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新 年 の ご 挨 拶

会 頭　柴 田　 仁
吹田商工会議所

　明けましておめでとうございます。
　皆様方にはお健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。旧年中は、吹田商工会議所の
事業各般にわたり、格別のご支援とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　景気は、デフレ脱却という課題を残しつつも、幅広い業種で業績改善が進んでおり、2012年12
月に始まった「アベノミクス景気」が、高度成長期の「いざなぎ景気」を抜いて戦後2番目の長さにな
り、穏やかな回復基調となっています。ただ、こうした反面、中小・小規模事業者では、総じて景
気回復の実感に乏しく、加えて人手不足や後継者問題が目の前の課題として顕在化しています。
　さて、いよいよ今年から「健都」がまち開きとなってまいります。まず、市立吹田市民病院が今年
秋頃に開院され、ほぼ同時期に駅前複合商業施設も竣工となり、来年7月頃には待望の国立循環器病
研究センターが運用開始となります。そこで、当商工会議所では、このまち開きに合わせ、市内事
業者と医療関係者との連携や、ヘルスケア産業への進出を支援するなど、産業面を通して「健康・医
療のまちづくり」に関わっていければと思っています。
　このような状況のもと、当商工会議所では、今年度、事業計画の基本方針に「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、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おります。
　そのため、その一つとして、「会議所懇話会」（いきいき会）を発足させました。この会は、地域の
著名な方による身近なテーマでの講話と、交流や親睦を目的としています。隔月で開催して、地域
のことを知り、和気あいあいの会にしたいと思っていますので、ご参加を願えれば幸いに存じます。
　そして、事業所支援では、「事業所訪問」は、顔の見える商工会議所を目指し、平成23年度から開
始して今年度で7年目となります。今後はより訪問内容の充実に努めてまいりますので、お気軽にご
相談をしていただき、ご一緒になって課題解決に取り組めればと思っています。また、創設後4年が
経ちました「すいた経営革新支援センター」（SaBic）につきましては、起業促進の支援に一層取り組
むとともに、売上拡大の支援では、引き続き、事業成長の根幹であります「ビジネスモデル構築」に
向けた支援を充実させてまいりたいと考えています。
　吹田商工会議所は、今年10月に、昭和23年10月の設立から70年を迎えます。これも偏に皆様
方のご支援の賜物と深く感謝申し上げる次第でございます。
　今後とも、皆様から、頼りにされる商工会議所を目指し、鋭意努力いたす所存でございますので、
本年も変わらぬご支援・ご協力をお願い申し上げます。
　結びに、皆様方のご健勝と事業のご発展を心よりご祈念申し上げまして、新年のご挨拶とさせて
いただきます。

～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～
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　　本年も宜しくお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　平成30年正月

専務理事　井川　文夫　　　事務局一同

謹んで新年のお慶びを申し上げます。

会 　 頭
柴　田　　仁

副 会 頭
河 内　幸 枝

副 会 頭
堀　田　　稔

副 会 頭
古 川　國 久

副 会 頭
石 井　博 章

新年のごあいさつ
吹田市長　後藤　圭二　

明けましておめでとうご
ざいます。

吹田商工会議所会員の皆
様方におかれましては、お
健やかに新春をお迎えのこ
とと心よりお喜び申し上げ
ます。

また、平素は、本市の地
域経済発展へのご貢献はもとより、市政推進
に格別のお力添えを賜り、厚くお礼申し上げ
ます。

本市では、「吹田市商工振興ビジョン
2025」に基づき、貴会議所をはじめ関係機
関との連携や協力を深め、産業集積の維持や
拡大に努めるとともに、より戦略的な産業振
興施策を展開しているところです。

国立循環器病研究センターの移転を来年に
控える北大阪健康医療都市（健都（けんと））で
は、医療クラスターの形成に取り組んでいま
す。昨年は、健都イノベーションパークに国
立健康・栄養研究所の全部移転方針が決定、
また進出企業も選定しました。先進的な研究
機関や企業の集積を図り、循環器疾病分野の
予防・医療・研究で世界をリードするまちに

発展させるとともに、地域企業の医療・健康
産業分野への進出を促します。

また、本年1月からガンバ大阪の本拠地で
ある市立吹田サッカースタジアムの愛称が

「Panasonic Stadium Suita」となります。
市のランドマークとしてますます親しみを
持っていただくとともに、サッカースタジア
ムの利用促進、ガンバ大阪のホームタウン関
連施策の推進に努め、地域経済を活性化して
まいります。

市民の皆様が「吹田に住み続けたい」という
愛着や誇りを醸成するため、昨年3月に「吹
田市シティプロモーションビジョン」を策定
しました。“Suitable City（スイタブルシ
ティ）～暮らすにはぴったりなまち”をコンセ
プトに、産業振興をはじめとする本市の強み
を生かした魅力あるまちづくりを進めてまい
りますので、一層のご理解とご協力を賜りま
すようお願い申し上げます。

結びに、吹田商工会議所のますますのご発
展と会員皆様方のご健勝、ご活躍と、本年が
皆様にとりまして幸多き1年になりますこと
を祈念申し上げまして、年頭のごあいさつと
いたします。
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　日本商工会議所会頭として5回目の新年を迎えまし
た。各地商工会議所の皆様におかれましては、日頃か
ら当所事業に一方ならぬご支援・ご協力を賜り、年頭
にあたり厚くお礼申しあげます。
　さて、西暦で下一桁が7の年は、過去に金融に関わ
る大きな危機が訪れたこともありましたが、昨年の世
界経済は、米国経済が堅調に推移し、欧州も緩やかに
回復、中国では高成長から安定成長へと軟着陸に向
かっており、全体的に当初の予想を上回る安定した動
きとなりました。わが国経済も、潜在成長率が回復し
たとはいえまだ1%程度の実力の割には健闘しまし
た。しかし持続的な成長に向けて構造改革の推進とサ
プライサイド政策の実行がますます重要になっており
ます。
　一方で、企業を取り巻く環境は、TPP11の大筋合
意や世界の貿易量の急速な回復など明るい話題がある
ものの、北朝鮮問題、米国の保護主義的な政策、
BREXITの動きなど、先行きの不透明感も大きくなっ
ております。日本国内では、人手不足の顕在化が、賃
金の上昇にも影響を及ぼし、また、多くの中小企業に
おける経営者の高齢化、地方経済の疲弊など、経営者
の悩みは尽きなかったのではないでしょうか。
　このように不確実なことが多く、変化のスピードが
速い時代の中では、民間企業の経営者の役割がますま
す重要となっており、各々の経営者が「企業は何のた
めに、誰のためにあるのか」を考え、その中で具体的
にどう行動するべきかが問われています。今年は明治
維新から150年、また、東京、大阪、神戸の三つの商
工会議所が設立140周年を迎える年でもあり、自ら
の企業経営のあり方を振り返る好機でありましょう。
　さて、大きな時代の変化の中で、平成30年を迎え
るにあたり、われわれ商工会議所が取り組むべき課題
は山積しておりますが、私といたしましては、「中小
企業の課題解決が日本経済の成長に直結するものであ
る」との信念のもと、以下のような課題に重点をおい
て取り組んでいきたいと考えております。
　1点目は、「人手不足の克服」です。深刻化する人
手不足は、特に中小企業で顕著であり、およそ6割の
企業が人手不足を訴え、この先もますます深刻化する
ことが確実です。わが国における人手不足解消のため
には、女性、高齢者、外国人などの多様な人材の活用
とともに、ⅠCTなどを活用した生産性の向上が不可

欠です。商工会議所として
は、会員企業への支援に必
要な施策を政府の各種会議
などで要請していくととも
に、支援事業の実施に取り
組んでいきます。また外国
人材のさらなる活用につい
ても、時代に応じた抜本的
な見直しを訴えていく所存です。
　2点目は、「事業承継」への取り組みです。昨年は、
事業承継税制の抜本拡充を求める「推進大会」を開催す
るなど、全国の商工会議所の総力を挙げて、政府・与
党へ働きかけた結果、平成30年度税制改正におい
て、商工会議所の意見が多く盛り込まれた形で、事業
承継税制の抜本拡充が実現しました。改めて税制改正
の実現にご協力いただいた関係各位に厚く御礼申しあ
げます。中小企業の事業承継は、単なる相続の問題で
はなく、世代交代による中小企業の活性化、生産性向
上、地方創生など、わが国経済の成長に関わる大変重
要な課題であります。今後5年間で団塊世代の経営者
30万人が70歳に到達する「大事業承継時代」を迎え
る中で、商工会議所として、事業承継税制をはじめ、
国の施策をフル活用し、わが国経済を支える中小企業
の円滑な事業承継を後押ししていく必要がありますの
で、引き続き、皆様のご協力をよろしくお願い申しあ
げます。
　3点目は、「地方創生」への取り組みです。第一次
産業の活性化、およびインバウンドのみならず国内観
光を含めた観光振興による地域・地方の活性化に引き
続き取り組みます。さらに、2020年オリンピック・
パラリンピックは、わが国の魅力を世界にアピールす
る絶好の機会であり、招致から続けてきた大会成功に
向けての取り組みは、商工会議所の使命の一つと捉え
ております。加えて、大阪・関西における2025年
国際博覧会の誘致も強力に進めていくことが重要であ
ります。
　平成30年は、上述の課題を解決・克服していくた
めの1年にしたいと考えております。「未来を拓く商
工会議所」として、日本商工会議所では、全国515商
工会議所、青年部、女性会などとの連携をさらに強化
し、企業、地域、ひいては日本経済の持続成長の実現
に向けて全力で取り組んでまいります。

平成30年　三村　明夫　日本商工会議所会頭年頭所感
明けましておめでとうございます。
平成30年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。

日本商工会議所　会頭 三村 明夫
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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〉 （H29.11.1～11.30　部会別事業所名50音順）
部　会 事　業　所　名 所　在　地 事　　業　　内　　容

建　　　設 桂鉄筋工業 吹田市川岸町 鉄筋工事業
舟本塗装店 吹田市垂水町 塗装・防水業

専門サービス （株）Toreru 吹田市垂水町 知的財産のシステム開発
（同）響 吹田市古江台 ケアマネージャー

サービス業 GLAM CANDY 吹田市長野東 トリミングサロン
ヘアーサロン ファミリー 吹田市天道町 理容一般

（特）専門サービス
WITH THE SMILE（同） 神戸市北区鈴蘭台北町 リハビリ特化型デイサービス（時間半日型）他
社会保険労務士事務所ヒューマントレンド 大阪市北区堂島浜 社会保険労務士・キャリアコンサルティング・通訳翻訳
中山司法書士事務所 大阪市中央区南本町 登記業務

（特）サービス業 （有）愛和 神戸市垂水区宮本町 多機能型通信機器レンタル業
串揚げ ごう 摂津市千里丘 串揚げ店

≪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

　大学では、水が植物の生育にどのようにして影響し、
機能を有するかという研究を行っていました。そんな
中、当時盛んになりつつあった産学連携の一つとして、
大学の研究室と前職の企業とで、農家や企業のブラン
ド向上や活性化に寄与するという事業を展開すること
となり、美味しさと健康を両立させた発芽玄米などの
開発を行った結果、特許を取得することが出来ました。
その実績から事業化が決定し、研究開発だけでなく工
場の立ち上げから販売まで携わったことで「本質を追求
して新しいものを作り、付加価値を付ければ事業化に
繋がっていく」喜びを知りました。
　そんな中、主力製品の「旨味キーパー」を開発した79
歳の開発者と出会い、事業として成立させてほしいと
いう要望を受けた際、これまでの研究や事業の実績を
生かすことが出来ると思い、独立して法人を立ち上げ
ることに決めました。
　法人化と事業化にあたっては、約3年前からSaBiC
の支援を受けながら展開を進めていきました。

事業所名：（株）フード・クック・ラボ
営業内容：厨房関連機器及び商品の販売、メンテナンス
代 表 者：代表取締役　千羽　悠介 氏
所 在 地：大阪府吹田市垂水町2-36-29
T E L：06-6388-0844
F A X：06-6388-1433
U R L：http：//foodcooklab.net/
創　　業：平成27年3月

新入会員インタビュー （株）フード・クック・ラボ

独自の製品やサービス

　飲食店においては、食
品の鮮度低下による廃棄
ロスや、それに伴う収益
性の低下が問題となって
おります。また、肉をは
じめとする食材の熟成に
は時間がかかるという課
題もございます。
　弊社で展開している「旨味キーパー」は、食材に含ま
れる水分に着目し、今設置している冷蔵庫に取付け、
庫内に電界を発生させることで、品質劣化の抑制や保
存期間の2倍近い延長を実現出来る他、電界による水
の微振動で、保存性を持たせながら食材を短い期間で
熟成させることが出来ます。
　大手ホテルの総料理長を務め、名誉司厨士にも任命
された山下　堅二氏にお墨付きを頂き、技術顧問に就
任頂いたほか、著名飲食店や大手テーマパークからも
引き合いがあるほどの商品となりました。
　また、飲食店が持つ設備のメンテナンスをトータル
で引き受けており、経営者や従業員の皆様が求めてい
る事を日々汲み取りながらサービス展開に活かしてお
ります。

今 後 の 展 望

　今後は地域の飲食店は勿論、
様々な事業所との交流を深めな
がら、飲食店を開業から運営ま
でトータルでサポートできる仕
組みづくりを行っていきたいと
思います。
　また、商品の工業化や付加価
値の向上を図ることで、ゆくゆく
は雇用の安定化や福祉の発展に
寄与できるようなロールモデル
を作り、地域経済の盛り上がり
に貢献したいと考えております。 社内での実験風景

主要商品「旨味キーパー」
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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/
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健康・命の大切さを知り変わった
『沖縄教育出版』

　先般、経営者や経営幹部の異業種交流会である、「神
田経営者クラブ」や「静岡県中小企業経営革新フォーラム
21」「福井県中小企業経営革新フォーラム」のメンバー
20数人と一緒に、沖縄県の企業視察をしてきた。
　常食・制限食の製造販売の「パーソナルフードサービ
ス」、IT企業の「シーポイント」、沖縄最大の菓子製造販
売や外食産業を営む「御菓子御殿」、さらには、健康食品
や化粧品の企画・通信販売企業である「沖縄教育出版」の
4社を今回は訪問してきた。いずれも、沖縄県を代表す
る著名企業であり、かつ元気印企業であるが、今回はそ
の中から「沖縄教育出版」を紹介する。
　同社は、代表取締役会長の川畑保夫氏により、今から
40年前の1977年に創業した企業。当初は社名のとお
り、川畑氏の前職の経験を生かし出版事業でスタートし
たが、ワンマン経営に対する社員の反発や過労もあり、
川畑氏はやがて心身共に疲れ果て、そのうちに重いガン
を患い、長い闘病生活を余儀なくされた。
　このことがきっかけで、健康や一緒に働く仲間の大切
さに気付いた。奇跡的に退院、復帰した後は、今日の事
業のベースとなる「健康商品」（食品や化粧品など）分野
に進出したのである。
　後発型企業ということもあり、本体は開発と企画に特
化し、製造は全て信頼できる協力企業に委託する、いわ
ゆるファブレス企業を志向した。加えて言えば、全国各
地に直販店を設ける余裕もなく、また販売商社などに依
頼すれば値決め権を失うばかりか、最も大切なエンド
ユーザーの顔の見える開発ができなくなると考え、「テ
レマーケティングによる通信販売」を選択した。テレ
マーケティングの要は「親切丁寧な仕事をする心優しい

スタッフ」と考え、入院前とは打って変わり、社員教育
や“お互いさま風土”の醸成に注力した。
　同社から学ぶべき点は多々あるが、その代表格は「朝
礼」である。筆者はこれまで8000社以上の企業の現場
を訪ね、その朝礼にも参加させていただいたことがある
が、正直な感想を述べると、徳島県の「西精工」と並ぶ
トップの「朝礼」であった。
　その詳細をここで述べる紙面的余裕はないが、当日の
朝礼時間は、午前9時から10時10分までの70分間に
及んだ。当日は、事務所の通路に全員が並び、「お互い
の肩もみ」「ハッピースマイル」「お客さまからの感動の
エピソードの紹介」などがあり、そして最後は社員たち
と筆者ら参加者全員が手をつなぎ、小学校時代を思い出
させる「フォークダンス」を踊ったが、あっという間の楽
しい心温まる「朝礼」を経験した。
　日頃からのこうした努力が実り、順調に業績を伸ば
し、今や、パート社員を含め社員数は約130人。同業
界では、リピーター率がトップクラスの超優良企業にま
で成長、発展している。

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。

第3回 会議所懇話会「いきいき会」開催のご案内
● 日　時：平成30年2月14日（水）11時30分～
● 講　師：(株)ダスキン　鶴見　明久 専務取締役
 吹田発祥であるダスキンの経営についてお話を伺います。
● お申込：同封の申込書からFAXにてお申込みください。
 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。
● 問合せ：「いきいき会」担当　明石　TEL 06-6330-8001

第2回「いきいき会」盛況に開催
　12月19日（火）に第2回「いきいき会」を
開催いたしました。後藤圭二吹田市長を講
師にお迎えし、吹田市の現状やブランディ
ング戦略等についてお話を拝聴し、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。

参加費1,200円



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

広告掲載募集中！
月々5,400円（税込）で

2,000か所以上の事業所に届きます！
詳細は会報担当まで

suitacci@suita.cci.or.jp
TEL：06-6330-8001
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事業承継相談窓口のご案内

サービス業部会視察見学会　開催

　当所は10月1日より「事業承継相談窓口」を開設致しました。中小企
業・小規模事業者の経営者のうち、65歳以上の経営者は全体の約4割を
占め、今後数年で、多くの中小企業が事業承継のタイミングを迎えると
みられています。
　中小企業・小規模事業者が今後も事業を継続・発展させていくために、
次世代へスムーズに「事業承継」を進めることが求められています。
　そこで当所では、事業承継に取り組む事業者の皆様のサポートを、各
種専門家とともに行ってまいります。
※お問い合わせは、当所　中小企業振興部あてにご連絡ください。
　あわせて当所ホームページもご参照ください。
※ 上記のご相談は原則無料ですが、手続きや書類作成等の実務を伴うものについては

有料となるものもございます。
　費用が必要な場合は、あらかじめご説明申し上げますので、安心してご相談ください。 

②専門家相談
相談でお伺いした内容に応じて、専門家による
ご支援が必要と判断した場合に､各種事業承継に
関する専門家によるご支援を実施いたします。 

<ご相談の流れ >

①窓口相談
当所の職員が、事業所様のお悩みや課題をお伺
い致します。まずは、「お電話、ファックス、
メール」にてご連絡いただき、ご面談の日時をご
相談させていただきます。

　12月5日（火）、アニヴェルセル江坂にて吹田商工会議所青年部平成
29年度臨時総会・12月例会が開催され、シニア会員16名を含む96名
にご参加いただきました。
　臨時総会では、平成30年度役員選任の件、役員選任の方法に関する規
定の変更の件等、すべての審議事項について滞りなく承認されました。
　12月例会では、吹田商工会議所　石井副会頭からご挨拶を賜りまし
た。入会式では4名の新入会員へ会長からYEGバッジが授与され、吹田
YEGにまた新たな力が加わりました。
　その後の懇親会の中で、往年の歌番組「ザ・ベストテン」を模して次年度役員予定者紹介が行われました。次年度役員も
アドリブを利かせたりしながら、総務広報委員会が選んだ役員のイメージの曲に乗り登場し、抱負などを語っていただきま
した。
　最後に、奥長会長予定者からご挨拶をいただき、平成29年度臨時総会・12月例会は盛会のうちに終了しました。

青年部コーナー 平成29年度臨時総会・12月例会開催

　11月28日（火）快晴のもと、『下鴨神社』と『THE SODOH 東山 京都』視察会
を開催し、21名の方にご参加いただきました。世界遺産にも指定されている

『下鴨神社』に参拝し、八坂の塔や二寧坂周辺を散策いたしました。昼食には、
『THE SODOH 東山 京都』にて、新鮮な京野菜を使用したイタリアンを堪能し、
交流を深めていただきました。



□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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　9月中旬に、欧州のロンドン、ブリュッセル、フラン
クフルトに10日間程度出張した。そこで直面したの
は、漂流する「Brexit（英国のEUからの離脱）」の姿で
あった。
　2016年6月23日、英国でEU残留の是非を問う国民
投票が行われ、離脱派が勝利を収めた。その後、グロー
バルな金融市場が大混乱に見舞われたことは、皆さまの
記憶に新しいところだろう。
　今回の視察では、その後の英国の迷走ぶりが浮き彫り
になった。離脱交渉の締め切りがあるにもかかわらず、
英国の政治家は浮世離れした対応を続けている。ボリ
ス・ジョンソン外相がテリーザ・メイ首相と全く異なる
自説を展開し、フィリップ・ハモンド財務相も独自のビ
ジョンを主張している。閣僚内でもまとまりがなく、状
況は極めて深刻である。
　これに対して、EU側の交渉チームは官僚中心で、
しっかりとした体制で交渉に臨んでいる。だが、英国に
は明確なビジョンがないため、EU側に言わせると、自
問自答している印象だという。これまで英国から提出さ
れたBrexitの提案は、明確なプランがないとして相次
いで却下された。不確実性の増大は、英国経済にも悪影
響を与えており、企業は投資を手控えている。
　そもそもBrexitの底流には、グローバルな二つの構
造問題が潜んでいる。
　第一の構造変化は、いわゆる「資本主義と民主主義の
離婚」である。市民革命の時代から資本主義と民主主義は
手を携えて歩んできたわけであるが、とりわけ、近年共
産主義が崩壊して、中間層の没落や格差の問題が深刻化
する中で、両者の離婚が進行中だ。最近は、わが国でも

「資本主義は国民を幸福にしない」「資本主義の終焉（しゅ
うえん）が迫っている」といった議論がかまびすしい。
　第二の構造変化は、「設計主義」に対する疑義的な見
方が強まったことである。かつて、欧州ではフランスや
ドイツの頭の良い人たちが考えれば、最高の制度がつく
れるという楽観論が存在した。しかし、現在は「設計主
義」に対する疑義的な見方が強まり、反エリート主義や、
オートノミー（自己決定権）を求める動きが勢いを増して
いる。

　それでは、Brexitが漂流を続けた場合、世界経済、日
本経済はどの程度の下振れ圧力を受けるリスクがあるの
だろうか？
　足元で英国経済にすでに生じている影響の中で、大き
なものの一つが不動産市場の変調である。英国では、
2013年初頭から不動産価格の上昇が続いており、上
昇ペースは年間10%に迫る勢いであった。しかし、
Brexitを受けて、不動産価格が急落するとの懸念がく
すぶっている。
　大和総研は、Brexitを受けて起こり得る、金融システ
ムを通じたリスクについて定量的な検証を行った。具体
的に、われわれは三つのリスクシナリオを想定してい
る。各シナリオの概要および結論は以下の通りだ。
　第一に、仮に英国で不動産価格が急落しても、英国銀
行、世界経済、日本経済への影響は限定的である。
　第二に、イタリアの不良債権処理問題は、イタリア経
済には一定の打撃を与え得るが、世界経済や日本経済へ
の影響は軽微なものにとどまる。
　しかしながら、第三のシナリオとして、さまざまな問
題が複合化して、欧州の金融システム全体に危機が波及
した場合には、世界のGDPを2.7%（200兆円程度）、
日本のGDPを1.9%（10兆円弱）下押しする可能性があ
るとみられる。
　結論として、2018年もBrexitを受けた欧州の金融シ
ステムの動向からは目が離せない状況が続くことは間違
いなさそうだ。

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。

漂流する『Brexit』
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40周年にむけて！
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おおさか・すいたハウス移転支援寄附2億円の目標達成

不動産部会主催　吹田市との質疑応答勉強会を開催

　「おおさか・すいたハウス」の移転について、あたたかい御支援をありがとうございました。
　吹田商工会議所では、その社会的意義に賛同し、同移転支援募金委員会に委員として参画し、円滑な移転実現に
向けて会員の皆さまにご協力をお願いしてまいりました。
　そして、この度、皆さまのご協力のおかげをもちまして、事務局（吹田市 北大阪健康医療都市推進室）から寄附目
標額の2億円に到達したとの報告と御礼がありました。
　皆さまからのあたたかい御支援に心より感謝申し上げます。 吹田商工会議所 会頭 柴田 仁

　去る11月28日（火）に吹田商工会議所 3階 大会議室において、不動産部会（部会長=有澤　潤氏）主催による「質
疑応答勉強会」が開催されました。JR吹田操車場跡地に「健都」とJRおおさか東線新駅「南吹田」の建設工事が進めら
れております。実際にそれぞれの開発に係る詳細について、新設される施設や建物、整備される周辺道路等につい
て、より良いまちづくりに少しでも関わっていくことを目的に、行政の開発やまちづくりに係る関係部局の方々と
今回の質疑応答勉強会を開催させて頂きました。当日は、部会横断的にたくさんの会員の方のご参加があり、勉強
会後の懇親会も大いに盛り上がり盛況のうちに終了いたしました。

寄附目標額2億円　　寄付総額（平成29年12月18日現在）216,609,646円

● 対　象：高齢者支援事業者との連携による見守り事業、徘徊高齢者SOSネットワーク事業、
　　　　　協力事業者等（上記の事業にご興味がある事業者であれば、どなたでもご参加ください。）
● 日　時：平成30年（2018年）2月8日（木）午後1時～2時
● 会　場：青少年活動サポートプラザ（夢つながり未来館）6階　多目的ホール
　　　　　　（吹田市山田西4丁目2番43号　青少年活動サポートプラザ内）
● 内　容：認知症の症状、認知症の人や家族の気持ち、接客対応の方法など
● 講　師：認知症キャラバン・メイト　● 定　員：30名（先着順）
● 申込み：事前に電話またはFAXでお申込みください。※再案内はありませんので、当日直接、会場へお越しください。
問合せ・申込み▶吹田市福祉部高齢福祉室 地域包括支援センター（TEL）06-6384-1360　（FAX）06-6368-7348

事業者対象 認知症サポーター養成講座
　認知症を正しく理解し、日常生活の中で認知症の人や家族を温かく見守る「認知症サポーター」になりませんか。
高齢者の方に対する接客対応力の向上や事業者としての社会貢献にもつながります。修了時に「認知症サポーター」
の目印であるオレンジリングをお渡しします。この機会に、ぜひご参加よろしくお願いします。

吹田市からのお知らせ

店頭に貼ってPRできるステッカー
（1枚206円、送料別）
余白に店舗名などを記載できます。

受講料無料！
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吹田税務署からのお知らせ
平成29年分の確定申告から、

医療費控除は

領収書が提出不要となりました
改正のポイント

医療費控除を受ける場合は、領収書の提出の代わりに
　　　　　　　　　　　「医療費控除の明細書」を添付して確定申告を行います。
◎「医療費控除の明細書」は国税庁ホームページからダウンロードできます。
　ホームページの確定申告書等作成コーナーでも作成できます。
◎明細書には、医療を受けた人、病院・薬局ごとに医療費の合計を記載します。
　医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。
　（医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。）
◎医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
　（税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。）

作成コーナー 検索
www.keisan.nta.go.jp

“医療費控除の明細書”を
作成して提出すればOK!!

売上アップにつなげる！LINE@活用術
　コミュニケーションツールとして、幅広い世代の人が当たり前の様に使うLINE（ライン）。LINE@

（ラインアット）とは、そのLINEをビジネスに活用して頂けるサービスです！従来のSNSとは違い、お
店（会社）の情報をタイムリーに配信でき、売上アップに直結させる事ができるサービスを使いこなし
ましょう！セミナー当日は、LINEが使える端末を御持参ください！

吹田市 
中小企業セミナー

● 講　師：有限会社ダイスマネージ　代表取締役　山田　光一 氏
● 日　時：平成30年2月13日（火）　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　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
● 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。



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。）


