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予防医学を提供し、
病気にならないお手伝いを

2017/11

大阪北部ヤクルト販売株式会社
代表取締役社長　髙木　康弘 氏

　大阪北部ヤクルト販売株式会社は、昭和29年の創業
以来、ヤクルト商品を販売することを通して地域住民の
健康づくりに貢献されています。
　平成20年に、髙木康弘氏が6代目社長に就任され、
ヤクルトの創始者である代田稔（しろたみのる）博士の創
業の精神をモットーに事業展開をされています。
　今回は、髙木社長に会社の歴史と現在力を注いでおら
れる職場の環境づくりなどについてお伺いしました。 代表取締役社長　髙木　康弘 氏
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― 貴社の沿革についてお聞かせください。
当社は、昭和29年に私の祖父である髙木春雄が、有限会

社ヤクルト吹田営業所を創業したことから始まりました。祖
父は、「ヤクルト」の創始者である代田稔博士を信奉してい
て、当時何名かの同志とともに全国各地に設立されたヤクル
トの販売会社の一社であります。

それから60年以上を経た現在では、ヤクルトの販売会社
は全国で100社ほどあり、大阪府内には当社を含め6社が
あります。当社は吹田市・豊中市・東淀川区・淀川区のエリ
アで営業活動をしております。

私は、ヤクルト本社（本部）で2年ほど勤務した後、当社に
入社しました。そして、32歳の時に現名誉会長である髙木久
美子社長（母）の跡を継いで代表取締役社長に就任しました。

当社は長年、吹田ヤクルト販売株式会社の社名で営業し
てきましたが、営業エリアが吹田市以外にも広がっているこ
とから、平成27年に大阪北部ヤクルト販売株式会社に変更
し、現在に至っています。

― 事業内容についてお教えください。
代田稔医学博士は、病気になってから治療するのではな

く、病気にかからないようにす
る「予防医学」を志され、研究の
末「乳酸菌・シロタ株」を発見さ
れました。この生きて腸に届く
強い乳酸菌を多くの方々に飲ん
で頂くために、昭和9年に製品化
されたのがヤクルト飲料です。

当社は、このヤクルト飲料の
販売がメイン事業となりますが、創始者代田博士の創業の精
神である

1.病気にかからないようにする「予防医学」
2.腸を丈夫にすることが健康長寿につながる「健腸長寿」
3.誰もが手に入れられる価格で提供する「乳酸菌・シロタ株」

という「代田イズム」を
モットーに事業を展開
しています。そのため、
健康教室や食育事業、
血液年齢測定やふれあ
いイベント等、地域住
民の健康に役立つ活動
などにも幅広く事業展開しています。

現在、約10,000軒の一般住宅、約3,000件の企業やお
店とお取引させていただいています。これからも、より多く
の方に予防医学を提供して、健康で楽しい生活づくりに貢献
していきたいと考えています。

― 現在力を入れていることについてお聞かせください。
地域のお客さまにヤクルトレディの訪問目的や仕事内容

を理解していただくことに力を入れております。
ヤクルトレディの歴史は55年と長く、おかげさまで、地

域や企業のみなさまから身近な存在として認識していただい
ていると感じております。しかし、彼女たちの仕事が「予防

医学」を提供し、病気にならないお手伝いをすることである
ということはあまり知られていません。

当社では、お客さまや企業と訪問目的を共有する仕組み
をつくると同時に、知識や接客サービスの質を高めるために
頻繁に「ワークシェア」という名称でスタッフミーティングを
実施しています。彼女たちが、「お客さまの健康づくりのお
手伝いをしている」という高い意識を持ち続けることが、み
なさまにヤクルトレディの仕事そのものを理解していただく
ことにつながると考えています。

― 保育所運営にも力を入れておられると伺いましたが…
ヤクルトレディが働き

やすいよう、お子さまを
預かる託児所を昭和58年
より開設していました。
そして平成9年よりお子
さまを預かるだけではな
く、しっかりと教育して
いく保育所づくりに取り
組んでいます。以前は営
業所ごとに託児所を置い
ていましたが、平成19年
からは本社に集約し、年
齢別保育所に移行しました。

今年3月に本社の保育所を全面改装しました。今回リ
ニューアルしたことにより、保育の幅や質を高めることがで
きるようになりました。例えば、クラス別や個別対応の保育
ができるようになり、成長速度が異なる幼児に対し、一人ひ
とりの成長をしっかりと把握し、目的をもって接することが
出来るようになりました。そして、自分たちで手作りしたも
ので遊ぶことにより、創造力や手先の器用さが養われ、物を
大切にする心を育むことにも心掛けた保育を行っています。

― 今後の展望についてお聞かせください。
近年ようやく腸や乳酸菌の重要性が、メディアなどを通

して広く認知されてきました。統計資料によりますと当社エ
リアでは現在人口の約6%が毎日ヤクルトの乳製品をご愛飲
いただいております。これを、今後10%程度にまで増加さ
せたいと思っております。

地域のお客様にヤクルトの販売を通じて、病気の予防、
健康づくりのお手伝いをさせて頂くことが当社の役割です。
今後もより一層、代田イズムのもとヤクルト商品の普及に力
を注いでいきたいと考えています。

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。

大阪北部ヤクルト販売株式会社
〒564-0052

大阪府吹田市広芝町3番2号
TEL06-6386-8960

http：//www.osakahokubu-yakult.co.jp/
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入場無料！

他者理解でおもてなし度をあげる！

『リーダーが学ぶ「傾聴」力を高めるセミナー』

　吹田産業フェアは、吹田市内で活動される事業所の皆様と、吹田市
民の方々とのふれあいの場です。例年、多くの来場者が足を運ばれ、
春の産業イベント事業として定着してまいりました。
　この度、次回の吹田産業フェア開催に向けて、ご出展頂ける事業所
を募集させて頂きます。次回の吹田産業フェアは35周年、また吹田商
工会議所創立70周年を迎え、記念イベントも企画中であり、例年以上
の来場者数を見込んでおります。
　吹田市民とのふれあいの場、また、事業のPRの場として、ぜひご出
展ください。詳細は同封の募集チラシをご覧ください。
　地域社会と共に、より一層の発展を目指し、吹田を盛り上げていき
ましょう！

と　　き：平成30年5月12日（土）・13日（日）
 午前10時～午後4時
と こ ろ：吹田市文化会館（メイシアター）、いずみの園公園、
 吹田市役所庁舎駐車場
主　　催：吹田産業フェア推進協議会
お問合せ：吹田商工会議所　吹田産業フェア事務局　谷（タニ）
　　　　　電話（06）6330‐8001　FAX（06）6330‐3350

【おもてなし規格認証取得支援】吹田商工会議所主催

■開 催 日：平成29年12月14日（木）　午後2時から4時30分
■会　　場：吹田商工会議所　3階　大会議室　（吹田市泉町2-17-4）
■講　　師：kunこころの宮総合カレッジ　代表　長原　洋子 氏
■対　　象：経営者、経営幹部、その他傾聴にご興味のある方
■定　　員：30名
■申込方法：本誌同報チラシよりお申込みください。　HPからもお申込頂けます。http：//suitacci.com/
■お問合せ：06-6330-8001　吹田商工会議所　セミナー担当　谷

　傾聴はもともとカウンセリングで使われる聴き方の技法ですが、現在では日常のコミュニケーションスキルと
して重要視されております。社内外やお客様とのより良い人間関係を築くため、目前の相手を更に理解すること
を目的として本セミナーを開催致します。

内 容

●傾聴力の必要性
　・今、必要とされている「聴く力」
　・話を聴けない理由
●従業員の意欲と能力を引き出すために自分を知る
　・聴き方のエゴグラム
　・生き癖、考え方の癖

●お客様の身になって寄り添う聴き方
　・共感とは
　・「信頼関係を築く」話の聴き方
●おもてなし規格認証制度について
　・制度概要、メリット等のご説明
　　（近畿経済産業局 産業部
　　　　　クリエイティブ産業ユニット 吉田優輝 氏）

参考：おもてなし規格認証2017マーク

12月14日（木）開催！

第35回 吹田産業フェア出展事業所募集のご案内
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　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

『象印』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まほうびん技術発想と開発の系譜
　　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、当所ホームページをご覧下さい。

参加費
無料！

第2回 「いきいき会」 開催のご案内
　第1回会議所懇話会「いきいき会」を、10月18日（水曜日）に開催いたしま
した。株式会社ガンバ大阪　山内社長を講師に迎え、ガンバ大阪の運営やJ
リーグにまつわるお話を拝聴し、昼食を挟みながら懇談会を行いました。会
員相互の交流や親睦が深まったひと時でした。
　次回開催は平成29年12月19日（火）です。講師に吹田市長　後藤圭二様
を予定しております。残り数席空きがございますので、ご参加ご希望の方は
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。

問い合わせ：会議所懇話会「いきいき会」 担当　明石　TEL 06-6330-8001
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創 業 の 経 緯

　オーナーである私たち二人は、別々の美容室で働
いており、それなりのポストにも就いていました。
お互い経験を積むにつれ色々な面で更なる向上を目
指すようになった時期に出会いがあり意気投合し、
二人で創業の話を始めたのが二年程前です。しか
し、そこから前に進まなかった時、吹田商工会議所
のサビックの事を知り、相談をしてからは、自分た
ちのやり方を引っ張り出してもらえ、どんどん現実
化していき、開業に至りました。

事業所名：HES（ヘス）
営業内容：美容室
代 表 者：今西　隆徳 氏・定山　辰徳 氏
所 在 地：吹田市千里山東2-28-5
Ｔ Ｅ Ｌ：06-6155-7900
Ｕ Ｒ Ｌ：https：//hes-page.com/
開　　業：平成29年9月

新入会員インタビュー HES（ヘス）

お 店 の 特 徴

　1番の特徴は“半個室”があることです。スロープ
設計で段差のない「世代を越えて、生涯通いたくな
る場所でありたい」をコンセプトに店づくりをして
います。子どもさん連れや車イスの方もご利用して
いただきやすくしています。また、毎月ご来店して
いただけるようにリーズナブルな価格にしていま
す。そして、20年近い経験を活かした技術とサー
ビスには自信をもっており、ご案内からセットまで
の 全 て を マ ン
ツーマンでして
います。年中無
休で仕事帰りで
もご来店してい
ただけるように
受付時間は20時
までしています。

（予約優先）

今 後 の 展 開

　店の名前（HES）は、「Happy  Enjoy  Share」の
略です。お客様がキレイになり幸せを感じて、楽し
い時間を過ごしていただきたい。それを私たちも共
有することでお店を笑顔でいっぱいにしたいとの想
いから名付けました。お客様とのコミュニケーショ
ンを大切にし、老若男女問わず末永く来ていただけ
るようなお店にしたいと思っています。今は二人で
すが、徐々にスタッフを入れて店舗を増やしていけ
ればと思っています。スタッフが「ここで働きたい」
と思えるような店作りを目指しています。

〈新たにご入会頂いた事業所〉 （H29.9.1 ～ 9.30　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
（株）ガリレオ大阪営業所 吹田市広芝町 防犯カメラを始めとするセキュリティシステムの販売・施工・保守
Bossfull 千里丘店 摂津市千里丘 貴金属・ブランド品の買取・販売・卸

金　　融 （株）南都銀行江坂支店 吹田市豊津町 銀行

建　　設
Rd.op 吹田市南吹田 舗装工事業
WORK SHOP 吹田市千里山竹園 リノベーション工事　オーダー家具製造

専門サービス
はたみ探偵事務所 吹田市垂水町 不貞・裁判の証拠収集、行方調査、盗聴器発見調査、企業・労働調査
三木伸介海事法務事務所 吹田市豊津町 海事代理士業　付随する船用品販売、配達
山本純資税理士事務所 吹田市江坂町 税理士事務所

サービス業 HES 吹田市千里山東 美容室
（特）建　　設 冨永工業 大阪市淀川区東三国 内装業
（特）情報通信 西菱電機（株）情報通信販売事業部 大阪市北区堂島浜 情報通信分野でトータルICTソリューションを提供する

（特）専門
サービス

東亮介社会保険労務士事務所 大阪市福島区玉川 社会保険労務士業・行政書士業
（株）ナレッジラボ 大阪市北区西天満 コンサルティング

≪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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低迷する外食産業で光る『平和園』

　十勝平野の母都市・帯広市の中心街の一角に「平
和園」という店名の外食産業がある。経営母体は株
式会社平和園で、主事業は焼き肉レストランの経営
である。同社の設立は1970年で、現社長の新田
隆教氏の父親である新田良基会長が、実父の経営し
ていたホルモン焼き屋をいったん整理し、焼き肉屋
として再スタートさせた。
　きっかけは、当時の焼き肉屋は繁盛店が多かった
が、多くの店の配膳や接客サービス、さらには商品
価格を見るにつけ、リーズナブルな価格と親切丁寧
な接客サービスを提供すれば、顧客に支持されると
考えたからである。そしてもう一つの理由は、新田
会長自身、貧困な生活の中で育った体験から食を通
じて多くの人々に喜ばれることをしたかったからで
ある。
　設立当初からこのことを肝に銘じ、愚直一途に経
営を続けた。その結果、現在は帯広市を中心とした
十勝管内に6店舗、札幌市内に3店舗の計9店舗を
展開し、社員数も140人の規模となっている。よ
り驚かされるのは、多くの外食産業は外部環境の変
化や自社の業績悪化を口実に店舗の移転や退店を繰
り返す中、設立以来47年間、撤退が1店舗もない
どころか、この間、おおむね黒字経営を持続してい
る点である。
　先日、恒例の大学院のゼミでの夏期合宿の一環で、
同社を久方ぶりに訪問させていただいた。新田社長
に話を伺い、食事をさせていただいたが、その経営
の考え方・進め方には参加者一同感嘆するとともに、
その肉のおいしさや接客サービスに驚かされた。
　新田社長にその訳をお聞きすると、牛肉は全て十
勝牛を中心とする国産牛を使用し、しかもその加工

は全て肉職人さんの手切りという。15年以上の
キャリアのある肉職人さんが一枚一枚丁寧に切り落
とし、余分な脂身を取り除きながら切り分けている
という。だからこそ肉はやわらかく、しかもボ
リュームがあったのである。また、その味付けは、
肉の状態に合わせ10数種類の調味料を調合した

「秘伝のタレ」をもみ込む「一丁付け」という手法を
とっているという。加えて言えば、これだけ品質に
こだわっているにもかかわらず、その値段はという
と想像を絶する安さなのである。
　「私は病気で中途失明をしてしまい、今は全く見
えません。でも社員が私の経営への思いをよく理解
し、頑張ってくれています。世の中、経済的に恵ま
れた方々ばかりではありません。皆さまに安心・安
全なお肉をリーズナブルな価格で、お腹いっぱい食
べて、喜んでいただきたいからです……」と、新田
社長は私たちにニコニコ顔で話してくれた。その話
を聞いたとき、私たちは涙があふれ出てきた。 

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。



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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相互フォローで自社を強化！
つなぐ・つながる交流会　12月5日（火）開催！

吹田商工会議所
　　　　　主催

　10月14日（土）、第35回近畿ブロック大会 守山大会が行われま
した。全体では1,900名余りの登録があり、吹田YEGからは37
名が参加しました。
　会員へのインタビュー形式のアトラクションを行いながらバスで
滋賀県守山市へ移動し、記念式典に参加の後はCLUB HARIE波璃
絵館でのお土産探し、3種から選べる近江牛の昼食、舟での八幡堀
めぐりを楽しみました。ここで2組に分かれ近江の地酒と水茎焼の
陶芸体験を楽しむ分科会にそれぞれ参加しました。最後は全員で大
懇親会に参加し、1日を振り返りながら親睦をさらに深めることが
できました。
　会員が撮ったスナップ写真を1人2枚FaceBookに上げて共有しましたが、どの写真にもとびきりの笑顔が溢れて
いました。朝早くから夜遅くまでの事業でしたが、吹田YEGの団結を改めて確かめられた事業となりました。

■開 催 日：平成29年12月5日（火）　16時00分開始
■と こ ろ：吹田商工会議所　3階　大会議室
■対　　象：経営者他、多くのご参加をお待ちしております。
■定　　員：30名　
■参 加 費：吹田商工会議所会員：無料　未会員：1,000円
■お申込み：本誌同報チラシよりお申込みください。HPからもお申込頂けます　http：//suitacci.com/
■お問合せ：吹田商工会議所　ビジネス交流会担当　谷　06-6330-8001

　「効果的なHPを作成したい」「金融機関とつながりを持ちたい」「気軽に相談できる弁護士と知り合いたい」「販促
チラシを作成したい」「納税について相談したい」など事業を運営していく上で起こる様々な課題に対し、気軽に相
談できる相手探しの場をご提供致します。

青年部コーナー 第35回近畿ブロック大会 守山大会　開催

すいた商工会議所ニュース　広告掲載&チラシ同封募集中！
本誌では、会員様限定で広告掲載やチラシの同封を受付中。

格安で2,200か所以上の会員事業所、官公庁、各種団体にリーチします！
■広告料金表（1回あたり）※

※原則として年間契約となりますが、単発や各月の掲載など期間のご相談にも応じます。
　また、紙面構成の都合や申込状況によりご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。

広告枠 色 サイズ（縦×横） 1回当たり

紙面内中型広告 モノクロ 4.7×13.4cm 9,720円

紙面内小型広告 モノクロ 4.7×6.7cm 5,400円

<第1部>サーキット名刺交換会（16：00～16：55）
ご参加いただいた方に円状に並んで頂き、席、場所を移動しながら多くのご参加者と交流をしていただけます。
※ 同一業種でお申込み多数の場合は先着順にてお申込みをお断りさせていただく場合があります。

<第2部>交流会（17：00～18：00）
立食形式による参加事業者同士の交流会を開催します。

（アルコールを伴いますので、お車・自転車での来場はご遠慮ください。）

内　容



□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8月3日、第3次安倍第3次改造内閣が発足
した。新内閣は、麻生太郎副総理兼財務大臣、菅義偉官
房長官といった「政権の骨格」を維持した上で、若手の
ホープである河野太郎氏を外務大臣に抜擢し、政策通の
茂木敏充氏を経済再生担当大臣に充てた。安倍総理は、
同日の記者会見において、新内閣を「結果本位の仕事人
内閣」と命名し、「加計問題」などを背景に急落した内閣
支持率回復に向けた意欲を示した。
　12年末の政権交代以降、安倍政権は「経済最優先」と
の立場から「アベノミクス」を推進してきた。それでは、
今後、わが国が取り組むべき、成長戦略の柱は一体何な
のだろうか？　筆者は、成長戦略の「宝の山」は労働市場
改革にほかならないと考えている。
　わが国の労働市場で、安定的な「メンバーシップ型正
社員」と不安定な「非正規労働者」という極端な二極化が
定着していることは、二つの深刻な構造問題を引き起こ
している。
　第一の問題は、労働生産性の低迷に伴う、日本企業の
国際競争力の低下だ。すなわち、メンバーシップ型正社
員が強大な人事権の下で、いわば「何でも屋」的な働き方
を強いられる。この結果、過重労働問題が深刻化する
ケースが後を絶たない。そのことと引き換えに、彼ら
は、事実上の雇用保障を与えられているため、新規成長
産業への円滑な労働移動が遅れ、産業構造の変化は停滞
している。これらの弊害は、非正規労働者への職業訓練
が不十分なことと相まって、労働生産性の低迷を招いて
いる。
　第二の問題は、国民の将来不安を背景とする、個人消
費の低迷や少子化の進展だ。非正規雇用者の待遇は極め
て不安定で、一部の「ブラック企業」の存在も社会問題化
している。また、格差固定化の懸念などから、将来不安
に苛まれた非正規労働者の中には、結婚もままならない
人が少なくない。
　これらの構造問題の根底にあるのが、労働市場の機能
不全だ。極端に二極化した雇用システム、解雇に対する
硬直的な規制、過重労働などの問題を解決すること。ま
た職業訓練の充実や女性が働きやすい環境づくりによっ
て、成長分野に人材がシフトできる仕組みをつくること

が必要だ。こうした労働市場の改革は、生産性の向上だ
けでなく、少子化対策にもつながる。
　現在、日本のサービス業の労働生産性は米国の半分程
度にすぎない。付加価値を厳密に測定することが困難
な、サービス業の労働生産性は労働者の賃金によって規
定されることから、「同一労働同一賃金の原則」を通じ
て非正規労働者の待遇を改善することができれば、労働
生産性は劇的に改善する。
　わが国ではサービス業が経済の7割程度を占めている
ため、仮に労働生産性を1割改善することができれば、
名目GDP（国内総生産、産業計）は7%強（30兆円程
度）、さらに労働生産性が米国並みに上昇する場合には、
名目GDPが60%以上（260兆円弱）増加する計算とな
る。成長戦略の柱と目される、農林水産業の名目GDP
ベースの付加価値がわずか6兆円弱しかないことに照ら
しても、労働市場改革こそが「宝の山」であることは間違
いない。
　一般論として言えば、政権の支持率が落ちると、「国
民にとって耳の痛い構造改革」を行うことは難しくなる。

「ポピュリズム（大衆迎合主義）」的な色彩が強まり、投票
率が高い高齢者などを対象とした「バラマキ政策」が取ら
れがちになるからである。安倍政権が、支持率が大きく
低下した状況下で「岩盤規制」の本丸である労働市場改革
を断行することができるか否か。今こそ、安倍政権の真
価が問われている。

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。

労働市場改革こそが『宝の山』
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「自社の強みの発見」と「それを広げるコツ」第２回起業家セミナー

吹田商工会議所　労働保険事務組合
　労働保険は、労災保険と雇用保険の総称です。従業員を1人でも雇っている場合は、労働保険に加入しなければ
なりません。従業員や事業主の皆様が安心して働ける職場づくりのため、労働保険に加入しましょう。
　吹田商工会議所では厚生労働大臣の認可を受けて、労働保険事務組合として、労働保険に関する事務手続きの代
行業務を行っております。労働保険に加入するべきだと思いつつも、事務手続きが煩雑だと感じておられる方は、
ぜひ吹田商工会議所にお任せ下さい。

　ロゴを作っただけでブランディングばっちり？？ホームページを作ってチラシを撒けば、認知が上がって売れる
売れる。なぁ～んて、そんなに甘くないですよね。起業って！

■日　時：平成29年11月29日（水）　18：30～20：30
■講　師：Kentaurs（ケンタウロス）代表　佐賀健太郎氏（クリエイティブディレクター/コピーライター）
　　　　　<受賞歴>05年 読売広告大賞 企画協賛賞 / 06年 毎日広告デザイン賞 企画賞ほか多数
■場　所：吹田商工会議所　3階大会議室
■対　象：起業を志している人。商品・サービスの認知度を上げたいと考えておられる人。
■定　員：40名
■参加料：無料
■申　込：吹田商工会議所のホームページのセミナー情報から第2回起業家セミナーを検索され、
　　　　　申込フォーマットにご入力くださるか、同封のチラシ裏面の申込書をFAXして ください。
■主　催：吹田商工会議所（すいた経営革新支援センター）
■締　切：11月24日（金）
■問合せ：すいた経営革新支援センター（サビック）　TEL06-6330-5588

【お問合せ先】
● 労働保険制度全般・保険料については、労働局へ
● 労災保険制度については、労働基準監督署へ
● 雇用保険制度については、ハローワーク（公共職業安定所）へ
● 労働保険事務組合については、吹田商工会議所へ

大阪労働局
　労働保険適用・事務組合課　（06）4790-6340・6350
　雇用保険課　　　　　　　　（06）4790-6320
　ホームページ　http：//osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
吹田商工会議所　労働保険事務組合　（06）6330-8001

労災保険
従業員の方が業務中や通勤途上に事故にあ
われたとき、療養給付をはじめ必要な保険
給付と援助を行います。

雇用保険
従業員の方が失業した場合及び雇用の継続
が困難となる事由が生じた場合に、生活及
び雇用の安定を図るとともに、再就職を促
進するため必要な給付を行うものです。

労
働
保
険

労働保険に入って
おられますか？
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愛される企業の法則
～「お客様の立場に立って考える」がCS力向上の鍵となる～

吹田市
中小企業セミナー

参加無料！

　顧客満足を高めるサービスの実現は、組織全体で取り組む必要があります。
　本セミナーでは、講師の木山氏より、多種多様な企業のCS活動に携わった御経験をもとにした、取り組みのポイ
ントと人材育成方法についてお話しいただきます。どうぞ皆様ふるって御参加ください。

開催日時：平成29年12月7日（木）　18時30分～20時30分（受付開始18時15分～）
場　　所：吹田商工会議所　3階　大会議室
対　　象：中小企業の経営者、従業員 等
定　　員：先着50名
主　　催：吹田市
後　　援：吹田商工会議所
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。

『大阪府国民年金基金』のご案内
　国民年金基金は、少しでもゆとりある老後を過ごすことができるように国民年金法の規定にもとづき、
国民年金（老齢基礎年金）の上乗せとして給付をする公的な個人年金制度です。
　加入できる方は、20歳以上60歳未満の国民年金の第1号被保険者で国民年金保険料を納めている方お
よび60歳以上65歳未満の方や海外に居住されて国民年金に任意加入されている方も加入できます。
　掛金は、希望される年金の型と口数・年齢・性別で決まり、受け取る年金額もわかるため、老後の生活
設計にお役立ていただけます。
　掛金額は一定で、全額社会保険料控除の対象となり、受け取る年金にも公的年金等控除の対象となりま
すので、2つの税法上のメリットがあります。

お問合せ先  大阪府国民年金基金　　大阪市天王寺区上本町6-6-26　上六光陽ビル5階

　　　　　●フリーダイヤル：0120-65-4192　　●ホームページ：

講　師
株式会社キャリ・ソフィア

代表取締役
木山　美佳 氏

大阪府国民年金基金 検索



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。）


