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創業以来、時代の変化に対応して 
 お客様の“お役立ち”に努める。
株式会社コーラル・シー
 代表取締役　丹波丈太郎 氏
　株式会社コーラル・シーは、吹田市南吹田に本社を
構え、国内の百貨店や量販店、飲食店などに主に冷凍
エビの卸販売をされています。天然エビの開発輸入か
ら創業し、エビと係わって50年近く、主にスリラン
カで漁獲、養殖、加工して輸入販売しています。
　その間、市場環境も大きく変化してきました。その
変化をチャンスと捉え、更なる飛躍・発展に向けて社
業に取り組んでおられる3代目社長の丹波丈太郎氏に
お話しを伺いました。 代表取締役　丹波丈太郎 氏
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―事業内容をお聞かせください。
弊社は、主に冷凍エビをスリランカから直輸入し、

京阪神地域の百貨店、量販店、飲食店などに卸販売を
行っています。冷凍エビの品質と鮮度にこだわり、漁
獲、養殖から加工までをできるだけ短時間かつ低温度
で、また水にさらさずに行うことに取り組んでいます。
プロのお客様からも、弊社の商品は高い評価を得てお
ります。また、エビ以外の冷凍魚介類（約500アイテ
ム）も数多く取り扱っております。

スリランカの加工業者とは、創業以来のお付き合い
です。弊社からも頻繁に現地の委託工場に出向き、現
場の指導や管理を徹底して行っています。加工業者と
は強固な信頼関係を築いており、お客様のご要望に一
つ一つお応えしながら、最高の鮮度・最高の味を追求
しています。

―創業の経緯をお聞かせください。
弊社の創業者（実父）は、鰹節の原料を求めてフィリ

ピン・南米・モルディブと世界各地を渡り歩いていた
そうです。そんな中、スリランカの水産物の加工業者
と築地の卸売市場の荷受業者との関係ができ、天然エ
ビの開発輸入を始めたことから、1976年に神戸市中
央区で株式会社コーラル・シーを設立しました。個人
事業の時代を含めると、創業から50年近くエビにかか
わってきたことになります。

弊社が吹田市内に本社と物流倉庫を移転し、移って
きたのは1985年です。私は、大学を卒業し食品メー
カーで8年間勤務した後、弊社に1998年に入社し、
2007年から3代目として事業を継承しました。

―社長が経営において大切にされていることは何で
すか。

現在ほど市場の変化への対応を求められている時代
はありません。これまでの既成概念にとらわれず、柔
軟な対応でお客様への“お役立ち”に努めることがわが
社の使命であると思っています。常にお客様との対話
を重視し、お客様のお声に敏感に対応し、お客様によ
ろこばれる仕事をしていきたいと考えております。

一方、会社内部におきましては、役員・社員間のコ
ミュニケーションを十二分に図りつつ、モチベーショ
ンをアップさせることも重要です。経営理念にも、「私
たちは社員の幸福と成長を日々追及するとともに、お
客様によろこばれる仕事を通じて社会に貢献します。」
を掲げています。

―社員教育の取組について教えてください。
社員一人一人が、全社間での価値観を共有できるよ

うにするため、社内において、見える化運動に取り組
んでいます。経営理念、業績の数値化グラフ、経営計
画書などのペーパー類を目に付くスペースに掲示して、
わかりやすく理解でき行動につながるよう心掛けてお
ります。そして、経営計画書を策定し、手帳サイズに
まとめ、社員一人一人に渡しております。会社のルー
ルや方針、目標を目に見える形で共有することが目的
です。

また、基本的なことですが、整理整頓を徹底してお
ります。できるだけ物を少なくして、整えることで、
物を探す時間をなくすことを目標にやっています。要
するに仕事をやりやすくする環境を整えて備えるとい
うことです。これらの教育に取り組むことで組織の一

員として自分の立場を理解して、その立場でいること
が恥ずかしくないように正しく振る舞えればと考え実
践しております。

― 経営に携わり、うれしかった点お聞かせください。
食品を販売する仕事なので、お客様との取引は継続

的な関係にあります。その中で、エビは縁起物なので、
それに関連付けてイベントや季節の商材としてご提案
させていただくこともあります。それが功を奏してお
客様から喜びのお言葉をいただいた時などは、“お役立
ち”ができたと、この上なくうれしく感じます。また、
社内のコミュニケーションがしっかり取れていると実
感できるときは、やはり社長としてうれしいですね。

― 今後の新しい取り組みについてお聞かせください。
最近では、ネット販売にも果敢に取り組んでいます。

アクションとしては、業務用食材卸売サイトのMマー
トへ出店しました。また、楽天市場においても「海老右
衛門®」という店名で出店し、従来のB to Bのお客様に
加えて、B to Cのお客様からもご愛顧いただけるよう
チャレンジしています。

―貴重なお話をありがとうございました。今後とも
益々ご発展されることをお祈り申し上げます。

株式会社コーラル・シー
本社：吹田市南吹田2丁目6番32号

TEL06-6383-5611　FAX06-6383-6826
HP　https://www.coralsea.co.jp/

※冷凍車での納品の様子

※スリランカの加工工場の様子
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　吹田市内で活動される事業所の皆様と吹田市民の方々とオンラインを介してふれあう場として、吹田産業フェア

オンラインを開催致します。申込者には企業紹介や商品PR、採用情報を掲載のための文書と自社商品・製品・サー

ビス・写真等を提出頂き、産業フェアオンライン2021の特設ホームページ内の展示ブースに掲載いたします。ご

参加事業所様を対象に企業マッチング会や就職説明会の開催も予定しております。

　企業紹介や自社商品・製品・サービスの紹介、地域採用のPRの場としてぜひご活用下さい。

◆開催日時：令和3年11月1日（月）～令和4年1月31日（月）

◆開催場所：吹田産業フェアオンライン2021　特設ホームページ内

　　　　　　※出展は当実行委員会にて内容等を審査し、出展可否をご連絡致します。

◆募集内容：①吹田市内の企業紹介・商品PR

　　　　　　②地域採用強化のため採用・インターン情報等のPR

◆募集締切：令和3年10月22日（金）まで　※下記準備資料の提出後、随時アップ。

◆参加資格：吹田市内に事業所を有すること又は吹田商工会議所が認める事業者であること

　　　　　　資料を自社でご準備頂けること

※詳細の確認とお申込は同封されているチラシ、もしくはこちらのホームページからお願いします。

出店費用完全無料！コロナ禍でも企業成長を加速させる
吹田産業フェアオンライン2021　オンラインブース出展者募集

2021.11/1～1/31（3ヶ月間）特設ホームページ内に出展者・来場者が大集結

吹田産業フェアオンライン2021について
【イベント開催概要】

　新型コロナウイルスによる経済低迷に打ち勝ち、吹田の経済を盛り上げたい！

　そんな想いで、業界や業種も様々な吹田の企業が集まり、吹田産業フェアオンライン2021を開催します。

【開催概要】

　名　　称：吹田産業フェアオンライン2021

　オープン：2021年11月1日（月）10：00～2022年1月31日（月）まで

　会　　場：特設ホームページ内

　開催内容：①企業紹介や商品PR、採用情報などを特設ホームページ内に掲載

　　　　　　②学生参加型イベント＜学生ビジネスプランコンテスト>

　　　　　　　オンラインイベント＜吹田の企業知ってる？クイズ＞

　　　　　　③コロナ禍で新たな取り組みをされている企業の紹介動画公開

　参加方法：来場者　参加申込不要（参加費無料）

　　　　　　出展者　上記QRコードの申込フォームより申込

　視聴方法：パソコン・スマホなどからアクセス可能

　主　　催：吹田産業フェア推進協議会

　共　　催：吹田市・吹田商工会議所

　企画運営：吹田産業フェア特別実行委員会

　お 問 合：吹田産業フェア事務局　TEL：06-6330-8001
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◆開催日：令和3年11月26日（金）
　　　　　セ ミ ナ ー　14：00～16：00
　　　　　個別相談会　16：00～16：30（秘密厳守）
◆場　所：吹田商工会議所 3階 大会議室（吹田市泉町2-17-4）
◆内　容：第一部　段取り八分！譲れる会社にするために
　　　　　第二部　承継トラブル！現場で起きていることと予防措置
　　　　　第三部　実録！事業承継の現場はこうなる
◆講　師：中小企業診断士　　　　　石井　誠宏 氏
　　　　　弁護士・中小企業診断士　田中　豊生 氏
　　　　　中小企業診断士　　　　　中本美智子 氏
◆定　員：20名（先着順）未会員の方でもご参加できます。
◆参加費：無料、締切11月24日（水）
◆申込み：当初HP（https://suitacci.com/?p=9177）よりお申込頂けます。
◆問合せ：吹田商工会議所　セミナー担当　谷　06-6330-8001
◆主　催：吹田商工会議所　協力：（株）オクリビト　大阪府事業承継・引継ぎ支援センター（大阪商工会議所）

吹田商工会議所主催
事業承継セミナー「みんながハッピーになる

経営者の勇退セミナー」のご案内

「第11回 北摂地ヂカラフェスタ」開催決定！
　万博記念公園にて「第11回 北摂地ヂカラフェスタ」が開催されます。
　このイベントは、北摂の商工会・商工会議所が結集し、「北摂」ブランドを
創出するために開催しております。
　（株）シティライフNEWとも連携しており、シティライフ主催の「ロハス
フェスタ」と同時開催しております。
　吹田商工会議所からは9店舗の出店が決定しております。
　楽しいイベントになるよう、北摂一丸となって取り組んでおりますので、
より多くの皆様のご来場をお待ちしております。

◆会　場：万博記念公園　東の広場　ロハスフェスタ内特設コーナー
◆日　程：2021年10月29日（金）・30日（土）・31日（日）
◆時　間：9：30～16：30（入場は16：00まで）
◆入場料：万博記念公園入園料（大人260円・小中学生80円）　ロハスフェスタ入場料（500円・小学生以下無料）
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吹田商工会議所の2021年事業承継型創業セミナー開講のお知らせ
誰かの思いを受け継ぎませんか。近年、「後継者がいない」という理由で廃業する事業者が増加しています。事業を

譲り受けての創業することに関心のある方を対象に、その内容や支援施策のセミナーを以下の通り開催いたします。

◆内　　容： ①創業の選択肢として事業を『買う』ということ②事業を買うことのメリット・デメリット③コロナ禍
での事業承継について④第三者事業承継者の事例紹介⑤補助金の活用について⑥資金調達の方法⑦公
的機関・専門家の活用

◆対 象 者：事業を譲り受けて創業することに関心のある方
◆開 催 日：令和3年11月12日（金）（14時～16時まで）
◆受 講 料：無料（未会員の方でも申し込み可能です。）
◆定　　員：30名（定員になり次第、締切）
◆申込締切：令和3年11月8日（月）
◆お 申 込：FAXまたはQRコードを読み取ってWEBフォームよりお申し込みください。
◆お問合せ：TEL：06-6330-8001　吹田商工会議所　正野（ショウノ）まで。　
◆住　　所：吹田市泉町2丁目17-4

　吹田市内事業者のPR動画や商品・技術の紹介動画をはじめ、様々な吹田市の魅力の発信を行うYouTubeチャン

ネル、それが『すいたch』です。新たな企業PRに繋がる動画がありましたら、ホームページの募集要項を確認の上、

お申込みしてください。

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）』掲載動画を募集しています!!

すいたchホームページ
動画応募はこちらから



吹田商工会議所　吹田商工会議所　NEW MEMBERSNEW MEMBERS

6 No.484

創 業 の 経 緯
　2016年創業。創業当時はまだ無名であった「Zoom」
を活用した「商圏フリー」「コンテンツビジネス」「PCひ
とつでオンライン起業」などをテーマにセミナーや講演
会、コンサルティング事業を行っておりました。現在
では「10,000人の女性を笑顔に」をテーマに35～50
歳の女性を対象にメンタルトレーニングのプログラム
を開発し、提供しております。私自身が過去に適応障
害になり、そこから立ち直った経験とこれまで学んで
きた脳科学や心理学、行動経済学、マーケティング理
論などを活用した意識変革プログラムです。女性が
日々生活していく上で感じている生きづらさを解消す
ることができたらと思い、事業を続けております。

事 業 の 内 容
　メインの事業は100日間で体得する脳トレプログラ
ム講座「HAPPY DISCOVERY BOOTCAMP（HDB）」
の提供です。自身の内面を徹底的にアウトプットする

ことにより、「受信力」「俯瞰力」「気持ちを伝える力」
「EQ（感情知能指数）」を鍛えます。比較的女性が苦手と
する「事実」と「解釈」を切り分けて捉えることを無意識
レベルで活用出来るまで実践していきます。これまで
の3年間で440名の方が参加され、「生きることが楽に
なった！」、「この講座を義務教育にして欲しい！」との
声を頂いております。100日間、毎日その日の課題を
実践することで自分が変わった瞬間を感じられ、講座
終了後は気軽に情報交換や交流して頂けるオンライン
サロンにて、フォローし続けております。そのほか女
性や学生向けの講演活動を行っており、これまで約
2,000名の方にご参加頂いております。

今 後 の 展 開
　現在、当社の意識変革プログラムの講座を、「経営者
と働くスタッフ」向けに改変し、ご提供の準備を進めて
いるところです。経営者の方から「従業員との意識・考
え方、方向性の違いが大きく、これを解消したい」とご
相談頂いたことがきっかけで当社がその問題解決のお
役に立てるかもしれないと考えました。
　働くことの「捉え方」をお互いに理解し、整えること
ができれば、「やらされ感」や「義務感」から働くのでは
なく、「楽しく働くこと」に変わっていくと思います。
人生の多くの時間が働く時間です。その時間を前向き
に捉え、人生の財産にして欲しいと思います。今後も
微力ながら「生きづらさ」や「働きづらさ」を解消させる
お手伝いを全力で行って参ります。

新入会員インタビュー VENUS BRAIN

事業所名：VENUS BRAIN
代 表 者：宮崎　智子 氏
所 在 地：吹田市
営業内容：講師業　メンタルトレーニングコーチ
電話番号：080-9164-0514
Ｕ Ｒ Ｌ：https://peraichi.com/landing_pages/
 view/venusbrainix
Ｅ-ｍａｉｌ：venusbrainrepublic@gmail.com

〈新たにご入会いただいた事業所〉 （2021.8.1～8.31　部会別事業所名50音順）
部　会 事　業　所　名 所　在　地 事　　業　　内　　容
理財 （株）ゆたか不動産 吹田市片山町 不動産賃貸業、不動産コンサルティング業

専門サービス
オフィス　クボ 吹田市竹見台 作曲、アレンジ、レコーディング、コン

サート（演奏）
VENUS BRAIN 吹田市山田西 講師、プログラム企画運営
Beyond the frame 吹田市尺谷 スポーツトレーナーと健康増進

サービス業 quatre 吹田市内本町 植物療法（アロマセラピー）、深層リンパケ
ア、ボディケア

（特）建　設

三吹設備（株） 大阪市東淀川区相川 管工事
ダイキンHVACソリューション近畿（株）
 大阪北営業所 茨木市大手町 空調、冷凍機器の販売、設計、施工

NEW AGE 大阪市淀川区東三国 とび土工、揚重工
（特）サービス業（同）ワカサキ 大阪市東淀川区豊新 インターネットカフェ
※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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　コロナ禍の東京オリンピック・パラリンピック
2020の開催の是非において日本国民の意見が分断さ
れた。五輪開催という国際的な責任を果たすべきか、
“ゼロリスク”と呼ばれる水準まで新型コロナウイルス
感染症の抑制のために中止（延期）すべきかという二つ
の「公益」が相反した。両者の意見は尊重すべきではあ
るが、まずは開催中、その前後で感染患者に対応して
いる医療関係者、開催の当事者であるボランティア、
大会運営事務局などの人々の尽力には心から感謝する
ことが重要であろう。
　パラリンピックの閉会後は、今回のような感染症な
どが爆発的に発生する非常時での政治の在り方、十分
な病床確保などができなかったという医療体制の構造
的な問題、経済政策と私権の制限を含むコロナ抑制政
策のバランスの取り方など、さまざまな問題を整理し
て議論すべきである。確かにさまざまな意見をくみ取
ることも重要であろう。しかし、上記のような意見の
分断を生み出すような循環を断ち切り、建設的な解決
方法を目指すという目的を共有して、議論を始めるべ
きであろう。
　ここで思い出されるのが、夏目漱石の『草枕』という
小説の冒頭に出てくる一節である。「智に働けば角が立
つ。情に棹（さお）させば流される。意地を通せば窮屈
だ。兎角に人の世は住みにくい」。今の社会に当てはめ
れば、あまりにも浅はかな知識を振りかざして、感情
あるいは情緒をコントロールできずに、自己中心の価
値観を押し付けようとすれば、世間は住みにくいとい
うことである。ネットを含めたあらゆるメディアにお
いて「智」（知）の振りかざしのような「意」が多く見られ
る議論は、大体の場合、価値観の分断を生むだけで、
漱石が言うように人の世を住みにくくするといえよう。
　価値観が多様化し、それを大切にしていこうとする
機運が高まり、SDGs（持続可能な開発目標）の考え方
が昨今本格的に浸透しつつある。このため、違う価値
観の間で尊敬の念が生まれている。その一方、上記の
知情意のバランスが取れていない中で、自分の価値観
を押し付けることも散見される。「智」が不足したまま
での熟慮されない意見で価値観の否定のみをする傾向

が続くと、必要のない価値観の分断を生み続けること
となる。このような価値観の分断は、トランプ前大統
領が唱えた極端な「米国第一」により、それまでの国際
協調重視の価値観が覆され、米国民の間で価値の分断
が生まれている状況に類似していると考えられる。
いったん分断した価値観を元に戻すのは難しい。今か
らでも国民一人一人が知情意のバランスを取ることの
重要性を認識すべきではないだろうか。
　他方、「あらゆる芸術の士は人の世を長閑（のどか）に
し、人の心を豊かにするが故に尊い」と漱石は続ける。
これを解釈すれば、オリンピアンとこれを支えた人々
はパフォーマンスを表現し人々を感動させることから

「芸術の士」であると思う。それだけではなく、知情意
のバランスも取れているはずだ。自分のパフォーマン
スを最大限発揮するためには、過酷な練習で「智」を蓄
積し、普段の生活と長期にわたる弛まない努力とのバ
ランスを取ることで「情」を抑制し、「意」を表現し、感
動を生む。多くの人がオリンピアンから学ぶのは知情
意のバランスではなかろうか。それがないと、「……人
の世が住みにくいからとて、越す国はあるまい。あれ
ば人でなしの国へ行くばかり」である。「人でなしの国
は人の世よりもなお住みにくかろう」。
　あらゆる情報が手に入る利便性はメリットを生む半
面、デメリットも生む。情報を仲介するメディアだけ
に頼らず、「意」を唱えるのであれば、あらゆる情報に
触れ、その質を自分で考えて、「智」を高めた上で、情
緒をコントロールし、判断することが重要であろう。
それが「人でなしの国」にならない近道ではないか、と
いう100年以上前の先人の知恵であろう。自分自身も
知情意のバランスが十分に取れているか怪しいが、そ
のような人間になるように日々研鑽（けんさん）してい
くつもりである。

東京五輪開催に思う 
 『知情意』の大切さ

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）。



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

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

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

青年部コーナー
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令和3年度9月公開例会が開催されました！
　令和3年9月4日（土）14時より9月公開例会が開催されました。
　新型コロナウィルス感染状況による緊急事態宣言発令下の為、当会の公開例会としては初のオンラインでの開催
となりました。
　公開例会では地方創生・まちづくりのトップランナー木下斉氏を
講師にお招きして、「稼ぐまちが地域を変える！ 古い価値観をアッ
プデートせよ」をテーマに講演が実施されました。
　講演内容と致しましては、地域再生の成功事例と失敗事例の分析
を中心にお話しをして頂き、補助金ありきではない収益性のある事
業創出と地域の価値を高める事業再生の重要性についてのご説明を
して頂きました。
　また当会が進めております、誇れるまち「吹田（ブランド）」につい
てもご意見を頂きまして、今後の活動に大きな参考となりました。
　今後も吹田商工会議所青年部（吹田YEG）では、地域の活性化に
寄与する事業に取り組んで参ります。
　ご参加頂きました皆様に御礼申し上げます。

第30回　会員親睦ゴルフ大会のお知らせ
　今年は「会員親睦ゴルフ大会」を、下記のとおり開催する運びとなりました。会員の
皆様方には、秋の爽やかな一日を茨木カンツリー倶楽部で心行くまでプレーをお楽し
みいただき、相互の親睦をより深めて頂ければと存じます。
　皆様、ご参加下さいますようお願いいたします。

日　 程：令和3年11月17日（水）
会　場：茨木カンツリー倶楽部　大阪府茨木市中穂積25
定　員：80名（20組）
参加料：プレーフィー28，420円（キャディー代含む、昼食代別）。
　　　　各自で清算をお願いします。

問合せ先：吹田商工会議所　総務部　TEL 06-6330-8001
※詳しくは、同封のチラシをご覧下さい



□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

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 
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テレワーク不調を 
 防止するために

　コロナ禍において、テレワークを導入しているとこ
ろも増え、さまざまな問題が起きており、それが不調
につながっています。今回は、その不調を増長させる
ことなくモチベーションアップにつながるようなヒン
トを伝えたいと思います。　
　まず、テレワークにより起こる不調について相談が
増えている原因は、孤立感です。テレワーク導入時は、
通勤時間が無くなって身体的に楽、嫌な上司と顔を合
わせずに済む、自由な時間が増えたなど、メリットの
方に目が向くことが多かったのに、テレワークが長期
化していくとともに、孤立感を訴えるケースが増えて
います。
　次に、上司とのコミュニケーション問題です。オン
ラインになり、文字ツールでのやりとりが増え、雑談
レベルの会話や細かなニュアンスをやり取りすること
が少なくなって、行き違いや誤解が生じています。例
えば、資料について質問しても「書いてあるから、よく
読んで」などの応答をされると、極端な場合、パワハラ
と捉えられてしまうことがあります。齟齬（そご）のリ
カバリーがしづらく、ニュアンスも伝わりにくい、ま
た自分自身のメンタルも弱くなっている中で、ちょっ
としたやり取りの影響を強く受けてしまうのです。
　では、どのように部下のマネジメントをしていけば
よいのでしょうか。管理者であれば担うことになる安
全配慮義務は、予防措置で、未然に防ぐ対応が重要で
す。テレワーク不調にさせないためには、孤立させな

いことです。定期的なミーティングを実施していると
ころも多いとは思いますが、効率重視で連絡、報告だ
けにとどまってしまうと、部下の変化に気付きにくく
なります。対面であれば顔色や様子もある程度分かり
ますが、画面を通じてですと、そこまで判断すること
は不可能です。いわゆる雑談が必須で、それを通じて
生活の状況や体調などを把握することが可能になりま
す。些細（ささい）な日常会話ができてこそ、ちょっと
した相談ができるのは対面でも同じなのですが、その
日常会話がしにくい状況のため、あえて時間をつくる
ことが大切です。チャットなどの文字ツールでも、事
務連絡だけでなく、労（ねぎら）いの言葉などがあると
安心するといった声も聞かれますので、ぜひ心掛けて
みてください。

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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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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　令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」が導入されます。適格請求署発行事業者（登録事
業者）のみが、適格請求書（インボイス）を交付することができます。
　詳細は、国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。
<アドレス>　https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

吹田税務署からのお知らせ
令和3年10月1日から消費税のインボイス制度の登録申請受付開始！

インボイス制度に関する一般的なご相談は軽減・インボイスコール
センターで受け付けております。

【専用ダイヤル】 0120-205-553（無料）
【受  付  時  間】 9：00～17：00（土日祝除く）

<QRコード>

　経済社会の変化に対応するため、事業計画策定や設備投資に積極的に取り組む事業者
を支援します。
　経営革新計画等の事業計画策定や、機械装置等の設備投資を実施し、令和3年4月1
日から令和4年2月28日までに納品及び支払い等が完了する場合に補助金を交付しま
す。
　補助金の交付申請前に、エントリーシートをご提出いただきます。詳しくは吹田市
ホームページに掲載する募集要項をご確認ください。

【問合せ】 吹田市役所 地域経済振興室　企業振興・融資担当
　　　　 〒564-8550 吹田市泉町1-3-40
　　　　 TEL：06-6170-7217　FAX：06-6384-1292

設備投資（汎用品、消耗品等は対象外） 
最大200万円　補助率2/3

事業計画策定（専門家への謝金）
最大20万円　補助率2/3

中小企業等チャレンジ補助金
《事業計画策定や設備投資を補助》
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　吹田市内対象店舗において対象キャッシュレス決済を利用して、商品・サービス等を購入・利用された方に支払
金額の最大30％のポイント還元を行う「キャッシュレス決済ポイント還元事業」を実施します。
・1決済あたりの付与上限：2,000円相当
・期間中の付与上限：5,000円相当（1決済事業者あたり）
　つきましては、吹田市内の事業者を対象にキャッシュレス決済導入の経営上のメリットや利用方法等について説
明会を開催します。
・10/21（木）　午前　千里山コミュニティセンター　多目的ホール
・10/22（金）　午前　勤労者会館　大研修室（1）
・10/27（水）　夜間　勤労者会館　大研修室（1）
・10/28（木）　夜間　千里山コミュニティセンター　多目的ホール
※詳細は、決まり次第吹田市ホームページ等でご案内します。
●キャンペーン対象店舗の要件
・吹田市内に事業所を有しており、商品、サービス等を消費者に提供する店舗であること。
・中小企業者（中小企業基本法第2条の規定に基づく中小企業者をいう。）であること。
・対象キャッシュレス決済事業者の決済手段を導入していること。
・新型コロナウイルス感染症防止対策を十分に行っている店舗であること。
※ 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく国・大阪府の要請に従わないなど新型コロナウイルス感染症防止

対策を十分に行っていない場合は、対象外とする場合があります。
※ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に関する法律で定める「性風俗関連特殊営業」、及び当該営業

に係る接客業務受託事業を営む者は対象外となります。
●キャンペーン期間：令和3年12月1日（水）から令和3年12月31日（金）
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況等により、中止又は期間が短縮されることがあります。
●キャンペーン概要
吹田市ホームページをご参照ください。
https://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-toshimiryoku/chiikikeizai/shoukougyou/_111430.html

【問合せ先】 吹田市都市魅力部地域経済振興室　商業担当
　　　　　 TEL：06-6170-2370　MAIL:sanro_s@city.suita.osaka.jp

吹田市　キャッシュレス決済ポイント還元事業
事業者向け説明会のご案内



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

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

発行所　吹田商工会議所 　吹田市泉町2丁目17番4号　TEL 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。）


