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▼吹田市立勤労者会館（アスワーク吹田）

就労支援施設「JOBナビすいた」も

吹田市立勤労者会館（アスワーク吹田）内に移設しました

◎吹田のいいとこ見てきました！

吹田市立勤労者会館（アスワーク吹田）

JOBナビすいた
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◎連載コラム『経営のはなし』

「アジリティ（敏しょう性）と

　　　　　レジリエンス（回復力）

～ウィズコロナ時代を

　　　　  生き抜くキーワード～」

◎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。

　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。前回の定期

検査を受けた事業所には、指定検査日の２週間前に案内を送ります。前回以降に購入した事業所

や、案内が届かない場合は吹田市役所市民総務室消費生活担当へ。

計量器（はかり）の定期検査

問い合わせ

吹田市役所市民総務室

TEL 6384‐1354　　FAX 6385‐8300

日　付 場　所

6月   １日（水）

　　１７日（金）

6月   ２日（木）

6月   ３日（金）

吹田市役所本庁舎

千里第二小学校

高野台市民ホール

6月   ６日（月） 千里丘市民センター

6月   ７日（火） 内本町コミュニティセンター横車庫

6月   ８日（水） 旧江坂公園駐車場

6月   ９日（木） 第五中学校

6月 １０日（金） 男女共同参画センター

6月 １３日（月） 豊一地区公民館

6月 １４日（火） 交流活動館

6月 １５日（水） 北千里地区公民館

6月 １６日（木） シーアイハイツ南千里（山田西１）

実費。計量器の大きさや台数など

により異なります。

検 査 費 用

計量器を取引・証明に使っている

事業所など。

 対 　 象  

いずれも時間は…

午前１０時３０分～午後０時３０分、

午後１時３０分～午後３時３０分

吹田市ファンクラブ事務局



吹田のいいとこ見てきました！

吹田市立勤労者会館（アスワーク吹田）

　吹田市立勤労者会館（アスワーク吹

田）が大規模改修工事を経て、昨年 9

月にリニューアルオープンしました。

JR 吹田駅より南へ徒歩 5 分と至便の

地にある同館は、勤労者の福祉の増進

を図り、雇用の安定に資することを目

的とした施設で、昭和 60 年の開館以

来、研修室や会議室、温水プールをた

くさんの方にご利用いただいていま

す。

　今回のリニューアルオープンで、就

労支援施設「JOB ナビすいた」も移設

され、就労支援も含めた勤労者のため

の施設となりました。今回は施設の主

な内容をご紹介します。

　館内には、研修室、会議室などの貸室や温水プールをはじ

め、舞台や音響機器、スクリーンもあり、地域の皆さんのリフ

レッシュや会議、セミナーやイベントにもご利用いただけま

す。今回のリニューアルにより、内装工事や各種設備の更新に

より、館内も明るく使いやすくなりました。また、プールやヨ

ガ、語学教室等、各種教室も開設しています。

　新しく始まった背骨コンディショニング教室も人気です。

貸室使用：9 時～ 22 時

プール（個人）：平日・土 13 時～ 21 時 30 分

　　　　　　　 日祝　　 10 時～ 21 時 30 分

プール（貸切）：平日・土 10 時～ 13 時

休館日：第 1 水・年末年始（プールは毎週水）

開館時間

【問合せ】吹田市立勤労者会館（アスワーク吹田）
　　　　  〒564-0028　吹田市昭和町１２－１  TEL06-6382-9101

今回のリニューアルオープンで、施設の愛称が

「アスワーク吹田」になりました。

アスは「明日」「US（私たち）」、ワークは「Work

（働く）」を表し、未来への希望に向かって働くと

いうことと、私たちみんなの施設であるという 2

つの意味が込められています。

詳しい施設の

情報は▶

温水プール

大研修室

吹田のいいとこ見てきました！

JOB ナビすいた

　JOB ナビすいたは、吹田市立勤労者会館（アスワーク吹田）3

階に開設されている就労支援施設です。

　利用無料で、市内在住・在学・在勤の幅広い年齢の方を対象

に、就職までのサポートや、求職者と企業のマッチングを行って

います。JOB ナビすいたは、「相談コーナー」と「無料職業紹介

所」の２つのコーナーに分かれており、今回はそれぞれのコー

ナーについてご紹介します。

　「就職したいけれど、何をしたらいいか分からない」「応募書

類や面接の受け答えで志望動機をうまく表現できない」など、

就職に関する相談やカウンセリングを就職アドバイザーが担

当制でお受けしています。

　面接対策やパソコンのスキルなど各種セミナーを随時開催

しています。マザーズコーナーもあり、お子様連れでも安心し

てご相談いただけます。

月～金・第１土曜日　11 時～ 19 時

休館日：第 1 水・第２～５土・日・祝・年末年始

開館時間

【問合せ】JOB ナビすいた
　　　　  〒564-0028　吹田市昭和町１２－１　吹田市立勤労者会館（アスワーク吹田）3 階

求職者　TEL06-6170-6125　  求人企業　TEL06-6170-8972

詳しい施設の

情報は▶

相談コーナー

　無料職業紹介所では、求職者への求人情報の提供や、地元事業所へのヒ

アリング、吹田市ホームページでの企業 PR、求人受付等を行っています。

　専門スタッフが直接、企業訪問を行い、求人票だけでは伝えきれない事

業所の魅力や特長をじっくり聞かせていただいて、求職者とのマッチングに

活かし職業紹介をしています。また、子育て世代やシニアなどターゲットを

絞った就職面接会も開催し、就職に向けた幅広いサポートを行っています。

　登録企業は約 1900 事業所にのぼり、約 6 割が吹田市内の地元事業所

です。

　※求人をご希望の事業所様は下記連絡先へご相談ください。

無料職業紹介所
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連載コラム 経営のはなし

アジリティ（敏しょう性）とレジリエンス（回復力）
～ウィズコロナ時代を生き抜くキーワード～

禍のような不確実性の高い事柄が起こった

時に社会経済がどう変化するのか、その変

化に対して自社がどう対処すべきかを事前

にシナリオとして持っていれば、いざ変化

の兆しが見えてきたときに慌てることなく

素早く正確に動き出すことが出来るので

す。

■レジリエンス（回復力）

　コロナ禍によって多くの事業者がある意

味等しくダメージを受けましたが、その後

の事業の立て直しには個体差があったかと

思います。その差を決定づける要素の一つ

がレジリエンスです。

　事業におけるレジリエンスとは何か、一

言でいえばそれは「変化への柔軟性」です。

コロナ禍の影響により事業者は、リモート

ワークへの対応や団体客から少人数客へ

のシフト等あらゆる変化への対応に迫られ

ました。そういった変化に柔軟に対応する

能力が組織にも個人にも求められるのが

「不確実性の時代」と言えます。

　アジリティを高める手法としてご紹介し

た「シナリオプランニング」ですが、レジリエ

ンスを高める上でも有効な手法になりま

す。シナリオを持っていれば、いざ変化に直

面した時にも慌てることなく冷静に体制を

立て直すことが出来るのです。

　そうは言っても、回復のためにはお金も

必 要なのが事 業というものです。このた

び、コロナの影響を受けた事業の継続・回

復を支援する支援金制度として「事業復活

支援金」が創設されました。詳しくは６ペー

ジをご参照ください。

■さいごに

　今回、「不確実性の時代」においては「ア

ジリティ（敏しょう性）」と「レジリエンス（回

復力）」が必要だということ、その能力を高

めるための手法の一つとして「シナリオプ

ランニング」が有効であるということをお

話しさせていただきました。事業者の皆様

が経営について考える上で少しでも参考に

なれば幸いです。また吹田市では無料の商

業相談も実施しています。事業者の皆様が

「不確実性の時代」を生き抜くための一助

になればと思いますので、お気軽にご相談

ください。

　前回のC.I .NEWSでは、「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し

た。2021年10月にようやく「緊急事態宣

言」も「まん延防止等重点措置」も解除され

日常を取り戻したかに見えましたが、オミク

ロン株の感染拡大による第6波の影響によ

り、2022年に入って再び社会経済活動に

制 約 が 加 えら れる事 態 に 陥って い ま す

（2022年2月現在）。

　オミクロン株の影響がいつまで続くの

か、今後どのような変異株が生まれどのよ

うな影響を及ぼすのか、については専門家

を含め誰にもわからない、というのが正直

なところでしょう。そういう意味では、「ウィ

ズコロナ時代」は「不確実性の時代」と言え

ます。

　現在の延長線上に未来がある「確実性の

時 代 」にお い ては 、きち んと計 画を立 て

粛々とこなしていくというやり方で事業を

うまく回すことが出来ました。ですが「不確

実性の時代」においては、そのやり方は残

念ながら通用しません。

　では「不確実性の時代」において必要な

ものは何なのか。それがタイトルにある「ア

ジリティ」と「レジリエンス」です。聞きなれ

ない単語かと思いますが、それぞれ日本語

に訳すと「敏しょう性」と「回復力」になりま

す。では、事業に必要な「敏しょう性」と「回

復力」について、以下に詳しくご説明したい

と思います。

■アジリティ（敏しょう性）

　 事 業におけるアジリティの 具 体 例とし

て、意思決定のスピードの速さが挙げられ

ます。今回のコロナ禍で業績が悪化した事

業者が多く存在する一方で、意思決定のス

ピードの速さで業績を伸ばした事業者も存

在します。例えば回転寿司チェーンの「スシ

ロー」は、外食産業の中でもいち早くテイ

クアウトとデリバリーに注力し、コロナ禍に

よって変化した市場に適応することで業績

を伸ばすことに成功しました。テイクアウト

限定の「スシロー手巻セット」を緊急事態宣

言が初めて発出されるより前の2020年4

月に販売していたことからも、そのスピード

の速さがうかがえます。

　「コロナ禍における顧客ニーズは外食か

ら中食にシフトする」ということ自体は、今

振り返って考えれば想像に難くない話と言

えます。ですが、2020年初めの段階で今

の状況を想定できた人はほとんどいなかっ

たのではないでしょうか。まさに「不確実性

の時代」です。

　「不確実性の時代」においては、きちんと

計画を立て粛々とこなしていくというやり

方では通用しない、というお話をさせてい

ただきました。ですが、だからと言って行き

当たりばったりで経営していいというわけ

ではもちろんありません。

　アジリティを高める有効な手法の一つと

して「シナリオプランニング」というものが

あります。紙面の関係上ここでは詳しくお

話しすることは出来ませんが、簡単に言う

と「未来に起こりうる複数の未来シナリオ

を描いたうえで、自社がどう対処すればい

いのかを導き出す手法」になります。コロナ

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。

吹田市商業相談員  千原 將成 氏

（中小企業診断士）
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≪事業者向け≫ 新型コロナ関連支援制度

コロナ禍に立ち向かう事業者の取組

ふるさと納税返礼品の募集

　コロナ禍を乗り切ろうと様々なアイデアや工夫を重ね、持続的な効果を上げようとする取組事例が国の

ホームページで紹介されています。

【問合せ】
事業復活支援金コールセンター

TEL　：0120-789-140
IP電話：03-6834-7593
受付時間　８:３０～19:００
　　　　　(土日祝日を含む)

【申込み・問合せ先】
吹田市 都市魅力部 地域経済振興室 
ふるさと納税担当

（吹田市役所 低層棟３階 ３１６番窓口）
TEL：０６－６１７０－２３２６（直通）
FAX：０６－６３８４－１２９２
メールアドレス：
furusato-tax@city.suita.osaka.jp

事業復活支援金（経済産業省）
 《法人に最大250万円、個人事業主に最大50万円を支給》

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売り上げが減少した中小法人・個人事業者に

支援金を支給します。

■J-Net21（独立行政法人の中小企業基盤整備機構）のホームページで

　コロナ禍でがんばる中小企業・商店街の事例を掲載。

＊対象

令和3年11月～令和4年3月のいずれかの月の売上高
が、平成30年11月～令和3年3月の間の任意の同じ月
の売上高と比較して30％以上減少した事業者。

■中小企業庁の事業再構築補助金のホームページで採択事業者の新分野展開、

　事業転換、業種転換、業態転換、事業再編の事業計画書を掲載。

吹田市ホームページでも、
新型コロナ関連の国や府の

支援制度や各種相談窓口などを
掲載しています。

吹田市LINE公式アカウントで事業者向け各種支援制度などを
ご案内しています。情報を受け取るには、受信設定が必要です。
トーク画面の「受信設定」ボタンからお知らせ欄の「事業者向け
情報」を登録してください。

市内で生産、製造、加工、サービス提供（体験含む）
されているもの等

（詳しくは市ホームページの募集要項を
ご確認ください。）

返礼品の要件

随時募集

募集期間

ふるさと納税
返礼品募集ページ

　吹田市に寄附をする市外在住の方に送付するお礼の品（返礼品）を提供する市内の事業

者を募集しています。

　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。

　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。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。

住所：吹田市元町７－９

営業時間：10:00～19:00 

定休日：水曜日 

電話番号： 06-6381-6677

URL：https://www.smaltbikes.com/

　店長が競技用自転車で培った知識や経験を生かし、ス

ポーツバイクはもちろん、電動自転車やシティサイクルまで

幅広い車種の販売・修理・カスタムを取り扱っています。プロ

の目線でしっかり対話することで、幅広い年代のお客様の

『なんとなく乗りにくい』を解決し、お越しいただいた時より

乗りやすくなることにこだわって丁寧に整備されています。

是非、お気軽にご利用ください。

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

旭通商店街協同組合
『 Smalt Bikes （スマルトバイクス） 』

2020年11月open

＊給付額

中小法人は、最大250万円。個人事業者などは、最大50万円。売り上げなどの状況により給
付上限額、給付額は変わります。詳しくは同支援金ホームページを確認してください。

＊申込方法

5月31日㈫までに、同支援金ホームページから電子申請。国の一時支援金か月次支援金を受給して
いない場合は、申請前に登録確認機関の事前確認が必要。
※電子申請が困難な場合は、申請サポート会場（最寄りは大阪会場・大阪市中央区OMMビル）を

利用してください。要予約。予約申し込みは同支援金コールセンターへ。
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No.166
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topics

C.I.NEWS
▼吹田市立勤労者会館（アスワーク吹田）

就労支援施設「JOBナビすいた」も

吹田市立勤労者会館（アスワーク吹田）内に移設しました

◎吹田のいいとこ見てきました！

吹田市立勤労者会館（アスワーク吹田）

JOBナビすいた

発行・編集／吹田市役所 都市魅力部 地域経済振興室　〒564-8550 吹田市泉町 1 丁目 3-40

☎6170-2370 FAX.6384-1292

etc

◎連載コラム『経営のはなし』

「アジリティ（敏しょう性）と

　　　　　レジリエンス（回復力）

～ウィズコロナ時代を

　　　　  生き抜くキーワード～」

◎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。

　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。前回の定期

検査を受けた事業所には、指定検査日の２週間前に案内を送ります。前回以降に購入した事業所

や、案内が届かない場合は吹田市役所市民総務室消費生活担当へ。

計量器（はかり）の定期検査

問い合わせ

吹田市役所市民総務室

TEL 6384‐1354　　FAX 6385‐8300

日　付 場　所

6月   １日（水）

　　１７日（金）

6月   ２日（木）

6月   ３日（金）

吹田市役所本庁舎

千里第二小学校

高野台市民ホール

6月   ６日（月） 千里丘市民センター

6月   ７日（火） 内本町コミュニティセンター横車庫

6月   ８日（水） 旧江坂公園駐車場

6月   ９日（木） 第五中学校

6月 １０日（金） 男女共同参画センター

6月 １３日（月） 豊一地区公民館

6月 １４日（火） 交流活動館

6月 １５日（水） 北千里地区公民館

6月 １６日（木） シーアイハイツ南千里（山田西１）

実費。計量器の大きさや台数など

により異なります。

検 査 費 用

計量器を取引・証明に使っている

事業所など。

 対 　 象  

いずれも時間は…

午前１０時３０分～午後０時３０分、

午後１時３０分～午後３時３０分

吹田市ファンクラブ事務局
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