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“お客様に求められる以上の
 サービス提供ができるように！”

2017/9

株式会社 西日本エンジニアリング
取締役会長　加藤　幸男 氏
代表取締役　加藤　充晴 氏

　株式会社 西日本エンジニアリングは、
昭和44年に創業され、吹田市岸部北に本
社を構えておられます。「お客様に喜んで
いただきたい。そして、社員には安定した
生活が送れるようになってもらいたい」と
いう思いを持たれ、測量、宅地開発設計を
中心に不動産に関する幅広い分野で事業展
開をされておられます。
　創業者である加藤幸男会長と、後継者
で、ご子息の加藤充晴社長にお話を伺いま
した。 代表取締役　加藤　充晴 氏取締役会長　加藤　幸男 氏
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―会長に創業の経緯などをお伺いします
工業学校卒業後、砕石会社に勤め工場長にまでな

りました。当時は、経済復興で材料不足の時代であ
り、従業員は今では社会問題になるような睡眠4～5
時間、月1日の休みで頑張っていました。しかし、そ
こでは私自身将来の展望が描けず、それなら独立し
ようと決心しました。

退社後、土地家屋調査士などの資格を取得し昭和
44年に西日本測量設計事務所を創設し、昭和46年
には法人化しました。経営理念には「お客様に喜んで
いただく」、「社員の安定した生活（やりがいのある安
心した環境づくり）」を掲げています。決算書の経費の
中で人件費が大きなウエイトを占めていますが、社員
の安定した生活のためには、給与を減らすわけにいき
ません。その代わりに人件費以外の経費は極力合理
化を行って削減をしています。これには、全社員の協
力があってこそできるものだと思っています。

―会長、事業内容が多岐に亘っておられますが
創業時は、測量業務だけでした。お客様に喜んで

いただくためにお客様の困り事を当社が引き受ける
うちに業務が多角化していきました。測量・土木設
計が中心ですが許認可申請業務、土地家屋調査士業
務、土木・建築工事の施工監理業務、マンション等
の分譲開発業務、宅地建物取引業務、集合住宅の管
理メンテナンス業務などに広がっていきました。

―社長の考える貴社の強み・特徴は何でしょうか
お客様にお金をいただいている以上はプロとして、

お客様が求められている事を提供して当たり前。如
何にそれ以上のサービス提供ができるかで差が出る
と思います。業務上、資格取得は当然ですが、知識
と経験が必要とされるため、測量業務を一人前にす
るには2～3年、土木コンサル業務は5年程かかりま
す。また、資格と実務は異なるため、法律に書かれ
ていない事が一番大事なこともあり、社員全員が
日々プレッシャーと戦いながら知識向上を目指し研

鑽を重ねています。
また、お客様が土地購入時に測量され、そして建

物完成までの関連業務をすべて任せていただけるよ
うに、業務部門が変わっても社内で連携ができる体
制を構築しています。例えば測量が終わり、建築す
る場合には土木設計担当しか気づかない箇所もある
ので、ちょっとした落とし穴を見つける知識、経験
が必要になります。社内で全担当者による打合せを
行っているため、問題が起きた場合でも直ぐにフォ
ローができる体制ができている事が当社の大きな強
みです。

―社長、事業承継についてお聞かせください
大学卒業後5年間は、ゼネコンで現場監督をしてノ

ウハウを勉強しました。退職後、2年間で測量業務か
ら建築業務までのあらゆる資格を取得しました。こ
の2年間が今までで1番の猛勉強でした。資格取得後
は、社員と共に実務仕事に従事したこともあって、
社員との信頼関係を築くことができました。また、
当社の強みの一つになるのかもしれませんが、会長
と社長との間で役割分担をしてうまくいっています。
これをする事で社内外の業務を迅速に進めることが
できています。

―社長、今後の展開を教えてください
お客様に頼りにされるワンストップサービスの会

社であり続けるためには、社員の知識を向上させて、
事業を拡大していくことが必要だと思っています。そ
して、お客様の多様なニーズに答えるには、不動産、
土地・建物等に付随する法律関係のサポートができ
るように専門家との連携も必要だと考えています。

―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祈念申し上げます。

株式会社 西日本エンジニアリング
〒564-0001　吹田市岸部北5丁目20-5

TEL：06-6380-6111
http：//www.nishinihon-eng.co.jp
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ガンバ大阪観戦ツアー開催！vsベガルタ仙台戦
今年も開催いたします！大人気企画「ガンバ大阪観戦ツアー」
� 今回は最大70名まで席数確保！3つの参加特典付き！
集 合 場 所

　市立吹田サッカースタジアム　場外総合案内所前
　（『吹田商工会議所観戦ツアー受付』のテント設置予定）
　〒565-0826 大阪府吹田市千里万博公園3-3
最少開催人数

　30名（最大70名）　※先着順　※1事業所2名まで（2名以上ご希望の場合はご連絡ください）
参 加 費

　おひとり4,000円（税込、軽食サンドウィッチ・オレンジジュース付）
お 申 し 込 み

　http：//suitacci.com/？p=2787 左記URLにて
　申込書をダウンロード後、必要事項をご記入の上、
　FAX（06-6330-3350）にご送付ください。
　本会報にも申込用紙を同封しております。
お 問 い 合 せ

　吹田商工会議所　商業部会事務局　谷　06-6330-8001

吹田商工会議所
商業部会主催

日程▶平成29年

10月29日（日）
15時00分集合

★特典★
1.  当日チケット5,500円の指定席（カテゴ
リー1席）を軽食付4,000円でご用意！

2.  当日、ガンバ大阪グッズ等を抽選でプ
レゼント（内容は変更になる場合がありま
す。）

3.  ガンバ大阪スタッフによる練習見学会

　第1回会議所懇話会「いきいき会」を来る10月18日
（水曜日）に開催いたします。

　株式会社ガンバ大阪 山内社長様の講話を拝聴し、昼食を挟みなが
ら懇談会を行います。会員相互の交流や親睦を深めていただきたいと
存じます。
　詳しくは、同封の会議所懇話会「いきいき会」参加申込書をご覧いた
だきFAXにてお申込みください。尚、参加人数が定数となった時点
で締切とさせていただきますので、悪しからずご了承ください。

第1回会議所懇話会「いきいき会」開催決定

　障がい者の雇用がまだまだ困難であるとお考えの方が多数いらっしゃいます。例えば「障がい者を雇うっ
て大変じゃない？」「障がい者を理解するのは難しいのでは？」といったように、皆様共通の疑問が「雇用し
たら苦労するのではないか？」と思われます。実はそうではなく、障がい者を適材適所に置く事で能力を発
揮し、人材不足の穴を埋めるというケースも良く聞かれます。多くの方にご参加頂き、障がい者雇用のイ
メージを変えて頂く事が本セミナーの主旨となっております。ご参加お待ちしております。

日　　時：2017年10月3日（火）
　　　　　14：00～16：00
会　　場：吹田商工会議所　大会議室にて 
　　　　　（吹田市泉町2丁目17-4）
募集締切：9月29日（金）
お問合せ：吹田商工会議所　担当 橋爪
　　　　　TEL 06-6330-8001 ※詳細及びお申込みは、同封のチラシと

　吹田商工会議所HP　新着情報をご覧ください。

実施内容
1.障がい者雇用の事例発表
2.精神障がい者の特徴
3.サポート体制について
4.グループディスカッション

障がい者雇用促進セミナーのご案内参加費無料！

（水）
10 18 是非とも

ご参加ください！
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中小企業・個人事業者のご担当者様向け
「SNS活用・WEB解析入門講座」開催のご案内

　今やソーシャルメディアは自社メディア・広告メディアと並び、コミュニケーション活動の中心になりました。
FacebookやTwitter、LINE、YouTubeなど、複数のソーシャルメディアを活用する企業も多くなっています。
　この講座では、特に中小企業・個人事業所において、顧客獲得・販路拡大を目的として、これからSNSに取り組
んでいきたい担当者の方のために、導入から具体的な活用法までの入門編として実施致します。

■会　場：吹田商工会議所　3階　大会議室　　　■定　員：30名
■受講料：会員：5,000円、未会員：8,000円
■講　師：RIコンサルティング株式会社 代表取締役 稲葉 修久 氏
■申込み：本誌折込チラシか当所ホームページより
■特　典：当講座講師による無料の個別サポートをお受けいただけます
■問合せ：吹田商工会議所当講座担当あて
　　　　　TEL（06）6330-8001　FAX（06）6330-3350　※詳細については、本誌折込チラシを必ずご覧ください。

時　間 主　題 内　容

10：00
　▶10：50 Webマーケティングとは

◦Webマーケティングの現状
◦SNSマーケティングとは
◦SNSを活用する目的

◦事業所における責任分担
◦SNSの効果測定
◦SNSの種類と特性

10：50︲11：00　休　憩

11：00
　▶12：00 Facebookの上手な運用方法

◦Facebookに適した目的・商材
◦個人アカウントとFacebookページ
◦ページ開設方法

◦ファン獲得の手法
　（いいね！、シェア、ハッシュタグ）
◦Facebook広告の活用
◦ユーザーを獲得する方法

12：00︲13：00　昼休憩

13：00
　▶13：50 Twitterの上手な運用方法

◦Twitterに適した目的・商材
◦Twitter開設方法
◦ファン獲得の手法
　（フォロワー、リツイート、ハッシュタグ）

◦Twitter広告の活用
◦ユーザーを獲得する方法

13：50︲14：00　休　憩

14 : 00
　▶14 : 50

YouTube、LINE@、
Instagramの上手な運用方法

◦適した目的・商材
◦ファン獲得の手法

◦広告の活用
◦ユーザーを獲得する方法

14：50︲15：00　休　憩

15：00
　▶17：00

自社ホームページ、
　　　　　SNSの分析手法

（Googleアナリティクスの使い方）

◦分析のプロセス
◦画面の基本操作
◦全体の把握

◦ユーザーの分析
◦集客の分析
◦行動の分析

◦コンバージョンの分析
◦分析の手法

日時：平成29年

10月24日（火）
10：00～17：00



吹田商工会議所　NEW MEMBERS

5No.435

当 社 の 強 み

　当社には現在5人の従業員がおり、全員が建設の現
場を経験したことがあります。そのため、お客様との
打ち合わせ段階でも、培ってきた施工の知識や経験か
ら、出来ることと出来ないことをきっちり伝えること
ができます。
　そうすることで、お客様との認識の違いによる「こん
なはずではなかった」というようなトラブルを防ぐこと
ができています。
　世間一般の昔から職人に対して抱かれているイメー
ジは、どちらかというとあまり良いものではありませ
ん。当社の従業員は、10代から30代と若いため、施
工の技術のほかに、言葉遣いや礼儀、服装など、接客
についての研修や教育にも力を入れ、そういったイ
メージを払拭できるよう努めています。

今 後 の 展 開

　今はまだ、建設現場の元請会社から請け負う仕事が
多いのですが、自社のエンドユーザーさんを何百、何
千人と増やしていき、お客様から直接依頼を受ける仕
事で会社を回せるようになることが夢です。
　そのためにも、協力いただいている友人や業者の方、
お客様への感謝の気持ちを忘れず、接客から施工、ア
フターサービスまで、社名にもあるように、お客様の

「夢」を実現できる工務店になれるよう、日々邁進して
いきたいと思っています。

事業内容・創業の経緯

　住宅や店舗、新築マンションのリノベーション工事、
設計・デザイン、解体工事、エコ全般など、総合建築
を行っています。
　また、設計から施工までを一貫して自社で行うため、
よりお客様のご要望に沿うことができると思います。
　自身で会社を立ち上げる前は、10年間、父が経営し
ていた工務店で働いていました。
　父の下で仕事の運営の仕方を学びながら、職人気質
な父とは違った、自分のやり方を試してみたいという
思いが次第に強くなっていき、30歳の時に独立を決意
しました。
　個人事業を始めてから、なかなか仕事をもらえず苦
労しましたが、不動産関係の仕事をしている友人に相
談し、紹介してもらった仕事を一生懸命に行っていく
うちに、段々と取引先が増えていき、昨年法人化する
ことができました。

事業所名：株式会社 住まいる工夢店
代 表 者：代表取締役　西脇　周作 氏
所 在 地：吹田市五月が丘南18-5-3A
Ｔ Ｅ Ｌ：06-7492-4932
Ｕ Ｒ Ｌ：http：//smiledream.co.jp

新入会員インタビュー 株式会社 住まいる工夢店

〈新たにご入会頂いた事業所〉 （H29.7.1 ～ 7.31　部会別事業所名 50 音順）
部　会 事　業　所　名 所　在　地 事　　業　　内　　容

商　　　業
ハッツ（株） 吹田市南金田 OA機器の販売、メンテナンス

（株）premycious買取専門店大吉 吹田店 吹田市朝日町 買取専門店
MOCCA 吹田市竹谷町 オンラインショップ運営

工　　　業 （株）橋本加工所 吹田市青葉丘南 菓子詰合せ・包装等
金　　　融 京都信用金庫吹田支店 吹田市片山町 信用金庫業務

建　　　設
オーミ電気（株） 吹田市岸部北 電気設備工事・空調工事・太陽光工事
鍛治元 吹田市五月が丘南 鉄筋工事業

（株）住まいる工夢店 吹田市五月が丘南 内装工事

専門サービス
小山直樹税理士事務所 吹田市豊津町 税理士業
美咲訪問看護ステーション 吹田市千里山霧が丘 介護事業

（特）専門サービス
北本寛之税理士事務所 大東市大野 税理士業

（同）ティ・エイ・ケイ 枚方市菊丘町 経営コンサルティング
吉村行政書士事務所 大阪市鶴見区放出東 動機付けに重きを置いた販路拡大コンサルティング

（特）サービス業 アニトライ 摂津市千里丘東 美容業
≪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。
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株式会社リバフォール
吹田市江の木町 24-27 TEL.06-6384-3630 FAX.06-6385-8749

快適な江坂ライフをお約束します。

株式会社リバフォール

快適な江坂ライフをお約束します。

都市に夢
　　　　人に愛
　　　　　　　環境に心

http://www.riverfall.co.jp/
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　広島県の三原市に「株式会社 八天堂」という社名
で、社員数約100人の中小企業がある。主な事業
はさまざまな種類のスイーツパンの製造販売であ
る。とりわけ有名な商品は、3年の歳月をかけて研
究開発をした読者の方々にもなじみのある「くりー
むパン」である。
　ちなみに主力の「くりーむパン」の生産数量は1日
平均2万～3万個、ピーク時は6万個を超えるとい
う。より驚かされるのは、その全量が機械生産では
なく、手作りということである。業績もすこぶる好
調で、過去10年以上売上高は右肩上がり、その利
益率は10%以上という優良企業である。
　規模が100人程度とはいえ、今でこそ知る人ぞ
知る企業にまで成長発展したが、ここまでの道のり
は決して順風満帆ではなかった。それどころか、倒
産の危機に瀕（ひん）したこともある。
　その最大の要因は、創業者そして二代目と、まる
で「年輪経営」のような経営を行ってきたが、三代目
で現社長の森光孝雅氏が業績拡大を夢見て、売上至
上主義的経営に走ったからである。新規出店のた
び、規模が大きくなればなるほど、社員の離職率や
欠勤率が高まるばかりか、会社の中に次第にギスギ
ス感がはびこっていった。加えて、バブル経済崩壊
の影響が一気に同社を襲ったからである。
　この危機を救ってくれたのが、兄弟夫婦や残って
くれた社員、さらには知り合いのお客さまだったと
いう。こうした方々の献身的な貢献で危機を乗り切
れたこともあり、現社長は、これを機に、経営の考
え方・進め方を現在のスタイルに抜本的に変えたの
である。
　現社長が根本的に変えたのは、業績第一主義では
なく社員第一主義経営であり、成長優先ではなく関

係する人々の幸せ優先経営である。このことを口先
だけではなく、その覚悟を示すため、新たにクレド

（信条）の中に「八天堂は社員のために……」と明文化
するとともに、経営理念を「良い品・良い人・良い
会社つくり」と策定したのである。
　そしてこのクレドと経営理念に基づき、働きがい
のある会社づくりに全社員と膝を交えながらまい進
していったのである。具体的には、「経営計画の全
社員参加での策定」「経営の超ガラス張り化」「全社
員の正社員化」「社員研修の制度化」「福利厚生の充
実強化」、そして「新規学卒重視の採用」などである。
　先般、「人を大切にする経営学会」で同社の広島
空港近くの工場を訪問させていただいた。職場は活
気に満ち溢れ、これがかつて倒産の危機に陥った会
社なのかと疑ってしまうほどの良い会社であった。

頑張るパン屋『八天堂』

坂本　光司 / さかもと こうじ

　1947年生まれ。福井県立大学
教授、静岡文化芸術大学教授など
を経て、2008年4月より法政大
学大学院政策創造研究科（地域づ
くり大学院）教授、同静岡サテライトキャンパス
長。他に、人を大切にする経営学会会長はじめ、
国や県、市町、商工会議所などの審議会・委員会
の委員を多数兼務している。専門は中小企業経営
論・地域経済論・産業論。著書に『日本でいちばん
大切にしたい会社』（あさ出版）、『この会社はなぜ
快進撃が続くのか』（かんき出版）など。



美容と健康のカギは体温にあり！
体温が上ると免疫力がUP！

オカメイ
抗酸化陶板浴

営業時間
　月～土：AM10：00～ PM9：00（最終受付 PM8：00）
　日祝日：AM10：00～ PM8：00（最終受付 PM7：00）
入浴料：1回　¥1,000（お得な回数券あり）
吹田市岸部北 5-31-14　TEL　06-6338-9131（要電話予約）

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

◆電気設備・消防設備・空調設備・防犯設備
～　電気にて安全安心を　～

栄電気株式会社
〒564-0024　吹田市高城町 5-15
TEL 06-6381-6623 ／ FAX 06-6382-7466
http://www.sakae-denki.co.jp

全国商工会議所
ビジネス総合保険制度 取扱中！
賠償責任や事業休業、財産、工事など、会
員事業所を取り巻く様々な事業活動リスク
に対する補償を一本化して御加入できます！

詳しくは吹田商工会議所　共済担当まで
http：//suitacci.com/
TEL▶06-6330-8001
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■日　　時：平成29年10月17日（火）　午後6時30分～8時30分
■場　　所：吹田商工会議所　3階大会議室
■講　　師：（有）トリップ　代表取締役 松元　明久 氏
■参加対象：どなたでもご受講頂けます。
■受 講 料：無料
■定　　員：40名
■主　　催：吹田商工会議所（すいた経営革新支援センターSaBiC）
■申　　込：吹田商工会議所のホームページのお知らせ欄の「第1回起業家セミナー」をクリックし、
　　　　　　申込フォームからお申し込みください。
■締　　切：10月10日（火）
■お問合せ：すいた経営革新支援センター（サビック）　TEL06-6330-5588

江坂発祥のアパレルブランド prit、RINENの人気の秘密第1回
起業家セミナー

　江坂を拠点に、アパレルブランドを展開する（有）トリップ。若い人たちに、そのものづくりの
一貫した考え方やテイストが支持され、平成5年の創業以来、順調に業績を伸ばされています。
創業社長の松元　明久氏に、これまでの歩みと自社ブランドへの思いをお話しいただきます。

実施日：7月15日（土）
場　所：レストラン&カフェ　MOULiN（ムーラン）
　吹田商工会議所青年部（吹田YEG）平成29年度7月例会『道頓堀 
たそがれ BBQで会員魅力再発見！～「俺を誰だと思ってるん
だ？○○さんだぞ！！」』を開催し、シニア会員8名を含む72名
にご参加いただきました。
　今回の例会は既存会員も新入会員も関係なく、参加した全員が
気軽に交流でき、そして新入会員の事を皆さんにもっと知っても
らい、新入会員には早く溶け込んで吹田YEGの魅力を知ってもらいたい、という思いで設営をさせて頂きました。
　まず入会式にて、新たな新入会員7名に YEG バッジが授与されました。尚、4月からの今年度入会者は現在時点
で合計19名となっております。
　その後は道頓堀川沿いにあるオープンテラスにて、夏の夕暮れ時の夜景をバックにバーベキューをしながら交流を
楽しんで頂きつつ、熊本県産の最高級黒毛和牛争奪戦となる通称「はげクイズ」や、事前に撮影しておいた新入会員
個々のバラエティ豊かな魅力を当てるクイズ形式のアトラクションを、4つに分かれたチームで競って頂きました。
　優勝チームのメンバーにはそれぞれ会員交流委員会メンバーが各自提供した景品を授与、最下位チームにはクエ
ン酸入りジュースを与えられる罰ゲームとなり、盛会のうちに終了しました。

青年部コーナー 平成29年度　7月例会　開催



□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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　2017年6月下旬に中国の大連で開催された、世界経
済フォーラム主催の「サマーダボス会議」に参加した。筆
者が現地で痛感したのは、中国の圧倒的な存在感と、国
際世論を左右する発信力の強さである。そこには、中国
政府の強固な意思が感じられた。これに対して、毎年1月
ごろ、スイスのダボスで開催される「ダボス会議」などに
おける、わが国の存在感の無さは目を覆うばかりである。
　今回のイベントの目玉として基調講演を行った中国の
李克強首相の態度は自信に満ち溢れていた。李首相は、
中国が輸出主導の経済構造から、内需主導――とりわ
け、サービス消費主導の経済構造へと転換していること
を強調した。また、「大衆創業　万衆創新」という
キャッチフレーズの下で、最近、中国では、毎日1万
4,000～1万5,000件程度の起業が行われていること
を指摘した。中国の個人消費のトレンドに関するセッ
ションでは、環境に対する配慮などから、最近は「フカ
ヒレ」の消費量が減っていることなどが紹介された。
　しかしながら、現在、中国経済はさまざまな問題を抱
えている。筆者の中国に対する見方を一言で述べれば

「短期=楽観。中長期=悲観」である。中国は「社会主義」
の国なので、公共投資を中心とするカンフル剤を打て
ば、問題を1～2年程度先送りすることは可能だ。しか
し、向こう3～5年程度の時間軸では、中国では「バブ
ル」崩壊のリスクが生じるとみている。
　中国には膨大な二つの“過剰”が存在する。
　第一の過剰は金融面での過剰融資である。中国におけ
る過剰融資の総額は1,000兆円以上と推定される。将
来的に、このうち何割かが焦げ付く場合、数百兆円規模
の不良債権が発生することが懸念される。わが国の「バ
ブル」崩壊に伴う不良債権額が100兆円規模であったこ
とを勘案すると、文字通り「人類史上最大のバブル」と
いっても過言ではない。
　第二の過剰は、工場や機械といった、いわゆる「資本
ストック」の過剰である。その総額は740兆円程度と推
定される。外資を自転車操業的に呼び込んで、資本ス

トックを増やすことによって成長する、中国の経済成長
モデルは大きな曲がり角に差し掛かっている。
　これに対して、中国の財政出動余地はどの程度か？　
中国が、諸外国並みにストックベースの債務残高を拡大
するという前提の下では、600兆～800兆円規模の財
政出動が可能だと推定される。つまり、現在の中国経済
を取り巻く状況を極めて単純化すれば、「1,000兆円
以上の過剰融資」「740兆円以上の過剰資本ストック」
に対して、中国政府が600兆～800兆円規模の財政資
金で立ち向かう、という構図なのである。
　結論として、中国経済は、短期的にはカンフル剤で景
気を下支えすることは十分可能であるが、中長期的に見
ると決して楽観視できない。仮に中国政府が大型の財政
出動を行ったとしても、本質的な構造問題は解決しない
からだ。とりわけ、政府との癒着が続く中で、国有企業
の改革が遅々として進んでおらず、「全要素生産性」と
呼ばれる技術革新が停滞し、海外からの直接投資が低迷
している点が問題だ。
　とはいえ、わが国は、中国の国際世論に対する圧倒的
な影響力の強さだけは見習う必要があるだろう。わが国
は、ダボス会議で確固たる国家の意思を表明することな
どを通じて、国際社会における「アジェンダ設定」に対し
て大きな影響力を行使する道筋を真剣に検討するべきで
ある。

株式会社大和総研 執行役員 調査本部副本部長
チーフエコノミスト
熊谷　亮丸 / くまがい みつまる
　1966年生まれ。1989年東京大学法
学部卒業。1993年東京大学大学院法学
政治学研究科修士課程修了。2016年ハー
バード大学経営大学院AMP（上級マネジ
メントプログラム）修了。日本興業銀行調
査部などを経て、2007年大和総研入社。2014年同社・執
行役員チーフエコノミスト。2017年より現職。財務省、総
務省、内閣官房、内閣府、参議院などの公職を歴任。2011
年より株式会社財界研究所「財界賞・経営者賞」選考委員会　
選考委員。テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」レギュ
ラーコメンテーターとしても活躍中。

サマーダボス会議で痛感した
中国の発信力
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「世界遺産 下鴨神社とTHE SODOH 東山 京都」　参加者募集！
　サービス業部会では、11月28日（火）にバス日帰り見学会を開催いたします。
　今回は、世界遺産にも登録されている下鴨神社の参拝、京都・東山エリアの散策や、日
本画家の巨匠 竹内栖鳳の旧私邸を改装したレストラン”ザ ソウドウ 東山 京都”にて、伝統
的なイタリア料理をベースにしつつ、京都の食材を生かしたイタリアンをいただきます。
　吹田商工会議所の会員様でしたら部会に関係なくご参加いただけます。是非皆様ご参加
ください。

サービス業部会主催見学会のご案内

日　　時：平成29年11月28日（火）　9：30～16：30（予定）
集合場所：吹田泉郵便局前（メイシアター南隣）
集合時間：9：30（時間厳守）
定　　員：28名　※先着順に定員になり次第、締め切ります。
参 加 費：おひとり　5,000円
お問合せ：吹田商工会議所　サービス業部会担当（TEL：06-6330-8001）

※ 集合場所には駐車スペースがございませ
んので、公共交通機関でお越しください。

※ 当日キャンセルの場合は、代理の方をお
願いいたします。

※ 詳細は吹田商工会議所ホームページ、ま
たは、来月号の折り込みチラシをご覧下
さい。

会員様企業限定！短期パソコン講座　随時受付中
　吹田商工会議所パソコン教室では、パソコンに関する様々な短期
研修を開講いたします。パソコンやインターネットの基礎は勿論の
こと、主要オフィス用ソフトの基礎にも対応。「オフィス用ソフトの
使い方がわからない社員が居るけど、自社で教える余裕がない…」と
いう事業所様は是非ご検討ください！

06-6170-2800（パソコン教室直通）
「商工会議所会員であり、会報を見た」とお伝えください。

まずはお電話で無料説明会のお申込を！

講座の一例　（この他にも様々な講座をご用意しております）

◇受講料…月4回コースの場合6,000円（会員割引あり）

●Word講座、Excel講座（入門～応用）
●PowerPoint講座
●ホームページ作成（入門・活用）
●CAD入門

●日商簿記講座（2級～初級）
●日商PC検定
●リテールマーケティング（販売士）3級講座
●日商ビジネス英語検定講座（2級、3級）

講座 1セット毎の
受講時間（※1） 受講料（※2）

パソコン入門 4時間 6,000円
ワード基礎1 6時間 10,000円
ワード基礎2 6時間 8,000円
エクセル基礎1 6時間 10,000円
エクセル基礎2 6時間 8,000円
インターネット入門 6時間 8,000円
パワーポイント基礎 6時間 10,000円
アクセス基礎 6時間 10,000円

（※1） 受講者によって授業の進行状況が異なってまいりますので、受
講時間を超過する場合が御座います。そちらの場合は追加で1
セット分の受講料をお支払頂ければ継続して受講が可能です。

（※2）1セット分としての受講料です。

随時開講

住　　所： 吹田市豊津町1-21エサカ中央ビル2階
アクセス：地下鉄御堂筋線　江坂駅北口から北へ徒歩2分

他にも吹田商工会議所パソコン教室では、パソコンやスマートフォン、
検定試験に関する様々な講座を実施中。こちらは月謝制により、ご自身
のペースで受講可能！更なるステップアップを目指す方は、是非受講を！
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　去る7月26日、『おもてなし規格認証』取得支援セミナー「顧客満足と従業員満足を向上させる10のポイント」を開催いた
しました。講師に（株）キャリ・ソフィアの木山先生をお招きし、「おもてなし人材の育成法」や「組織におもてなしマインド
を定着させるコツ」などをお話し頂き、参加された方は熱心に聞き入っておられました。
　『おもてなし規格認証』制度とは、サービスの質を「見える化」する仕組みでサービス産業の生産性向上を図るために、経済
産業省より昨年8月に創設された制度です。
ホームページ→https：//www.service-design.jp/
認証には4段階あり、無料で認証取得も可能です。サービス産業事業者の方は是非取得をご検討下さい。

種類

各認証
の

考え方

　登録・
認証の
仕組み

（紅認証）

サービス向上の
取組に意欲的な
サービス提供者

登録無料 認証機関による審査（有償）

審査 審査自己適合宣言

お客さまの
期待を超える
サービス提供者

独自の創意工夫が
凝らされた

サービス提供者

お客さまの期待を
大きく超える

「おもてなし」提供者

現在検討中

（金認証） （紺認証） （紫認証）

『おもてなし規格認証』取得者ご紹介
事業所名 事業内容 所在地 TEL・URL

合同会社R-Green カフェ・ディ・エス
プレッソ珈琲館 フレンドマート岸辺店 飲食サービス業 吹田市岸部南1-13-1　フレンド

マート岸辺店フードコート内 06-6318-2770

トータルビューティモアル
（Total Beauty.MOAR） 美容業 吹田市山手町1-8-21 06-6170-3358

https：//beauty.hotpepper.jp/slnH000371437/

合同会社日本ライフサポート 居宅介護支援事業
障害者支援事業 他 吹田市天道町20-3-202 06-6310-7772

株式会社キャリ・ソフィア 各種研修・講演
キャリアカウンセリング他 吹田市豊津町1-30 江坂ビル7F 06-4861-6500

http：//www.career-sophia.jp/

吹田商工会議所会員様で『おもてなし規格認証』を取得された方はご連絡ください（06-6330-8001）。
当会報にてご紹介させていただきます。

認証取得者
増えてます！

『おもてなし規格認証2017』
 取得されましたか？



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

土木建築綜合請負

株式会社 堀田工務店
■ 本社　〒 564-0073 吹田市山手町 4丁目 4番 5号　TEL.06-6388-0235　■ 池田支店　■ 滋賀営業所

誠意ある優良な施工

発行所　吹田商工会議所 　吹田市泉町2丁目17番4号　TEL 06（6330）8001　FAX 06（6330）3350　　　編集・発行人　井川 文夫　　　定価250円（本誌購読料は会費に含まれています。）


