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“旬感リフォーム”で
「家のちょっと困った！」を解決する

株式会社ヴィレッジ
 代表取締役　村

ムラ

上
カミ

秀
ヒデ

樹
キ

 氏
　株式会社ヴィレッジは吹田市岸部南を拠点
に、吹田、茨木、高槻を中心商圏とする住宅リ
フォームの専門店です。
　そんな同社は「旬感リフォーム」をキャッチコ
ピーに掲げ、「お客様満足」の追及と働きやす
い職場づくりに取り組んでこられました。
　村上社長に、設立のきっかけや旬感リフォー
ムの理念、今後の経営方針についてお伺いしま
した。 代表取締役　村上　秀樹 氏
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―会社設立のきっかけについて教えてください。
サラリーマン時代の経験から、「もっと従業員に対し

成長と幸福を追求した会社がつくれるのではないか？」

という想いを抱いたのが独立のきっかけとなりました。

株式会社ヴィレッジは、『従業員の幸福の追求』と『地域

のご家族を笑顔にする』という想いを諦めず、追い求め

続ける約束を掲げ、平成13年6月に設立しました。

ただ実際に独立してみると、その理想を達成するのは

そんなに甘いものではなく、厳しい現実が待っていま

した。（笑）

―「旬感リフォーム」を掲げられていますが…。
「旬感リフォーム」とは、お客様にとって最適の時期

“旬”に、“感”動を与えるリフォームを提供する宣言とし

てキャッチコピーに掲げました。

お客様にとっての旬は、ライフサイクルの変化で

家の設備や内装で「ちょっと困った！」ことが出てきた

時です。そんな時のリフォームにすぐに対応するのが

当社のサービスです。年2回のアフターメンテナンス

の他に、年に4回の「旬感リモデル通信」の発行、お家

の便利屋無料サービスなど、様々なサービスで、

リフォーム後もフォローさせていただきます。

感動いただくリフォームとは、職人による技術も

そうですが、従業員一人ひとりがマニュアルにない

パーソナルサービスを提供することで実現を目指してい

ます。「お客様満足」に一生懸命取り組む当社のスタッフ

は自慢のひとつです。

―人材育成について教えてください。
今取り組んでいることは「リーダーづくり」です。会社

や従業員を引っ張っていく組織の中のリーダーを作る

ことは、20年間経営する中で大きな課題でした。

（ショールーム）

まず取り組んだことは、後継者のための研修に従業

員を参加させることでした。この研修では、自覚を

持たせること、結果に責任を持つこと、決断力を持つ

大切さなどを半年かけて学び、その後は同じ研修のア

ドバイザーも経験してもらいます。その後、参加した

従業員との間で会社の方針やビジョンを共有していく

うちに、リーダーである自覚を持つように育っていき

ました。

今、2店舗あるショールームを15店舗に拡大するこ

とを目標としていますが、今後そういったリーダーを

更に育成し、拡大した店舗の店長を目指せるような

仕組みづくりを構築していきたいと考えています。

―今後の目標やビジョンを教えてください。
直近の目標は、地域シェアNo.1になること。吹田市

におけるリフォーム市場は、131.7億円と推定されま

す。その内の3％3億9,500万円を目標としています。

これをスキームで茨木市でも同様に展開しようと、平

成30年度には茨木市にもショールームの出店をしまし

た。

会社設立時の理念を今でも持ち続け、従業員には夢

を持ってもらい物心両面の幸福を追求し、自己実現を

してもらいたいと思っています。当社、ヴィレッジが

目指す会社のカタチは、『世のため』、『人のため』にな

る会社であることです。スタッフ一人ひとりが輝き、

お客様、パートナー企業様、スタッフ自身と家族の幸せ

を創りつづけ、地域シェアNo.1を目指します。

いずれは、業界日本一の従業員を幸せにする会社を

目指していきます！

今では、『世のため』『人のため』という大眼目を持っ

て進んでいきたいと思っています。

―貴重なお話をありがとうございました。今後益々
のご発展をご祈念申し上げます。

株式会社ヴィレッジ
HP　https://www.village-co.jp/

（本　社）
〒564-0011　吹田市岸部南2丁目21-29

TEL 06-6382-5335
（茨木高槻ショールーム）

〒567-0831　茨木市鮎川2丁目32-25
お客様番号　050-7586-4668
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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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5月27日（木）に、Zoomによるオンライン方式で、令和3
年度第1回常議員会並びに通常議員総会を開催いたしました。
緊急事態宣言中ということもあり、正副会頭やご発言者のみ
商工会議所会館にお越しいただき、それ以外の役員・議員の
皆様はリモートでのご参加という形式で、書面表決を併用し
ての実施となりました。
　そして、常議員の補欠選任、参与の委嘱変更といった人事
議案や、総務委員会規則の改正、すいたch運営委員会の設
置、令和3年度青年部事業計画といった組織運営に係る議案
をご説明し、承認を受けました。

令和2年度の事業報告については、コロナウイルス感染症拡大の影響で、吹田産業フェアを始め、交流事業を
中心に多くの事業が中止となりましたが、当初計画外に実施した
コロナ禍対策事業の概要と実績についてご説明しました。また、
収支決算においては、春の7つの検定試験の中止による減収等も
ありましたが、行政からのコロナ対策事業の受託による増収、事業
の中止による支出減もあり、単年度収支差はプラスになっている
ことを報告しました。そして監事報告の後、事業報告と収支決算
も承認されました。

なお、議事終了後には後藤圭二吹田市長にお越しいただき
ご挨拶を賜るとともに、国立循環器病研究センター（以下、国循）の
巽英介先生をお招き

し、講演会を実施しました。2月に当所と国循の間で連携協定を締結し
ている関係で実現したものです。
　巽先生からは、吹田商工会議所の会員事業所との産学連携を拡大して
いきたいとの趣旨で、国循と企業の産学連携の事例紹介をいただくと
ともに、先生自身が人工心肺のご専門家ということで、コロナ重症患者
の最後の砦というべき「エクモ」の開発の歴史や今後の開発課題について
ご講話いただきました。

国循との連携を希望される会員事業所の皆様、一度吹田商工会議所
までご相談ください。

オンライン方式で初めて常議員会並びに議員総会を開催
～令和2年度事業報告と収支決算が承認されました～
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パソコンサポート提携事業所募集

この度、吹田商工会議所では新しいサービスとしてパソコンの訪問サポート
を展開していく予定です。つきましては、吹田商工会議所の設定料金でご協力
いただける会員事業所様を募集いたします。
　まずは、ご協力いただける事業所様は下記メールアドレスまでご連絡くだ
さい。
　締め切り後、個別に面談を行い決定させていただきます。（詳細は面談時に
説明させていただきます。）

募集締切　令和3年6月30日（水）

　「パソコンサポート提携希望」のタイトルで事業所名と担当者様の氏名・連絡先をお送りください。

　宛先　📧 suitacci@suita.cci.or.jp

令和3年度定期健康診断について
　吹田商工会議所では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）は下記の日程となっております。まだ、
お申込みがお済でない事業所様はホームページ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ホームページをご覧ください。

実　施　日 受 付 時 間 実 施 場 所 所　在　地

7/14（水）～7/16（金） 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
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【概　要】
　 2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛

等」の影響により、売上が50％以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直
しやそのための取組を支援します。

【給付要件】
1.  対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けているこ

と。
2. 2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少

【給付額】
2019年又は2020年の基準月の売上－2021年の対象月の売上

　法人は上限20万円/月、個人事業者等は上限10万円/月
【申請受付期間】

4月・5月分：2021年 6月中下旬～8月中下旬、6月分：2021年 7月1日～8月31日
【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　緊急事態措置・まん延防止等の重点措置の影響緩和に係る月次支援金の概要
　https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

月次支援金
緊急事態措置・まん延防止等の重点措置の影響緩和

令和3年度7月、8月、9月　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ください。

相　談　名 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）予定
19日（月）予定

 2日（月）予定
16日（月）予定

 6日（月）予定
27日（月）予定

【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）
※ 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、発表させていただ

きます。そのため、7月・8月・9月の受付はまだできかねますのでよろしくお願
いいたします。

★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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創 業 の 経 緯

　実家が和歌山で米屋をしており、父が30～40年前
にお米を使い健康にいいものはないかと考えた結果、
超高水圧加工玄米（商品特許）を開発しました。玄米は
健康にいいのはわかっているが、「どのように食べたら
いいかわからない」と思われている方が多いこともあ
り、私は、その玄米を使ってパン作りを始めました。
完成したのが現在の「玄米赤飯 （゚げんまいせきパン）」
です。姉妹で営んでおります。
　お店は、もともと箕面市で開業しておりましたが、5
月に垂水町に移転しました。垂水神社には瀧があり、
名水と呼ばれていたことを聞き、パン作りの源である

「水」。これは本当にご縁だと思っています。

お 店 の 特 徴

　“玄米”と“小豆”の栄養価が三大成人病のリスクを軽
減、予防効果があると言われています。当店では、そ
の2つをパンの生地に使用しています。とくに「超高水
圧加工玄米」は、骨密度低下予防にもなる玄米です。
　当店で1番人気のプレーン食パン5枚切り1枚で、お
茶碗1杯の栄養と同じです。「玄米をパンで食べる第3の
朝食…」として毎日食べていただきたいと思っています。
　お店のネーミングにも特徴があり、玄米赤飯（げんまい　
せきはん）ではなく、「飯　ハン」に「゜」をつけて「パン」
にしています。

今 後 の 展 望

　以前、特定のスーパーにはパンを卸していたので、
その再開をしたいと思っています。また、海外で日本
食がブームであり、健康に良い原料を使ったパンを海
外展開できればと思っています。まずは地元の方々に
食べていただきたいです。

新入会員インタビュー 株式会社プラス

事業所名：株式会社プラス
店　　名：玄米赤飯゜井上家
事業内容：パン屋
所 在 地：吹田市垂水町1-8-26 1F
電話番号：06-6338-5151
店　　長：井上　聖子 氏
営業時間：10：00～20：00
　　　　　（完売次第CLOSE）
定 休 日：日曜・第3月曜

〈新たにご入会いただいた事業所〉 （2021.4.1～4.30　部会別事業所名50音順）
部　会 事　業　所　名 所　在　地 事　　業　　内　　容

商　　　業
（株）東上 吹田市江坂町 輸出
（株）プラス 吹田市垂水町 食品（主にパン菓子）製造・販売

工　　　業 レイガード 吹田市千里丘上 各種カバー製品の製造、販売

理　　　財
風 吹田市山手町 不動産賃貸・管理業

（株）清富 吹田市江坂町 不動産賃貸

専門サービス

Nii LAB. 吹田市朝日町 パーソナルジム・整骨院

にしの接骨院 吹田市垂水町 カウンセリング事業、人材育成（外科鍼施術）・90日間セ
ルフ糖尿病改善プログラム考案

はっとり整骨院 吹田市末広町 整骨院

サービス業

iSEKAI Group（株） 吹田市江坂町 旅行業と英会話スクール
スピードPC塾 吹田市垂水町 パソコン教室、通訳、著述業
ツチカフェ 吹田市山手町 飲食店
DESIGN PARTNER 吹田市岸部中 デザイナー、クリエイター

NPO法人野火 吹田市山田東 日本の民族的文化である太鼓・民舞を学び、継承・発展の
為の普及活動を行う

美容室ベイス 吹田市円山町 美容室経営
BLUE 吹田市内本町 美容業
ほっとスペース 吹田市江坂町 リラクゼーションサロン
POLISTA 吹田市東御旅町 鈑金塗装業

（特）商　業 トーホージャパン 豊中市新千里西町 水素ガス吸入器の製造・販売
（特）理　財 （有）リカバリーハウス 大阪市淀川区宮原 不動産業、介護事業
（特）建　設 アフェクトデザインスタジオ 高槻市幸町 新築、リフォーム、インテリアデザイン

（特）専門サービス 税理士事務所 湊 大阪市西区江戸堀 税理士
（特）サービス業（株）日本ティピカル 茨木市沢良宜西 業務用エアコンの入替・修理・洗浄

※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



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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　ロボット［注1］が人間の生活にさまざまな影響を与え
ており、今後はその影響が甚大なものとなっていくと
想定される。例えば、2030年までにインターネットに
つながる機器・装置の数が5,000億個と、目にするほ
とんどの機器がインターネットにつながること（＝IoT

［注1］参照）が予想［注2］されており、AIとビッグデータ
にIoTというキーテクノロジーが本格的に加わるロボッ
トはあらゆる産業、仕事、日々の生活の隅々にまで影響を
与えていくであろう。ロボット自体の進化も止まらな
い。IoTによって、現実世界で収集するデータ量が増加
すると同時に常時ネットにつながることでデータ収集の
頻度が高まり、さらにデータが多様化することで、
“ビッグデータ”化し、データの重要性がこれまで以上に
高まっていく。この結果、現実の世界のあらゆるデータ
がAIによって分析され、ロボットを進化させていく。
ロボットの進化の鍵を握るのがAIの発展であり、最終
的には人間の脳の機能に限りなく近づけること、つまり
自分で学習すること（＝深層学習）が研究者によって追求
されている。
　このようなロボットの進化は生活の利便性を継続的に
向上させていくことに加え、自動化によって労働環境が
劣悪な仕事から労働者を解放するというメリットを生み
出す。その一方、人間特有の高度な能力、例えば“認識
力” “思考力” “判断力” “実行力”などは代替され、仕事
を失うという脅威につながる。ここでの認識力とは課題
を認識する力、思考力とはデータあるいは情報に基づい
て考える力（分析力）・思う力、判断力は認識力と思考力
の総合力、実行力とは合理的に判断して実行に移す力と
定義できよう。四つの能力によって、人間とロボットは
比較され、人間の“弱み”とロボットの“強み”が明確にな
り、人間にとってロボットの脅威は増すこととなる。
　研究者の意見を整理すると、人間の弱みの原因は人間の
理性を上回る感情といえる。上記の認識から実行までの
一連のプロセスが、その時の感情によって大きく影響を
受ける。個々人の性格にもよるが、自分にとって不都合
な場合、“課題を課題と認識したくない”、“正しく考え
たくない（自己中心的な考え方）”との感情を持つことが
多い。この結果、“情報”および“データ”を自分にとって
都合の良い入手先から取得する傾向が強くなる。正しい
か正しくないかではなく、都合の良しあしが判断基準と
なる。データの厳格な収集基準の維持と確立された分析
方法の活用によって得られる科学的な“エビデンス（証拠）”

を重視する科学者でも程度の違いはあれ、感情が理性を
上回るケースもあると指摘する科学者もいる［注3］。
気候変動、ゲノム編集、新型コロナウイルス（COVID- 
19）のワクチン開発などに厳格なモラルが求められる
領域においてもそのような傾向が見られるとしている。
感情によって、認識から実行に移すまで時間がかかり、
実行までにたどり着かないという非効率さも生み出される。
翻って、ロボットの“強み”としては、感情がないため、
人種差別、経済的格差などの意識もなく、多種多様な
情報を客観的・公平に収集できること、インプット（入力）
された情報を即座に分析してアウトプット（出力）すること
が挙げられよう。
　ただし、前述の人間の弱みは人間の強みともいえる。
正しく考える（＝公益を中心に据えた考え方）ために、熟慮・
熟考を重ねて認識から実行に移すまで時間がかかり、
実行までにたどり着かない、あるいは別の行動を実行に
移すことで成果を上げることがある。ロボットの強みも
人間の感情によって影響を受ける。例えば、製造する
人間に悪意があれば、過剰に自己中心的な思考に基づく
情報を発信する、あるいは偽の情報を創出することも可
能となる。人間は、感情をコントロールしながら、正し
く正確な情報を生み出し、配信し続け、質の高い情報を
ロボットにインプットし続ける必要があろう。
　大量のデータを処理し、科学的根拠を必要とする領域
ではAIは必要であるが、同時に人間が知らない間に未
知の領域に踏み込ませ、不確実性を増大させるラビリン
ス（迷宮）に誘う危険性が高まる。ロボットの功罪＝人間
の功罪を理解した上で、ロボットをブラックボックス化
させないように、人間とロボットが共存していくことが
重要であろう。

［注1］ ここではAI（人工知能）×ビッグデータ×IoT（インターネット・
オブ・シングス＝あらゆるモノがインターネットに接続すること）
と定義

［注2］ Oxford Economics and Cisco “The A.I. Paradox How 
Robots Will Make Work More Human”

［注3］ Financia l  T imes “Kazuo Ish iguro and Venki 
Ramakrishnan: imagining a new humanity” 2021年

今後進化するロボットとの 
 共存のために

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）。



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
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　令和3年5月18日（火）15時より5月提言例会が開催されました。パナソニックスタジアム吹田での実施を予定し
ておりましたが、新型コロナウイルス感染状況による緊急事態宣言発令下の為、オンラインでの開催実施となりま
した。

5月提言例会では、第一部として令和3年度提言委員会より、令和2年度提言研究委員会調査報告を行いました。
報告内容としては、商工会議所調査報告（他単会の提言事例から提言の必要性と地域ブランディング実現のためのプ
ロセス）、コロナ調査報告（コロナ禍での経済の影響と今後の考察）、吹田市の魅力調査報告（吹田市の特徴と魅力か
ら地域ブランドの知識を深める）でした。
　また吹田市都市魅力部様にLIVEでご講演を頂きました。地域経済振興室様よりは　『吹田商工振興ビジョン
2025』から今後の吹田の商工業ビジョンについてのお話しをして頂き、シティプロモーション推進室様よりは『シ
ティプロモーションビジョン』から地域の魅力とブランディングに
ついてのお話しをして頂きました。第二部では吹田市都市魅力部様
と吹田YEG会員による、吹田の特徴と魅力についての意見交換を行
いました。

5月提言例会を通して、吹田YEGとしての提言の考え方と吹田の
特徴・魅力を再認識することが出来ました。
　今後も吹田YEGでは、誇れるまち「吹田（ブランド）」の実現を目指
して提言委員会を中心に提言活動を継続して参ります。

青年部コーナー 令和3年度5月提言例会が開催されました！

先月号にて吹田商工会議所青年部より吹田市に日本商工会議所青年部で制作した
渋沢栄一翁を主人公に、子供たちに「お金」の役割や機能を学ぶことができる絵本「お
かねってなぁに？」を寄贈したことを掲載しましたが、大阪府商工会議所青連部連合
会でも、大阪府へ50冊寄贈させていただきました。
　大阪府の吉村知事、教育庁のご担当者に対応いただき、吹田商工会議所より大阪府
青連部連合会に出向していた奥長令和2年度大阪府連会長、石橋令和2年度大阪府連
専務理事の2人と松園令和2年度日本商工会議所青年部大阪府代表理事が大阪府庁に
伺い贈呈式をとり行いました。
　絵本については、大阪府立中央図書館、大阪府立支援学校にてご活用いただきます。

大阪府商工会議所青年部連合会から大阪府に
絵本「おかねってなぁに？」を寄贈!!



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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コロナ禍での効果的な 
 ストレス解消

　この一年、思うようにストレス解消ができないと感
じている人も多いのではないでしょうか。気の合う仲
間同士でワイワイ騒いだり、旅行にも気軽に出掛けた
りできず、今まで何の制限もなくできていたことがで
きなくなって久しいです。実際に、どうやってストレ
ス解消してよいのか分からず、鬱 （々うつうつ）として
しまうという話もよく耳にします。とはいえ、いつま
で続くか分からない現状では、できる範囲で効果的な
ストレス解消を取り入れていく必要があります。その
ポイントについて、お伝えしたいと思います。
　まず、大切なのは、強制リセットの時間を確保する
ことです。嫌なことや気掛かりなことがあると、その
ことばかり考えてしまうことは誰にでもありますが、

「忘れよう」「考えないようにしよう」と思えば思うほ
ど、実は「強化」が起こり、かえってそれにとらわれて
しまう現象が起きます。ですから、強制的にそこから
離れるための物理的な方法を取り入れる必要があります。
　一つ目は「香り」を有効利用しましょう。嗅覚は、五
感の中で、情動と記憶に直接結びつく感覚器官です。
気分転換やリラクセーションに有効利用できるよう、
日常生活に好きな香りを取り込んでいきましょう。
コーヒーの香りなどは、鎮静の効果もあります。イン
スタントでもおいしいコーヒーはたくさんありますが、
自分で豆をひけば香りの立ち方は断然違います。紅茶
なども今はさまざまなフレーバーのものが出回ってい
るので、いろいろと試してみてください。また、アロ

マやお香などをたくのもいいでしょう。ただし、これ
は、プライベート空間に限って行うこと。職場だと、
香りの好き嫌いでトラブルに発展することがあります。
自宅では、入浴剤やシャンプ―を、香りの良いものに
変えるのも手軽な方法です。
　二つ目は、無心、夢中になれることを取り入れま
しょう。ぼーっとする、もしくは集中できることが大
切です。自分が好きなことであれば何でも構いません。
手芸やDIY、ゲームなども効果的です。
　三つ目は、気持ちを動かす時間をつくることです。
お笑いを見て笑う、ドラマや映画を見て泣く、スポー
ツ観戦で熱くなるといった具合に自分の気持ちを動か
すようにしましょう。日々の生活の中で、できる範囲
のことを少しずつ取り入れていくことが有効です。

職場のかんたん
メンタルヘルス

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。
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令和3年4月1日から4月24日の24日間、営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただいた飲食店等に対し、新型
コロナウイルス感染症の拡大防止及び事業継続を目的に協力金を支給します。

支 給 要 件：
　◆ 大阪府内（大阪市内除く）に要請対象施設（店舗）を有すること。
　　※食品衛生法の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗
　　【飲 食 店】 飲食店（居酒屋を含む）、喫茶店等　※宅配・テイクアウトサービスを除く
　　【遊興施設】 バー、カラオケボックス等
　◆ 通常、午後9時から翌午前5時までの夜間時間帯に営業を行う店舗において、要請期間中、午前5時から午後

9時までの間に営業時間を短縮する（休業も含む）とともに、酒類の提供は午後8時半（4月5日以降は午前11
時から午後8時半）までとすること。

　◆ 感染拡大予防ガイドラインを遵守しているとともに、店舗において感染防止宣言ステッカーを導入している
ことが必須です。

支給上限額：96万円（1日あたり4万円×24日間）
申 請 期 間：5月20日（木）～7月7日（水）
　　　　詳しくは大阪府のHPをご覧ください。
　　　　https://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/eigyouzikantansyuku4/index.html
　　　　大阪府営業時間短縮協力金コールセンター（第4期 協力金コールセンター）
　　　　☎06-7166-9987（平日のみ午前9時から午後6時まで）　※土曜日、日曜日及び祝日を除く。

「第4期大阪府営業時間短縮協力金　大阪府内（大阪市外除く）」
申請開始のご案内

「大阪府飲食店等感染症対策備品設置支援金」申請開始のご案内
　新型コロナウイルス感染症の感染の拡大を防止するため、飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる
施設において、必要な備品を設置した事業者を対象に支援金を支給します。

対 象 施 設： 府内の飲食店・遊興施設のうち、食品衛生法上の飲食店営業許可、又は喫茶店営業許可を受けてい
る店舗（持ち帰り専門店、デリバリー専門店等を除く）

　　　　　　※休業や営業時間短縮等の要請を受けていない施設も対象となります
対 象 備 品：令和2年4月7日から申請日までの間に購入・設置した備品
　　　　　　◆隣席または向かい合う人との飛沫感染防止のためのアクリル板等のパーテーション
　　　　　　◆施設の換気状況を把握するためのCO2センサー（1店舗あたり上限3個）
支給上限額：10万円
申 請 期 間：5月20日（木）～7月30日（金）
　　　　詳しくは大阪府のHPをご覧ください。
　　　　https://www.pref.osaka.lg.jp/shogyoshien/settisiennkinn/index.html
　　　　大阪府飲食店等感染症対策備品設置支援金コールセンター
　　　　☎06-7739-4376（平日のみ午前9時から午後6 時まで）　※土曜日、日曜日及び祝日を除く。
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　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。

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）

現在、大規模改修工事中の吹田市立勤労者会館は、令和3年（2021年）9月にリニューアルオープンする予定です！
本館3階には、就労支援施設「JOBナビすいた」も移転し、建物全体が就労支援を含めた勤労者のための施設となり
ます。本施設が、より利用者の皆様に親しみを持ってご利用いただけるように、愛称を募集します！

◆募 集 期 間：令和3年6月1日（火）から6月30日（水）
◆応 募 資 格：市内在住・在学・在勤
◆応 募 内 容： 下記の必要事項を記入の上、市のホームページ上の電子申込システム、郵送、FAX、メールにて

応募してください。【必要事項】①愛称（必ずふりがなも記入）　②愛称の意味と理由　③応募者氏
名（必ずふりがなも記入）・郵便番号・住所・電話番号（市内在学・在勤の場合、学校名・勤務先名
を記載）

◆お問い合わせ：吹田市役所 地域経済振興室（電話06-6384-1365）
　　　　　　　　詳細は市のホームページをご覧ください。

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

BtoBの業種も対象に！
中小企業等応援金

令和3年9月リニューアルオープン予定
吹田市立勤労者会館の愛称を募集しています！



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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