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◎吹田のいいとこ見てきました！

　商店街に新しくできたお店を

 紹介します！

◎連載コラム 『経営のはなし』

 「コロナ禍（ウィズコロナ）における

 経営について」

◎吹田市商工振興施策について

etc

▼すいたエール商品券の販売・使用が始まりました！

▼空き店舗を活用して新たなお店がオープン

topicstopics

詳しくは

3ページを

確認してね！

吹田市
イメージキャラクター

すいたん
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吹田のいいとこ見てきました！

商店街の空き店舗を活用してできた 新たなお店を紹介します！商店街の空き店舗を活用してできた 新たなお店を紹介します！

吹田市内の商店街にある空き店舗を活用し、商店街の魅力向上と集客を図る目的で新たに

オープンしたお店を紹介します。これらのお店は、各商店街が「吹田市商店街等魅力向上促進事

業補助金」を活用して誘致した店舗です。

カジュアルな雰囲気の店内で

黒毛牛ステーキやワインを

リーズナブルな価格で楽しめ

るお店です。

ステーキ弁当などのテイクアウ

ト実施中です！

吹田市片山商店会 

住　　所：吹田市片山町1－5－10 ダイオービル1F

営業時間： ランチ  11：00～14：00（L.O 13：30）

 ディナー 月～木・日 17：00～22：00（L.O 21：30）

  金・土・祝前日 17：00～23：00（L.O 22：30）

電話番号：06－6821－1129

URL：https://gabutto.jp/

Go To EAT
対 象 店 舗

大阪府プレミアム
食事券 取扱店

『肉バル GABUTTO（ガブット）』

イオン吹田店近くに今年６月にオー

プン。可愛い店内ではピザを中心と

した食材にこだわった様々な石窯

料理やワインなどのお酒を楽しめま

す。

テイクアウトメニューも豊富です！

吹田市栄通り商店会

住　　所：吹田市昭和町10－24 竹寅ビル1F

営業時間： ランチ 11：30～14：30（L.O 14：00）

 ※日曜 11：30～15：00（L.O 14：30）

 ディナー 17：30～22：30（L.O 22：00）

 ※日曜 17：30～22：00（L.O 21：30）

電話番号：06－6381－8700

URL：https://www.ani-suita.com

Go To EAT
対 象 店 舗

大阪府プレミアム
食事券 取扱店

『ピザと石窯の小さなお店 Ani』
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吹田市では、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う消費に与える影響を緩和し、消費を喚起する

とともに商業者支援を目的にプレミアム率約43％の「すいたエール商品券」の販売・使用が始まり

ました。

全店舗用ステッカー（青） 中小規模店舗用ステッカー（赤）

「すいたエール商品券」の販売・使用が始まりました！「すいたエール商品券」の販売・使用が始まりました！

1. 発行総額：最大で1,408,000,000円

2. 発 行 券：1セットにつき500円券×20枚入り

 　（全店舗用券10枚、中小規模店舗専用券10枚）

3. 発行枚数：最大で2,816,000枚

4. 販売期間：令和２年11月17日（火）～令和３年１月29日（金）

5. 使用期間：令和２年11月17日（火）～令和３年２月28日（日）

6. 販売方法：事前に引換券を送付し、販売会場にて引換販売を行います。

1. 換金方法：口座振込（事前に登録された指定口座へ振込します）

2. 換金期間：令和２年12月1日（火）～令和３年３月31日（水）

 　（市役所の開庁日の午前9時から午後5時まで）

 　※期間を過ぎると換金できませんので、ご注意ください。

3. そ の 他：商品券の換金は、市役所本庁（泉町1-3-40）のみとなりますので、

 　ご注意ください。換金手数料はかかりません。

すいたエール商品券の取扱協力店を募集しています。

1. 対　　象：市内で店舗・事業所を営む事業者

 　（換金性の高いものを主に取り扱う業種は除く。）

2. 募集要項及び登録方法について：市ホームページにて公表しています。

　 登録に必要な各様式もホームページからダウンロードできます。

　 登録された店舗には取扱協力店ステッカーやポスターをお送りします。

吹田市
イメージキャラクター

すいたん

吹田市 都市魅力部 地域経済振興室　TEL 06－6170－2370（直通） FAX 06－6384－1292
すいたエール商品券コールセンター（月～金  9：00～17：00、祝日・年末年始は除く。）TEL 0570－052－58０
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２．来店を促す話題作り

（１）レジ前飛沫防止シートにプロが描くアートで

店内を笑顔の空間に

【佐賀県有田町・本町商店街】

佐賀県有田町の本町商店街では、店舗等のレジ

周りに飛沫防止のために設置されたビニールカー

テンに、アーティストが絵を描くプロジェクト「レジ

前おむかえアート」が、コロナ禍で疲弊した来店客

や店主の心を和ませている。

連載コラム 経営のはなし

使ったテイクアウト商品の販売や、テラス席を設け

て飲食等を促したりするなどの取組みが始められ

ている。

（２）期間限定でキッチンカーが出現。いつもより

ちょっと楽しい土曜日を！

　　「もぐもぐサタデー」開催中

【宮城県栗原市・六日町通り商店会】

宮城県栗原市の六日町通り商店街が、7月から11

月までの第3・4土曜日に、通りの一角にキッチン

カーを出現させる「もぐもぐサタデー」を開催して

いる。

これは、例年6月～8月に開かれる「くりこま夜

市」が、コロナ禍で中止となったことを受け、代わり

に企画されたもの。通りにキッチンカーを設置する

ことで、普段とちょっと違う雰囲気を楽しみに街に

出て来てもらおうとの狙いである。

新型コロナウイルスの影響は、消費者の行動や

意識に大きな影響を与えております。三密（密閉空

間、密集場所、密接場面）を避けた新しい生活様式

（新型コロナウイルス感染症対策を日常生活に取

り入れた生活）は、消費者には当たり前の行動とな

りつつあります。また、国からは、新たな生活様式

として、具体的に「人との接触を８割減らす10のポ

イント」が示されております。

コロナ禍にて厳しい状況にある店舗等の経営者

には、このような急激な消費者行動の変化に上手

く適用していく柔軟性が求められます。そこで、今

回は、コロナ禍において、状況を打破しようと試み

ている商店街や店舗での取り組みをご紹介したい

と思います。

■商店街での取り組み

１．三密を避けた賑わい創出イベント

（１）「ふちのべ街中テラス」―コロナで変わったイ

ベントのかたち

【神奈川県相模原市・にこにこ星ふちのべ商店会】

神奈川県相模原市JR淵野辺駅のJAXA（宇宙航

空研究開発機構）相模原キャンパス近くにある「に

こにこ星ふちのべ商店会」は、7月28日（火）、商店

街のアーケード下のスペースを使い、「ふちのべ街中

テラス」を開催している。

これは、新型コロナウイルス感染症の拡大により

売上が激減した飲食店等を支援するため、国土交

通省が６月に発表した“道路占有の許可基準を緩

和する緊急措置”を活用した取組み。この措置に

よって全国の商店街では、現在、商店街の通りを

アーケード下の空間を

活用したテラス席

キッチンカーのサイズに

合わせて空き地や駐車場に

出店。

インパクトのある車両が

通りをにぎやかに。

コロナ禍（ウィズコロナ）における経営について
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■ 筆者プロフィール ■

吹田市商業相談員　辻 紳一 氏

（中小企業診断士）

1969年生まれ。約20年にわたり情報シス

テムの企画・開発に携わり、2010年に中

小企業診断士登録の後、独立。専門分

野は小売業、サービス業、商店街活性化

支援。近畿圏を中心とした各地域で商業

活性化の登録専門家として活躍中。

＜コメント＞

「“問題の解決方法は、クライアントが

持っている”ことを常に意識し、“一期一

会”の気持ちをもって、“お客様との対

話”を心がける。そのような、お客様重視

の姿勢で支援いたします。」

◇◇◇  辻先生の商業相談  ◇◇◇

吹田市では商業の経営に関することについての相談

を実施しています。無料ですのでお気軽にご利用くだ

さい。

商業相談日

・庁内相談（市役所市民総務室 中層棟１階 105番窓口）

　　　　  …毎月第３木曜日 午後１時～午後５時

・庁外相談（巡回相談）

　　　　  …毎月第２・４木曜日 午後１時～午後５時

相談は予約制で、相談時間は３０分～１時間程度です。

相談を希望される方は地域経済振興室までご連絡く

ださい。

■店舗での取り組み

消費者の新たな生活様式で高まりつつある巣ご

もり需要に対応した飲食店の事例をご紹介いたし

ます。全国的に会社内での宴会や仲間同士の飲食

が自粛されていますが、社員同士のコミュニケー

ションは深めたいとのニーズは根強くあることか

ら、それを反映して部署内での宴会に対応したオー

ドブル宅配に人気が高まっております。

ある定食屋では、宴会用のオードブル料理の代

わりに、お一人様ごとのオードブル料理の提供を行

うことで、好評を得ることに成功しています。男性

や女性が好む食材を盛り付けたお弁当をお客様お

一人おひとりにご用意することで、食事の際には適

度な距離感が保てて、三密を避けながらの懇親会

が実現できているとのことです。また、参加できな

い方でもそのお弁当を持ち帰りできるので、廃棄ロ

スもほぼない状況となっております。

三密を避けなければならない。でも社員同士の

懇親は醸成させたいという、相反する顧客ニーズを

創意工夫により上手に解決された取り組みとなって

います。

最後に、現在、コロナ禍において売上の大幅な落

ち込みに苦しんでいる経営者は非常に多いと察し

ておりますが、このような時期だからこそ、創意工

夫による新たな取り組みへのキッカケに是非とも

繋げて頂ければ幸いです。

鷺宮商明会が早急につくった「おたす券」のフォーマット

伝統的な有田焼の絵柄が描かれた観光案内所（左）と

愛嬌のあるポップなイラストが楽しい飲食店のレジカウンター前（右）

参考文献・資料

厚生労働省HP「「人との接触を8割減らす、10のポイント」を公表
しました（新型コロナウイルス感染症）」より抜粋 2020年11月2日
アクセス
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00116.html

株式会社全国商店街支援センターHP「コロナ禍で頑張る商店街」
をもとに筆者にて加筆  2020年11月2日アクセス
https://www.syoutengai-shien.com/cat_common/com_covid19/

（２）前売りチケット購入で贔屓の店を応援しよう！

【東京都中野区・鷺宮商明会】

東京都中野区の鷺宮商店街（鷺宮商明会）では、

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による外出・

外食の自粛により打撃を受けている加盟店の窮状

を救うため、“応援チケット”が4月10日から販売さ

れている。

地元住民に贔屓の店を応援してもらおうと、前売

りチケット「鷺飲夜（さぎのみや）おたす券」の

フォーマットを作成し、同会加盟の飲食店など約

50店舗に提供した。「鷺飲夜おたす券」は、500円

チケットが10枚つづられたシートで、客は、贔屓の

店からチケットシートを購入し、使用期限中に好き

なタイミングでチケットを使い、その店で飲食を楽

しむことができる。シートの販売価格や使用期限

は、販売店が独自に設定できるシステムとなってい

て、割引したり、使用期限を無期限にしたりと、店

独自が工夫して販売している。
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蛍光灯安定器（業務用）

※その他エレベーター制御盤、Ｘ線発生装置、溶接機等に使われています。

詳細は下記にお問い合わせください。

コンデンサー

変圧器

※定められた期限内に処分をしないと罰則があります。

PCB処分期限まであと５ヶ月!!

古い電気機器等に使用されているPCBは、人体に有害で環境

汚染の危険があることから期限内の処分が義務付けられてい

ます。古い変圧器、コンデンサー、照明用安定器等をお持ちの

方はPCB含有の調査が必要です。

取引や証明に使われている計量器は、計量法により２年に１度の受検が必要です。本年6月に実施を

予定し、新型コロナウィルス拡大に伴い延期した定期検査を実施します。前回の定期検査を受けた事

業所には、指定検査日の２週間前に案内を送っています。前回以降に購入した事業所や、案内が届かな

い場合は市民総務室計量担当へ。

◇12月１日（火）＝千里丘市民センター ◇12月２日（水）＝内本町コミュニティセンター横車庫
◇12月３日（木）＝第五中学校 ◇12月４日（金）＝男女共同参画センター
◇12月７日（月）＝北千里地区公民館 ◇12月８日（火）＝交流活動館
◇12月９日（水）＝シーアイハイツ南千里（山田西1） ◇12月10日（木）＝市役所 

いずれも午前は10時30分～午後０時30分、午後は１時30分～３時30分。

対　象 ： 計量器を取引・証明に使っている事業所など。検査費用：実費。計量器の大きさや台数などに

　　　　より異なります。

問合せ ： 吹田市役所市民総務室 （TEL：6384－1354  FAX：6385－8300）

計量器（はかり）の定期検査計量器（はかり）の定期検査

連絡先：吹田市環境部環境保全指導課（産業廃棄物指導グループ）
 TEL 06－6384－1799（直通）  FAX 06－6368－7350
 https://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-kankyo/kankyohozen/sanpai/pcb.html

処理期限

高濃度PCB：令和３年３月31日

低濃度PCB：令和９年３月31日

確 認 届 出 保 管 処 理
まずは

市に連絡


