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「ただいま」の時に毎日出会うお気に入り
のアプローチや小物で飾った物語のある
花だん。家に帰るのが楽しくなるような
ウエルカムガーデンは住む人のココロを映し出します。近頃では
ウッドデッキにテーブルとイスをセットして普段と違う雰囲気で食
事を楽しむ「アウトドアガーデン」や週末は庭に張ったテントで寝る
「庭キャン」家族も。そんなシーンの演出に、遊び心をプラスする
ガーデンデザインココロの河津秀巳代表
（自宅、ピザ焼き窯の前で）
。
５年前から毎日放送「せやねん！」の人気コーナー「スマイル
工務店」に監修として出演。視聴者がサプライズで自宅の庭を
大改造し、家族へプレゼントするという企画とあって、１日でガ
ラリと変身した庭を完成させるためには豊富なアイデアと緻密な段取りが要求されます。
「出かけた
時と一変した憧れの庭の完成に、喜んでくださる姿や家族への想いを目にすると、毎回大変ですが
やって良かったと達成感が溢れます」と河津社長。監修する５社のうち「一番おしゃれ」と評判の
COCORO。
“遊び心が最後の仕上げ”と笑顔で話されました。
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北大阪商工会議所ではLINEにて公式アカウントを開設し
情報の発信をしております。
補助金や
支援金の
ご案内

国・府・市
からの施策
のお知らせ

各種セミナー
のご案内

展示会出展
企業の募集

（入会申込書の情報を基に、ご紹介の了解を得た事業所分のみ掲載しています）

事業所名

■

事業に役立つ情報は届いておりますか？
補助金等の申請には期限があり、素早く情報を収集し準備することが重要です。

■

事業拡大のお役立ち情報を見逃してはいませんか？
喫茶コーナー出店者募集等、販路拡大に向けた情報を発信中！

■

各種無料セミナーに参加して経営に役立つ情報を入手しませんか？
北大阪商工会議所では経営に役立つ様々なセミナーを開催しております。

営業内容
司法書士業務、不動産決済立合、登記業務、相続法務

枚方市三矢町

早生そろばんゼミ

そろばん教室

枚方市岡本町

浜ケミカルズ㈱

特殊洗浄剤の開発・販売。それらに付随する商品や設備の販売

寝屋川市寝屋

kotonoha

パーソナルカラー、ロゴ・看板・HP等のカラーコンサルティング

寝屋川市上神田

㈱G-free

弊社は換気扇事業に特化した地域密着型の工務店を目指します

枚方市南船橋

かいぎしょ
Sun

•

４

５
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18
25

ご登録は無料ですので今すぐQRコードを読み取り、お得な情報をGETしてください。

案内板
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15 ⃝（木曜会）例会 16
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21
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23

26

27

28

29

30

⃝正副会頭会議
⃝常議員会

専門家が
がどんな相談にも
にも 費用

無料!

相談内容

相

談

要予約
日

お問い合わせ

1

北大阪商工会議所 中小企業相談所
TEL：072-843-5154

10
⃝（青年部）定時総会
⃝（青年部）定時総会
第２部
⃝
（ゴルフ同好会）
４月度コンペ

17
24
•

TEL 072
（843）5154
TEL 072（843）5157
TEL 072（828）5151
TEL 072（892）6700

間

担当相談員

法

（火）
・27日
（火）
律 （於：枚方市駅前事務所） ４月13日

午後２時〜４時

弁

護

士

門 前 武 彦 先生

法

律 （於：寝 屋 川 支 所 ）

午後２時〜４時

弁

護

士

松本

午後１時30分〜３時30分

税

理

士

道 廣 裕 子 先生

４月21日
（水）

勉 先生

務 （於：枚方市駅前事務所）

随

時

特定社会保険労務士

植 田 直 美 先生

特 許・ 商 標 （於：きらら事務所）

随

時

弁

士

中 川 信 治 先生

経 営 一 般 （於：きらら事務所）

随

時

中小企業診断士

須 﨑 保 弘 先生

労

金

融※

〈公庫・国民生活事業〉
LINE

Sat

お気軽にご利用下さい
時

（水）
・28日
（水）
税 務・ 経 理 （於：枚方市駅前事務所） ４月14日

LINEアプリの「友達追加」から「QRコード」で
右のQRコードを読み取ってください。

３

9

きらら事務所 中小企業相談所
枚方市駅前事務所
寝屋川支所
交野支所

秘密
厳守

４月の専門相談・金融相談日

Fri

２

７

⃝商工会議所の専門経営相談をご利用下さい

ご登録方法

Thu

６

的確なアドバイス

《 LINE配信中のお役立ち情報一例 》

所在地

はがくれ司法書士事務所

•
上記お役立ち情報をいち早くお届けいたします。

２月28日受付迄受付順

（於：きらら事務所にて
オンライン相談）

毎週木曜日

会 議所ニュース

会 議所ニュース

北大阪 商 工 会 議 所
LINE公式アカウント開設!

▪ 新入会員ご紹介 ▪ 〜ご入会ありがとうございます〜

午前10時〜午後３時

理

日本政策金融公庫 守口支店（国民生活事業）
融資相談担当者

注意：※金融相談をご希望の方は決算書及び確定申告書類等の電子データが必要です。申込・問い合わせは指導課（072‒843‒5154）へ
◎枚方市駅前事務所へお越しの際、ビオルネ提携駐車場をご利用されると割引サービスがあります。
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■

一時支援金の給付申請
事前確認業務の受付について
北大阪商工会議所では、会員事業所様限定で
「登録確認機関」としての事前確認業務を受け付けています。

1
申請IDの
発番

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」
が支給されます。
一時支援金の申請にあたっては、申請前に登録確認機関による事前確認が必要になります。
北大阪商工会議所の会員様であれば、帳簿書類等の確認手続きが省略でき、電話での質疑応答のみでの
確認対応が可能です。
（※原則、2021年２月28日までに会員登録が完了している事業所様のみの対応といたします。
）

給付対象

※飲食店時短営業または外出自粛等の影響を示す証拠書類の保存が必要です。
申請時に提出は不要ですが、求められた場合は提出してください。
※地方公共団体から時短営業の要請を受けた協力金の支給対象の飲食店は、一時支援金の給付対象外となります。

給付上限
給付額

中小法人等：上限60万円

個人事業者等：上限30万円

給付額＝前年または前々年の対象期間の合計売上
－2021年の対象月の売上×３ヵ月

申請受付期間

2021年３月８日
（月）～ ５月31日
（月）

＜お問い合わせ＞

当商工会議所でご対応可能なのは、事前確認業務のみとなっております。
そのほか申請に関するご相談は一時支援金事務局 相談窓口へお問い合わせください。

・一時支援金事務局 相談窓口

TEL：0120-211-240／IP電話専用回線：03-6629-0479
（通話料がかかります）
※受付時間は、8時30分～19時00分
（土日、祝日含む全日対応）

・北大阪商工会議所
（会員事業所様を対象に事前確認業務を受け付けております）
TEL：072-843-5154
（枚方本所）

3

一時
支援金の
申請

一時支援金ホームページへアクセスする
一時支援金の申請用HP
(https://ichijishienkin.go.jp/)

一時支援金

2

仮登録（申請ID発番）するボタンを押して、電話番号、
メールアドレスを入力し、事業形態を選択して、仮登録する

3

入力したメールアドレス宛に本登録用メールが届いていることを
確認し、ログインID及びパスワードを設定すると、申請IDが
発番され、マイページが作成される

4

ホームページ内の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の
詳細について」及び「宣誓・同意書」をお読みの上、登録確認機
関に事前確認を依頼する
・北大阪商工会議所会員様は当所（TEL：072-843-5154）まで
ご連絡ください。

5

登録確認機関の確認を受ける
・電話による事前確認の際、申請ID、法人番号（法人の場合）が
必要です
・事前確認に要する時間は10分程度です。

事前確認
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た事業者※
で、かつ2019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%以上減少した事業者

申請から給付までの流れ ■

6
7

〔マイページ〕にて
基本情報 基本情報と、ご連絡先
売上額
入力すると、申請金額を自動計算
口座情報 【通帳の写し】をアップロード

必要書類を添付

会 議所ニュース

会 議所ニュース

事業者の皆さまへ

を入力

● 確定申告書類の控え

● 売上減少となった月の売上台帳等の写し

● 本人確認書類の写し など
※スマホなどの写真画像でも可
（できるだけきれいに撮影してください）

一時支援金の申請
一時支援金事務局で、申請内容を確認

※申請に不備があった場合は、メールとマイページへの通知で連絡します。

給付通知書を発送／ご登録の口座に入金
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亀廣

従来の精神科治療の常識を覆す、職域メンタルヘルスに特化したリワーク専門のクリニック。
「クスリに頼らない医療」とリワークプログラムを中心に、医師、作業療法士、看護師、
公認心理師が丁寧に治療にあたり、通常勤務ができるようになるまで復職後もフォ
ローアップを行っています。驚くのは、このクリニックの『５年後の再休職率が０％』と
いう実績（全国平均は47.1％）。
企業にとって従業員のメンタルヘルス対策は、今や経営課題のひとつとなっています。

精神科は、医師の
主観による診断!?
脳や身体の疾患の場合はCTや
MRIで診て疾患の様子が一目瞭
然ですが、精神科ではそういった
目に見える検査はできません。で
は、何をもって診断をしているの
かというと、実はほとんど「医師
の主観による診断」なのです。精
神科では、客観的診断が困難なの
です。一応診断基準はあります
が、結論から言うとこれも使えま
せん。ですから医師の勘だけが頼
りになります。ただ、人には無意
識の内に刷り込まれた思い込みと
いうものがありますから、自分の
主観による診断も、常に疑ってお
かなければなりません。それくら
い精神疾患というものは、診断が
あいまいなものなのです。あいま
いな診断に基づいて治療が行われ
た結果が、皆さんの健康や生活な
ど、ひいては人生そのものにも影
響を及ぼしているとしたら、どう
でしょうか。どこにも正解がない
世界。これが精神科治療の大前提
になります。
その患者さんに下した診断は正
しかったのか、行った治療は正し
かったのか。縦断的に変化を追え

ば、診断の適正さと治療内容の有
効性が判定できるはずです。私が
治療成績にこだわるのは、自分の
下した診断と治療内容の適正性を
検証するためでもあるのです。他
の科と同じで精神科においても診
断が違えば治療内容も大きく異な
ることになりますから、ファース
トインプレッションで誤診が生じ
ると、患者さんはいつまでたって
も良くならないわけです。常に自
分の勘を疑いながら診断を付けて
いくので、結果は気になります。
結果判定においても、自分の主観
だけの判断では、不十分ですの
で、その人が社会において関わっ
ている職場の上司や人事の方、ご
家族などのキーパーソンから情報
を得ながら総合的に判断していく
必要があります。精神科医療ほど
密室性の高い医療はありません。
しかし職域（会社内）は、必然的に
いろんな人の目が入るところで

す。治ったか、そうでないのかの
判断がとてもシビア。つまり「病
気が治っていないようでは職場に
来られたら困る」ようになってき
ました。このように社会的要請が
高まってきているので、我々精神
科医に向けられる目も自然と厳し
くなってきています。
だい
例えば、「大 うつ病」では休養
を促し、抗うつ薬の服用で、半年
もあれば寛解しますが、大半の患
者さんが「大うつ病」ではないの
で（当院では約2,000人中、大う
つ病はわずか２人だけ）、症状が
一見似ている「双極スペクトラム
障害」や「成人の発達障害の抑う
つ反応」の患者さんに「うつ病」
という誤った診断と、抗うつ薬を
漫然と与え続けていても治りませ
ん。誤った診断と治療では、治ら
ないどころか、薬物依存に陥る危
険すらあります。こんな状態で仕
事ができるわけがないのに、そう

聡

会 議所ニュース

会 議所ニュース

従業員の「こころの健康」を守る
枚方市駅近くに、心の病に悩む患者さんが全国から訪れるという心療内科があります。

5

ボーボット・メディカル・クリニック院長

1 「復職後再発率ゼロ」の心療内科医に訊く

Vol.

氏

日本うつ病学会双極性障害委員会フェロー、日本医師会認定産業医、NPO法人健康
都市活動支援機構理事。関西医科大学卒。2013年リワーク専門の心療内科ボーボッ
ト・メディカル・クリニックを設立。睡眠薬、抗不安薬ゼロ処方を実践し、薬に頼らな
い治療モデルを展開。漢方処方と多職種チーム医療を基軸としたリワークプログラム
を構築し、８年間で支援した復職者は200人以上に及ぶ。現在もなお、再発、再休職
率０％を維持している。30数社の企業、団体のメンタルヘルスの主治医として活躍。
講演も多数。精神保健指定医、日本精神神経学会認定精神科専門医、厚生労働省指定
研修指導医。

もしも、従業員が「うつ」と診断されたら、企業はどのように
関わっていけば良いのでしょうか。
ボーボット・メディカル・クリニック院長 亀廣 聡 氏に
心療内科の現状と復職された方への治療方法、職場の役割に
ついてお話を伺いました。

いう人たちが、いま、職場と休職
状態を行ったり来たりしているは
ずです。優秀な社員さんが職場か
ら長期離脱をされてしまい、会社
でお困りではないでしょうか。
産業医が気づいた
復職後の従業員の変わりよう
先日、ある巨大企業の常勤産業
医の先生が、当院での治療後復職
された患者さんの変わりようをご
覧になり、当クリニックのプログ
ラムを見学に来られました。復職
困難者の中には既に複数の病院に
行き、たくさん薬も飲みながら何
年間も復職できていないであると
か、休職・復職を繰り返し、もう
本当に深い沼から抜け出せなく
なっている方が大勢いらっしゃい
ます。その企業でも、何度も休職
し、いまだに欠勤状態を繰り返し
ている従業員がいると伺いまし
た。過去に入院歴もあり、大阪市
内のリワークプログラムも受けた
そうですが効果がなく、今まで
10年以上もずっと同じクリニッ
クに通院されているとのこと。こ
の熱心な産業医の先生は、「従業
員を現在通院中のクリニックか
ら転院させてボーボット・メディカ

ル・クリニックで治療を受けさせ
たい」とおっしゃいました。会
社としては、この人を辞めさせ
たくはないが、休み続けられるの
も困る。きっとここでなら根本的
治療が受けられると思うが、本人
は、入院治療もリワークも過去に
受けて、意味がなかったと思い込
んでしまっているのだと。まじめ
な患者さんほど、誤った診断のも
と誤った薬を飲み続けてしまわれ
ますから、治らないままに何年間
も受診を続け、大切な時間を無駄
にすることになります。
「とても難
しいケースですが、ここで治療を
引き受けていただくことは可能で
しょうか」
。その日、結果的に当
院の見学に６時間以上を費やされ
てお帰りになったわけですが、産
業医の先生のお気持ちが痛いほど
伝わってきました。
「職場のうつ」の再発率が
高いのはなぜか？
2017年の厚生労働省の調査に
よると、５年間にうつ病などの気
分障害で休職した人のうち、元の
職場へ復職した労働者の47.1％
が再発し、再休職しているという
ことが明らかになりました。当時

の日本経済新聞と毎日新聞の記事
によると、それぞれ「仕事量の多
さが問題」「職場のメンタルヘル
スに対する不理解が原因」と書か
れてあります。しかし、私は決し
て全ての要因が職場のせいだとは
思いません。当院では開院以来、
当院での治療プログラムを終了さ
れた患者さんの経過を追っていま
す。結果、５年再発再休職率は
０％でした。５年以上経過し、８
年間で見ても０％です。47.1％と
０％の違いを見れば、全て職場の
せいだとは言えないと思います。
新聞では労働問題という切り口で
したが、私個人的には、これは医
療問題だろうと考えています。精
神疾患の全てに対応できない医療
機関が存在するとは思えません
が、職域メンタルヘルス疾患は職
場との連携が必要ですし、労働環
境の把握なども含め「一般の会社
の内部事情」にある程度精通して
いることも必要です。
我が国での精神科医療は、主に
統合失調症治療を担ってきました。
また、歴史的背景より隔離収容主
義を中心とした統合失調症医療モ
デルが主流となって発展してきま
した。この医療モデルにおいては
うつ病をはじめとする気分障害、
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作業療法士によるリワークプログラムの様子

bio-medicine
oriented
habilitation
behavioral
occupational
therapy

クリニック名は「行動療法的アプローチによるリハ
ビリテーションと生物医学的知見に基づいた治療を
基軸に」という私たちのクリニカルポリシーを表現
したものです。

復職までのステップ
治療リハビリ導入期

維持期

復職準備期

復職後フォローアップ期

生活を安定させ症状の緩和を中
心にリハビリを行っていく時期

整えた生活リズムを崩さないよう
に維持し、プログラムで知り得た
知識を使って対処方法の実践を
行っていく時期

リハビリを続けながら、復職まで

復職後に実勤務や出勤訓練とフォ

認し実行していく時期

がら安定を図っていく時期

１.目標の確認
２.リハビリテーション
の開始

３.不
 調サインをキャッチで
きるようになる
（セルフモニタリング）

５.復職の検討
６.復
 職手続きの確認・
職場との調整

４.不
 調を引き起こさな
いための予防習慣

の具体的な手続きや準備等を確

７.復職可能の判定

ローアッププログラムを併用しな

８.リハビリ出勤
（軽減勤務）の開始

会 議所ニュース

会 議所ニュース

ボーボット・メディカル・クリニック

９.復
 職後のフォローアップ

～心身の健康を取り戻して復職し、
生涯働き続けられる社会を目指して～

とりわけ軽症と見なされがちな勤
労者のメンタルヘルス疾患を同じ
土俵で扱うわけにはいかず、精神
科医にとっては統合失調症の治療
こそが王道であり、社会的使命だ
と考えられてきました。隔離収容
による医療や、たくさんの強いク
スリを用いた治療結果が、「復職」
という繊細なゴールと相反するこ
とは容易に想像していただけるこ
とと思います。
当院が５年後の再休職率が
０％を維持できる理由
わ

け

当院は2013年に職域メンタル
ヘルスとリワークプログラムの提
供だけに特化した専門医療機関と
して開業し、今日まで一貫して職
域メンタルヘルスの諸問題だけを
扱ってまいりました。つまり、職
域メンタルヘルス疾患以外の治療
は行っていません。そうして多く
の患者さんを抱え込まないように
しつつ、一人ずつの患者さんの診
察時間にゆとりができるように工
夫をしています。当院では週に２
回、クリニックの説明会を開催し
ており、受診を希望される方は先
ずこの説明会に参加していただい
ています。そこでは、ケースワー
カーが当院の特徴や治療方針など
を説明し、納得された方にだけ予
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診の予約をしていただきます。別
日にケースワーカーによる丁寧な
予診を行います。また、遠方から
受診される患者さんにはメールや
郵便での問診票のやり取りも行い
ます。最近はZoomなども活用で
きるようになりました。東は東京
都や千葉県から南は沖縄まで、全
国から患者さんがお見えになりま
すので１回１回が真剣勝負です。
予診で十分に聞き取りまでを終え
た患者さんには、第１回目の医師
との面接（初診）へ進んでいただき
ます。
職場の問題を扱うわけですから、
初 診時には患 者さんご 本 人、ご
家族、そして職場からも同席を希
望されることが多いです。初診は
ケースワーカーの予診を除いて大
体３～４時間は時間をかけます。
ちょっと想像しにくいかも知れま
せんが、最長で７時間半の初診診
察となったこともありました。途
中でトイレ休憩を挟まないといけ
ないぐらい時間がかかることもし
ばしばです。初診では主に予診に
基づいた診断、治療内容について
説明をします。
そして患者さんや同席者からの
全ての質問にお答えします。こう
して納得していただいた上で当院
での治療を開始します。初診では
まだ投薬はしません。次の診察

（再び３～４時間）でやっと処方箋
を出します。処方箋を受け取るま
でに、少なくとも４回はクリニック
へご足労いただくことになりますの
で、患者さんもこちらも大変です。
当院は開業以来一貫して「職域
のメンタルヘルスケアと復職支援」
を開設目的としています。そのた
めに、この分野での経験豊富なプ
ロフェッショナルスタッフ（現在作
業療法士が２名、公認心理師が２
名、正看護師）を配置しています。
以上の様々な工夫によって職場復
帰や社会参加という明確なゴール
を持った患者さんのお手伝いが可
能となり、確実な実績を残すこと
ができていると自負しています。
治療成績を公表するのは何故？
残念ながら一般社会では、先ほ
ど例に挙げた会社のように以前か
らの慣習や、目に見えぬ不文律の
ようなものに縛られて、大切な家
族や従業員の受診先が決まってし
まうこともあります。まだまだ社
会の中で精神科や心療内科に対す
るスティグマ
（固定観念）
が存在し
ていて、専門科への受診を躊躇し、
身体科でお茶を濁されてしまって
いる例も少なくありません。受診
先を選ぶ上でもっと明確な指標が
あれば、患者さんが遠回りして大

切な時間やお金を無駄にしなくて
済むのではないでしょうか。
そこで、当院では治療成績の蓄
積と、それをホームページなどで
一般に公開することにいたしまし
た。誰もが予後が良く、最も効率
良く治療を行える医療機関にかか
りたいはずです。つまり、通院の
利便性や医師との相性も大切です
が、もっとも重要なことは治療成
績ではないかと。医療経済から考
えても、無駄に医療費を使い続け
るよりは、ずっと良いに決まって
いますから、今後も当院では治療
成績にこだわり、公表を続けるつ
もりです。
医療と職域の連携が
もたらす疾病征圧
（再発させないこと）
「病気を抱えての出勤状態（プレ
ゼンティズム）は、病気治療のた
めの欠勤状態（アブセンティズム）
の３倍もの経済損失がある」とい
うことを経営者の皆さまはご存知
でしょうか。会社を休むことで職
場に迷惑をかけてしまうと思うこ
とよりも、できるだけ早く治療を
開始することの方が、結果的に会
社の損失が少なくて済むことにつ
ながるのです。長年、治りきらな
いメンタルヘルス不調の方が職場

に出勤を続けても、周りの人がカ
バーをするのには限界がありま
す。そこを防衛するのも企業の力
になります。復職後もこれで大丈
夫だと思えるのには、最低、３年
から４年の歳月がかかります。
当院がビジネスパートナーと捉
えている対象者は、皆さま一般企
業です。職域メンタルヘルス治療
においては職場の協力がなければ
何事も進みませんから、患者さん
が復職後うまく機能するために、
職場でできる現実的かつ具体的な
対応をアドバイスしています。職
場復帰のタイミングでは、
（もちろ
ん患者さんの了解を得た上で）職
場からの様々な疑問にもお答えし
ています。個別事案に関する質問
にお答えすることも重要ですが、
先ずは総論的なことである疾病理
解をしていただくことは大変有意
義です。
当院では月に２回、職場向けの
セミナーを開催し、職場の側での
疾病理解を深めるお手伝いをさせ
ていただいています。
総論が理解できた上で、初めて
各論であるそれぞれの従業員さんへ
の対応が理解できるものなのです。
リワーク（職場復帰）は継続させ
ることが重要です。リワークは一
瞬では意味がありません。継続性
がなければ本当のリワークではあ

りません。診断書が出て、復職し
ましたという形さえ整えば、それ
がリワークだということになれ
ば、５年後の再休職率が47.1％
になってしまいます。どんな疾患
であれ、疾病征圧への社会的関心
が高まってきている現在、持続的
リワーク、持続可能な就労が大切
なキーワードになっています。今
こそ精神科医の力が試されること
になります。そして、それは「再
休職率が０％」でしか証明できな
いのです。一方で、サスティナブル
な結果を残すためには患者さんの
方にもそれなりの覚悟が必要であ
ることは言うまでもありません。
現在、既に30社以上の企業・
団体と当院が顧問契約を結び、契
約いただいた企業の方々には、十
分に時間をかけて他院では決して
できない質の高い医療サービスを
優先的に行っています。職域のメ
ンタルヘルスでお困りの会員企業
の皆さま、ぜひご相談ください。
❖「復職後再発率ゼロ」の心療内科医に
訊くは、不定期で掲載いたします。

心療内科リワークセンター
ボーボット・メディカル・クリニック
枚方市駅前ひらかたサンプラザ
１号館ビル内
TEL：072-861-5135
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伝統とモダンと革新のギフト商品見本市

改正高年齢者雇用安定法が令和３年４月から施行されます
（義務）

（努力義務）

65歳までの雇用確保

第２回

70歳までの就業確保

70歳までの就業確保措置を講じることが「努力義務」となったことに伴い、
再就職援助措置・多数離職届等の対象が追加されます。

高年齢者就業確保措置について
＜対象となる事業主＞
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度
（70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。
）
を導入している事業主
＜対象となる措置＞
次の①～⑤のいずれかの措置
（高年齢者就業確保措置）
を講じるよう努める必要があります。

① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止

京都インターナショナル・
ギフト・ショー 2021
当所会員事業所から10社 の共同出展

会 議所ニュース

会 議所ニュース

事業主・労働者の皆さまへ

「第２回 京都インターナショナル・ギフト・ショー2021」が３月10日（水）～11日（木）の２日間、みやこめっせ
（京都市勧業館）で開催され、当所からは10社が初の共同出展をいたしました。
同フェアには、京都の伝統産業から生まれ、伝承されてきた職人の技をモダンにアレンジした商品をはじめ、
デザイン雑貨、インテリア雑貨、ステーショナリー、アクセサリー、服飾雑貨、フォーマルギフト、食品ギフ
ト、お土産品、SP商品、OEM／ODM対応商品など多種多様な商品が集結しています。多くのバイヤーや企
業が足を運ぶ見本市となっていることから、当所ではバイヤーとのマッチングの機会の創出および商品知名度
の向上を目的に共同出展を企画いたしました。
会期中は、
「衣」
「食」
「住」
「法人ギフト」のカテゴリーに加え、京都ギフト・ショーならではの特別企画とし
て「技」に焦点をあてる「WAZA博」や、デザイン性の高い商品を集めた「雑貨かわいい食マルシェ」
「ACTIVE
CREATORS STORE」などの特別企画が多数開催され、多くの来場者で賑わいました。
◉ 当所からの出展企業 ◉

③ 70歳までの継続雇用制度（再雇用制度・勤務延長制度）
の導入
※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a. 事業主が自ら実施する社会貢献事業
b. 事業主が委託、出資（資金提供）等する団体が行う社会貢献事業

※ ④
 、⑤については過半数組合等の同意を得た上で、措置を導入する必要があります（労働者の過半数を代表する労働組合
がある場合にはその労働組合、そして労働者の過半数を代表する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の
同意が必要です。）。
※ ③～⑤では、事業主が講じる措置について、対象者を限定する基準を設けることができますが、その場合は過半数労働組合

等との同意を得ることが望ましいです。

〈枚方市〉

〈枚方市〉

〈枚方市〉

〈寝屋川市〉

野点用BOXと共にティータイム

環境にも私にもやさしいヨシ糸

森を守る豊かな味わいの珈琲

アクテック(株)

(株)アトリエMay

里山カフェ

新しい包装技術を
活かした生活雑貨

〈寝屋川市〉

〈寝屋川市〉

〈交野市〉

(有)ショクホー
〈大阪市〉

※ 高年齢者雇用安定法における「社会貢献事業」とは、不特定かつ多数の者の利益に資することを目的とした事業のことです。
「社会貢献事業」に該当するかどうかは、事業の性質や内容等を勘案して個別に判断されることになります。
※ bの「出資（資金提供）等」には、出資（資金提供）のほか、事務スペースの提供等も含まれます。

厚生労働省 ・ ハローワーク
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世界で一つのオリジナルギフト

梱包・パッケージの課題を解決！

季節と地域を包んだ生ぎょうざ

こだわりの生梅からしを食卓へ

お絵かき水筒®
(有)曽田印刷

富士パッケージ(株)

(株)原田食品

あかふじ屋

〈大阪市〉

〈京都市〉

ライフスタイルの新習慣を提案

花と書のコラボレーションギフト

コム・ラボ(有)

花伝書
Flower&Calligraphy

（交野はらだや）
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令和３年度

大阪府社会保険協会からのお知らせ

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！～

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

定

員：60名～120名 ※申込多数の時は抽選

講

師：社会保険労務士

一般財団法人 大阪府社会保険協会

3,500円（各講習会）

詳しくは、協会ホームページを

大阪府社会保険協会

〒550-0003 大阪市西区京町堀１-３-13 辰巳ビル２Ｆ
電話：06-6445-3013

マル経融資 のご案内

無保証人
低 金 利

ご利用の
手続き

ご相談
お申込

推薦

ご融資

商 工
会議所

日本政策
金融公庫

この制度は、小規模事業者の経営改善が促進されるよう設けられたもので、多くの事業所で活用されております。融資は、商
工会議所の経営指導を受けて経営の改善をしていこうとする方に、商工会議所の推薦により、保証人も担保も不要で、しかも
低金利で日本政策金融公庫から貸し出されるものです。

【 一般枠 】
融資額

2,000


万円以内

融資
期間

７年以内
設備資金10 年以内
運転資金

【 新型コロナウイルス対策別枠 】
利率

北大阪商工会議所 中小企業相談所へ
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年利

1.21%

（令和３年３月１日現在）

融資額

別枠で

TEL
（072）843-5154

1,000 万円

（条件有り）

利率

「仕事が面白い、職場が楽しい、会社が
好きだ」そんなことを子どもたちの前で
堂々と語れる大人を増やそう。私はこうし

た思いで、組織変革や人材育成のお手伝い
を続けてきました。
仕事なんて面白いことばかりではないけれ
ど、自分たちが生み出したものが誰かの役に
立っていると思うと頑張れる。職場だって人

間関係で悩むこともあるけれど、良い仲間に
囲まれていて幸せだと思う。会社だって有名
な会社とはいえないけれど、ここで働いてい

ることに感謝しているし、誇りに思っている。
こういった感情に包まれた会社では、人は主

ところがここに来て、これまでとは異な
る難しい状況が生まれています。それは新
型コロナウイルスで物理的距離感が広がっ
たことが、心理的距離感に影響を与え始め
ているということです。今まで会社にいて
時間と空間を共有していれば、それだけで
つながっていると感じていたものが、職場
に行ってもみんなが一定の距離を保って働
くようになり、どこかで遠慮が生まれてし
まう。気付くとみんなが黙って、目の前の
仕事をこなすだけになる。中には在宅勤務

小規模事業者経営改善資金融資制度

無 担 保

組織 をつくる

体的になり、自発的な連携が生まれ、組織の
力が発揮される。実際にそんな変化を目の前
で数多く見てきました。

後藤田 慶子氏・山口 介衣子氏・高田千春氏

お問合せ・申込先

がつながる

年利

0.31 ％ ・当初３年間の特別利率

（令和３年３月１日現在）

・利子補給が実施される予定

※ご利用いただける方の対象など、 詳細はお問合せください。

になり、かえって仕事がはかどると喜んで
いる人もいれば、ますます孤立して閉じこ
もる人も出てくる。気付けない、自分から

関われない人たちばかりになる。
こうした状況が続くと、今までの働き方
に疑問を持ち始める人も出てくる。
「私た
ちは本当に仕事や職場の仲間、会社とつ
ながってきたのか」
「こんな時だからこそ、
仕事のため、仲間のため、会社のために頑

つながりを問い直す

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。

人

会 議所ニュース

会 議所ニュース

一般財団法人

張ろうと、心から思えているだろうか」
「自
分がここで働く意味って何だろうか」と。
大切なのはこうした素直な不安や疑問を出

し合い、対話できる関係性があるかです。
組織力は、個人力の足し算で決まるので
はなく、個人力とつながり力の掛け算で決
まります。個々人の力をつないでいく時、
情報的つながりだけでなく、感情的つなが
りが重要になります。なぜなら、感情的な
つながりがなければ、心の中にある本当の
悩みや課題、その先にある期待や思いが出
てこないからです。お互いの感情に寄り添
い、知恵を出し合い、思いを重ねた時、組

織の力が発揮されるようになります。
あらためて、
「つながる」という言葉の
意味を問い直してみませんか。私たちはこ
うした環境の中で、これからどのようなつ
ながりを組織の中につくっていけばよいの
でしょうか。そんなことをこのコーナーを
通じて、一緒に探究していただけたらと思
います。

ジェイフィール

代表取締役

高橋克徳

◇ 高橋克徳／たかはし・かつのり
野村総合研究所、ワトソンワイアットを
経て、ジェイフィール設立に参画。2010
年より現職。13年より東京理科大学大学
院イノベーション研究科教授、18年より
武蔵野大学経営学部 特任教授を兼務。榊
原清則氏、野中郁次郎氏に師事し、組織論、
組織心理学、人材マネジメント論、人材育
成論を専門とする。 特に、人と人との相
互作用が組織に与える影響、ダイナミズム
を研究し、組織感情、リレーションシップ
などの新たな切り口を提示し、組織変革コ
ンサルティング、人材育成プログラムの
開発などに力を入れている。08年に出版
した『不機嫌な職場（共著、講談社現代新
書）』が28万部のベストセラーとなり、そ
の後も数多くの書籍や講演活動を通じて働
く日本人の心の再生への動きをリードして
いる。
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YEG

YEG

せいしょう
◆ 青年部ニュース ◆

発行

北大阪商工会議所 青年部

広報委員会

http://kitaosaka-yeg.jp/

広報：様
 々なきっかけがあり役
職に就かれたと思います
が、それぞれの立場から
本年度、最も大変だった
事をお聞かせください。
南條会長(以下 南條)：
本
 年 度 は、 延 期 か 中 止
か。そういった会長とし
南 條 範 秀 会長
ての判断に非常に難しい
ところがありました。
柿丸次年度筆頭副会長予定者(以下 柿丸)：
決断を迫られる場面で南條会長が信念を曲げ

ることなく、決める所をしっかり決めてくだ
さったと思います。
広報：信 念を曲げないというお話があがりました
が、違った方向に行きそうになった時はどな
たが南條さんにブレーキをかけるのですか？
柿丸：ブレーキをかけるって(笑)。会長にはブレー
キがないですから...
私より加藤さんの出番ですかね！加藤さんは

気配りがすごくあります。南條会長にはそれ
が...
一同：(笑)
広報：加藤次年度会長と南條会長の繋がりについて
教えてください。
南條：もともと知り合いではなかったですし、接点
はありませんでしたが、次年度の会長を依頼
しました。
加藤次年度会長予定者(以下 加藤)：
私も全く知りませんでし

た し、 ど うし て 次 年 度
に私が、と思いましたよ
(笑)。
広報：加
 藤次年度会長と柿丸筆
頭の繋がりについても聞
かせていただけますか？
加藤秀継氏
 期委員長なんですよ〜(笑)
加藤：同
自分の次にバトンを渡すのにふさわしいのは

誰か、筆頭副会長(副会長の中で次の会長筆
頭候補)を受けてからずっとそういった目で色
んな人を見ていました。

13

柿丸：声
 をかけられたとき、来たなって思いました。
ZKKが北大阪に決まったことでゴール設定
がそこに定まっていたので、事前に準備して
受けさせていただきました。
広報：こ れからのYEGを担う委員長へ一言お願い
します。
加藤：委 員会メンバーの１年間のYEGライフをお
預かりする責任をしっかりと自覚し、皆さん
のYEG活動が充実したものになるよう精一
杯努めてくれるよう願います。
受けた役に対してどれだけ真剣に向き合って
いるのか近くで見えているからこそ、本音も
建前もなく、こうして欲しい、これは辞めて
欲しいといった事はありません。
自分のストライクゾーンを広げれば真剣に取
り組んでいる姿を見せていただける。
会から離れるということだけは無いようにし
ていきたいです。
私たちは皆さんの精一杯を願っていますし、
皆さん真剣に取り組んでくださっていると感
じています。
＜心＞は繋がっていたいと思います。
南條：できないというのは簡単。どうやってやるか
を模索するべき。
せっかく委員長が作った議案をどうしたらで
きるかを考えるのが会長。
やめておこう、ということをやるのがYEG。
加藤：例えば今年、どういったことが濃厚接触にあ
たるのか、そうでないとされるのか。
「こういう対策をすれば、濃厚接触に該当し

ないのではないか」ということを会長は熱心
に調べていました。
南條：それを調べ、会の開催などの判断基準にして
いましたが、それは会社にもまるまる当ては
まりました。
加藤：不安もありましたが、ひそかにその辺りを調
べていらっしゃったので参加することにしま
した(笑)。
柿丸：会長は努力しているのを見せないので、損し
ている部分があると思います。

翔

翔

〜2020年度から2021年度にバトンを渡す〜

青

青

第248号

広報：次年度に期待することは？
南條：次 年度にはぜひやりたい事をやって欲しい
ですね。
今年はやりたい事がやれない世界情勢だった
ので、来年は模索しながら新しい世界観でや
りたい事をやって欲しいと思います。
そして、次年度は間違いのない素晴らしい
方々にバトンを渡せます。
事業などの中で様々な経験ができるのが魅力

であり、YEGでは失敗してもいいと思います。
仮に自分の事業計画を作ったとして、20代
と30代では違ってきます。
ある程度の年齢を重ねた時に、試行錯誤を重
ねた結果を共有できる。
試さないといけないと思うと色々な事を考え
るし、そこから新しい創造ができる。
次年度も、今までの議事録が役に立たない全
く新たなゼロからのスタートの事案が多いと
思います。
まさに今年のスローガン、「創造する」が
ぴったりです。
柿丸：私 よ り 加 藤 さ ん、 加 藤
さ ん よ り 南 條 さ ん。 そ
ういう流れがあるので、
そ う い っ た 足 並 み を 揃
えて１年間を務めたい
です。
次 年 度 は 加 藤 さ ん の 補
佐をさせていただきな
柿丸 裕氏
がらその間に私は勉強
させてもらって、私の年度には会員サービス
や本会サービスを充実させるにはどうするか

を考えていきたいので、今の間に若い人の発
想を聞いてそれを吸い上げていきたいです。
今は南條さん、次年度は加藤さんのやり方に
ついて行きます。
南條：会員間の交流をより充実させたいです。
そして会員サービスなどをさらに充実させて
いただきたい。
北大阪のこれだけのメンバーがいるのでそれ
をブランド化して、北大阪ブランド力を生か
したいです。
広報：会長・副会長の皆さんがどんな人なのかわか
らず、話しかけることに気後れしてしまいが
ちですが、このやりとりを見て１人でも多く
のメンバーに親近感を持っていただけたので
はないかと思います。
「あの難しそうな人、こんなに面白い人だっ

たんだ！」とこの内容をみて知っていただけ
る、そんな発信ができればと思います。
今回を持ちまして、2020年度広報委員会の
青翔の役割は終了となります。次年度の皆さ
まへバトンを渡したいと思います。

北大阪商工会議所 青年部

会員募集
商工会議所青年部【YEG】は
次代の地域経済を担う
若手経営者の集まりです。

ご興味のある方は
こちらへ
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The NORTH 2021 April

The NORTH 2021 April

事例に学ぼう！競争力強化への道

税理士・公認会計士が語る！

ち

息
と
ひ

？
か
ん
せ
つきま

【グループ通算制度の概要①】

The NORTHの読者の皆様、こんにちは。公認
会計士・税理士の深堀雅展です。寒かった冬も終
わり、ようやく待ち遠しかった春が訪れましたね。
私は旅行でカナダのナイアガラの滝を見に行き
ました。アメリカからも見れますが、カナダから
の方が景色がいいとのことです。遊覧船に乗った
のですが、雨が降っていてあまりいい写真を撮る
ことができませんでした。トロント、モントリ
オール、ケベックと滞在しましたが、ケベックと
いう都市はフランスの交易都市でヨーロッパの中
世都市のような印象を持ちました。観光ガイドの
方が移住したとの話も納得がいきますね。
先月号では、令和２年度税制改正大綱による連
結納税制度の見直しについてお伝えいたしました。
今月号及び次月号では、新たな制度
（グループ通
算制度）の概要についてお伝えいたします。
1. 連結納税制度
連結納税制度においては、100％資本関係の内
国法人のグループ内で所得と欠損金を通算できる
という大きなメリットがありました。グループ内
の所得と欠損を通算することができるため、グ
ループ内の欠損を早期に生かして節税することが
できるという、いわゆる損益通算が最大のメリッ
トとなっていました。
しかし、全体を合算・相殺し、また一部の計算
項目についての配賦計算が行われる仕組みである
ため、税務調査等による修正・更正の際にも全社
再計算が必要となり、国税当局・納税者ともに事
務負担が増加しておりました。
そこで、今回の改正により、損益通算のメリッ
トを残しながら単体申告化するという抜本的見直
しが行われることになり、名称も「グループ通算
制度」に変更されることとなりました。

シリーズ「タネは身近に」

税理士

深堀雅展

3. 適用法人
適用対象となる法人は、親法人及びその親法人
との間に、その親法人による完全支配関係がある
一部の子法人に限られます。
グループ通算制度の適用法人は、親法人だけで
なく、子法人も法人税及び地方法人税の申告をす
る必要があります。なお、個別帰属額の届出書の
提出は不要になります。
また、グループ通算制度の適用法人は、法人税
及び地方法人税の申告を、電子申告により行う必
要があります。
4. 適用時期
連結法人は、特段の手続きなく、令和４年４月
１日以後最初に開始する事業年度からグループ通
算制度を適用することとなります。
なお、グループ通算制度へ移行しない場合は、
その旨の届出書を期限までに提出する必要があり
ます。この届出書を提出した場合は、令和４年４
月１日以後最初に開始する事業年度から単体納税
制度を適用して申告することになります。また、
最終の連結事業年度終了の日の翌日から同日以後
５年を経過する日の属する事業年度終了の日まで
の期間を経過するまで、通算親法人又は通算子法
人になることができません。
5. 連結納税制度とグループ通算制度の主な違い
連結納税制度とグループ通算制度の主な違いに
ついては下記の表となります。
連結納税制度

グループ通算制度

グループ
各法人
納税単位 親会社が連結申告・ 個別で申告・納税
連結納税
適用方法

申請による選択制

特段の手続き不要

損益通算

行う

行う

2. グループ通算制度の概要
修正・更生
グループ全体
原則、個別
グループ通算制度とは、完全支配関係にある企
業グループ内の各法人を納税単位として、各法人
が個別に法人税額の計算及び申告を行い、その中
次号では、グループ通算税制の損益通算の事例
で、損益通算等の調整を行う制度です。併せて、
を中心に解説いたします。
後発的に修更正事由が生じた場合には、原則とし
て他の法人の税額計算に反映させない
（遮断する）
仕組みとされております。
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「人手不足」と「働き方改革」は

生産性向上で ー その40
数値にあらざれば目標にあらず
―
―

平石経営研究所
経営コンサルタント

平石奎太

TEL：072-855-5410
E-mail：kei-hiraishi@nifty.com

シ リーズ

シ リーズ

と
ょっ

“数値にあらざれば目標にあらず” は「６シグ
・４Ｓ（整理、整頓、清潔、清掃）
マ」という改善手法を開発したGE社の改善改革
・作業規律（あいさつ、時間厳守の意識など）
の基本的な指導方針です。
・組織の活性化（燃える集団つくり）
組織には評価したいものを測定する方法が
・目標管理（PDCAを回す仕組みつくり）
必要である。測定できないものは変更できな
例えば４S
（整理、整頓、清潔、清掃）では、次
い。シックスシグマでは、組織が行う全てに
のようなチェックシートを用意しています。定期
関する実績値を算定するための “評価尺度” を
的に現場をチェックして〇×によって評価し、そ
使う。
の点数を目標に設定します。勿論これとて主観が
企業価値を測定することによってのみ、企
入りますが、改善前後の比較が評価できればよい
業 は 変 化 で き る の で あ る。 企 業 価 値 の 測 定
ので大きな問題はなく、数値化する利点がはるか
なしには、どこに自分たちがいて、どこに向
に大きいのです。
かっていこうとしているのかを知ることは不
３、４Ｓチェックシートの例（25項目から抜粋）
可能なのである。
（シックスシグマ・ブレイクスルー戦略より） （整理）
① 棚や小部屋、物の陰に不要物はないか
１、事務所からの質問「数値化ができない」
② 机の中に不要物はないか
改善活動がスタートして僅か２か月後の第１回
③ 個人もち事務用品は必要最低限か
目の検討会における介護施設の事例です。早くも
④ 机、作業台、ロッカーなどの上に不要物はないか
（ゴミ・汚れ）
・事故件数
（削減目標１/２）
が40％に
⑤ 古い掲示、破れ、汚れ、不整列はないか
・入院による空室日数
（目標ゼロ）
が50％に
⑥ 床や壁にゴミや汚れはないか
減少するという素晴らしいスタートを切ってい
⑦ 備品や什器にホコリやゴミはついていないか
ました。その中で “整理整頓” を目標に活動を開
⑧ 掃除用具は手近で便利な場所に置いてあるか
始した事務所グループから次のような対策が報告
(整頓)
され、同時に「目標の数値化ができない」との相
⑨ 図面、書類、事務用品等の置き場所は定め
談を受けました。
られているか
(計画した改善対策)
⑩ 図面、書類、事務用品等は取り出し易いか
・事務所棚の整理
⑪ 図面、書類、事務用品等の表示は分かり易
・事務用品の管理(ファイル、備品等)
いか
・保管文書の整理
⑫ よく使うものの順に近くにあるか
計画はこれらをスケジュール化したもので、報
⑬ 種類別に使い易く分類保管されているか
告の通り数値化ができていませんでした。これで
⑭ 収納庫、棚、書庫、書棚毎に管理担当者が
は大きな改善効果は望めません。実は立派な経営
表示してあるか
成績を上げている優秀な会社だったこともあり、
⑮ 移動、運搬、歩行の無駄のないレイアウトか
先を急いで事前の講義を殆んど省略して、ほぼ
ぶっつけ本番でスタートした結果でした。
以上のように、目標は徹底して数値で設定する
２、工夫して数値化する
ように工夫することが大事です。スポーツでは最
私はこの種の活動では、チェックシートを用意
後の瞬間までギリギリの死闘を演じますが、数値
して、その点数（〇の数）で数値化するようにして
目標があれば仕事でもそのギリギリの力が引き出
います。抽象的で数値化が難しい活動項目はいく
せます。
つかあります。例えば次の活動などがそうです。
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ひらかたをみんなで盛り上げる 2021年４月アプリスタート

地域ポータルサイト

アプリQRコード化 はじまりました

枚方市事業 ひらかたポイント事務局

市内を循環するポイントで地域経済活性を図ります

協力店募集中!!
使い慣れたスマホの端末での
操作で、直感的に行えます。
屋外イベントなどでも気軽に
持ち運べます。

枚方市の事業でポイントが貯まる！

特定健診
がん検診 等

ひらかたカラダ
つくりトライアル

高齢者
外出支援

子育て・健康講座
教室等

高齢者免許証
自主返納

ポイントを活用することでお店の売上に貢献します
売上構成のイメージ

導入前

原価

人件費

管理費

販促費

利益

導入後

原価

人件費

管理費

販促費

利益

プラス

+ポイント

「ポイント」は割引や値引きといったお店の売上や利益を「マイナス」
せずに、お客様に「プラス」を還元し、お客様の満足度をアップさ
せるサービスです。

おりひめちゃん

寝屋川市のマスコットキャラクター

はちかづきちゃん

会員の皆様が知っている何気ない情報、地元の人に知ってほしいとっておきの話。
「まいぷれ」を使えばみんなに伝えられます。
それを知った誰かが、もっと街を好きになれるはずです。まいぷれは、地域に密着した情報をホームページでお届けしています。

で こんな情報発信しています

まいぷれ

〜 patisserie Carillon 〜
（パティスリー カリオン）

-----ポータルサイト活用について、感想をお聞かせください。
まいぷれニュースでは、季節に合わせた「季節限定ケーキ」
「焼菓子」などをご紹介しています。
イベントケーキの予約開始や締切の日程・お店のお休み・営業時間変更等「まいぷれニュース」で
随時発信しています。
生ケーキだけではなく、焼き菓子も大変人気です。季節のラッピングギフトやお中元・お歳暮な
ど、きちんとしたい贈り物もたくさん取り揃えております。
皆様のお越しを、スタッフ一同心よりお待ちしています
-----patisserie Carillon 本田様 お声を聞かせて頂きありがとうございました。

LINEからのニュー ス投稿機能のお知らせ
★

交野市産業PRキャラクター

名
称 patisserie Carillon
（パティスリー カリオン）
電話番号 072-854-0555
住
所 〒573-0084 枚方市香里ケ丘3-11-1-102
定 休 日 月曜
（祝日の場合は翌火曜）
営業時間 10：00～19：00

スマートフォン型端末で簡単操作！

QRカード

ひこぼしくん

-----香
 里ケ丘の可愛いケーキ屋さんpatisserie Carillon（パティスリー カリオン）様をご紹介いたします。
四季の表情豊かな香里ケ丘けやき通り沿いに、2009年秋オープンいたしました。
カリオンとは、ヨーロッパの教会や時計台にある大きな鐘のことです。
美しく響き渡る鐘の音のように、大好きな香里の街にお菓子のおいしさをお届けできれば…と
思っています。『安心でおいしいお菓子作り、そしてお客様がわくわくする楽しいお店作り』を
モットーに、日々のメニュー作りやイベント企画にも力を入れています。ホールケーキが常時
10種、ショートケーキは25種、ロールケーキ、パイ、シュー、プリン等、品数も豊富に取り揃
えております。

さまざまな業種のお店や事業者同士で、相互送客で地域経済を循環

QRコードシール現行ICカード裏面

枚方市産業振興キャラクター

お 知らせ

お 知らせ

まい ぷれ 通信

ひらかたポイントNEWS

ひらポ事業の現状

★

3,819万ポイント活用
してください。

※2021年３月１日現在

■ 利用者保有ポイント総数
約3,819万ポイント！
■ カード保有者数
約109,207名
■ 利用者登録数
約55,210名！
■ 協力店舗
（契約）
数
約316店舗

「ひらかたポイント」は枚方市の運営するポイントサービスで、北大阪商工会議所情報センターが
「ひらかたポイント事務局」として活動しています。

LINEからニュース投稿が出来るようになっています。今
まで以上に手軽にニュース作成と投稿が出来るようにな
りましたので、ぜひご活用ください！

イチオシ特集・掲載募集

掲載無料！！

⃝ニ
 ュース記事の写真が５点まで可能です。
登録した写真が入れ替わり表示されます。

https://hirakata.mypl.net/shop/
00000335234/news?d=1914987
（patisserie Carillon 様のニュース記事）

⃝プレゼント特集
（ご提供頂ける事業所募集中）

今月のニュースキーワード予報
まいぷれニュースやSNSでの発信にお役立て下さい。

⃝新生活がスタート！

【おすすめキーワード１】
お祝いのプレゼント‥新生活に最適！家具など

入社・入学・転勤など、新生活を迎えるにあたり新しい環境へ踏み
出し、新生活に必要な文具・雑貨・食器・衣料品・家具・その他消
耗品などの需要が高まります。

【おすすめキーワード２】
新年度・新会計年度・新入学・入社式・エイプリルフー
ル・インテリア月間・河川美化月間・国際子供の本・あん
ぱんの日・ヘアカット・春の全国交通安全・花祭り・建具
の日・インテリアを考える・よい子の日・女子マラソン・
よい夫婦・よい風呂・ゴールデンウィーク・緑茶週間・
おもちゃ週間・行楽準備品！
お出掛けにぴったりな便利グッズ。
おうちで外食気分を楽しめるテイクアウトなどのご紹介。
https://hirakata.mypl.net/inquiry/entry?fid=923

地域ポータルサイトでは、プレゼントコーナーを設けており、プレゼ
ント提供を頂ける事業所様を募集しています。コーナーでは、屋号と
事業内容を詳しく無料掲載させていただきます。
https://hirakata.mypl.net/article/present_kitaosaka

地域ポータルサイト「まいぷれ枚方・まいぷれ寝屋川・織姫ねっと」掲載のご連絡をお待ちしております。

本制度は枚方市民が健康、長寿、子育てなど市の事業に参加するとポイントが付与されます。在勤・在学の方でも市の事業以外で利用する
ことができます。市内協力店でのお買い物100円に付き1ポイントがたまります。貯まったポイントは協力店でのお買い物1ポイントに付き
1円としてご利用いただけます。

ひらかたポイント協力店の最新情報はWEBから！サイトではひらかたポイント協力店の情報などを随時発信しておりますのでチェックしてみてください！
ひらかたポイント事務局：枚方市岡本町７番１号 枚方ビオルネ５階 TEL：072-841-0001
（平日10：00～17：00）
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【お問い合わせ】北大阪商工会議所 まいぷれ事務局 （TEL/072-841-1200：メール/mypl@kocci.or.jp）
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【協会けんぽからのお知らせ】加入者・事業主の皆さまへ

令和３年２月分
（３月納付分）
まで

令和３年３月分
（４月納付分）
から

10.22％

健康保険料率

10.29％

1.79％

介護保険料率

1.80％

40歳から64歳までの方
（介護保険第2号被保険者）は、健康保険料率と介護保険料率をあわせた率となります。

皆さまのご理解をお願い申し上げます。
インセンティブ制度とは…？

なぜ都道府県によって健康保険
料率が違うのでしょうか？

５つの評価指標に基づき47都道府県支部単位でラン
キングづけし、上位23支部の保険料率を引き下げる制
度です。

都道府県ごとの保険料率は、地域
の加入者の皆さまの医療費に基づい
て算出されています。このため、疾
病予防などの取組により都道府県の
医療費が下がれば、その分都道府県
の保険料率の伸びを抑えることにつ
ながります。
平成30年度よりこのインセンティ
ブ制度が導入され、令和元年の取組
結果が令和３年度保険料率に反映さ
れています。

つの評価指標

5

❶
❷
❸
❹
❺

特定健診等の受診率
特定保健指導の実施率
特定保健指導対象者の減少率
要治療者の医療機関受診率
ジェネリック医薬品の使用割合

加入者お一人おひとりの行動の積み重ねが、皆さまの
健康維持と医療費の伸びを抑えることに結び付きます。
ご理解とご協力をお願い申し上げます。

月２回
（毎月第２・第４木曜日）

Kcci@ ビジマガ配信（北大阪商工会議所ビジネスマガジン）
お絵かき水筒R有限会社曽田印刷
セールスマネージャー
---事業内容をお聞かせください。

曽田博幸 様 をご紹介します

【お絵かき水筒】は弊社の登録商標で、今までありそうで無かった日本初の
プリントサービスです。弊社は８年前より円筒形プリントに特化した技術を
積み重ねて、５年前に【お絵かき水筒】サービスを開発・発表いたしました。
2016年に、クラウドファンディングで目標を達成することができました。
2017年には、ギフトショー大阪にてグランプリを授賞、その後、展示会出展
を重ねる度に企業様の販促イベントや記念品、幼稚園様の卒園記念品や、全
国の百貨店様、雑貨店様、ワークショップ主催者様でご採用頂けるようにな
り、テレビやラジオでも取り上げて頂いております。インスタグラムでも随
時発信させて頂いております。

お 知らせ

お 知らせ

令和３年3月分（4月納付分）から
大阪支部の保険料率が変更されます

ビジネスの最新情報・経営お役立ち情報満載

---【お絵かき水筒】誕生のきっかけ

【お絵かき水筒】は、ある雑貨店様がプレゼント企画で水筒全面に360度フチ
無で１本ずつ違う子供達の絵をプリントできる業者を探しておられたところ、
インターネットで弊社を見つけてご採用頂きました。その時に「業務の合
間にプリントできる業者を半年探してやっと御社にたどり着きました。」と
仰って頂き、そして納入させて頂いた際に、私自身が22年広告のお仕事をさ
せて頂く中で、納品時にこれほど喜んで頂いたことがないと思うくらい感激
されていました。
このプリントができるのは、「日本で御社だけですよ」とも仰って頂き、そ
の事が【お絵かき水筒】が誕生するきっかけとなりました。こんな時代だ
からこそ、子供達が描いた絵の持つ独特のほっこりとした感動を、いつもお
世話になっているおじいちゃん、おばあちゃん、いつも頑張ってくれている
パパ、ママに希望と勇気と元気を伝えたいと言う気持ちで開発いたしました。
取次販売店も募集しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

■
■
■
■

住 所 〒572-0839 寝屋川市平池町34番26号
電 話 072-800-5111(10：00〜17：00)
定休日 土・日曜、祝日、祭日
会議所会員 HP
https://www.kocci-member.jp/detail?id=363192

---kcci@ビジマガについてお聞かせいただけますか。
いつもメールマガジンを拝見させて頂き、様々な情報を事業に役立てております。
新型コロナウイルスの影響で、セミナー等は開催できない状態だと思いますが、開催時は情報お待ちしております。
---お声を聞かせていただきありがとうございました！

会員事業所様へ ビジマガや会議所情報サイトへの登録のお勧めをしています 登録無料
お問合せ 北大阪商工会議所 電話072-841-1200 北大阪プラザ

＜お問い合わせ先＞
協会けんぽ 大阪
全国健康保険協会
（協会けんぽ）
大阪支部
電
話 06-7711-4300
（自動音声案内）おかけ間違いにご注意ください
受付時間 午前８時30分から午後５時15分まで
（土・日・祝日・年末年始を除く）
〒550-8510 大阪市西区靱本町１-11-７ 信濃橋三井ビル６階
光熱費削減でお困りの皆さま
「冷凍サイクル」と言う科学の魔法で解決します！
〈事業内容〉

省エネルギー診断でエネルギーの「見える化」を
□
□
□
□
□

建設業の許可

省エネルギー診断
ヒートポンプシステムの設計・施工
冷凍・冷蔵設備の設計・施工
排熱・太陽熱システム設計・施工
氷蓄熱・給湯システム設計・施工

管工事業

大阪府知事許可（般-29） 第149150号

●

簡易省エネルギー診断実績 ●

千葉県市原刑務所
国立神戸視力障害センター
第一種フロン類充填回収登録事業者

大阪府知事

株式会社楠風エナジーシステム
19

第3714号

〒573-0152 大阪府枚方市藤阪中町11-30-103
TEL:072-850-3774   FAX:050-3737-5016
E-mail:customer@nanpu-es.co.jp
HP:http://www.nanpu-es.co.jp/
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お 知らせ

お 知らせ

S
43

20,300

00

15,000

25,800
枚方市尊延寺899-2

NV150AD DX
VF12

22,000

LDF-VR2E26

29,300

お気 軽にマイクロバスを使ってみませんか？
少人数での送迎や観光に…

各種送迎に…

旅行や観光に…

〈トヨタ〉ハイエースコミューター

〈三菱〉
ローザ

〈三菱〉
エアロミディ

定員14名

定員25名

定員24名

定期便契約承ります

有限会社 山口バス

0120‑84‑3306

〒571‑0074 大阪府門真市宮前町 ‑20
TEL：072‑881‑3306 FAX：072‑881‑3344
E-mail：info@yamaguchi-bus.jp

http://www.yamaguchi-bus.jp
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大阪メトロ

大阪メトロ

SAN ESU MOTORS

大阪メトロ
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会員限定

国難ともいうべき厳しい状況
あらゆる施策を活用して、
一緒に乗り切りませんか！

折込広告・広告掲載サービス

3,500会員にPRしませんか！

お 知らせ

お 知らせ

北大阪商工会議所

会報誌『The NORTH』は、北大阪商工会議所の皆さまをはじめ、官公庁や全国主要商工
会議所等3,600社・団体に送付しています。
会員企業の皆様に直接お届けしますので、企業・団体向けのPRに最適です。

肉の松阪サンプラザ店にテーブル個室が誕生

《こんなPRはいかがですか？》
◆ 自社PR・事業内容のご案内

◆ 新商品・新サービスのご案内

◆ 各種イベント、セミナー等のご案内

◆ 季節商品・各種宴会プランのご案内

広告チラシ同封サービス

営業時間
11：00〜14：30
17：00〜21：00

折込料金
（１種類あたり）
サイズ

印刷物・ノベルティ商品

制作キャンペーン
キャンペーン期間

2021年
企画

・ヒアリング ・ご提案

デザイン

印刷・納品

お気軽にお問い合わせください

＠9.5円（税込10.45円）〜

ダイコロ株式会社
大阪本社営業２課

ダイコロなら

83,600円

B4
（２つ折）

62,700円

A3（２つ折）

83,600円 125,400円

104,500円 167,200円 209,000円

広告掲載サービス

場所╱サイズ

１ページ

表紙裏

44,000円

背表紙裏

38,500円

記事中

28,600円

1/2ページ

1/4ページ

14,300円

7,150円

ご満足 いただけるデザインを提 案
地域密着 ならではのきめ細やかな対応

072-867-3436

https://www.daicolo.co.jp

大阪本社／〒573-1132 枚方市招提田近２-８ Tel.072-850-0771㈹ 東京支社／札幌支店／仙台支店／名古屋支店／広島支店／松山支店／福岡支店
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会員以外

A4

スクールアルバムで培った 高品質印刷

・撮影 ・編集 ・デザイン ・印刷 ・製本 ・配送

（例）チラシ／A4サイズ／片面カラー／1,000枚

41,800円

広告掲載料
（月額）

4 月1日～7月20日

企画からデザイン、印刷・納品までトータルにサポート！
！

B5

員

会

枚方・交野・寝屋川 エリア限定

など

※なお、会報誌に同封・掲載に際しては所内での審査が必要となりますので、あらかじめご了承ください。

お申込み・お問合せは

北大阪商工会議所 総務部 総務課

〒573-1159 枚方市車塚１-１-１ 輝きプラザきらら６階 枚方市立地域活性化支援センター内
ＴＥＬ 072-843-5151 ＦＡＸ 072-841-0173

ISO14001：2015 大阪本社・工場
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『エフエムひらかたFM77.9MHz』
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コマツ大阪工場

The NORTH 2021 April

提供

エコライフスクエア

40万

「コロナと大気汚染」
物質が激減していることが分かりました。ヨー
ロッパ全域で１万人以上の命が救われていると
いうことです。フィンランドの独立研究機関
「CREA」のレポートによりますと、先月１カ
月間でロンドンやパリ、ベルリンなどヨーロッ
パ各地での大気汚染レベルが大幅に改善してい
ます。交通量の激減や工場の操業停止で大気汚
染物質の二酸化窒素は去年の同時期に比べて
40％減、ディーゼル車などが排出するPM2.5
の値は１割減っています。研究機関は大気汚染
の改善によって先月のヨーロッパだけで、１万
1,000人の死亡を防いだと推計しました。中国
など他の地域を計算し、期間を拡大すればより
多くの命が救われていることになるだろうとし
ています。こういった報告の中で、環境汚染レ
ベルが減ったと言う事はアメリカでもなされて
いて、人間の活動が縮小することが環境の改善
に大きな効果を与えているということがこれで
わかった形になるわけなのです。
経済発展のために命を危険にさらしているの
は私たち自身です。これからを生きる子供たち
のためにも何を犠牲にしても開発、発展という
ようなそういった考え方が今、見直されていま
す。皆さんはどう思われますでしょうか。

※住民基本台帳法改正により、
総人口を表記しています。

新規求人倍率
3.1

399,327

枚 方 市

30万

2.9
2.7

2.59

2.5

191,564

20万

今回のテーマは、

今回は、世界で初めて、大気汚染が原因で亡
くなったと判断されたイギリスロンドンでの事
例についてお話しましょう。
昨年末、イギリスのCNNが報道した内容によ
りますと、2013年２月、ロンドンでぜんそくの
発作のために死亡した９歳の少女について、検
視官が大気汚染が死因だったと認定したのです。
検視報告書によると、死亡したエラ・キッシ
デブラさんは2013年２月、ぜんそく発作から
心肺停止を起こして病院に運ばれ、蘇生措置の
甲斐なく亡くなりました。エラさんは重いぜん
そくを煩っており、それまで３年にわたり、何
度も救急搬送されていたといいます。ここで注
目されたのが、エラさんが住んでいる場所の環
境です。
エラさん達が住んでいたのは、ロンドン南東
部ルイシャムの交通量の多い幹線道路のそばで
した。エラさんが亡くなったあと、母親らの申
し立てにより、死因を究明するための審理が行
われました。そして、死亡してから７年経った
昨年末、ロンドンの裁判所は、「エラさんは過
剰な大気汚染にさらされたことでぜんそくの発
作を引き起こして死亡した」と結論付けたの
です。
「大気汚染物質である二酸化窒素の量は、
エラさんの家の近くではWHO（世界保健機関）
が定めた基準を超えていた」ということです。
また、審理では「大気汚染がぜんそくを悪化
させることについて当局などによる情報提供が
不足していた」とも指摘されました。地元メ
ディアによりますと、
「大気汚染が死因」とす
る司法判断は世界初ということです。
新型コロナウイルスの感染拡大による都市封
鎖や外出制限により、ヨーロッパでは大気汚染

１月末の人口

207,763

182,291

2.3
2.1
1.9

10万

1.7

大阪

2.03

全国

1.5
1.3

総人口

男

女

1.1

1.35
管内

0.9
0.7

230,276

R２.８月

寝屋川市

20万
111,348 118,928

10万

世帯数

お 知らせ

お 知らせ

地域ラジオ局「エフエムひらかた」
（FM／77.9MHz）
の
パーソナリティー、久保有美です。
毎週日曜17時49分からと木曜12時30分から、
「コマツ大阪工場提供 エコライフスクエア」を放送しています。
身近な環境問題について一緒に考えてみませんか。

地域の統計

110,944

９月

10月

11月

12月

R３.１月

有効求人倍率
2.0

総人口

男

女

世帯数

1.8
1.6
1.4

10万

交 野 市

77,526

1.2
1.0

1.16
1.10

大阪
全国

0.8
0.6

5万

総人口

37,450

40,076

男

女

33,126

世帯数

0.66

管内

0.4
R２.８月

９月

10月

11月

12月

R３.１月

管内については原数値、大阪・全国については季節調整値

新規会員様を募集しております！
北大阪商工会議所では中小企業への経営支援や会員の皆様を様々にサポートするサービス
ビジネスチャンスの拡大のお手伝いをいたします
当所では、よりきめ細かく企業様をサポートするため、多くの事業所様へ会員ご加入を呼びかけており
ます。お知り合い、お取引先で会議所未加入の事業所様がございましたら、是非ご紹介ください。
また、すでにご入会いただいております会員様で、代表者の変更、事業所の移転、連絡先の変更等がご
ざいましたら、総務部（TEL 072-843-5151）までご連絡ください。よろしくお願いいたします。

※この内容は、令和３年２月28日、３月４日に「エフエムひらかた77.9」にて放送されたものです。
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エフエムひらかたへのお問合わせは

☎072-843-0081
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20

Mail：north＠kocci.or.jp

FAX：072-841-0173

TEL：072-843-5151

令和３年４月号

〒573-1159 枚方市車塚１丁目１-１ 輝きプラザ「きらら」６Ｆ 枚方市立地域活性化支援センター内

NORTH

発行所／北大阪商工会議所

The

田
十

体
B
田
（税込み）

徒
A
2021年２月27日～３月５日
㈱野村呼文堂 TEL.072-843-0221

C
尽
理

◎ リ ス ト か ら 漢 字 を 選 び、 空 い た マ ス
を埋めてクロスワードを完成させま
しょう。
◎ひとつの文字は１回しか使えません。
◎ 最 後 に、 Ａ 〜 Ｃ の マ ス に 入 る 漢 字 で
できる三字熟語を答えてください。

講談社

たけだ ・そううん

27

５
位

17

15

★こたえは下部

新潮社

ワクワクしてると
エネルギーが湧き水のように
溢れてくる。
ワクワクしよう。

19

目 門 棚 桜 畑
４
位

◇武 田 双 雲／

50

１９７５年熊本生まれ。東京理科大学卒業後、ＮＴＴに
就 職。 約 ３ 年 後 に 書 道 家 と し て 独 立。 Ｎ Ｈ Ｋ 大 河 ド ラ
マ「天地人」や世界遺産「平泉」など、数々の題字を手
掛ける。講演活動やメディア出演のオファーも多数。ベ
ストセラーの『ポジティブの教科書』のほか、著書は
冊を超える。２０１３年度文化庁から文化交流使に任命
され、ベトナム・インドネシアにて、書道ワークショッ
プを開催、 年にはワルシャワ大学にて講演など、世界
各国で活動する。近年、現代アーティストとして創作活
動を開始し、 年カリフォルニアにて、アメリカ初個展、
年アートチューリッヒに出展、 年には、ドイツ、代
官 山 ヒ ル サ イ ド フ ォ ー ラ ム、 日 本 橋 三 越、 大 丸 松 坂 屋
（京都店・心斎橋店）
、GINZA SIX、伊勢丹新宿
店にて、個展を開催し、盛況を博す。
公式ブログ「書の力」
： http://ameblo.jp/souun/
公式サイト： http://www.souun.net/
感謝 ： http://kansha69.com/
69

貴 貝
功 ¥1,034
浪川

分 甲 操 不 重

集英社

変幻自在 コロナが
高 山 正 之 ¥1,595
教えてくれた大悪党
３
位

証券会社が
なくなる日

品 八 手 山 合
バラク・オバマ ¥2,200
集英社

人新世の資本論 斎 藤 幸 平 ¥1,122
２
位

約束の地
大統領回顧録

賞
アンデシュ・ハンセン ¥1,078
新潮社

スマホ脳
１
位

高
定価
著者名
名
書
出版社

問題

ビジネス書
ランキング

☆漢字詰めクロスワードのこたえ：八重桜

