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苦しい時にこそ知恵を絞る
 －時流に合わせた新たな一歩－
寿司割烹 なるを

店主　成尾　友紹 氏
　JR吹田駅の中央口南に位置する旭通商店街に店舗を構える「寿
司割烹 なるを」は昭和3年に創業され、今年で90年を迎えられ
ます。初代の成尾熊雄氏が、現在のなるを寿司の前身となる食堂
を始められたのは大正時代の中頃だと言われており、長い歴史の
あるお店です。
　現在は三代目である成尾友紹氏が店主を務められています。昨
年6月に店舗を改装され、新たな取り組みとして日本酒ダイニン
グ「福warai」をオープンされました。さらに、今年2月にはクラ
フトビールを主軸とした「NARUO BEER」を開店される予定です。
　これまでの歩みについて、成尾友紹氏にお話を伺いました。 店主　成尾　友紹 氏
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― 成尾さんがお店を継がれたのはいつ頃のこと
ですか。

なるを寿司で働くようになったのは25年程前で
すが、私が先頭に立つ運営体制になったのは15年
程前です。

― 幼少期から、なるを寿司を継ぐことは決めて
おられたのですか。

いえ、実は高校を卒業後は金融機関に勤めまし
た。料理人志望の弟がいたのですが、私が22歳の
頃に交通事故で突然亡くなり、それで後を継ぐのは
自分しかいないなと思い、なるを寿司で働くことに
なりました。

― それまで板前の修行はされていなかったので
すね。

そうです。それでもなるを寿司で経験を積み、
徐々に形になっていきました。そして28歳の時に

「全国すし技術コンクール」の大阪大会に出場しまし
た。そこそこできるだろうと思っていたのですが、
結果は最下位に近い成績でした。そこでこれではい
けないと思い真剣に寿司と向き合うようになり、
42歳の時にようやく、全国大会で金賞を取ること
ができました。

― 事業承継にあたって苦労されたことはありま
すか。

先代である父は料理人ではなく、料理は職人に任
せていました。私は板場もしましたので、職人はそ
のギャップに戸惑ったと思います。だからこそ自分
の考えやスタンスをきちんと伝えて信頼関係を築く
ことと同時に、誰かが欠ければやっていけないとい
う状況にはならないよう工夫しました。

― 日本酒ダイニング「福warai」を開業された経
緯を教えてください。

店舗が老朽化したので、改装を考えていました。
そのときに、ただ単になるを寿司を改装しても新し
さはありません。周りの方に聞くと、なるを寿司は
敷居が高い店だと分かり、どなたでも気軽に入れる
店を作りたいと思ったのが始まりです。

― 日本酒に特化したのはなぜですか。
以前、全国すし研究会主催の講演会で、海外でも

店舗展開しているイタリアンシェフのお話を聞きま
した。その中で、料理は仕込む手間があるので売上
に限界があるが、飲み物は在庫さえあれば限界はな
く、いかに飲み物を売るかを考えるべきだとおっ
しゃっていました。その後、ある吹田の酒屋さんと
出会い、日本酒について深く知る中で、その講演で
の話がぱっと思い当たり、これだと思いました。改

装のタイミングでもあったので、色々な要素がうま
く噛み合い、オープンに至りました。

― 新しい取り組みに踏み出されたのですね。
長い歴史の中で、良い時もあれば悪い時もありま

す。しかし、苦しい時に守りのことばかり考えると
余計に窮地に追い込まれ、お店の魅力が薄れていき
ます。苦しい時にこそ前向きに知恵を絞ることや、
色々な方から自分にはないアイディアをいただくこ
とが大切だと思います。

― 成尾さんから見て、長く続く飲食店にはどの
ような要素があると思いますか。
「美味しい」というだけではないと思います。どの

業界でも共通していることですが、優れた職人は納
期をきっちりと守り、丁寧で美しい仕事をします。
飲食店でもそれが基本です。それに加えて人間性で
す。この人と今後も付き合っていきたい、と思って
いただけるお店づくりをすることが大事だと思いま
す。

― 今後の展開について教えてください。
JR吹田駅のさんくす一番館で、2月にクラフト

ビールをテーマにした「NARUO BEER」をオープ
ンします。アサヒビールはもちろん、箕面ビールや
高槻ビール、その他にも世界中のビールを揃えま
す。料理は和食にこだわらず、「ビールが美味しい
料理」を提供します。このお店を繁盛させたいと思
います。

― 貴重なお話をありがとうございました。今後
益々のご発展をご祈念申し上げます。

寿司割烹 なるを／日本酒ダイニング 福warai
〒564-0027 吹田市朝日町5-26
TEL （06）6381-0817（寿司割烹 なるを）

 （06）6382-3737（日本酒ダイニング 福warai）
NARUO BEER（平成30年2月15日OPEN予定）
〒564-0027 吹田市朝日町1-111 さんくす1番館1F
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開催日時▶平成30年3月14日（水）　14：00～15：30
場　所：吹田商工会議所　3階大会議室（吹田市泉町2丁目17番4号）
講　師：国立循環器病センター研究所　人工臓器部 部長　巽

たつみ

　英
えいすけ

介 氏
対　象：吹田商工会議所の会員及びその関係者
定　員：最大50名
締　切：平成30年3月9日（定員に達し次第締め切りさせて頂きます。）
申込み：本誌同封チラシもしくはＨＰ（http://suitacci.com/）よりお申込み頂けます。
問合せ：商業部会事務局　谷　06-6330-8001

開催日時▶平成30年2月21日（水）　16：00～18：00
●場　所：関西大学 千里山キャンパス イノベーション創生センター
　　　　　（吹田市山手町3丁目3番35号）
●対　象：経営者他、産学連携にご興味のある方
●参加費：1,000円　●定　員：最大30名
●締　切：平成30年2月16日（定員に達し次第締め切りさせて頂きます。）
●申込み：下記のHPのPDFチラシかWEB申込みフォームにて
　　　　　（http://suitacci.com/?p=3598）
●問合せ：ビジネス交流会事務局　06－6330－8001

内　容
⃝国立循環器病研究センターのご紹介⃝人工臓器等の医療機器開発と臨床応用
⃝医工連携・産学連携・製品化促進への取組み⃝知的資産の活用と「かるしお」プロジェクト　など

参加費無料!

平成30年 吹田商工会議所「新年懇談会」を開催
　恒例の「新年懇談会」を1月5日（金）午前11時から、吹田市商業団
体連合会の協賛により、アサヒビール吹田工場 ゲストハウスにて開
催いたしました。当日は、政界、官公庁、各団体などからのご来賓
と、商工会議所の役員・議員や会員など、総勢4百名を超える皆様
にご出席をいただきました。
　冒頭、柴田会頭より、会員になって良かったと実感して頂ける商
工会議所を目指し、会員の皆様のお役に立てることを念頭に事業を展開してまいりたいと
の挨拶があり、続いて、ご来賓を代表して後藤吹田市長のご挨拶、藤木吹田市議会議長の
乾杯ご発声により懇談会に移りました。
　会場では、ご出席者による賀詞交換がはじまり、新年を迎えるに相応しい活気溢れる懇
談会となりました。そして、野田吹田市商業団体連合会会長の中締め挨拶をもって、盛況
のうちにお開きとなりました。

　国立循環器病研究センター（国循）は脳卒中や心臓病などの高度専門医療に取り組むナショナルセンターとして
1977年に開設され、昨年40周年を迎えました。また来年7月には、JR東海道本線の岸辺駅に直結した医療クラス
ター「健都」の中核施設として移転する予定です。国循における医療機器開発と産学連携への取組みについての理解
が深まり、新しい国循と地元吹田市ならではの地域密着型の産学連携が進んでいくことが今後期待されております。

　関西大学イノベーション創生センターは、国際競争力の向上に資する本格的なイノベーションの創出拠点として
2016年4月に設置されました。ものづくり系のみならず人文科学系・社会科学系の枠組みを超えた、教員・学生
が企業・研究機関と対話・交流できる機能を有しておられます。これまでのべ40社の企業がセンターに関係され、
産学連携の共同研究や開発を進めております。今回はイノベーション創生セ
ンターの取組みのご紹介と産学の交流を目的と致します。

吹田商工会議所 商業部会主催　国立循環器病研究センター人工臓器部長による講演会

『国循における医療機器開発と産学連携への取組：現状と今後の展開』

吹田商工会議所主催　ビジネス交流会vol.6

関西大学『イノベーション創生センター』見学会＆産学連携交流会

当日スケジュール
＜第1部＞16：00～17：00
　　　　　施設紹介及び見学
＜第2部＞17：10～18：00
　　　　　交流会
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　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。
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！

　楽しい催しで吹田産業フェアを盛り上げる『特設ミニステージ』に参加
しませんか！今年で35回を迎える本フェアは、毎回多くの来場者で
にぎわっています。特設ミニステージはメイシアター前、人気のフード

コート内に設置予定です。ステージを使ってこの機会に「自社PR」をしてみませんか！

　吹田産業フェアは、吹田市内の事業所と市民とがふれあう絶好の場です。吹田産業フェアにて配布する
チラシに広告を掲載し、あなたの事業所をPRしませんか。市内公共施設等への設置も併せて行います。

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

第35回
吹田産業フェア

特設ミニステージ参加者大募集

出展事業所募集のご案内

広告大募集

◆日　　時：5月12日（土）10：30～16：00・13日（日）10：00～16：00
◆場　　所：メイシアター前　いずみの園公園（予定）
◆内　　容： 音楽、クイズ、ダンス、その他パフォーマンスなど広く募集します。

ご不明な点や詳細な内容につきましては別途ご相談させて頂きます。
◆出演時間：1枠25分（セッティング込み）
◆申込期限：平成30年3月30日（金）

◆対　　象：吹田市内の事業所　　　　　　　　　　　◆体　　裁：A3版2ツ折カラー4ページ（予定）
◆発 行 日：平成30年4月下旬（折込は5月上旬予定）　◆スペース：1枠　H37mm×W68mm
◆料　　金：1枠単価　30,000円（税込み） ◆申込締切：平成30年2月23日（金）※申込先着順

●お申込み・詳細は同封の募集チラシ、ホームページ（http://suita.jp/）をご覧ください。

●お問合せ：吹田産業フェア事務局（吹田商工会議所 内） TEL（06）6330-8001　FAX（06）6330-3350
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〈新たにご入会頂いた事業所〉 （H29.12.1～12.31　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
（株）エムズラボ 吹田市千里丘上 メンズ・レディース衣料　企画・生産
光栄ピーナッツ（株）豆の蔵元 千里山店 吹田市千里山東 豆菓子の販売
シナモン・ベル 吹田市垂水町 生活の木ハーブギャラリー江坂店　アロマ・手作り雑貨販売

建　　　設 産機設備工業（株） 吹田市豊津町 給排水・空調・電気設備
ツクリ屋建築事務所 吹田市山田南 建築・インテリアの設計、施工

専門サービス
吹田炭酸整体 ふくだ 吹田市垂水町 高濃度炭酸ミストを使用した整体
西尾司法書士事務所 吹田市岸部南 司法書士業務（登記・成年後見・裁判業務等）

（株）夢峰 吹田市千里山西 ビッグデータを活用した情報活用支援

サービス業
英和オート（株） 吹田市清和園町 自動車販売・整備

（株）フード・クック・ラボ 吹田市垂水町 厨房関連機器及び商品の販売・メンテナンス事業
北摂ポテト 吹田市垂水町 マッシュポテト料理

（特）商　業 フィリップモリスジャパン（同）大阪北営業所 大阪市北区堂島 日本で販売されるフィリップモリス社製品の販売促進活動
≪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。

創 業 の 経 緯

　私の実家は、私が小学校の時にリフォームしました。
リフォームする前と後の劇的な変化にすごく感動を覚
えました。その頃より、「家をつくる人になりたい」と
思うようになり、親や自分の家を自分で設計して建て
ることを夢見て、学生生活を送りました。大学で建築
設計を学んでいたときに、家内と出会いました。家内
もまた、子供のころ、引っ越しが多く、住宅展示場に
行くのが大好きな女の子で、特に、インテリアに興味
を持っていました。同じ夢を持つ家内と意気投合し、2
人で建築士の資格を取得し結婚しました。私は、大学
卒業後、中堅の工務店で現場を中心に15年のキャリア
を積み、家内は、インテリアデザインの研修とハウス
メーカーでの業務を経験しました。そして、2人で子供
のころの夢であった親と自分たちの家を建てることが
でき、この1月に独立を果たしました。

新入会員インタビュー ツクリ屋建築事務所

企 業 の 特 徴

　夫婦で建築士の資格を持ち、家内はインテリアコー
ディネーターでもあります。家づくりを夫婦両方の視
点で提案できることが強みだと思っています。また、
私は、これまで、木を主体とした家づくりに携わってお
り、神社の建築も経験させていただきました。夫婦が
それぞれに積み上げた経験を活かしたご提案をしなが
ら、お客様にとって一生に何度もない家づくりを、ワク
ワクするような最高のものにしたいと思っています。

今 後 の 展 望 と 思 い

　私たちは、自分たちの家として中古の一戸建てをリ
ノベーションして住んでおります。床材の種類を各階
使い分け、手入れの違いや経年変化を実感したり、窓
をペアガラスと二重サッシの2種類にし、温度や遮音、
結露などを実感した
り、他にも様々な実
験をかねて生活し、
建てる側と住む側の
両方の立場から、住
まいについて研究を
重ねています。住ま
いのあり方は家族の
あり方であると考え
ています。今は、共
働きが当たり前のよ
うな時代になり、家
事の生産性を上げら
れる、新しい家づく
りをこれから提案し
ていきたいと考えて
います。

事業所名：ツクリ屋建築事務所
代 表 者：守田　拓生（モリタ タクオ）氏
所 在 地：吹田市山田南25-5
T E L：06-7505-8554
開 　 業：平成30年1月
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開催期間：11月1日（水）～11月30日（木）



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/

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

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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大阪のユニークな優良ホテル
『道頓堀ホテル』

　新大阪駅から市営地下鉄御堂筋線に乗り「なんば駅」で
下車し、徒歩3分のところに「道頓堀ホテル」という名の
ビジネスホテルがある。そこは正面玄関に四体の顔柱が
あるので、すぐ分かる。ちなみに、この顔柱には、全世
界の人々に日本を好きになってほしいという意味が込め
られていて、「東洋人」「アフリカ人」「アラブ人」「西
洋人」を表しているという。
　創業は1970年と古いが、同ホテルが、業界では異
色のホテルと国内外から注目されだしたのは、三代目と
なる現経営者の橋本正権氏が、経営改革に乗り出した、
およそ10年前からである。その前までは、業況はまず
まずではあったが、価格を中心とした競争や業績を重視
した事業運営の中で、組織内はお互いさま風土などまっ
たくなく、ギスギス感がはびこり、社員は心身共に疲労
困憊（こんぱい）の状況であった。当然のことながら、入
社しても退社（離職）する社員が多く、これが“ホテル”か
……といったような、宿泊客が逆に疲れがたまるような
状況であった。
　こうした中、事業承継をした現経営者である社長と専
務を中心に、全社員で議論を重ね「社員と顧客の双方が
幸せを実感できるホテル経営」を目指そうと決意し、一
心不乱にその実現に向けて努力してきたのである。まず
は全社員と相談する場を設けた。そして次に、企業の存
在目的である経営理念や経営ビジョンを策定した。その
理念は「誠実な商売を通じて心に残る思い出づくり」、そ
して経営ビジョンは「一緒に働く人と共に幸せと誇りを
感じる会社」、さらには企業使命として「日本と世界の懸
け橋になりたい」である。

　そして全ての判断基準や事業活動を、この理念などに
基づき進めることとしたのである。
　例えば、ES（従業員満足度）でいうならば、 “人財”の
採用も「学歴採用」や「デモシカ採用」ではなく「理念共感
採用」に転換した。社員の負荷が大きくなり業績が低下
した場合にはアルバイトやパート職を多く採用し、社員
の負担を軽減した。加えて言えば、社員を家族の一員と
して評価位置付けし、ぬくもりのある大家族的経営をし
ていった。また、CS（顧客満足度）でいうならば、宿泊
客が「あったらいいな……」と思う、至れり尽くせりの
サービスを、次から次へと実践していったのである。
　こうした努力が実り、今では入社希望社員が世界各地
から殺到するほか、転職的離職率も限りなくゼロ%であ
る。またCSも極めて高く、お客さまが増えてホテルの
年間平均稼働率は95%以上である。
　ホテル業などサービス産業や外食産業は　ESとCSの
両立は困難という関係者がいるが、同ホテルの存在はそ
うした見方・考え方を見事に破壊してくれる。

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。



吹田市南金田・南吹田・穂波町エリアで
賃貸から売買までトータルに扱う『唯一』の不動産会社です！
　このエリアでの不動産はぜひ！ 当社にお任せください。

不動産売買・賃貸全般・建築・リフォーム

オンリー
　　 ワン

〒564-0044 大阪府吹田市南金田1-14-15
URL  http://www.kensei.net

株式会社

フリーダイヤル0120-054-203

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）

迅速な処理迅速な処理迅速な処理迅速な処理迅速な処理迅速な処理迅速な処理迅速な処理
空調、衛生設備工事のことならご相談下さい

大阪府知事許可　(特-9)第96963号　管工事業

株式会社 江坂設備工業
〒564-0051 吹田市豊津町23-1

TEL 06-6385-1821
FAX 06-6338-8454

仲総合給食(株)

吹田市江坂町３丁目23-35
TEL 6384-6611／FAX 6384-0026

手作り
の味

●給食弁当
●団体予約弁当
●会席幕の内
●各種オードブル

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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【ご入会について】
■吹田商工会議所会員及び会員事業所の役員、又は事業従事者であること
■満20歳以上49歳まで　■年会費36，000円

【青年部についてのお問合先】　
　　吹田商工会議所青年部事務局　
　　TEL：06-6330-8001
　　FAX：06-6330-3350
　　E-MAIL：suitacci@suita.cci.or.jp

　吹田商工会議所青年部は、吹田商工会議所の全面的なバックアップの
下、同会議所の将来を担うべき青年経済人の集いとして設立されました。
　同青年部は現在、180名を超える会員で構成され、活動内容は多岐に渡
り、吹田商工会議所の活動及び地域経済の活性化、地域貢献を目的とし
て、1～2ヶ月毎に開催する例会をはじめ、講演会や各種研修会、交流会の
開催、「吹田産業フェア」や「吹田ガンバる」といった地域イベント参画など
活発に活動しております。また、近畿や全国の商工会議所青年部との交流
も活発に行っております。
　入会をご希望の方は、吹田商工会議所青年部事務局まで御連絡下さい。

青年部コーナー 吹田商工会議所青年部　入会募集中！

平成30年度 「新入社員教育講座」開催のご案内
　講座のメインテーマ “2日間で人は変われる” です。講義だけではなく、多くの実習・討議・プレゼンテーション
を経験していただきます。社会人とは何か、会社の一員になるとはどういうことか、意識の変化を促します。 “学
ぶ” から “行動” へと変化できるまで、徹底したプログラムです。最初の一歩を私達の講座にお任せください。

■日時：平成30年4月4日（水）・5日（木）　2日間とも9：30～17：00
■場所：吹田商工会議所 3階 大会議室
■講師：髙木 久美子 氏　大阪北部ヤクルト販売㈱　名誉会長／㈱トータルライフコーポレーション　代表取締役米国 NLP協会認定 NLPトレーナー
■料金：15，000円／人（テキスト、昼食代込）　但し、未会員事業所の方は25，000円
■定員：50名（定員に達し次第締め切ります。）
※詳細及びお申込みは、本誌折込チラシもしくは吹田商工会議所ホームページをご確認ください。

平成30年度吹田市環境表彰候補者を募集します
　吹田市では、吹田市第2次環境基本計画に掲げる取組分野を始めとし、広く環
境の分野で功労のあった方を環境月間である6月に開催する表彰式にて、表彰し
ています。自薦・他薦は問いませんので、取組内容を推薦書に御記入の上、吹
田市環境政策室へ御提出ください。

【お問い合わせ】　吹田市 環境部 環境政策室（環境表彰担当）
TEL：06-6384-1701　FAX：06-6368-9900　MAIL：env-seisaku@city.suita.osaka.jp

(平成29年度　集合写真）



□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12月10日の朝、NHKの「日曜討論」で、茂
木敏充・経済再生担当大臣とご一緒させていただいた。
番組のテーマは、「“新政策パッケージ” 経済再生の道筋
は」である。12月8日に閣議決定された、「人づくり革
命」と「生産性革命」の実現に向けた政策パッケージを軸
に、今後、政府が実施するべき経済政策などについて、
1時間、じっくりと議論させていただいた。
　筆者は、現在世界で進行しつつある「第四次産業革命」
は、日本にとって大きなビジネスチャンスだと捉えている。
　従来のIT分野は、バーチャルな仮想空間が主戦場で
あった。その場合、少々のバグ（プログラムの誤り）が
あってもスピード重視で製品を完成させ、デファクトス
タンダード（事実上の標準）を確保してしまい、後から問
題を修正するというスタイルが有利だった。逆に、丁寧
なモノづくりをし、意思決定の遅い日本企業は不利で
あった。
　今後、ITの主戦場はモノづくりと融合した分野に移
り、自動運転車やIoT（モノのインターネット）などで、
人の生命に関わる製品が生まれてくる。すると、日本企
業の丁寧なモノづくりの姿勢が再評価される局面へと変
わってくるのだ。
　もちろん、日本企業も意思決定のスピードは磨いてい
かなければならない。2017年夏のダボス会議で、海外
の要人から「今までは大きな魚が小さな魚を食べる状況
だったが、これからは敏しょうな魚が遅い大きな魚を食
べる時代になる」という発言があったのは印象的だった。
　また、日本企業の製品は、技術レベルは高くても、必
要ない機能が多かったり、値段が高過ぎたりと、消費者
のニーズに合っていないことが多い。その点、韓国企業
は、技術レベルは並でも、徹底したマーケティングに
よって消費者のニーズに合致した製品を、手頃な値段で
提供し、市場シェアを獲得してきた。
　「技術で勝って商売で負ける」を繰り返してきた日本企
業だが、裏を返せば高い技術力は既に持っているので、
マーケティングやデザインなどの周辺分野を磨いていけ
ば、まさに「鬼に金棒」となるはずだ。
　NHKの番組の最後で、筆者はAI（人工知能）について
も言及した。本稿では、人間とAIの関係について、以

下のポイントを指摘しておきたい。
　現在、東京大学と大和証券グループが合同で実施して
いる「未来金融フォーラム」で、資産運用にAIを活用す
る議論などを行っているが、その中でAIの弱点も見え
てきた。
　第一に、マーケットのトレンドが大きく変化する局面
でAIは弱い。AIは物事を過去の延長線上で思考するが、
変化の局面で必要になる創造性では人間にかなわない。
第二に、対人関係能力の弱さだ。株式投資は「自分がい
いと思う銘柄」ではなく、「多くの人がいいと思うであ
ろう銘柄」への投資で利益が得られる。つまり、他人の
思考を推測する必要があるが、その能力がAIは弱い。
　また、AIは物事を抽象化することも苦手である。抽象
化するには、何かの要素を拾う代わりに、他の要素を捨
てなければいけない。ある種の「いいかげんさ」がなけれ
ば、抽象化はできないのだ。逆に、人間はその「いいか
げんさ」を持っていたからこそ、環境の変化にも柔軟に
対応し、生き残ってきた。
　将来、論理的思考力に長けたAIは社会の各分野に進
出していくだろう。だが、創造性や対人関係能力、物事
を抽象化する能力、そして「いいかげんさ」は、人間の存
在意義として残っていく。日本人がそれらの能力を伸ば
すためにも、今こそ教育システムの変革が求められてい
る。これらの視点を踏まえて、2018年に日本経済が新
たな飛躍に向けた第一歩を踏み出すことを、大いに期待
したい。

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。

2018年、
日本経済の新たな飛躍を期待する
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平成29年度 情報通信部会セミナー
 「仮想通貨とブロックチェーン入門」

ヘルスケア産業創出セミナー開催
 進出事例：「繊維産業から健康・医療分野へ」

　「ビットコイン」をはじめとする仮想通貨は、昨年から今年にかけて大きな話題を呼び、取引が過熱しております。
また、仮想通貨に使用されている基幹技術「ブロックチェーン」は、金融取引だけでなく様々なビジネスへの応用が
期待されており、国内外で日夜研究、実験がなされています。
　今年度の情報通信部会では、世界規模でブロックチェーンの技術開発を推進している、㈱NTTデータの山本英司
氏をお招きし、仮想通貨の基礎から、ブロックチェーンがビジネスにもたらす可能性までお話しいただきます。金
融取引でもビジネスでも、一歩先を目指したい方はぜひご参加ください！

　医療費が増大する中、公的保険外の製品・サービスを活用した予防・健康管理が成長分野となっています。吹田
市においても、北大阪健康医療都市（通称：健都）の開発を見据え、「健康・医療のまちづくり」を進めていく方針を
打ち出しています。
　そこで、異業種から健康・医療関連分野への進出の取り組みを進めておられる事業者のお話をヒントに、貴社も
本業の経営資源を活かして、ヘルスケア産業分野に進出することで、新たなビジネス機会を生み出してみませんか。

開催日時▶平成30年３月８日（木）
１５：００～１６：３０（予定）

場所：吹田商工会議所　3階大会議室
対象： 健康・医療分野への事業展開をお考えの事業者の

方、新事業へのヒントをお探しの事業者の方 等
主催：吹田商工会議所
申込：会報同封のチラシにてお申し込みください

●内　容●
①「成長産業としてのヘルスケア・ビジネス」
　 （公財）大阪市都市型産業振興センター　健康寿命延

伸産業事業化支援事業（OKJP事務局）　プランナー
／ヘルスケアアクセラレーター 小野　恭義 氏

②「グンゼ株式会社の健康・医療分野への取り組み」
　グンゼ株式会社 QOL研究所 企画調査室長
 上島　　進 氏

開催日時：平成30年3月15日（木）　15：00～17：00（受付開始：14：30～）
開催場所：吹田商工会議所　大会議室
参 加 費：吹田商工会議所会員…無料　　未会員…1，000円
定　　員：40名（先着順）
申込方法： 会報に同封のチラシをFAXでお送りいただくか、メール、吹田商工会議所HP上の専用フォームより

お申込下さい。
お問合せ：吹田商工会議所　山上まで
　　　　　TEL▶06-6330-8001　メール▶suitacci@suita.cci.or.jp　HP▶http://suitacci.com/

3/15 開催!

参加費無料!

終了後に懇親会を
開催致します

（予定会費3，200円）
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● 業務改善助成金（平成29年度）（中小企業向け）
生産性向上のための設備投資などを行って、事業
場内の最低賃金を一定額以上引上げた場合、その
費用の一部の助成を受けることができる制度です。

（なお、平成29年度の交付申請期限は、平成30年
1月末日までです。）

●  キャリアアップ助成金（賃金規定等改定コース）
（中小企業以外も利用可能）

全て又は一部の有期契約労働者等の基本給の賃金
規定等を改定し、2%以上増額した場合に助成を受
けることができる制度です。

● ワンストップ無料相談
無料で専門家による助成金活用等の相談窓口を設
けております。

大阪労働局から 大阪府の最低賃金改定のお知らせ
　最低賃金制度は、働くすべての人に、賃金の最低額（最低賃金額）を保障することにより、労働条件
の改善を図ることを目的とするものです。年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかか
わらず、すべての労働者に適用されます。使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりま
せん。最低賃金には、「大阪府最低賃金」と、特定の産業の労働者を対象とする「特定最低賃金」とがあります。
　詳しくは、大阪労働局労働基準部賃金課（電話06-6949-6502）または最寄りの労働基準監督署にお問合せください。

最 低 賃 金 の 件 名 時間額 発 効 年 月 日
大 阪 府 最 低 賃 金 909円 平成29年 9 月30日

特
定
最
低
賃
金

塗 料 製 造 業 930円
平成29年11月30日鉄 鋼 業 926円

非鉄金属製造関連産業 910円
機械・金属製品製造関連産業 912円 平成29年11月25日
自動車・同附属品製造業 914円

平成29年11月30日電気機械器具製造関連産業 910円
自 動 車 小 売 業 910円

【お問合せ先】
　大阪労働局労働基準部賃金課　（06）6949-6502

【大阪労働局ホームページ】
　最低賃金のお知らせ▶http：//osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/saitei_chingin/saitei.html

企業ブース　■パナソニック　コアトレチェア体験（体幹トレーニング）　■キリン堂　ジェリーショルダーの体験（姿勢矯正）
■グンゼ　肌にやさしい肌着の紹介　■オッペン化粧品　肌タイプ診断ふきとり肌育美容体験　■ヤクルト　健幸になるチョウいい話
■ブランシェス　オリジナル生地を使ったワークショップ　（コサージュとフォトフレームづくり　材料費300円）

3月21日（水・祝）10：00～16：00
大和大学（片山町2-5-1）にて開催!女性の健康フェスティバル

乳がん子宮がん検診▶9：45～14：00　●費用/乳がん1000円、子宮がん500円
　　　　　　　　　　　　●対象/子宮がんは満20歳以上、乳がんは満40歳以上の西暦で偶数年生まれの女性。子ども同伴可

乳がん講演会▶13：30~15：00　●乳腺専門医と乳がん認定看護師の話
　　　　　　　　　　　　●対象/中学生以上　●定員/300名　●保育/あり（1歳半～小学校低学年）

ピラティス▶10：30～12：00　●対象/中学生以上64歳以下の女性　●定員/70名　●保育/あり（1歳半～小学校低学年）
おやこdeあそぼう▶11：00 • 13：00 • 15：00 (15分程度)　●体育指導員との運動遊び　●申込み不要

【申込み・問合せ】吹田市立保健センター　TEL06-6339-1212　FAX06-6339-7075　josei-hoknc@city.suita.osaka.jp

無料

無料

無料 来場者には協賛企業からの
プレゼントがあるよ♪



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
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