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障害者の明るい未来を目指して
社会福祉法人 さつき福祉会
 理事長　鴨井　健二 氏
　さつき福祉会は障害者福祉事業者として、日中事業所利用
者309名、グループホーム利用者100名、放課後デイ利用
者84名と、吹田市内の障害のある多くの方が利用していま
す。今回インタビューでは当会の理事長を務め、きょうされ
ん（旧 共同作業所全国連絡会）や大阪障害者センターの理事
も務めるなど幅広く活動されています鴨井氏に事業の成り立
ちや福祉にかける想いをお伺いしました。 理事長　鴨井　健二 氏
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―法人設立の経緯について教えてください。

作業所を立ち上げたきっかけは、在宅の障害のある

人や養護学校卒業生の『私たちも働きたい、話し合える

友達が欲しい』という声に応え、1975年に「父母の会、

親の会」の両会を基礎組織として、地域の方々のサポー

トを受けながらスタートしました。当時、養護学校 

（現在の特別支援学校） は少なく、学校卒業後の受け入

れ先も殆どありませんでした。そのため、困っている

当事者・家族がたくさんいたのです。この実情を何と

かしたいと思い、当事者・家族・関係者が集まって運

営が始まりました。

―事業の特徴と強みについて教えてください。

障害者施設の運営を行っています。障害のある方に

働く場を提供する作業所、地域の中でのくらしの場、

グループホーム、障害のある子どもたちに遊びを通じ

て学びや成長を促す学童保育、当事者やその家族など

が困った時に相談に乗る相談支援、家庭生活を支援す

る居宅介護、短期入所事業があります。

これらの事業を通じて、障害のある方々がいきいき

と暮らしていくための支援をしています。仕事を行う

ことや生活を営むことが大変な人たちにも元気を与え、

健常者と同じように生きていくためのお手伝いができ

ることです。また、福祉事業として運営しているので、

目先の利益にとらわれず、当事者の将来のことまで考

えた支援を行えることも強みだと思います。

― 職員のモチベーションを保つ秘訣を教えてください。

日々の仕事にやりがいがあり、モチベーションにつ

ながっています。利用者の多くは身体や精神、知的に

障害があり、コミュニケーションをとるのが難しい方

が非常に多くいます。私たちの仕事は日々の成果が見

えにくいという特徴もあります。ただ、障害の重い人

でも少しの表情の変化が見られた時は本当の喜びを感

じる瞬間です。職員からの働きかけによる利用者の変

化が、職員のモチベーションはもとより、利用者の発

達にもなっているのです。

―今後の取り組みについて教えて下さい

事業を始めてから「わたしたちのめざすもの」という

理念の基、様々な支援ができるように事業を広げてき

ました。利用者・家族の「夢をかたちに」する上で基礎

となっているのは障害があっても一般の方と同じよう

な生活を送れるようになることです。残念ながら、現

状では障害者が選べる暮らしが十分にできているとは

言えません。

今後は課題を一つ一つ克服しつつ、障害があっても

普通に暮らせる地域をめざして、新たな挑戦を続けて

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。

社会福祉法人 さつき福祉会
HP：http://www.satuki-fuku.sakura.ne.jp/index.html
（所在地） 〒564-0072 大阪府吹田市出口町19-1
TEL 06-6389-0614　FAX 06-6389-0627
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令和3年度　第2回通常議員総会を開催
令和4年度　事業計画と収支予算が決定！

3月29日（火）に令和3年度第2回通常議員総会を開催、令和4年度の事業計画（案）及び収支予算（案）の審議が行わ
れました。
　事業計画（案）は、基本方針を「組織レジリエンス（復元力）を高める」とし、重点事項には、
　　（1）コロナ禍における事業継続を支援する
　　（2）組織レジリエンス強化を支援する
　　（3）地域創生を後押しする
　　（4）事務局の組織レジリエンスを高める
を掲げました。そして、それらを実現するために実施する主な事業について説明しました。
　また、収支予算（案）は、改選期に伴い部会総会や会員大会の事業費の計上といった特記事項があることを反映さ
せ、単年度収入401，569千円、単年度支出400，234千円とする予算編成を行ったことを説明しました。なお、
会館建設積立金の新規繰入も折り込んでいます。
　提案された事業計画と収支予算は承認となり、新年度に向かってスタートしました。会員の皆様には、引き続き
倍旧のご支援、ご協力をお願いいたします。

役員・議員永年勤続の日本商工会議所表彰を伝達

　日本商工会議所から次の各氏が役員・議員永年勤続の表彰をお受けになられたため、議員総会に先立ち、
柴田会頭より日本商工会議所三村会頭からの表彰状を伝達させていただきました。おめでとうございます。

市川盛壽氏（勤続30年）、金子薫（勤続20年）、髙木久美子（勤続20年）、橋本徹也（勤続20年）、
毛利征一郎（勤続20年）

理財部会主催
吹田市用途地域等の見直しに伴う意見交換会を開催

3月23日（水）、当所理財部会主催で「吹田市用途地域等の見直しに意見交
換会」を当所にて開催しました。
　吹田市は今年、用途地域等の指定の見直しを図るべく、準備をしています。
そこで、吹田市都市計画室の大椋室長他職員さん5名に来ていただき、見直し
のスケジュール、見直しの方針等をお伺いした後、意見交換を行いました。6
月頃には見直し地区が決定し、地域単位
で説明会、パブリックコメントの募集が

行われるそうです。
　意見交換会には、理財部会員（不動産、金融関係の業種の方）を中心に20名
の方が参加されました。このコロナ禍で、2年以上にわたり各部会の事業は中
断しておりましたが、この理財部会の事業が部会活動再開の第一弾となりま
した。

令和3年度　第2回通常議員総会を開催
令和4年度　事業計画と収支予算が決定！令和4年度　事業計画と収支予算が決定！
令和3年度　第2回通常議員総会を開催

※役員・議員永年勤続の日本商工会議所表彰式※柴田会頭のご挨拶

理財部会主催
吹田市用途地域等の見直しに伴う意見交換会を開催吹田市用途地域等の見直しに伴う意見交換会を開催

理財部会主催
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令和4年度定期健康診断について
　吹田商工会議所では令和4年度の定期健康診断よりオプション検査項目に「NT-proBNP」を追加しました。この検
査は心不全や心筋梗塞など心疾患のリスク予測ですが、通常の採血で行う検査ですので追加時間なしに受診してい
ただけます。
　令和4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
で同封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同封の案内をご覧ください。

実 施 日 受付時間 実施場所 所 在 地
7/20（水）～7/22（金） 申込書参照 吹田商工会議所 吹田市泉町2-17-4

8/24（水） 9：30～12：30 山田ふれあいセンター 吹田市山田東1-28-9
※会場へは出来るだけ徒歩や公共交通機関でお越しください。

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

　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は2022（令和4）年6月まで延長されました。

『3つの特徴』 融資期間 融資限度額 延長期間
担保なし
保証人・保証料なし
低金利（0.33％）
※低金利は当初の3年間
　（利子補給の利用可）

運転資金
10年以内（据置3年以内）
設備資金
10年以内（据置4年以内）

1,000万円
★既存マル経融資とは別枠
★ 公庫等の既往債務の借換も
対象

2022年6月末まで

融資対象 融資要件 通常マル経融資の要件に加え、以下のコロナマル経融資に利子補
給制度を併用することで実質的な無利子化を実現

小規模事業者
※ 業種と従業員人数で判定し
ます

比　較　月 売上減少率 利　率
コロナマル経

（日本政策金融公庫）
最近1か月の売上または過去6か月の平均
売上と前4年のいずれかの年の同期と比較 5％減少 0.33％

利子補給制度
（中小機構）

上記借入を行った際、最近1か月、その翌
月、その翌々月の売上高または最近1か月
から遡った6か月間の平均売上高と前4年
のいずれかの年の同期と比較

・個人事業主
　└要件なし
・小規模事業者
　└15％減少

最長3年間の利
子相当額を助成
（実質無利子化）

※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。

令和4年度定期健康診断について令和4年度定期健康診断について令和4年度定期健康診断について

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

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

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
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知っておかないとまずい！手遅れになるまえに
インボイス制度解説セミナー

来年10月から消費税の仕入税額控除に関する制度として、インボイス制度（適格請求書等保存方式）が実施されます。
　インボイスの交付を行うことができるのは、適格請求書発行事業者に限られ、そのためには登録申請が必要とな
り、すでに昨年10月からその受付が開始されています。また、仕入先や発注先が免税事業者の場合は、仕入控除が
できなくなるなど、多くの事業者に影響があり、早めの準備が必要です。
当日は、大阪国税局長や国税局職員、近畿経済産業局職員を迎え、制度実施による事業への影響や制度開始まで

に準備しておくポイント、補助金の制度等を分かりやすくご説明させていただきますので、是非ご参加ください。
お申込はQRコード先のHPから出来ます。
◆日　時：2022年4月27日（水）13：00～14：40
◆内　容：（1）中小企業・小規模企業に関する施策概要について
　　　　　（2）インボイス制度について
　　　　　　 ①当面の課題について～インボイス制度を中心に～
　　　　　　 ②制度の概要について
◆場　所：大阪商工会議所　7階　国際会議ホール
◆料　金：無料
◆主　催：大阪商工会議所
◆共　催：大阪府商工会議所連合会

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中！

　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
求書発行事業者（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。

知っておかないとまずい！手遅れになるまえに
インボイス制度解説セミナーインボイス制度解説セミナー

知っておかないとまずい！手遅れになるまえに

インボイス制度解説セミナーHP

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中！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中！

吹田税務署からのお知らせ

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>
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事業を始めた経緯

　高校生の時に摂食障害になり、「食」や「栄養」について学びました。その際に
自分と同じように食べることに苦しむ人が罪悪感を抱かずに楽しむことができ
るスイーツや食事を提供したいと思ったことがきっかけです。栄養士、製菓衛
生士の免許を取得後、イギリスのアロマセラピストライセンスを取得したこと
で、体の内側と外側からの両方のアプローチができるような仕事に携わってい
きたいと思うようになり、今も様々なことを学んでおります

事業内容について

　商品開発やレシピ開発ですが、具体的には「店舗様への身体に優しいこだわ
り野菜を使った総菜やスイーツの卸販売」です。ベジタリアン、ヴィーガンの
方向けの総菜やスイーツの販売・自然食品店への卸業務や就労支援施設への食
事提供もしています。
　また、アロマセラピストとしての活動や料理教室業といったことも行ってい
ます。

今後の展開について

　コロナ禍でお休みしていた教室業やアロマ関係の仕事の再開も考えておりま
すが、将来的には自分の作ったスイーツや総菜を自身のブランドとして実店舗
で販売することを考えております。オリジナルブレンドのハーブティーの販売
の準備もしております。

新入会員インタビュー ATELIER CINQ SENS（アトリエ サンク センス）

事 業 所 名：ATELIER CINQ SENS
　　　　　　（アトリエ サンク センス）
代表取締役：冨山　正美 氏
事 業 内 容： 商品開発、ケータリング、菓子・パン製造、教室業 
所　在　地：吹田市古江台5丁目1-21-110号
HPアドレス：http://atelier-cinqsens.moon.bindcloud.jp/

〈新たにご入会いただいた事業所〉 （2022.2.1～2.28　部会別事業所名50音順）
部　会 事　業　所　名 所　在　地 事　　業　　内　　容

建　　　設 APO tech 吹田市江坂町 非常用発電設備点検・施工・販売
専門サービス（株）土企画 吹田市千里丘北 煎茶道の指導、お茶に関する事業等

サービス業

ATELIER CINQ SENS 吹田市古江台 商品開発、ケータリング、菓子・パン製造、教室業
（株）エッグクラブ 吹田市春日 インドアゴルフ練習場、ドローン教室

こんばらさん 吹田市原町 マジックパフォーマー（ステージマジック、テーブルマジッ
クなど）

なじみ屋 吹田市内本町 居酒屋

（株）REFLEXION 吹田市江の木町 音楽スタジオ、e-RIDEスタジオ（ロードバイク、バーチャル
トレーナー）経営

（特）建　設 UME電工（株） 箕面市萱野 住宅や公共施設等、建設物の屋内外電気設備の施行
（特）専門サービス 岡村音楽教室 大阪市東淀川区小松 ピアノ講師
※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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　宇宙空間、仮想空間をテーマとした映画で繰り広げ
られたサイエンスフィクションの世界が現実になりつ
つあるとの内容の記事・特集が、昨今、メディアで多
く取り上げられている。これは、グリーン化、デジタ
ル化のグローバルな社会・経済の変革の、コロナ禍も
加わった“潮流”の中で、現在の居住環境である「現実世
界」後の次の世界は何かが本格的に問われていることが
背景にあるといえよう。実際、最近注目されている
SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）など
のオンライン上に構築された、3次元の仮想空間やそこ
でのサービスのことを指す“メタバース［注1］”の「メタ」
は哲学の「形而上学」＝“metaphysics”が由来とされ、
さらにさかのぼれば、「自然学書の次の書」のギリシャ
語である“ta meta ta physika”のmeta（＝後に）が語
源とされている。この語源の通り、フェイスブックの
マーク・ザッカーバーグ氏が同社を「Meta」という社
名に変更したことに加え、マイクロソフトが大手の
ゲーム企業であるアクティビジョンを買収するなど“後
の世界（＝メタ世界）”と期待される仮想空間での主導権
を握ることを目指している。さらにスペースXのイー
ロン・マスク氏が民間ロケットの開発によって“メタ世
界”の候補である宇宙空間での資源開発、観光などのビ
ジネスの開拓を先導している。まさに現実世界の“メタ
世界”の覇権争いがグローバル企業によって繰り広げら
れているといえよう。
　上記の二つの空間は、熱狂的ないわゆる“ファン”層
だけではなく、世界中の多くの人々を引き付ける魅力
的な空間となる必要がある。「空間的な魅力」という点
では、宇宙空間は、体験するには訓練などの長期にわ
たる準備と数十億といわれている膨大な費用が必要で
あり、その割には宇宙ステーションの居住環境は地上
と比較して居心地が優れているとはいえず、「空間的な
魅力」は低いといえよう。ただし、地球の環境負荷を低
くするようなエネルギーの開拓、観光などのビジネス

を展開する上での「空間的な魅力」は高いのではないか。
これに反し仮想空間はAR（Augmented Reality＝拡
張された現実）またはVR（Virtual Reality＝仮想現実）
を実現するヘッドセットなどのシステム一式を装着す
れば一瞬で体験できるため、「空間的な魅力」は高い。
現状では、ARとVRシステムが重く、解像度も粗く、
人間の五感の全部を満たさないという課題を抱えてい
る。
　その一方、仮想空間のビジネス面での「空間的な魅
力」は高まっている。例えば、「The Sandbox」に代表
される「ブロックチェーンゲーム」（ブロックチェーン
の技術を活用したデジタルゲーム）では、取得したアイ
テムやキャラクター、あるいはそれを生み出す場所（≒
不動産）が、NFT（非代替性のデジタルトークン）によっ
て値付けされ、電子市場などを経由することで、自由
に売買することができる仮想空間が構築されている。
デジタルコンテンツの保護が二次流通でも維持できる
ことから、情報財に適正な金銭的対価を消費者に求め
ることができ、経済成長に結び付く可能性がある。
　他方、仮想世界への憧憬（しょうけい）あるいは傾注
は、現実世界での諸々の不合理・不都合なことに対す
る現実回避主義的思考が根本にあることも否定できな
い。仮想世界と現実世界は表裏一体であり、現実世界
の社会・経済の構造が将来にわたり改善され続けなけ
れば、仮想世界の未来も明るくはならない。現実世界
を超越する“メタ世界”ではなく、現実世界を正しい方
向に導く地に足の着いた持続可能な“メタ世界”の実現
を切に望む。

［注1］「メタ（Meta）」と「ユニバース（Universe）」との造語。

『現実世界』の『次の世界』は 
 宇宙か仮想世界か

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

since1915

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 仲総合給食(株)

吹田市江坂町３丁目23-35
TEL 6384-6611／FAX 6384-0026

手作り
の味

●給食弁当
●団体予約弁当
●会席幕の内
●各種オードブル
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3月納会・卒業式例会が開催されました！

　令和4年3月9日（水）19時より、3月納会・卒業式例会が新大阪江坂東急REIホテルにて、新型コロナウィルス感
染予防対策を徹底し開催されました。
　吹田商工会議所本会の柴田会頭をはじめとする多数のシニア会員の皆様、そして多数の現役会員の皆様にご参加
頂く事が出来ました。
　本年度の締め括りの例会として、各委員会の委員長と各出向責任者から本年度の活動報告をして頂き、今後の青
年部活動の更なる活性化に向けて効果や反省点を会員一同にて共有致しました。
　また卒業式では青年部を卒業される12名の皆様より、今までの真摯な活動と熱い思いのご挨拶をして頂きまし
た。そして現役会員よりは卒業生へ感謝を伝え、祝福する事が出来ました。
　今後も吹田商工会議所青年部（吹田YEG）では、卒業生を含めた会員同士の絆を強め地域の活性化に貢献出来るよ
う活動して参ります。

　【卒業生】 明原健一さん、稲葉英基さん、大西宏明さん、奥長憲考さん、楠根早苗さん、嶋貫哲治さん、
　　　　　 武内隆之さん、竹内ひさ美さん、寺田 健さん、堀田 誠さん、前澤康裕さん、丸田和賀子さん

3月納会・卒業式例会が開催されました！3月納会・卒業式例会が開催されました！3月納会・卒業式例会が開催されました！青年部コーナー



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

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

□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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同感と共感の違いを明確に

　よかれと思って発したひと言が、相手を不快にさせ

てしまうことがあります。「そんなつもりはなかった」

と弁解したところで、残念ながら発した言葉は取り消

すことができません。また、悪意はないのに相手を傷

付けてしまうことほど不本意なものはありません。メ

ンタル不調を来す最大の原因でもある身近な人間関係。

ふとしたひと言が信頼関係を壊し、軋轢（あつれき）を

生んでしまうことのないよう、ポイントをお伝えした

いと思います。

　人は、誰しも自分の枠組みで物事を捉えています。

例えば人の話を聞く際に、自分の経験と照らし合わせ

「きっとこうに違いない」という枠組みの中で話を聞き、

発言してしまいがちです。さも分かったような気に

なって発言しやすいのが、「分かります」（同感）「きっ

と○○ですよね」（決めつけ）「こうした方が絶対によい

です」（指示）といった、相手を尊重していない自分本

位の関わり方です。さらには、「自分だったらこうしま

す」と自分の話にすり替えてしまいやすく始末に負えま

せん。相手の話を受け止めて、相手を尊重するには、

「私」目線でなく、「あなた」目線で関わることが重要で

す。「（私には）分かります」（同感）ではなく、「（あなた

が）そう感じるのですね」（共感）という意識を持つこと

です。

　特に、「あなたのためを思って」と前置きをするよう

な助言は、知らず知らずのうちに、相手がコントロー

ルされているような気持ちになります。伝えたい気持

ちが強ければ強いほど、こうしたことが起こりやすい

ので注意したいところです。表面上の会話で分かった

つもりにならずに、相手の気持ちに耳を傾けてしっか

り受け止め、「○○なんですね」と具体的に相手が話し

たことを言葉にして伝え返すことが大切です。余計な

言葉を付け加えずとも、そのままを受け止めることが

信頼関係を育みます。その上でこちらの意向を伝える

ことができれば、真に分かり合える関係を築くことが

できると確信します。

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、公認心理士
師、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。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5万人以上
を対象に講演・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！

本 社／大阪府吹田市中の島町2-26

℡ (06)6381-2626㈹
https://www.malony.co.jp/

お鍋はもちろん、サラダや炒め物、煮物など

あらゆる料理にお使いいただけます。
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健康保険料率・介護保険料率　変更のご案内
　協会けんぽにご加入の皆さま、令和4年3月分（4月納付分）から大阪支部の健康保険料率・介護保険料率は変更と
なります。

令和4年2月分（3月納付分）まで 令和4年3月分（4月納付分）から

健康保険料率

介護保険料率

★健康保険料と介護保険料は、労使折半となります。
★40歳から64歳までの方（介護保険第2被保険者）には、健康保険料率に全国一律の介護保険料率が加わります。

＜お問合せ先＞ 全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部　TEL 06-7711-4300

パソコン出張サポートを始めます
パソコンを買い替えたけど色々な設定がうまくできない等、パソコン関係でお困りの際に、吹田商工会議所の提携
事業所が出張サポートをいたします。
　ご依頼からの流れや料金体系は下記の通りです。詳細は同封チラシをご覧ください。

サポートについて
◆内　　　容……同封チラシのサポートメニュー表をご参考ください。
◆基 本 料 金……訪問1回（1時間6，600円　※税込・出張費含む）
◆1時間を超える場合は30分ごとにプラス3，300円
◆吹田市外の場合は相談となります（別途出張費がかかる場合があります）
◆提携事業所……吹田商工会議所会員事業所（8社）

健康保険料率・介護保険料率　変更のご案内健康保険料率・介護保険料率　変更のご案内健康保険料率・介護保険料率　変更のご案内

10.29％ 10.22％

1.80％ 1.64％

パソコン出張サポートを始めますパソコン出張サポートを始めますパソコン出張サポートを始めます

パソコンサポートへの依頼の流れ

①修理・設定依頼 ②依頼内容の伝達

④承諾書提出・支払い

③依頼内容の確認・承諾書

⑤結果報告

事業所 吹田商工会議所 サポート提携事業所 事業所

サポート提携事業所 吹田商工会議所
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個人・法人の情報漏えいリスクに備えるなら

情報漏えい賠償責任保険制度
～サイバーリスク補償型
●サイバー攻撃等の際の対応費用を手厚く補償
●見舞金・見舞品購入費用も補償
●海外で訴訟提起された損害賠償請求も補償（※1）
　  ※1プレミアムプランで対象となります。IT業務の遂行に起因する事故の場合には、保険適用地域は日本国内となります。

●商工会議所のスケールメリットと加入者ごとのセキュリティ状況を反映した保険料水準（※2）
　  ※2団体割引20%＋「割引確認シート（SECURITY ACTION自己宣言（IPA）の有無等）」のご回答に応じ最大60%割引＝最大68%割引まで適用可能

●IT業務も行う事業者向けオプションとして、「IT業務特約」もご用意
●「標的型メール訓練サービス」をご提供

サイバーセキュリティ対策が不十分な環境での作業が増え
情報漏えいリスクが益々高くなっています!

テレワークの
導入により…

! サイバーリスクは「すべての事業者」が抱えるリスクであり
経済的損失に備えることも重要な対策です !

機密情報の有無
にかかわらず…

!

テレワー
クの

リスクも

補償

本募集広告は、商工会議所会員向け保険制度の事務管理を行う有限会社石垣サービスが日本商工会議所の経営協力により作成したものです。

引受損害保険会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
損 害 保 険 ジ ャ パ ン 株 式 会 社
東京海上日動火災保険株式会社

共栄火災海上保険株式会社
大同火災海上保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社（事務幹事会社）

お問い合わせ先
各地商工会議所
商工会議所名簿日本商工会議所制 度 運 営

https://www.ishigakiservice.jp/商工会議所の
保 険 制 度 H P

●一部の商工会議所では、本制度を取り扱っていない場合があります。取り扱いの有無はお近くの商工会議所にご確認ください。
●本募集広告は制度概要を示したものです。詳しくは、お近くの商工会議所にご確認ください。
●商工会議所では、本制度のほかにも各種保険・共済制度を取り扱っております。詳しくは、お近くの商工会議所にお問い合わせください。

[専門事業者賠償責任保険]

全 国 商 工 会 議 所
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●商工会議所のスケールメリットと加入者ごとのセキュリティ状況を反映した保険料水準（※2）
　  ※2団体割引20%＋「割引確認シート（SECURITY ACTION自己宣言（IPA）の有無等）」のご回答に応じ最大60%割引＝最大68%割引まで適用可能

●IT業務も行う事業者向けオプションとして、「IT業務特約」もご用意
●「標的型メール訓練サービス」をご提供

サイバーセキュリティ対策が不十分な環境での作業が増え
情報漏えいリスクが益々高くなっています!

テレワークの
導入により…

! サイバーリスクは「すべての事業者」が抱えるリスクであり
経済的損失に備えることも重要な対策です !

機密情報の有無
にかかわらず…

!

テレワー
クの

リスクも

補償

本募集広告は、商工会議所会員向け保険制度の事務管理を行う有限会社石垣サービスが日本商工会議所の経営協力により作成したものです。
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お問い合わせ先
各地商工会議所
商工会議所名簿日本商工会議所制 度 運 営

https://www.ishigakiservice.jp/商工会議所の
保 険 制 度 H P

●一部の商工会議所では、本制度を取り扱っていない場合があります。取り扱いの有無はお近くの商工会議所にご確認ください。
●本募集広告は制度概要を示したものです。詳しくは、お近くの商工会議所にご確認ください。
●商工会議所では、本制度のほかにも各種保険・共済制度を取り扱っております。詳しくは、お近くの商工会議所にお問い合わせください。
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[専門事業者賠償責任保険]

全 国 商 工 会 議 所
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令和4年度　事業者向け給付金・補助金（市独自コロナ対策事業）

コロナ関連融資を利用している事業者に応
援金を支給
　融資利用事業者応援金

◆対 象 者： 4月1日時点でコロナ関連融資を利用している事業者
◆支 給 額：1事業者につき20万円
◆申請期間：5月16日～7月29日に郵送申請
◆問 合 せ：5月12日にコールセンターを開設予定

事業計画策定・設備投資を支援
　中小企業等チャレンジ補助金

◆補助金額：事業計画策定　上限20万円
　　　　　　設  備  投  資　上限200万円
　　　　　　※補助率はそれぞれ3分の2
◆申請期間： 12月23日までにエントリーシートをメールで提出

ホームページや動画の作成を支援
　中小企業ホームページ等作成事業補助金

◆補助金額：上限20万円（補助率2分の1）
◆対象経費： 自社HPや動画の作成にかかる市の登録作成事業者へ

の作成委託料

 ※いずれも市内に主たる事業所を有している中小企業等が対象です。

　その他にも、展示会出展や共同研究開発など、市内事業者向けの様々な支援制度があります。
　詳細は「新型コロナウイルス感染症に関する支援情報」のページをご覧ください。

　　【問い合わせ先】 吹田市 都市魅力部 地域経済振興室【316番窓口】
　　　　　　　　　 〒564-8550 吹田市泉町1-3-40　TEL：06-6170-7217　FAX：06-6384-1292
　　　　　　　　　 Mail：sanro_s@city.suita.osaka.jp

《従業員の皆さまの福利厚生にお役立てください》
吹田市勤労者福祉共済　入会募集中です！

　吹田市勤労者福祉共済制度は、従業員の福利の増進と企業の振興を図ることを目指して、市内の事業所と吹田市
が協力して、個々の事業所では実施が困難な従業員の福利厚生事業を行っています。

福利厚生って具体的にどんなことをしているの？
　結婚・出産時のお祝い金や永年勤続慰労金など慶弔金の給付、健康診断・宿泊等の補助や映画・スポーツ観戦
などチケットの斡旋も行っています。
費用はどれくらいかかるの?
　会費:入会金無し！月額　一人700円！ただし、350円以上は事業主負担です。

【問い合わせ先】
吹田市勤労者福祉共済事務局（吹田市役所 地域経済振興室内）
〒564-8550 吹田市泉町1-3-40
TEL：06-6384-1365　FAX：06-6384-1292
Mail：s_roudou@city.suita.osaka.jp

令和4年度　事業者向け給付金・補助金（市独自コロナ対策事業）令和4年度　事業者向け給付金・補助金（市独自コロナ対策事業）令和4年度　事業者向け給付金・補助金（市独自コロナ対策事業）令和4年度　事業者向け給付金・補助金（市独自コロナ対策事業）令和4年度　事業者向け給付金・補助金（市独自コロナ対策事業）

《従業員の皆さまの福利厚生にお役立てください》
吹田市勤労者福祉共済　入会募集中です！吹田市勤労者福祉共済　入会募集中です！
《従業員の皆さまの福利厚生にお役立てください》

詳細は勤労者福祉共済HP
をご覧ください

福祉共済キャラクター
キョーサイくん

会議所での健康診断の
受診も補助対象になり
ます。
まずはお気軽にお問い
合わせくだサイ！待っ
てます♪



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

－ －
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