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初心者（子どもさん）から上級者までチャレンジできる。
たくさんの壁は作っても、

人と人との壁は作らないボルダリングジム

2017/10

ボルダリングジム 「HAGO」
代表　濱田　良 氏

代表の濱田氏は、サッカー（5年）、スポーツフィッシング（3年）、
バイクトライアル（4年）など多様なスポーツを体験される中で、
クライミングに出会い、その中でも用具に頼らず、体一つで行
うことができるボルダリングにハマり6年。全国のクライミング
ジムを訪れ、数多くの人と色々なウォール（壁）に出会い、25歳
の時に、その経験を生かしたボルダリングジムを経営すること
を決意。2016年1月に吹田市千里丘で開業され、現在、5,000
人を超える会員がおられます。創業された経緯と今後の運営な
どについてお伺いしました。 代表　濱田　良 氏
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― 創業された経緯を教えていただけますか。
いつか、自分で事業をしたいと考え、サラリーマン

時代（車両部品メーカーで7年間生産管理や設計に携わ
る）に、将来の独立に備えて貯金をしていました。
2012年、人生を振り返り、多くの人と触れ合うこと
での成長を期待して車で日本一周を始めました。その中
で、自身のクライミングスキル向上のため、全国のジム

（約50店舗）を訪ずれ、多くの人と接して、ジムを自分
自身の手で施工し、運営したいと思うようになりまし
た。旅の中で、多くのクライマーや店舗オーナーと知り
合い、壁の形状、店舗の雰囲気作り、設備・部品の取り
扱いなど、開設にあたっての貴重なノウハウを得ること
ができました。

全国一周を終えてからは、店舗物件を探す一方で、
約2年間大工として内外装リフォームやイベントブース
の設営の仕事に携わり、自身でクライミングウォールや
店舗内装を行ううえで必要なスキルを磨きました。

― 現在のジムの物件に出会われた時のことを教えて
ください。

2年間、ずっと最適な物件を探していましたが、なか
なか出会えませんでした。全国のジムで見てきたよう
な、初心者（子どもさん）から上級者までが楽しめる、い
くつものコースを作ろうとすると3階建て位の高さと広
い空間が必要となります。2015年8月に今の物件（床
面積60坪、高さ5m）に出会ったときは、「ここしかな
い！」と思いました。東西南北に住宅が集積しており、
隣接する大手スーパーには、周辺地域から車で多くの買
物客が来られていました。

― 開業当初の資金調達や集客方法について教えてく
ださい。

物件は大きいため、設備投資や家賃も高額になるこ
とから、自己資金だけでは足りませんでした。そこで、
2015年9月末に、吹田商工会議所の「すいた経営革新
支援センター」（以下サビック）を訪ねました。センター
長から指導を受けながら、数週間かけて事業計画を練
り、資金調達のため複数の金融機関を紹介してもらいま
した。そこでは、ジムの経営について経験が無いという
ことで、厳しい評価をされた金融機関もありましたが、
何とか希望の額を借入れすることができました。

また、サビックで事業計画を作成している中で、ジ
ムをアピールする方法について検討しました。そして、
ジムの建物の一角が道路からよく見えることから、一目
で目を引くような“何かを”壁に表示してはどうかという
ことになりました。そこで、 “壁を登るボルダリングの
象徴となるような何か”ということで、「ヤモリ」のイラ
ストを壁に大きく表示することにしました。それが、よ
く目立ったと思います。

― ボルダリングの魅力
と対象客について教えて
ください。

他の競技に比べて、用
具がほとんどいらないの
で、誰でも気軽に始めら
れることや、体幹トレー
ニング、バランス感覚の育成に優れていること、また
ゴールまでのルートをどのように攻略したら良いか等の
考える力や決断力、判断力が身に着くなど、さまざまな
メリットが挙げられます。

スポーツジムで行うような単調なトレーニングが苦
手な方、運動不足を解消したい方、基礎体力や運動能力
の向上を図りたい方、ダイエットや体形維持に興味のあ
る方など、年齢や性別を問わず、幅広い方に会員になっ
ていただいています。

―他店との差別化のポイント（特徴）を教えてください。
全国のクライミングジムを訪れ、実際に登ったり、

お客さんの話を聞いたりして、いろいろなジムの良いと
ころを取り入れて設計しています。アットホームで居心
地の良い空間にするために、利用者や子どもさんの付き
添いで来られた方が休憩できるコミュニティスペースを
作り、お客様間の輪が広がる環境も造っています。クラ
イミングウォールからカウンターや更衣室の内装に至る
まで、ほとんど手造りすることで「あたたかみ」を感じら
れるジムにできたと思っています。また、関西ではあま
り見られない立体多面壁（バルジ）など様々な形状の登坂
壁（約40m）に、初心者30本、中級者20本、上級者
10本の多彩なコースを設置しています。そして、床に
は厚さ25㎝のクッションマットを敷いて安全面の確保
も図っています。

― ジムが目指している考え方や方針について教えて
ください。

アットホームで居心地の良いジムを目指しています。
お客様の意見や要望を活かしたサービスの提供を心掛
け、手作り感や素朴さを大切にした親しみやすい空間づ
くりを行っています。何よりも、人と人との壁を作らな
いジムを目指しています。

― 2020年の東京オリンピックの競技であるスポー
ツクライミング（3種目）の一つの種目として、ボルダリ
ングが採用されました。
　貴重なお話をありがとうございました。事業の益々の
ご発展をお祈り申し上げます。

ボルダリングジム 「HAGO」
〒565-0823 大阪府吹田市山田南6-9

Tel.06-7162-8531
http：//www.bouldering85.com/
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当商工会議所が「日本商工会議所表彰」を受賞
　9月21日に開催されました日本商工会議所 第126回会員総会の席上、
当会議所が日本商工会議所 三村会頭から表彰を受けました。
　これは、小規模事業者経営改善資金融資制度を通じて、事業者の経営
力強化に力を尽くしたことで受賞に至ったもので、今後とも、商工会議
所の機能を通じて、事業所支援を積極的に推し進めてまいります。

● 日　時▶平成29年11月14日（火）　午前10時30分～12時00分
● 場　所▶マイドームおおさか 2階展示場内　　● 定　員▶50名
● 問合せ▶吹田商工会議所 セミナー担当 TEL：06-6330-8001

　近年、会社の重要な企業秘密について、第三者への漏えい・
流出が問題となっており、企業の情報漏えい対策や知財活用は、
企業規模を問わず、ますます重要性を増しています。

　例えば、企業が保有する顧客情報や設計図等が他社に流出した場合、取引先が奪
われたり、そっくりの模倣品が発生するかもしれません。新たなアイデア・ノウハ
ウが生まれた際に、特許や意匠による権利化を行うか、営業秘密として秘匿化する
かなどといった知財戦略の重要性が高まっています。
　今回のセミナーでは、知的財産分野のなかでも、企業のマークや商品・サービス
のネーミング等で、企業規模を問わず出願が増加している「商標権」についての基礎
知識・活用方法と、「営業秘密管理」についての具体事例等を紹介し、皆様の事業
における「知財対策・活用」の足掛かりとなる内容とさせて頂きます。

セミナー概要
<商標権>10時30分～11時10分
　講師：一般社団法人 大阪発明協会
　　　　上村　孝二 氏
・商標の基礎知識～商標って何でしょう～
・商標登録の必要性
・よくわかる商標登録の手続き
・「ネーミング」から「ブランディング」へ

<営業秘密管理>11時10分～11時50分
　講師：INPIT　知的財産アドバイザー
　　　　小高　邦夫 氏
・情報流出が疑われる最近の事例
・営業秘密として法的保護を受けるためには
・情報漏えい防止対策例
・情報漏えい発生時の対応ポイント
・知財戦略～権利化と秘匿化について～

※ 詳細・御申込は、本誌折込チラシ・当所
ホームページをご覧ください。

“きたしんビジネスマッチングフェア2017 with 大阪大学　同時開催セミナー”

中小企業・個人事業主のための知的財産活用入門セミナー

参加費無料！

商標権の基礎知識と
営業秘密管理

　9月21日に開催されました日本商工会議所 第126回会員総会の席上、

　これは、小規模事業者経営改善資金融資制度を通じて、事業者の経営
力強化に力を尽くしたことで受賞に至ったもので、今後とも、商工会議
所の機能を通じて、事業所支援を積極的に推し進めてまいります。
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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：当所ホームページに掲載のチラシもしくはWEB申込フォームより
■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、当所ホームページをご確認ください。

主　題 時　間 内　容

Webマーケティングとは 10：00
　▶10：50

◦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

Facebookの上手な運用方法 11：00
　▶12：00

◦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

Twitterの上手な運用方法 13：00
　▶13：50

◦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

YouTube、LINE@、
Instagramの上手な運用方法

14 : 00
　▶14 : 50

◦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

自社ホームページ、
　　　　　SNSの分析手法

15：00
　▶17：00

◦Googleアナリティクスとは
◦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　◦分析の手法
◦コンバージョンの分析
◦アクセスアップのため改善手法

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.436

当 所 の 特 徴 に つ い て

　現在、私を含めて4人のスタッフで、ご相談と調
査を行っています。
　他の探偵事務所とくらべ、比較的低料金で行って
おり、料金体系を明瞭化しています。そうするのが
当たり前のように聞こえるかもしれませんが、調査
業務というのは、依頼者が同行するわけではないの
で、料金にあった適切な調査が本当に行われている
かはわかりにくいものです。そこで当所では、事前
に調査内容と時間単価、経費の割合など、十分説明
した上で依頼を受諾するようにしています。
　あと、一番大きな特徴は、私自身が行政書士で、
行政書士事務所と併設して運営していることです。
行政などへの書類作成の専門家であるため、調査報
告書の分かりやすさには、ご評価を頂いています。
また調査後の、離婚協議書、示談書、内容証明など
の法務手続きまでサポートすることが可能です。

今 後 の 展 開

　現在のところ、主な業務は個人の方からのご依頼
で、婚姻外の異性との関係について、配偶者の方か
らのご相談が一番多い状況です。
　今後は、企業や団体からの、組織内における盗聴
や情報漏洩に関わるものや人にからむ調査につい
て、力を入れていきたいと考えております。
　また行政書士業務についても、介護事業所を対象
として手続業務を中心に受託しております。
　これからも、当所のモットーである、「あなたの
絶対の味方であること」からぶれずに、進んでいき
たいと思います。

探 偵 に な っ た 経 緯

　元々は全く違う業界で、司法書士事務所に勤務し
ており、ゆくゆくは法律に携わる仕事で独立も考え
ておりました。その勤務先の司法書士事務所を退所
してから、今後について考えているときに、偶然、
探偵事務所のアルバイト募集の案内を見つけたの
が、この業界に入ったきっかけでした。
　全く畑違いの仕事でしたが、ご相談に来られる方
は、深い悩みを抱えておられるという点では、前職
と共通するものでした。犯罪でもそうですが、被害
者という立場は非常に弱く、想像以上に救われてい
ないというのが現実です。相談するところもなく、
家庭崩壊に至り、不幸な状況に多くの方が陥ってい
る、そうした状況を目の当たりにして、自分に出来
る事で少しでも依頼人を助けたいという思いが強く
なり、独立後の現在に至っています。

事業所名：はたみ探偵事務所
代 表 者：探偵・行政書士　畑見　昭雄 氏
所 在 地：大阪府吹田市垂水町3丁目35番25号
　　　　　タケダビル202
Ｔ Ｅ Ｌ：06-6387-0100
Ｕ Ｒ Ｌ：http：//hatami-offi  ce.com/

新入会員インタビュー はたみ探偵事務所

〈新たにご入会頂いた事業所〉 （H29.8.1 ～ 8.31　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 協進電化 吹田市山田東 電化製品販売

建　　設
（株）NORIDEN 吹田市山田東 電気工事、工場・プラント・事務所の設備工事

ライズテック 吹田市南吹田 防水工事業

（特）金融 竹下FPオフィス 西宮市北六甲台 FPコンサルティング、セミナー、保険販売代理業

（特）専門
サービス

顧客リピート総合研究所（株） 大阪市東淀川区西淡路 リピーター創出を軸とした経営コンサルティング、
各種調査および分析、講演、研修、企画の実施など

ツクヨミしろくま堂ブックサービス 豊中市東豊中町 販売業支援、チームマネジメント支援

（株）NAMIKI 大阪市北区曽根崎 医療経営コンサルティング、M&A、不動産管理、売電等

≪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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着物のトータルサービス業になった
『きものブレイン』

　1990（平成2）年当時、着物の小売市場規模は1
兆5000億円程度あったが、それ以降年々減少し、
今や約2750億円となっている。このことは、織
物の産地として栄えてきた新潟県十日町市でも同様
で、560億円あったピーク時の生産額が、今や40
億円にも満たない。その主たる原因は、少子高齢化
に伴う市場の縮小や西洋文化の進行に伴う着物離れ
と業界では考えてきた。
　しかしながら、「株式会社きものブレイン」社長
の岡元松男さんらは、衰退の最大の要因は市場の縮
小ではなく、供給側の問題と考えたのである。そし
て、次から次へとこれまで存在しなかった新しい価
値を創造提案してきた。その結果、同社は業界の著
しい衰退傾向とは逆に、右肩上がりにその業績を伸
ばしている。
　同社は、現社長である岡元社長と、その妻、岡元
真弓副社長で創業した。二人は脱サラし、当初、呉
服商を経営していたが、その中で着物に関するさま
ざまなニーズやウォンツの存在を知った。例えば、
ある顧客から「着物を着てもお手入れができないた
め、大切な着物は汚さないようにできるだけ着ない
ようにしている……」と言われたことなど。ショッ
クを受けるとともに、呉服商として売りっ放しでは
なく、販売した商品にトコトン責任を持つ必要性に
駆られた。
　このことがきっかけで、岡元夫妻は1983年、着
物を販売するだけではなく、着物のアフターケアや
ビフォーケア事業に乗り出していく。アフターケア
事業とは着物の着用後の染み抜きやかけ直し、さら
には丸洗いなどであり、ビフォーケア事業とは仕立
て前の反物の修正やガード加工（撥水加工）などであ
る。また、着物の縫製職人の激減や価格志向の強い

顧客の要望に応えるため、ベトナムのホーチミン市
に直営工場を設立し、着物の安定供給にも注力した。
　こうした経営スタイルは、当時の業界の常識から
いって非常識そのものであったが、岡元夫妻は「何
が正しいか、何が正しくないのか」を決断軸にし、
努力を重ねた。その結果、7年間赤字経営であった
が、その後ゆっくり着実に動き出し、現在、社員数
286人、売上高27億円、約1万4000の呉服店と
取引する、全国最大規模の「着物のトータルサービ
ス企業」にまで成長・発展したのである。
　先日、機会があって、新たに建設された「きもの
ブレインファクトリー」を見学させていただいた。
企業とは改めて「市場創造業」であると実感した。

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。



世界で1日3000万本飲まれています

〒564-0052 吹田市広芝町3番2号
TEL　06-6386-8960

URL  http://www.osakahokubu-yakult.co.jp
E-mail  info@osakahokubu-yakult.co.jp

FAX　06-6337-2471

大阪北部ヤクルト販売株式会社

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
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　9月29日（金曜日）、第27回となる会員親睦ゴルフ大会が、伏尾ゴルフ倶
楽部において開催されました。
　当日は晴天に恵まれ絶好のゴルフ日和となりました。19組73名の方にご
参加いただき、ダブルペリア方式で白熱したゴルフが繰り広げられました。
　優勝はネッツトヨタニューリー北大阪（株）の小西　康仁氏が優勝され、上
位入賞者や飛び賞、ニアピン賞、ドラコン賞、ベスグロ賞の方に賞品を贈呈
させていただきました。また、賞品をご提供いただきました事業所様には御
礼申し上げます。

第27回吹田商工会議所会員親睦ゴルフ大会　盛会に開催！

賞品提供いただいた事業所様
大幸薬品㈱、マロニー㈱、㈱堀田工務店、グリーンホスピタルサプライ㈱、㈱
マルマス サニーストンホテル、北おおさか信用金庫、㈱リバフォール、㈱紙
谷工務店、大同生命保険㈱、㈱サンリバー、大阪北部ヤクルト販売㈱、アサヒ
ビール㈱吹田工場、ネッツトヨタニューリー北大阪㈱、㈱野田テック、㈱バ
リューネットワーク、東京海上日動火災保険㈱、㈱ジェイコムウエスト吹田
局、㈱関西東急ホテルズ新大阪江坂東急REIホテル、伏尾ゴルフ倶楽部
 （順不同・敬称略）

上位入賞者【ダブルペリア方式】 （敬称略）

順　位 氏　名 事 業 所 名
優　勝 小西　康仁 ネッツトヨタニューリー北大阪（株）
準優勝 大西　慶和 グランデ・パートナーズ（株）
3　位 林　　眞基 （有）三陽美装
4　位 堀田　　誠 （株）堀田工務店
5　位 西川　雄治 千商ハウス（株）

優勝された 小西　康仁 氏と柴田　仁会頭

　炊飯ジャーや電気ポットなど、私たちの日常生活で誰もが目にし
たことのある商品を作る会社『象印』。それは、1918年に 「真空断
熱」という、当時のハイテク技術を結集した1本のガラスのマホービ
ンから出発しました。以来、その時々の先端技術を結集しつつ、

「快適で、便利で、もっとゆたかな暮らしを」という願いを商品開発
に活かし、調理家電のみでなく、空気清浄機や加湿器などの ｢生活
家電｣商品や独自の技術の応用により、産業用分野においても、省
エネ性、利便性を追求した展開を積極的に進めており、宇宙開発に
も貢献しています。
　今回の見学会では、2018年に創業100周年を迎える当社の、創
業以来の歴史からまほうびん技術の“真空”の体感、宇宙開発にも貢
献する新しい技術を学びます。

『まほうびん記念館』見学会　工業部会主催
サーモテクノロジーとその進化をたどる記念館　象印マホービン（株）“発見する眼・発想する心

・開発する力”
～家庭から宇宙まで～

開催日▶平成29年12月22日（金）
<当日のスケジュール>
・集合完了：14時45分
・見 学 会：15時00分～16時00分
　　　　　　①ビデオ絵本　まほうびんが生まれるまで
　　　　　　②暮らしを創る象印マホービンの90年
　　　　　　③暮らしの夢シアター
　　　　　　④真空の不思議　体感コーナー
　　　　　　⑤まほうびん技術発送と開発の系譜
　　　　　　⑥象印マホービン　未来進行形
・懇 親 会：見学会終了後移動～18時30分（※懇親会は有料）

集 合 場 所：大阪市北区天満1丁目20番5号
　　　　　（象印マホービン株式会社 本社1F）
定　　　員：先着30名（所属部会は問いません）

締　切　日：平成29年12月15日（金）
お問合せ先：吹田商工会議所　工業部会担当 　
※詳細及びお申込は、本誌折込チラシをご覧下さい。

参加費
無料！



□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7月13日、筆者は猛暑の中、三つの記者ク
ラブ（兜（かぶと）倶楽部、日銀金融記者クラブ、内閣記
者クラブ）を回った。大和証券グループが新たに開発し
た、最先端の人工知能（AI）技術を活用して地域別の景
況感を示す「大和地域AI（地域愛）インデックス」（以下

「地域愛インデックス」）に関する記者会見などを行うた
めである。この模様は、テレビ東京系列「WBS」で放映
されたことに加えて、日本経済新聞社、朝日新聞社、共
同通信社の記事などを通じて、全国に報道された。
　地域愛インデックスとは、日本銀行「地域経済報告（さ
くらレポート）」の文章データをAIモデルで指数化した
ものだ。日銀の各支店などからの報告を集約したさくら
レポートは、毎四半期公表される。地域別の景況判断は
メディアでもよく取り扱われる。ただ、さくらレポート
は景気の現状は把握しやすいものの、定性的な情報であ
るため、ヒストリカルな推移を定量的に把握することは
難しい。
　文章を定量的な情報へと変換できれば、景況感の推移
を把握しやすい。例えば、「景気は拡大している」や「景
気は弱含んでいる」と記されているとき、読み手は「景気
が良い表現」がどれかを識別できるが、この感覚を数値
化できないだろうか。こうした課題に対してAIは極め
て有効なツールとなる。「文章と景気評価」に関する膨
大なデータがあれば、その関係性をAIが学習すること
で、「どのような表現が、景況感にどの程度プラスか」
を数値化できる。実際、こうした学習に適したデータと
して内閣府「景気ウォッチャー調査」がある。同調査では
景気の5段階評価とその判断理由のコメントが公表され
ている。地域愛インデックス開発に当たり、われわれは
約7万行の文章データをAIに学ばせることで、文章から
景況感指数を算出するモデルを構築した。
　地域愛インデックスを用いると、各地域の総合的な景
況感のヒストリカルな推移を把握することができる。加
えて、最終的な指数の変化に対する分野別の寄与度を見
ることで、どの分野が景況感を変化させているのかを
ヒートマップ（データを可視化するために数字データの
強弱を色で視覚化する方法）で示すことも可能だ。

　なお、地域別の代表的な経済統計としては、都道府県
別GDPの「県民経済計算」があるが、該当年度が終わっ
てから3年以上後に公表されるため、速報性に乏しい。
また、景気ウォッチャー調査や日銀短観は地域別の結果
が公表されるものの、アンケートであるため、象徴的な
イベント（例えば、英国のEU離脱など）による影響を受
ける可能性がある。
　一方、地域愛インデックスはこれらの欠点が少ないた
め、地域経済を把握する重要なツールの一つとなり得
る。7月の地域愛インデックスは、輸出拡大を背景とし
た増産基調から全9地域中5地域（北海道、東北、関東
甲信越、近畿、中国の各地方）で上昇となった。先行き
に関しては、輸出主導で生産が上向いている地域が多い
ことから、外需の下振れリスクに警戒が必要であろう。
また、労働需給がタイトである北陸と中国では、人手不
足による生産活動などへの悪影響が全国に先んじて表れ
るリスクがある。
　現在、わが国では、人口減少と地域経済縮小の悪循環
を断ち、地方創生を実現することが喫緊の課題となって
いる。地方創生の推進には、地域特性に即した政策の実
行とともに、地域の景気の現状を的確に把握することが
欠かせない。今後、われわれは地域愛インデックスを大
和総研ウェブサイト上で毎四半期公表する方針である。
次回、10月上旬公表予定の地域愛インデックスの動向
が大いに注目されよう。

株式会社大和総研 常務執行役員 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。

地域経済の実態を
どうやって把握するか？
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　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。

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、折り込みチ

ラシをご覧下さい。

「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
主催見学会のご案内

　9月14日（木）、千里市民センター 大ホールにて立教大学名誉教授の山口義行氏をお招
きし吹田商工会議所青年部 平成29年度9月公開例会「日本経済の動向と中小企業経営－中
小企業経営者は今何をすべきか？－」を開催致しました。
　商工会議所会員78名、一般参加者46名の合計124名にご参加頂き、企業経営者は「読
む力」「問う力」「つなぐ力」とマクロな経済を意識しながら事業を展開すべき等々、山口氏
からご講演頂きました。
　堅いテーマではありましたが、様々なマスコミ各所でご活躍されている通り分かりやす
く丁寧なご講演で、参加された方々皆様にとって気づきの多い実りのある時間となったと思います。

青年部コーナー 9月公開例会『日本経済の動向と中小企業経営
― 中小企業経営者は今何をすべきか？ ―』開催

「営業戦略&SNS活用セミナー」・「ホームページ活用セミナー」吹田市
中小企業セミナー

【両日共通】○時　間：18時30分～20時30分　　　　　○場　所：吹田商工会議所 大会議室
　　　　　○対　象：中小企業の経営者、従業員 等 ○定　員：先着50名
　　　　　申込み▶吹田市役所 地域経済振興室へ（電話06-6384-1356）　吹田市のHPで申込書をダウンロードできます。

無料！

売れる営業戦略とSNS 活用法
安売り競争からの脱却セミナー

～同業者と競争しないで得意分野で1位をつくる～

中小企業のための
ホームページ集客のポイント

　同業者と価格競争せず、売り上げを伸ばしていく営業活動法・
SNS活用術をお教えします！
●講師：株式会社ファイブスター　代表取締役 金山　義則 氏
●申し込み締め切り：10月19日（木）

　ホームページは営業活動のカナメ！その活用方法の極意がこの
セミナーに！
●講師：株式会社中嶋商店　代表取締役 中嶋　茂夫 氏
●申し込み締め切り：11月28日（火）

平成29年
10月

23日（月）

平成29年
11月

30日（木）



11No.436

ご要望いただければ、制度説明にお伺いいたします。お気軽にお問合せください。
問合せ先▶公益財団法人大阪産業振興機構 設備支援部 設備支援課　TEL：06-6947-4345　URL：http：//www.mydome.jp

利率0.7～1.5%/年
（割賦の場合）

連帯保証人は
原則代表者のみ

従業員20名以下の
企業の方が対象

（商業・サービス業は5名以下）※

※一定要件を満たせば従業員50名まで対象

設備を割賦販売又はリースで導入できます。
平成29年度　設備貸与制度のご案内設備投資を支援します！



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。）


