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▼チャレンジショップゆめちかをご紹介します！

市内事業者向けの支援情報等を発信しています。
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「ウィズコロナ時代を

生き抜く事業者を支援する

補助金制度について」

◎チェックしましたか？

事業者向け支援制度

新型コロナウイルス感染症の影響で掲

載内容が中止・延期・変更になる場

合がございます。イベント等の開催の

有無は市ホームページをご覧いただく

か、お問合せなどで確認してください。



吹田のいいとこ見てきました！

チャレンジショップゆめちか

「おうちごはんとおやつ Fu！」 好評営業中！

吹田市役所の地下で

　吹田市では、飲食店の開業を目指す個人を支援するた

めの施策として、市役所の地下 1 階にある喫茶室の跡地

をチャレンジショップゆめちかとして活用しています。チャ

レンジ期間は約 1 年間で、現在、７期生の店舗「おうちごは

んとおやつ　Fu！（フー）」が好評営業中です。

　ランチタイムには、毎日たくさんの人がお弁当を買いに

来られています。五島列島のうどんや調味料、身体に優し

い塩麹などを使った家庭料理（ごはん）と、ちょっと休憩で

きるおやつにドリンクメニューもございます。市役所にお

越しの際は、是非ともお立ち寄りください♪

カフェタイム　14:00 ～ 16:00

ランチタイム　11:30 ～ 14:00

11:30 ～ 16:00（L.O.15:30）

営業時間

月曜日～金曜日（祝・休日は除く。）

営業日

令和３年４月１日～令和４年２月中旬

営業期間

ランチタイム
■ 日替わり弁当 600 円

■ おかずのみ弁当 500 円

■ どんぶり弁当 500 円

■ ちょこっと五島うどん 200 円

　（店内のみ　限定 20 食）

カフェタイム
■ シフォンケーキ 400 円

■ ドリンク（珈琲、紅茶、ジュース） 300 円

■ セット 600 円

MENU 日替わり弁当

どんぶり弁当

シフォンケーキセット

☆チャレンジショップゆめちかとは☆

　吹田市役所本庁舎中層棟地下 1 階にある喫茶室跡を、起業家のためのチャレンジショップ（通称「ゆめち

か」）として活用しています。出店者が本格的に街で飲食業を開業する前段階として、試験的に店舗を運営す

ることにより、起業家のための学び、実践、成長の場として利用します。それにより、起業家育成を図るととも

に、本市の特性である開業率の高さ、チャレンジャーを応援するというまちのブランドを PR し、地域経済の

活性化に資することを目的としています。

問合せ先：吹田市役所 地域経済振興室

TEL：06-6170-2370　FAX：06-6384-1292
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キャッシュレス決済ポイント還元事業を実施します！

　吹田市では、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少する市内中小規模店舗での消費喚起及び商

業者支援を図るとともに、国が推奨する非接触型のキャッシュレス決済の普及促進を目的に、スマートフォンを利

用したキャッシュレス決済ポイント還元事業を実施します。

問合せ先

吹田市都市魅力部地域経済振興室　商業担当

●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

・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。

キャンペーン期間中、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います。

キャンペーン概要

・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）

対象決済サービス

未定（決まり次第吹田市ホームページに掲載します。）

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。

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。

TEL：06-6170-2370

MAIL：sanro_s@city.suita.osaka.jp
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連載コラム 経営のはなし

ウィズコロナ時代を生き抜く事業者を
支援する補助金制度について

　日本において初めてとなる緊急事態宣言の発令から
1年半以上が経過しました。しかしそれだけの時が流れ
てもコロナの影響は社会のあらゆるところで今なお色
濃く残っています。

　そういった社会情勢のなか、ウィズコロナという言
葉がよく使われるようになってきました。新型コロナ
を撲滅するために社会活動を制限するのではなく、新
型コロナと共存できる社会を目指すという考え方で
す。事業者としても、そういった社会に適合するよう事
業を手直しする必要が生じてくることになります。

　そこで今回は、ウィズコロナ時代を生き抜く事業者
を支援する補助金制度についてご紹介させていただき
ます。

■小規模事業者持続化補助金〈低感染リスク型ビジネス枠〉

補助金事業の目的

本補助金事業は、新型コロナウイルス感染症感染防止
と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に
資する前向きな投資を行い、ポストコロナを踏まえた
新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の
取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助
するものです。

補助対象者

小規模事業者

補助対象事業

補助対象となる事業は、ポストコロナを踏まえた新た
なビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に取り
組み、感染拡大防止と事業継続を両立させるための対
人接触機会の減少に資する前向きな投資を行う事業で
す。

補助率・補助金額

・補助率 ：３/４
・補助上限額 ：100万円

取り組み事例

・キッチンカー導入による地元食材を使ったカレーの
テイクアウト販売

・地場野菜・銘菓が買える看板型自動販売機による非
対面販売事業

・非対面型セルフチェックインシステム導入による旅
館業の低感染経営

・新規事業としてのオンライン美容カウンセリングの
web システム導入

・無観客イベントが可能なオンライン配信サイト構築
・カフェテーブル席の個室化のための店舗改装
・店内商品をネットで販売するための EC サイト構築
・自動見積りシステムと職人マッチングアプリによる

オンライン受発注管理
・賃貸物件オンライン内覧用動画制作と電子契約シス

テムの導入による非対面化

・オンライン英会話レッスン講座新設のための web サ
イト構築

■事業再構築補助金

補助金事業の目的

本事業は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化
し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズ
コロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応
するために新分野展開、業態転換、事業・業種転換、
事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思
い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦
を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを
目的とします。

補助対象者

本事業の補助対象者は、日本国内に本社を有する中小
企業者等及び中堅企業等に限ります。

〈持続化補助金低感染リスク型コールセンター〉

03-6731-9325
（受付時間：9：30 ～ 17：30、土日祝日除く）

【問合せ先】
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補助率・補助金額

[ 通常枠 ] 
・中小企業者等 2/3 (6,000万円を超える部分は 1/2)
・中堅企業等 1/2 (4,000 万円を超える部分は 1/3)
・中小企業者等、中堅企業等ともに
 【従業員数 20 人以下】100 万円～ 4,000 万円
 【従業員数 21 ～ 50 人】100 万円～ 6,000 万円
 【従業員数 51 人以上】100 万円～ 8,000 万円

採択事例

※詳細についてはホームページをご確認ください。
　https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

　両制度の一番大きな違いは補助金の額の大きさで
す。お金が経営資源の全てではありませんが、やはり投
資額の大小によって出来ることは大きく変わってきま
す。
　ご自身の事業をウィズコロナ時代に適合させるため
にどの程度の手直しが必要かを考えた上で、その規模
感に合った補助金制度を活用していただければ幸いで
す。

さいごに

　今回ご紹介した補助金制度だけでなく、この国には
中小企業・小規模事業者の皆様を対象とした様々な施
策が存在します。吹田市が実施している無料の商業相
談もその一つです。
　事業における悩みごと・困りごとがございましたら、
遠慮なくお気軽にご相談ください。

制度全般に関するコールセンター

〈ナビダイヤル〉0570-012-088

〈 IP 電話用〉03-4216-4080

受付時間 9：00 ～18：00（日・祝日は除く）

電子申請の捜査方法に関するサポートセンター

〈 IP 電話用〉03-4216-4080

受付時間 9：00 ～18：00（土・日・祝日は除く）

【問合せ先】

参考文献・資料
全国商工会連合会が運営するサイトをもとに筆者にて加筆　2021 年 9 月 9 日アクセス　https://www.jizokuka-post-corona.jp/index.html
株式会社パソナが運営するサイトをもとに筆者にて加筆　2021 年 9 月 9 日アクセス　https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

株式会社
八芳園

業態転換 その他生活関連
サービス業

食・イ ベ ント
分 野 のＤＸ推
進により総合
プロデュース
企業へ転換

既存事業の食と
イベント分野を

ＩＴ・ＩＯＴ導入によ
り高生産性事業
に再構築し、次
世代型イベント
のデファクトスタ
ンダードをつく
る。

ゲ ストハウ
スますきち

事業転換 宿泊業 民泊から旅館
業への転換に
よる、ビジネ
ス・ファミリー
層へ向けた新
規プランの開
設

地域密着の強み
を生かした中期
滞 在プ ランと、
新型コロナウイ
ルス対応の強化
により短期個室
プランを経営の
柱とする。

株式会社
電材エンジ
ニアリング

新分野展開 そ の 他 の 事 業
サービス業

脱炭素社会を
支える風力発
電設備の運用
管 理・保 守・
技術者養成事
業

設備の運搬・建
設工事の実績を
活かし、運用管
理・保守・技術
者養成サービス
の提供を行う。

株式会社
北岡本店

事業再編
新分野展開

飲 料・た ばこ・
飼料製造業

『業 界 初』死
滅後も効果の
ある特許乳酸
菌を使った健
康志向飲料の
開発と製造販
売

完全無添加商品
を小容量アルミ
缶初充填ライン
による製造、健
康志向者へＳＮ
Ｓ・ＨＰを用いた
マーケティング
を行う。

事業計画の概要事業計画名業種類型事業者名

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。

■筆者プロフィール■
◇◇◇千原先生の商業相談◇◇◇

1973 年生まれ。20 年以上にわたり IT 企業 6 社で営業職に
従事。在職中の 2013 年に中小企業診断士登録を行い2019
年に独立。中小企業診断士として独立すると同時に北新地
に「Casual Bar Tomarigi」をオープン。店舗経営者としての
顔も持つ。

〈コメント〉
『コミュニケーションを通じて気づきを与える』をモットー
に、お客様と真摯に向き合うことを心がけています。自身
も店舗経営者ですので、中小企業診断士としての知見を活
かしつつもお客様に寄り添った支援が可能です。

※吹田市の支援制度については６、７ページをご覧ください。

吹田市商業相談員 千原 將成 氏（中小企業診断士）
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令和3年度（2021年度）版

≪事業者向け≫ 吹田市の支援制度

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》

　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。詳しくは電話・メールでお問合せください。

事業計画策定(専門家への謝金)

最大20万円　補助率2/3
【問合せ先】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 
MAIL：challe-hojo@city.suita.osaka.jp

【問合せ先】吹田市役所 地域経済振興室　ふるさと納税担当

〒564-8550 吹田市泉町1-3-40
TEL：06-6170-2326　FAX：06-6384-1292

その他の補助金等の情報は吹田市ホームページ（右記QRコード）をご覧ください！

（知的財産権取得、共同研究開発、資金繰りなど）

ふるさと納税
HPはこちら♪

吹田市
イメージキャラクター

すいたん

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

中小企業ホームページ等作成事業補助金
《ホームページやPR動画の作成を補助》

　市の登録作成事業者に委託し、ホームページの新規作成・改修または自社PR動画の作成を行った場合に、

作成費用を補助します。

高機能ホームページの新規作成・改修、

自社PR動画の作成　最大20万円

【問合せ先】吹田市役所 地域経済振興室

　　　　　企業振興・融資担当

上記同様。

高機能の要件を満たさないホームページ

の新規作成　最大5万円

ふるさと納税の返礼品提供事業者募集
《吹田市の魅力発信と地域経済振興につながる返礼品を募集》

　吹田市の魅力発信・PRとなる特産品やサービスを返礼品として全国の人に届けませんか。

素敵な返礼品の提案をお待ちしています。

返礼品の要件

・市内で生産、製造、加工、サービス提供（体験含む）されているもの

・品質及び数量の面において安定供給が見込まれること

・返礼品の価格が50万円を超えないもの　など
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各種相談窓口

災害に備えたＢＣＰ（事業継続計画）等の策定はお済みですか？

　BCPを策定しておくことで、震災等の緊急事態が発生した際、事業活動の継続や早期復旧が可能となり、

企業の信頼性の向上につながります。

　また、事業継続力強化計画を策定し、国の認定を受けた場合、税制優遇や金融支援、国の補助金の加点措

置などの支援策が受けられます。

　吹田市事業者支援ポータルサイト「すいたエール」でデジタルシフト特集として、

デジタル化やIT活用などの支援策を紹介しています。

経営等にお困りの際の相談先はこちら

ＩＴ活用にお悩みの方はこちら

■吹田商工会議所

〒564-0041 大阪府吹田市泉町2-17-4   ☎06-6330-8001

会議所には国、都道府県、金融機関などの多くの情報が集まっています。常駐する経営指導員が、その専門性をい

かして支援情報と地域のネットワークを結集して、経営相談を行っています。

■公益財団法人 大阪産業局

〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-5 マイドームおおさか  ☎06-6947-4324

大阪府内の中小企業を総合的に支援するため、創業、ベンチャー支援、資金支援、ものづくり支援、産学連携支援

などの各種事業を大阪府と連携して推進しています。

■独立行政法人 中小企業基盤整備機構（近畿本部）

〒541-0052 大阪市中央区安土町2-3-13　大阪国際ビルディング27階 ☎06-6264-8611

中小企業の発展と地域の振興のため、「身近で、迅速、的確なサポート」を合い言葉に創業・ベンチャー支援、経営

支援、商業・地域支援、人材育成などのサービスを提供しています。

■大阪府産業デザインセンター

〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎25階  ☎06-6210-9491

新商品開発や起業・創業などをデザイン面からサポートする支援組織です。デザインに関する相談、研修、研究や

デザインビジネスの支援、インターネット・メールマガジン等からの情報発信などを行っています。

■日本政策金融公庫 吹田支店

〒564-0027 吹田市朝日町27-14 松岡ビル   ☎06-6319-2061

事業を始める方や事業を開始した方に無担保・無保証人で利用できる「新創業融資制度」を取り扱っています。

【計画の認定申請】
〒540-8535 
大阪市中央区大手前1-5-44
近畿経済産業局　産業部　中小企業課

【申請に関する問合せ先】
TEL：06-6966-6119

（事業継続力強化計画認定申請専用ダイヤル）

大阪府 「超簡易版BCP『これだけ

は！』シート」は、A３サイズの用紙１枚

に記入（入力）するだけでBCPの策

定が可能です。災害に備えたいけど

時間がない方におすすめのシート

となっておりますので、ぜひご活用

ください。
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令和
3年

10
月1
日か
ら 大阪府の最低賃金は

時間額 円
使用者も労働者も、

必ずチェックしましょう！

ご不明の点は、大阪労働局労働基準部賃金課　TEL 06-6949-6502

もしくは、最寄りの労働基準監督署にお問合せください。

パパも休んで大丈夫！ 企業はどう変わるべき？！

男性育休の取得促進
セミナー

2021年11月20日（土）
●場所：吹田市立勤労者会館

　　　 （ＪＲ吹田駅すぐ）

　　　 （ZOOMにて

　　　  オンライン併合実施）

●定員：50名

申込・問い合わせ：

地域経済振興室 06-6384-1365

詳細は

HPで！

みんなで学ぶワークルールセミナー　主催：吹田市・茨木市・高槻市・摂津市・島本町

Free

無 料

令和３年６月に育児・介護休業法が改正され、男性育休の取得促進

の枠組みが創設されました。男性育休に関する制度説明や、実際に

男性の育児休暇を導入している企業担当者を招き、導入事例や、

具体的な休業取得方法・制度についてお話しします。

大阪働き方改革推進支援・賃金相談センター　特定社会保険労務士　奥井 康代氏

男性の育休に関する制度紹介第1部

株式会社ウィット　代表取締役　川端 康寛 氏

積水ハウス株式会社　ESG経営推進本部　ダイバーシティ推進部　部長　森本 泰弘 氏

企業取り組み事例紹介第2部
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