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吹田で育まれ、72年
 始めています、土のエコロジー事業
株式会社 三野商店

代表取締役　三野　博 氏
　株式会社三野商店は、建材・資材の商社として吹田
で生まれ、吹田に育まれ、72年間にわたり事業を展
開されておられます。
　そして、平成28年から新規事業として建設工事現
場で発生する残土を自社のオリジナル再資源化装置で
再び建築資材用の土として生まれ替わらせる残土リサ
イクル事業を開始されました。
　今回は、三野博代表取締役にお話しを伺いました。 代表取締役　三野　博 氏
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― 御社の成り立ち・事業内容をお聞かせください。
創業は、昭和21年に父が吹田市南高浜町にて建

築資材用の土砂の運搬業を始めたことにさかのぼり
ます。その後、平成12年に兄が会社を継いだ後、
平成15年から私が代表者に就いて事業を続けてい
ます。

当社の事業領域は、大きく4つに分かれていま
す。まず、①創業時から主力の川砂、セメント、コ
ンクリートや二次製品であるブロックなどの建材販
売事業、②建設現場で発生するガラ・瓦・残土など
の産業廃棄物処分事業、③道路標識やカーブミラー
の取り付けと補修事業、そして、④平成28年から
開始している建設現場の残土リサイクル事業です。

― 残土（建設発生土）のリサイクル事業とはどの
ようなことですか。

当社は、建設現場から発生する残土を収集して再
資源化をしています。残土を自社の再資源化装置

（ソイルブレンダー※表紙写真）にて『ふるい分け』を
行った後、専用の生石灰を混ぜ乾燥させることで、
埋め戻しなどに適した改良土に再生させるリサイク
ル事業です。

現場残土は、処分地の確保が大変困難な状態にあ
り、当社では、大阪府に認可された産業廃棄物（残
土・がれき類）のストックヤード（中継所）として、
残土を新たな資材として再生させています。土をリ
サイクルするエコロジーな取り組みです。

― エコアクション21を取得されていますが…。
エコアクション21は、環境省が提唱し、ISO14001

をベースとして定められた中小企業向け環境マネジ
メントシステムの国内規格で、当社は、平成17年
に認定を受け、二酸化炭素排出量の削減や廃棄物・
排水量の減量に社員一丸となって取り組んでいま
す。エコアクション21を取得したことで社員の意
識が変わりました。社員が当社の現状を踏まえて、
環境改善に関わる事業計画を策定し、それを実行す
るとともに検証して、そして改善につなげる
PDCAサイクルが実践できるようになりました。

― グループ会社の株式会社Sanno Cafeについ
てお聞かせください。

お庭・エクステリアなどの外構工事の設計・施工
のコンシェルジュ（お世話係）をする会社です。デザ
イナーや施工業者との間を仲立ちし、お客様が望む
快適な空間を創造し、そのこだわりを実現できるよ
うにお世話をさせていただいています。そのために
は、優れた提案力と技術力を併せ持った業者の選定
が重要になります。その点当社と長年の取引がある
業者がバックボーンとなって『誠実』、『本物』、『安
心』をご提供いたします。

お客様の考えや想いを取り
入れるには、徹底した打ち合
わせが必要で、デザインはも
ちろん、タイルや目地、ブ
ロックの素材や色、ポストの
位置までお客様の想いを語っ
てもらいます。その打合せの
場として、喫茶店のような社
名、 “Sanno Café”（サンノ
カフェ）と命名しました。

― 今後の課題・展望についてお聞かせください。
社内の組織を確立し、各業務の担い手を育ててい

くことが課題です。社長・専務・社員の業務分担が
定まっていないのが現状です。私も含め各階層の役
割を全社員が理解して、各々がそれぞれの立場で責
任を持って、業務を遂行できる体制づくりを進めて
いきたいと考えています。

当社は建築資材である土砂・セメント・ブロック
などを販売している商社ですが、その資材は職人さ
んが現場で使われます。少子高齢化に伴って、建築
業界においても職人さんの高齢化とともに、いずれ
は職人さんがいなくなる時代が来ることも予想され
ます。そうなると、素人の方でも取り扱えるよう
な、まったく新しい建築資材が求められることも考
えられます。将来を見据えて、取扱商材の範囲や品
揃えを見直していくことも重要だと考えています。

そして、株式会社Sanno Cafeを設立し、エクス
テリア工事分野にも進出しましたが、その分野での
建材などの取り扱いも吟味していきたいと考えてい
ます。

― 社長のお仕事に対する想いは…。
時々、お客様から、直接私に「現場が遠方にある

けど、材料を搬入できますか」という問い合わせが
あります。先ほど、組織の確立を今後の課題としま
したが、その一方で、直接ご依頼があれば、うれし
い気持ちになります。頼まれれば断れない性分でし
て、まずは、お受けした後、長年に亘るあらゆる
ネットワークを使って何とか対応しています。そし
て、結果が良い方向につながると、その時の達成感
が仕事への喜びとなっています。

― 今後とも益々ご発展されることをお祈り申し
上げます。貴重なお話をありがとございました。

株式会社 三野商店
吹田市南高浜町35-1　TEL 06-6383-0062

株式会社 Sanno Cafe
大阪市中央区伏見町3-1-1-1801

TEL 06-6210-5432

※エクステリア施工事例
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5月30日（水）に議員総会を開催
～平成29年度の事業報告・収支決算の承認～

　5月30日（水）、平成30年度第1回通常議員総会が開催されました。
　総会では、平成29年度の事業報告と収支決算が上程され承認され
ました。
　事業報告では、基本方針に「何よりも会員になって良かったと、実
感していただける商工会議所をめざす」を掲げ、4つの重点事項である

「事業所との繋がりを強化する」、「事業所への経営支援を充実する」、
「産業振興により地域活性化をめざす」、「組織運営体制の充実に取組
む」について、その活動及び運営に取り組んだ報告を行いました。
　一方、収支決算では、財政調整積立資産に10,000千円を繰入後、プラス9,842千円の収支差が生じた
ことなどの報告を行いました。そして、総会終了後には、ご来賓の皆様と役員・議員などによる懇談会を開
催し、意見交換が行われました。

■平成29年度収支決算総括表（自：平成29年4月1日　至：平成30年3月31日） 単位：千円（未満切捨て）

会　　計　　別 繰越金 収　入 支　出 収支残高 繰入・繰出金
（繰出金は△） 差引収支残高

一 般 会 計 89,147 141,167 119,377 110,937 △11,947 98,989
中 小 企 業 振 興
特 別 会 計 0 48,991 58,800 △9,809 9,809 0

共済事業特別会計 0 13,932 14,986 △1,054 1,054 0
特 定 退 職 金
共済事業特別会計 0 2,002 3,085 △1,083 1,083 0

合　　　　計 89,147 206,093 196,250 98,989 0 98,989
（注）1.当期、財政調整積立資産に1,000万円の繰入を行なっている。
　　2.差引収支残高（収支剰余金）は次年度へ繰越する。

第28回 会員親睦ゴルフ大会の開催決定！

　今年も「会員親睦ゴルフ大会」を、下記のとおり開催する運びとなりました。会員の皆
様方には、秋の爽やかな一日をアートレイクゴルフ倶楽部で心行くまでプレーをお楽し
みいただき、相互の親睦をより深めて頂ければと存じます。
　つきましては、日程と開催場所が決まりましたのでお知らせさせていただきます。

＜お願い＞
会員親睦ゴルフ大会を開催するにあたり、賞品の無償提供をお願いできる事業所様は、
総務部まで（TEL 06-6330-8001）ご連絡ください。

日　時：平成30年9月21日（金）
場　所：アートレイクゴルフ倶楽部
　　　　大阪府豊能郡能勢町野間西山95－3
定　員：80名（20組）

※ 詳細・申込書は、次月（7月号）の会報封入チラシまでお待ちください
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第35回 吹田産業フェアが開催されました！
　5月12日（土）と13日（日）の両日、メイシアター、いずみの
園公園、市役所駐車場を会場に、第35回吹田産業フェアが開
催されました。今回は、吹田産業フェア35回、そして、吹田
商工会議所70周年の節目にも当たり、周年事業も実施しまし
た。
　全体のテーマに「覗いてみよう、未来のカタチ」を掲げ、周
年記念イベントとして、2日間にわたり、「VR（仮想現実）体
験コーナー」を設け、未来の入口を覗いていただいた他、「IoT
入門セミナー」や「AI（人工知能）・VR（仮想現実）講演会」を実
施しました。
　また、全体で93の事業所・団体に出展いただき、ブースを
廻ってクイズに答える「タイムトラベラーゲーム」を当所青年部が企画し、吹田の産業を広く知ってもらう取り組み
も行われました。ご来場された方々は、商業祭、農業祭、花と緑のコーナー、すし祭り、そして、友好都市出展の
特産品の買い物にも廻られ、フードコートでお食事し、一日楽しまれたことと思います。
　1日目は、熊本県復興支援物産展でくまモンが登場し、大ホールで「わんぱく相撲吹田場所」も開催されるなど、
お子様方が目立った初日になりました。晴天にも恵まれ、1日の人出としては、過去最高の延べ4万8千人の来場者
を数えました。2日目はあいにくの雨で、屋外のブースに出展いただいた皆様には、大変ご苦労をお掛けしました
が、この一日で延べ1万7千人の来場者となり、合計延べ6万5千人の人出と、過去最高の来場者数に迫るフェアと
なりました。
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〈新たにご入会いただいた事業所〉 （H30.4.1～4.30　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 GLANZ 吹田市千里丘西 無機ELライト「ELʼTOP」の代理店、鳥害対策のコ
ンサルタント

建　　　設
（株）澤井建築事務所 吹田市豊津町 建築設計、建築管理、代願業務
ワタナベ塗装 吹田市吹東町 建築塗装工事

情 報 通 信 北摂エナジー（株） 吹田市江の木町 電気通信事業・電気通信サービスの代理店業務

サービス業

インパクト 吹田市泉町 法人向けの英会話トレーニング
おとのひろば 吹田市千里丘北 ピアノ教室

Silky design works 吹田市五月が丘東 デザイン、アートに関してのコンサルティング及
びオーダー制作

（株）Ronin炭火焼きとり 鳥べえ 吹田市岸部北 飲食業（焼鳥店）
（株）Le rond 吹田市天道町 美容業

（特）サービス業
味な赤ちょうちん だんだん 摂津市千里丘 居酒屋

よろず屋太郎 大阪市北区梅田 講演会・セミナー企画に際しての講師派遣業、プ
ロ講師育成事業

≪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。

只今、吹田商工会議所　新規会員募集中　新規会員をご紹介ください。　連絡先 : 6330-8001 総務迄

創業からこれまで
　吹田の千里丘地域にて34年間ピアノ教室を運営して
おります。
　3歳よりピアノを学び始め、大学ではピアノを専攻
し、卒業後は大阪音楽大学付属幼稚園にて音楽講師お
よび保育助手として3年間勤務し、その後ピアノ教室
を開室致しました。ピアノ一筋の人生の中、2012年
にはNHK首席チェロ奏者 藤森亮一氏と共に、デュオ
リサイタルを開催させて頂いたり、2016年、2017年
と日本クラシック音楽コンクール優勝指導者賞を受賞
させて頂いたりとピアノとの関わりで多くの幸せを頂
くことができました。
　教室運営では「目に見える結果を追わない」「短期間
で判断しない」という信念のもと、多くのお子様の指導

新入会員インタビュー おとのひろば

を行ってまいりました。

事 業 の 特 徴
　1歳から大学生くらいま
でのお子様に当教室に来て
いただき、1レッスン30分
～60分の個人レッスン形
式で授業を行っておりま
す。
　ピアノの実技はお子様お
ひとりずつその方にあった
曲を選んで3か月くらいで一曲弾けるよう
に、その曲を弾くために必要な練習曲も2,3曲レッスン
します。3歳4歳までのお子さんでしたら絶対音感がつ
くようにトレーニングすることが可能です。
　ソルフェージュと呼ばれる「音楽の基礎学力」をつけ
るため、ハーモニー（和音）とリズムとメロディー（旋律）
という音楽の三要素を一瞬で聞き分けて5線に速記する
ことや、音楽の歴史や地理も体系的に指導します。

今 後 の 展 望
　小さいお子さんの一定の時期にしかつかない絶対音
感をつけることにより、ソロの演奏のみならず団体によ
る演奏、合唱などのアンサンブルによる社会性を養い、
長いスパンで子供を育てていけると考えております。
自分の気持ちを上手く表現できる子を育てるための一
助となれるようこれからもお役に立てればと思っており
ます。
　また、夫（前畑隆昭氏）も千里丘地区にそろばん教室
と学習塾、英語教室を運営しており（千里丘学舎http://
senriokagakusya.com/top）、地域のお子様の学校外
教育にこれからも力を入れていきたいと考えておりま
す。

事業所名：おとのひろば
代 表 者：前畑　ゆみ 氏
所 在 地：吹田市千里丘北（非公開）
営業内容：ピアノ教室
ホームページ：https://www.otonohiroba.com/
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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/

7No.444

　最近、筆者は政府や自民党に対して、「日本経済と財
政健全化について」という演題で、財政再建に関する政
策提言を行う機会に恵まれた。
　3月1日には、自民党本部で開催された「財政再建に
関する特命委員会」にお招きいただいた。同委員会には
岸田文雄委員長（自由民主党 政務調査会長）、額賀福志
郎座長を中心に、多くの閣僚経験者が参加された。3月
14日には、財務大臣の諮問機関である「財政制度等審
議会」において、お話をさせていただいた。
　アベノミクスの効果もあり、日本経済が着実な回復軌
道をたどる一方で、財政健全化の進展は想定と比べて遅
れ気味である。安倍政権は2018年3月に、20年度に
かけて実施する「経済・財政一体改革」の中間評価を公表
した。政府の財政健全化計画では、「基礎的財政収支

（国債発行による借金を除いた税収など正味の歳入と、
借金返済のための元利払いを除いた歳出の収支）の赤字
を18年度に名目GDP（国内総生産）比で1%程度に引き
下げる」ことを目指してきたが、18年度の見通しは
2.9%と目標の水準より大幅に悪化した。「20年度に
基礎的財政収支黒字化」という財政健全化目標の達成は
困難となり、安倍政権は、18年の夏ごろまでに、新た
な財政健全化計画を示す方針である。
　健全な財政状況は、中長期的に持続可能な（サステナ
ブル）経済成長を実現するための基盤となる。
　そもそも、財政赤字の積み上がりは、（1）将来世代
への負担の転嫁、（2）国債費増加による財政の硬直化

（構造調整の遅れ）、（3）「クラウディング・アウト（大
量の国債発行により金利が上昇し、民間の経済活動が抑
制されてしまうこと）」の発生、（4）悪性のインフレや
円安の進行、などのルートを通じて経済に甚大な悪影響
を及ぼす。こうした財政赤字の弊害を踏まえた上で、経
済成長と財政再建にバランスよく取り組むことが肝要で
ある。
　さらに、「国民の将来不安の解消」という観点からも、
財政再建への取り組みは極めて重要だ。内閣府の調査に
よれば、国民の間では「将来不安」の要因として、（1）
雇用状況の悪化、（2）子育て、教育に対する負担の増
加、（3）国や地方の財政状況の悪化、という3点を重視

する向きが多い（なお、上記（1）～（3）の順位は各世代
によってまちまちである）。上記3点の中で、安倍政権
は、（1）には「働き方改革」、（2）には「人づくり革命」
を中心とする処方箋を既に講じているので、今後は

「（3）国や地方の財政状況の悪化」から生じる国民の将来
不安を解消するべく、財政再建への取り組みを強化する
ことが必要となる。
　大和総研が、経済協力開発機構（OECD）30カ国にお
ける政府債務残高対名目GDP比の変化が1人当たり実
質GDP成長率に与える影響を試算したところ、「政府
債務残高対名目GDP比が104%を超えると成長率にマ
イナスの影響を与える」可能性が示唆された。現在、日
本の政府債務残高対名目GDP比は200%を超えてお
り、もし現在の比率を10%ポイント削減することがで
きれば、1人当たり実質GDP成長率を0.29%ポイント
改善できる計算となる。
　具体的には、近年わが国では将来不安が貯蓄率を押し
上げており、中長期的に見れば、財政再建への取り組み
を受けて、個人のお金が貯蓄から消費に回ることなどを
通じて、個人消費が活性化する公算が大きい。
　以上の議論を踏まえて、政策当局には、国民に対して
誠意を持ってわが国の厳しい財政状況を説明すると同時
に、子や孫の世代への負担の先送りを避けるべく、粘り
強く財政再建への理解を求めていく姿勢が期待されよ
う。

株式会社大和総研 常務取締役 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 。
2018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。2018年より経済同
友会幹事。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。

財政再建への取り組みを強化せよ



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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実施日：平成30年5月12日（土）～13日（日）　　　実施場所：メイシアター及び吹田市役所
　吹田商工会議所青年部（吹田YEG）はメイシアターと吹田市役所にて開催されました「第35回吹田産業フェア」に3つのブー
スを出展し、ステージに出演いたしました。
　ブースの出展では親子で楽しめるよう、産業フェア会場を舞台に、江戸時代からやってきたタイムトラベラーに扮した参
加者が、殿様からの課せられたミッションをクリアする為に、会場内の様々な出展ブースを訪れて頂けるようにした「タイム
トラベラー・ゲーム」を初企画し、2日間で約640名の方に参加していただきました。また、ミッションにチャレンジされた
方には、エンディングのお楽しみじゃんけん大会にも参加していただき、大変盛り上がった企画となりました。
　また吹田YEGでは近年、ガンバ大阪を応援するイベント「吹田ガンバる」を開催。今年の開催に向けて、吹田ガンバるブー
スでは、「吹田ガンバる」のFBページ等SNSページの紹介のほか、ガンバチアも応援に駆けつけ、紙風船リフティングチャ
レンジを用意し、参加された方々にガンバ大阪を身近に感じてもらえるブースとなりました。応援ステージの方も、2日目は
大雨に見舞われましたが、初日はガンバチアが出演され華やかなステージを披露されました。

　これらに加え、フードコートのブースでは揚げたての唐揚げとドリンクの販売を行
いました。こちらも来場者の皆様に大好評をいただき、2日間で我々の想定よりも1.5
倍の売り上げを記録いたしました。
　産業フェアに吹田YEGの事業としてアトラクションを設営したのは初の試みでした
が、今回の事業で関わった団体や関係者の皆さまとの「和」、企画を成功させる為の
チームワークの「輪」、そしてこの経験がこれからの吹田YEGの基盤となる「環」のひと
つになった事業となりました。これからも吹田YEGらしい創意工夫が表れた事業を開
催してまいります。

青年部コーナー 第35回 吹田産業フェア

吹田商工会議所青年部　７月公開例会
ワークショップ「アイデア工場のつくり方」～発想を無限大に～

受講者募集中！
　アイデアが欲しいすべての人へ。「能力がない」といって良いアイデアを生み出すことを諦めていませんか？　アイデア発
想は、やり方さえ知ればできるんです！このミニワークを体験すれば、眠っていた自分の能力に驚き、アイデアを考えるこ
とが楽しくなること間違いなし！！　ベストセラー「考具」の著者でも有名な企画のプロが、あなたのアタマとカラダを「アイデ
ア工場」に変えてみせます。
 ■日　　時：平成30年7月20日（金）　19：00～21：30（受付18：30）
 　　　　　　※19：30以降は入場できない場合があります。
 ■場　　所：大和大学　講義棟1階　大講義室A（102講義室）
 ■講　　師：加藤　昌治 氏（博報堂勤務、ベストセラー「考具」の著者）
 ■参 加 費：無料
 ■定　　員：100人（定員になり次第締め切りとなります。）
 ■詳　　細：本誌同封のチラシをご覧いただくか、本記事内のQRコードを読み取り、専用ページへアクセスしてください。
 ■お問合せ：吹田商工会議所青年部事務局（TEL06-6330-8001）まで。



□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 

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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美しく快適な職場環境の�
� 廣野鐵工所

　新大阪駅から車で小1時間ほど走った大阪府岸和田
市の小高い丘に、株式会社廣野鐵工所という社名のも
のづくり工場がある。泉大津市の臨海部から「社員の生
命と仕事を守るため」と、2017年に、あえてこの高台
に全面移転したのである。
　主たる生産品は農業用機械や各種車両の部品の機械
加工であるが、その大半は農業機械メーカーの「クボ
タ」に納入する部品である。
　創業は、現社長である廣野幸誠氏の祖父が、戦後の
混乱期の1945年に、部品加工の下請け企業として、
堺市内で個人事業としてスタートしている。苦労と努
力が実り、翌年には、久保田鉄工（現クボタ）との取引
が始まり、以後、幾多の苦難を乗り越え、クボタの有
力パートナー企業としてクボタと共に成長発展してい
る。
　現在では、本社工場のほか、宇都宮工場、他に中国
の上海などに3カ所の工場を有し、国内企業の社員数
は130人、売上高は67億円にまで成長している。同
社のこれまでの成長発展の要因は、同社が培った高度
な生産技術力や生産管理力、さらには営業技術力など
もあるが、とりわけ重要なものは、社員重視の経営姿
勢がもたらした「社員力」であり、これこそが、同社の
強さの源泉である。
　先日、親しい大阪の経営者と同社を訪問させていた
だき、廣野社長の話を聞くとともに、本社工場の隅か
ら隅まで案内していただいたが、ハード面・ソフト面
を問わず、「ここまでやるのか……」と感嘆することば
かりであった。それは、定年の無い雇用制度をはじめ、
充実した福利厚生制度など多々あるが、ここでは紙面
の都合で、ハード面の同社の特長のみ述べる。
　本社工場は、甲子園球場の約2倍の2万5,000㎡の
広い敷地に、これまた広い1万3,000㎡の1階建てで
ある。その高い天井のあちこちには巨大な最新の空調

機が無数取り付けられていたばかりか、工場内の照明
は全てLEDであり、工場内は明るく快適な環境であっ
た。余談であるが、その電気代は工場の屋根に敷かれ
たソーラーパネルで、約50%が賄われているという。
　事務室は部署の仕切りもないワンフロアである。ま
た事務室と工場も見えないように隠す壁ではなく、見
えるように透明のガラス窓で全て仕切られており、全
社員の一体感が強く感じられる空間であった。
　次に、社員食堂をはじめ、福利厚生施設を案内して
いただいたが、これも驚きの連続であった。広く美し
い社員食堂やウッドデッキは、どこかのホテルのレス
トランのようで、しかもその木製の机と椅子は全て近
くの家具業者に特注し、椅子にはそれを使用する社員
の名前まで書かれていた。これまた余談であるが、椅
子は社員が会社を引退するとき、記念に自宅に持ち帰
るのだそうである。
　こうしたものづくり工場の存在を見ると、わが国企
業の在り方がよく分かる。

人を大切にする経営学会 会長
坂本　光司 / さかもと こうじ
人を大切にする経営学会会長。
1947年生まれ。福井県立大学教
授、静岡文化芸術大学教授、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などを歴任。
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。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。
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ビジネス交流会vol.7
 『PR・販促 意見交換会&交流会』 8月7日開催！

吹田商工会議所主催

『PRしたい！』『販促物に対する意見がほしい！』　方々の意見交換会です。
日　時  平成30年8月7日（火）　16:00～18:00　　　 場　所  吹田商工会議所 3階 大会議室

内
　
　
容

＜第1部＞グループセッション（16：00～17：00）
ご参加事業所が自社販促物を持ち寄り、6～7名を1テーブルとし、順番に販促物を
元に事業のPRをして頂きます。お互いがお客様目線になることで、より中身の濃い
販促物を作成するための意見交換を行います。
※当日は名刺と販促物をお持ち下さい。（チラシやパンフレット、カタログ、ノベル
ティ、グッズなど）

＜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意見交換及び交流会を開催します。事業者の方、開
業予定の方、その他多数のご参加をお待ちしております。（アルコールが伴いますの
で、お車での来場はご遠慮ください。）

■対　象：経営者・経営幹部・販促担当及び開業予定の方
■参加費：吹田商工会議所会員：無料　 未会員：1,000円
■定　員：30名（※1社2名様までとさせていただきます。）
■締　切： 8月3日（金）（定員に達し次第締め切りさせて頂

きます。）

■申込み： 今月同封の案内チラシをFAX若しくは弊所HPよ
りお申込みください（上記QRコードからでもお
申込できます）。

■問合せ：ビジネス交流会事務局　06-6330-8001

■日　　時：平成30年10月17日（水）・10月18日（木）
■場　　所：マイドームおおさか 展示ホール
　　　　　　大阪市中央区本町橋2-5
■出展分野： 製造業・卸売業・サービス業・各種団体等、企

業間取引の対象となる製品やビジネス
■申込方法：http://www.osaka.cci.or.jp/kangyo2018/
　　　　　　※ 上記URLにて申込書をダウンロード後、必要

事項をご記入のうえ、FAXにてお送りください。

■募集締切：平成30年6月29日（金）
　　　　　　※ ただし、320ブースに達し次第締め切らせ

て頂きます。
■主　　催： 大阪商工会議所、堺商工会議所、大阪府商工会

連合会
■共　　催：上記以外の大阪府内全商工会議所、全商工会

大阪勧業展2018　出展者募集のご案内
◆3つの特長

1：幅広い業種・業界の皆様にご出展頂ける多業種型の展示商談会！ 展示商談会に初めてご出展される企業にも最適です。
2：「オール大阪」の取り組みとして、大阪府内の全商工会議所及び全商工会が総力をあげて集客します。
3：来場者が足を運びやすい、大阪市中央区の都市型展示場「マイドームおおさか」で開催します。
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「自社のホームページを持っているけれど、問合せや売上に繋がっていない…」
「これからホームページを作ろうと思っているけれど、どんなホームページが良いのかわからない…」
　このようなお悩みをお持ちの方、必見！
　お客様を集め、売上をアップする事が出来るホームページの作り方を2時間でしっかり習得すること
ができるセミナーです。

講　師：坪内　利文 氏〈ゆうきカンパニー㈱ 代表取締役〉
開催日：平成30年6月26日（火）
時　間：18時30分～20時30分（受付開始18時15分～）
場　所：吹田市文化会館メイシアター　集会室
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
申込み：吹田市役所 地域経済振興室へ
　　　　（TEL：06－6384－1356）
　　　　吹田市のHPで申込書をダウンロードできます。

吹田市 中小企業セミナー 
中小企業・個人事業主のための必ず顧客に選ばれる！！

ホームページの作り方セミナー

　企業、大学、研究機関等との共同により、新技術及び新製品の研究開発等を行う事業者に対し、共同研究開発事業にかか
る経費の一部を補助します。

募 集 期 間：平成30年6月1日（金）～7月6日（金）
補助対象者：以下のいずれかにあてはまる事業者及び団体
　　　　　　① 大学または研究機関等との共同により研究

開発事業に取り組もうとする、市内に主た
る事業所を有する事業者

　　　　　　② 半数以上が市内に主たる事業所を有する、
2社以上の事業者で組織する団体

補 助 内 容： 以下のいずれかにあてはまる事業で、審査会
で認定された事業に対し、補助対象経費の2
分の1以内を補助します。（最大500万円）

　　　　　　① 大学または研究機関等と共同で実施する研
究開発事業

　　　　　　② 団体の構成企業が共同で実施する研究開発
事業

　　　　　　　※事業実施期間は2年度間以内です。

審査・認定： 審査会で、応募者による事業内容についてプ
レゼンテーションをしていただきます。審査
会で認定された事業が補助の対象となりま
す。

　　　　　　＜審査会＞平成30年7月20日（金）午後
交 付 件 数：2～5件程度（予定）
　　　　　　 （応募状況により、予算の範囲内で事業の認

定及び補助金の交付を行います。）
申　込　み： 吹田市役所 地域経済振興室へ（低層棟3階

316番窓口）
　　　　　　電話06－6384－1356
　　　　　　 吹田市のHPで申請書等をダ

ウンロードできます。

産学連携・企業間連携を応援します！
地元企業等共同研究開発事業補助金



飲みやすい白い錠剤

本　社／大阪府吹田市中の島町2-26　TEL.06-6381-2626

お鍋・サラダ・炒め物など
あらゆる料理にお使いいただけます。

Ⓡ

〒 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。）

詳しくはホームページをご覧ください。
マロニーのレシピを紹介しています。

www.malony.co.jp
 マロニー

今すぐアクセス！

検 索検 索検 索


