお答えします（最
寄りの税務署に電話していただき、音声案内に従って「1」を選択してください。）。
◆来署によるご相談は、事前予約をお願いします！
申告書作成等、税務署での面接による個別相談を希望される場合は、「事前予約制」とさせていただいております。あらか
じめ税務署に電話で面接日時をご予約ください
（音声案内に従って「2」を選択してください。）。
お問合せ先：吹田税務署

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

TEL：06-6330-3911

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
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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

ඡ߸ᩓಅ)TQWR

電線を核とした総合技術商社
（東証第一部上場）
JVVRUCPMQUJQLKPGV
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発行所

吹田商工会議所
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吹田市泉町2丁目17番4号
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T E L 06（6330）8001

FAX 06（6330）3350
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山口 淳
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