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～技術思想を創造し、 
 ニッチでもカテゴリーNo.1を目指す～
株式会社 大築

代表取締役社長　大井手　豊 氏
　皆さん、「カリクギ」をご存知ですか。建設業界の方なら
知っておられますが、建築用の仮止釘のことで、株式会社大築
の創業者の大井手邦正氏が、昭和48年に開発され、国際特許
を取得されています。以降も、研削砥石、カクシ釘など次々に
新製品を開発され、特許申請数も100件を超えられています。
今回は、「技術思想を創造する」を事業コンセプトとして、世
の中に新しい旋風を巻き起こし、ニッチでもカテゴリーNo.1
を目指されておられる三代目社長の大井手 豊氏にお話しを伺
いました。

㈱大　築
代表取締役　大井手　豊 氏

カリクギって、ご存知ですか？
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― 創業の経緯を教えてください。
父が、築炉業を昭和35年31歳の時に個人創業

しました。社員も数十人抱えて、業容は拡大してい
ましたが、 “鉄”の事業に限界を感じて、徐々に建設
部門に軸足を移していきました。そして、同47年
に、建築資材の開発事業会社へと事業転換を図り、
現社名である㈱大築となりました。以後、オリジナ
ル商品を開発し、それを製造する工場を岡山と広島
に設置しました。

― 数多くの特許を取得されていますが、商品開
発のアイデアはどこから来ているのですか。

父は、常に新しいものに挑戦しようという意欲の
強い人でした。父が作った社是にも、「我が社は創
意工夫を大樹として社の発展と社員の幸福の枝を伸
ばし、大きな花を咲かせよう」とあり、 “創意工夫”
を常に考えておりました。「カリクギ」は、大工さ
んが壁にボードを接着する際に、細い板をボードに
渡して接着できるまで仮止めするという作業を見
て、父が板を使わずにボードを一時的に押さえる方
法はないかと考えたところか
ら生まれました。「カリク
ギ」には、一部にグリーンで
半透明の樹脂を使っています
が、仮止めの時に、カリクギ
の部分だけ焼け止まってしま
うことを避けるために、紫外
線を通す色と材質にこだわり
ました。

―「カリクギ」の開発と同時に、国際特許（4か国）
も取得されていますね。

昭和48年当時は、国際特許を出願される方は少な
かったようです。父のこの製品に賭ける思いが伝わっ
てきます。発明品の権利を独占的に守るためには、必
要なことと思います。その当時に代理店になっていた
だいた卸売業者4社には、今も取り扱っていただいて
おります。また、私自身、弊社の“創意工夫”の取り組
みを形にしていくために、（一社）知財活用戦略研究
所を仲間とともに立ち上げて研鑽を積んでいます。

―建設業者さん向けのニッチな商品展開をされて
いますね。

建設工事の現場で、職人さんたちが、より使いや
すいもの、より効率よく作業ができるものを求めて
開発しては、職人さんたちの生の声を聴き、改良を
繰り返してきました。おかげさまで、建設関係の多
くの方に、知っていただくようになりました。ニッ
チでも、カテゴリーNo.1を目指しています。

― 創業者からの事業承継について教えてください。
創業者である父が亡くなって、母が二代目の社長

に就きました。私が、三代目となりますが、継ぐこ
とに特に抵抗はありませんでした。創業当時、父が
築炉業をしているときには、多くの職人さんに囲ま
れて仕事場で遊んでいました。小さい時から、父の
仕事や職場を見てきたこと、そして、何より、当社
オリジナルの商品を必要とされているお客様が大勢
いらっしゃるということです。社是も社訓も父が
作ったそのままに、今も社内に掲げています。

―社訓を拝見すると、家庭の幸福という言葉が3
回掲げられていますね。

社　訓
　一、家庭の幸福を第一と考えて働こう
　一、家庭の幸福の為には会社が発展するように働こう
　一、会社の発展と家庭の幸福を願わないものは去れ

創業以来、家庭の幸福が第一と考えてきました。
そのために、家庭の幸福の為に、一生懸命働いて、
会社の発展に貢献しようということです。あくまで
も、家庭の幸福が先であるということです。

―現在、従業員満足ということについて、社内で
取り組まれていることはございますか。

今の従業員数は14名ですが、毎月、一人一人と
レビューというミーティングを行っています。1対
1の面談で、仕事のことに限らず、忌憚のないコ
ミュニケーションが取れるような時間を作っていま
す。そこから、仕事上の課題や個人的に困っている
ことなどを聞いて、出来るだけ早くフィードバック
するようにしています。

―これからの事業の取組みについて教えてください。
「カリクギ」は、ボードを壁に接着する際に仮に止

めておくための資材ですが、近年、ボードを使わず
に、クロスを直接貼る施工が増えてきています。弊
社は、建設業者向けの資材供給を続けてきており、
そのネットワークを生かし、新たな商品の投入を図
ろうとしています。その一つが、施工が簡単で低コ
ストの床暖房である「CF BOARDHEATER」です。
厚さが薄いため、既存の床を除去せずに施工できま
す。もう一つは、水を使わず、オガクズで“し尿”を
分解する仕組みのバイオトイレです。いずれも、当
社のオリジナルではありませんが、創意工夫の詰
まった画期的な商品で、これらを全国に向けて販路
拡大していこうと考えております。

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

株式会社 大築
http://www.daichiku.co.jp/

吹田市江の木町1-8
TEL 06-6385-6714
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～ 第28回吹田商工会議所会員親睦ゴルフ大会　盛会に開催！ ～

　9月21日（金曜日）、第28回となる会員親睦ゴルフ大会が、アートレイクゴルフ倶楽部において開催され
ました。
　スタート前には雨があがり、20組76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。
　優勝は北おおさか信用金庫の藤原　忠氏が優勝され、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。

　江坂発祥の生花店MORIYAの創業者 森　俊弥氏に創業以来12年間の取組みやネットの活用法をお話し
いただきます。

■日　時：平成30年11月5日（月）　午後6時30分～8時30分
■場　所：吹田商工会議所 3階大会議室
■講　師：森　俊弥 氏（MORIYA代表　https://mori8.com/）
■参加費：無料
■定　員：30名
■主　催：吹田商工会議所
■申　込： 同封のチラシに必要事項をご記入の上、FAX（06-6330-3350）にてお申し込みくだ

さい。または、吹田商工会議所のホームページのセミナー情報から、本セミナーをお選び
いただき、申込フォームにて。

■締　切：平成30年10月31日（水）
■お問合：吹田商工会議所　すいた経営革新支援センター　佐藤まで
　　　　　TEL 06-6330-5588

賞品提供いただいた事業所様

大幸薬品（株）、マロニー（株）、（株）堀田工務店、グリーンホスピタルサプライ（株）、（株）マルマス サ
ニーストンホテル、北おおさか信用金庫、大阪北部ヤクルト販売（株）、（一社）吹田にぎわい観光協会、

（株）紙谷工務店、大同生命保険（株）、（株）サンリバー、ネッツトヨタニューリー北大阪（株）、（株）バ
リューネットワーク、東京海上日動火災保険（株）、（株）ジェイコムウエスト吹田局、（株）関西東急ホ
テルズ新大阪江坂東急REIホテル、アートレイクゴルフ倶楽部

順位 氏　名 事　業　所　名

優 勝 藤原　　忠 北おおさか信用金庫　吹田支店

準優勝 家村　武志 家村商事（株）

3 位 實原　義之 システック（株）

4 位 瓜生　晴彦 プルデンシャル生命保険（株）

5 位 井上　博之 森繁建設（株）
優勝された　藤原　忠 氏

起業家セミナーのご案内
「楽天商品レビュー満足度4.8の秘密　～江坂の生花店の躍進～」
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吹田商工会議所　NEW MEMBERS
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〈新たにご入会いただいた事業所〉 （H30.8.1～8.31　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
（株）ガジェットタカラボ 吹田市春日 衣料品・生活雑貨企画販売
（株）拓土 吹田市豊津町 資材卸、物品流通、コスト削減コンサルティング

工　　　業
金﨑義肢（株） 吹田市江坂町 義肢装具製造販売

（株）豊田自動織機
 トヨタL&Fカスタマーズセンター大阪 吹田市芳野町 自動車、産業車両、繊維機械等の製造・販売

建　　　設
（株）フォース 吹田市江坂町 リフォーム業
（株）ホープ防水 吹田市岸部中 防水業

不　動　産
（株）ジー・マネジメント 吹田市江坂町 不動産業
（有）丸央 吹田市江坂町 不動産の賃貸業・管理業

専門サービス
AND1税理士事務所 吹田市豊津町 税務・会計や財務コンサルティングを主とした税

理士業
五月ヶ丘鍼灸整骨院 吹田市五月が丘北 鍼灸整骨院
すわ鍼灸整骨院 吹田市内本町 鍼・灸・柔道整復業

サービス業 大阪モノレールサービス（株） 吹田市千里万博公園 大阪モノレールの駅務、保守および関連事業
（特）不動産 BRAIN sumES（株） 大阪市西区新町 不動産の売買
≪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

事業内容について

　整形外科や鍼灸整骨院での臨床経験を経て、平成20
年12月に当院を開業しました。
　主に、捻挫・打撲・挫傷・交通事故など外傷の治療
を行っています。その多くは健康保険内の治療ですが、
実費治療である鍼治療は、患者様に特に好評をいただ
いており、当院の強みでもあります。
　その特徴は、臨床経験豊富な女性鍼灸師による施術
にあります。女性ならではの細やかな配慮と話しやす
い雰囲気づくりに心掛けて、女性の患者様にも安心し
てご来院いただけております。

新入会員インタビュー 五月ヶ丘鍼灸整骨院

　当院では通院患者様の約9割の方が鍼治療を希望して
ご来院されます。

経営方針について

　お蔭様で開業10年目を迎えることができましたが、
開業以来の信念として、「いくら来院患者数が増えよう
とも、お一人お一人に対しての施術や接遇の内容の変
更はしない」を一貫して行ってきました。
　患者様の数が増えることで治療の手を抜くのは論外
です。治療時間を変えないことで、対応できる人数に
限りがあることは、売上の機会損失ととらえることもで
きます。しかしながら、治療効果を高め、顧客満足度
を維持していくことこそ、長く患者様に愛されて存続し
ていくことができる最大の要因であると考えています。

今後の事業について

　現在、これまでの施術経験を活かした、「姿勢改善
クッション」の開発に取り組んでいます。腰痛予防や腰
椎捻挫など、けがの回復に対して、普段の姿勢はとて
も大切であることから、以前より座位姿勢の重要性を
訴え、患者様にご指導してきました。
　ところがその実践継続は難しく、無意識に不良姿勢
をとられている方が非常に多いのが現状です。そこで
楽に正しい姿勢を保つことができるように、椅子に付
随させるクッションを考案し、改善検討を重ねていま
す。
　今後も「患者様を第一に」をモットーに、様々な取り
組みにチャレンジし続けて参ります。

事業所名：五月ヶ丘鍼灸整骨院
代 表 者：山嵜　健司 氏
所 在 地：大阪府吹田市五月が丘北2-14
Ｔ Ｅ Ｌ：06-6876-0332
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.satukigaoka.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/
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　2018年7月31日、多くの市場関係者が、ハムレッ
トのような心境で日銀による金融政策の修正を受け止め
た。
　日銀は金融緩和の副作用に配慮して長期金利（10年
債利回り）の変動を容認する一方で、極めて低い政策金
利水準を当面維持すると約束した。金融引き締めとも緩
和とも解釈し得る、この政策決定に対する主要メディア
の評価も大きく分かれた。
　なぜ、日銀の金融政策はここまで分かりにくいのだろ
うか？
　それは、日銀が以下の三つの課題を抱えているからに
ほかならない。
　第一の課題は、金融政策決定会合に参加する多様なメ
ンバーの同意を得るための「玉虫色」の議論をやめること
である。
　今回の政策決定の背景には、黒田東彦総裁、雨宮正佳
副総裁が主導する執行部と、原田泰審議委員、片岡剛士
審議委員を中心とする、いわゆる「リフレ派」の路線対立
があると見られている。
　執行部は、本音では、「イールドカーブのフラット化

（利回り曲線の平たん化）」に伴う、金融機関の経営悪化
などの弊害を除去するために、現在、「ゼロ％程度」の
操作目標が設定されている長期金利をもう少し引き上げ
たいと考えていた。しかし、今回は、物価見通しが下方
修正されているので、「長期金利の上昇容認」だけを決
めるのは難しかった。そこでひねり出されたのが「強力
な金融緩和継続のための枠組み強化」というロジックで
ある。執行部は、（1）極めて低い政策金利水準を当面
維持すると約束する「フォワードガイダンス（先行きの指
針）」の導入、（2）長期金利の変動容認などを通じて、
金融緩和の持続性を強化すると強弁した。
　第二に、日銀は過去の政策を整理することなく、次々
と新たな政策を「つぎはぎ」していくかのようなやり方を
改める必要がある。
　現在の日銀の金融政策は、「四次元の金融政策」とも
称され、量、質、マイナスの短期金利、長期金利誘導と
いう四つの政策手段が複雑に絡み合っている。　
　なぜこんなに複雑な政策体系になったかといえば、日
銀が過去の政策を整理することなく、次から次へと新た
な政策を打ち出してきたからである。

　2013年3月に、黒田総裁が就任してから、日銀は多
くの挫折を経験した。一つ目に、国債を大量購入すると
いった「量」による政策効果は一過性であった。二つ目
に、マイナス金利導入に伴う副作用（金融機関の経営悪
化など）は当初想定された以上に大きかった。三つ目に、
物価の動きは予想外に「アダプティブ（適合的）」――平た
く言えば過去の動向に引きずられることが判明した。
　日銀は、「量的・質的金融緩和」を導入した後、上記
の挫折を経験するたびに、「マイナス金利政策」、そし
て直近の「イールドカーブコントロール」による長期金利
誘導などの新たな政策を次々に打ち出していったが、過
去の政策に関する反省や整理が不十分であったため、極
めて複雑で「つぎはぎ」だらけの政策体系となってしまっ
た。
　第三に、より本質的に言えば、日銀は「2年間で物価
上昇率＋2％を達成する」という「物価目標」自体を修正
するべきだ。まず、2年間という期間の縛りをやめて、
中長期的な目標に変える必要がある。そして、急速な円
高を回避するために2％という物価目標を掲げつつも、

「物価が1％上がればそれでОKとして『出口戦略』を検
討する」という、いわゆる「ОKルール」の導入も検討に
値しよう。
　日銀の「ガラス細工」のような金融政策は早晩限界に達
することが不可避である。日銀には、過度に「無謬（む
びゅう）性」にこだわることなく、未来志向で過去の金融
政策をスクラップ・アンド・ビルドする「直球勝負」を期
待したい。

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。

金融引き締めか？ 金融緩和か？�
� それが問題だ



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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リーダーを目指す方のための

『問題解決力向上』研修 11月27日（火）開催！

青年部コーナー YEGとは何か？商工会議所のメリット
実施日：平成30年8月21日（火）　　　実施場所：吹田商工会議所

　吹田YEGメンバーの有志への呼びかけで、「YEGとは何か？商工会議所のメリット」セミナーを開催しました。
　第一部では、入会歴の浅い会員を中心に、商工会議所の成り立ちやYEGの活動意義を知ってもらうために、分っ
ているようで、分っていなかった商工会議所・YEGの組織形態や利用の仕方を深く理解できる内容であり、合わせ
てどのように例会や事業が構築されているのかなどの説明がされた後、「もし自分が委員長になったら」という想定
のもと、事業計画書を作成しました。この体験によって、まだYEG経験の浅いメンバーにとっては、理事会や委員
長の距離がグッと近づいたのではないかと思います。
　また第二部では、吹田商工会議所会員のメリットなどを理解してもらい、今
後の自社の発展へと繋げていくために、昨今うわさの吹田経営革新支援セン
ター（SaViC）という吹田商工会議所独自の企業支援サービスについて、佐藤セ
ンター長より詳しいお話をしていただき、目から鱗の内容が盛りだくさんでし
た。
　吹田商工会議所やYEGの活動をより深く理解でき、ビジネスライフをさらに
充実することができる良い機会をなりました。

　当所では地域事業者様を対象に、新入社員研修や営業力強化研修などの社員研修を行って参りました。この度、
現リーダーやリーダーを目指す方のための『問題解決力向上』研修を開催させて頂くことになりました。社員・
スタッフの人材育成や社外交流の場としてご活用ください。
＜目的＞
・ 関係先、部門間、職場で起こる様々な問題を主体的に考える力をつける。
・ 問題解決のプロセスを構造化することで、論理的に解決する思考を養う。
・ 関係先との調整、合意プロセスを理解し、共感性の高い説得力のあ

るスキルを身につける。

＜主な内容＞
 1．なぜ、問題は解決されないのか
 2．問題発見と問題解決プロセス
 3．目標達成のための合意形成プロセス
 4．説得力とは　～実践演習～
 5．質疑応答・まとめ  （詳細は折込チラシをご覧ください。）

■開 催 日：平成30年11月27日（火）　10：00～16：00
■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：（株）マネジメントサポート　大木　孝仁 氏
■対　　象： 管理職を目指す方、現リーダーの方、ロジカル

な思考力をにつけたい方
■定　　員：30名
■受講料（税込）：会員10，000円、未会員20，000円
■申込方法：本誌折込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：TEL 06-6330-8001
　　　　　　吹田商工会議所　研修担当　谷

吹田商工会議所主催
社内人材育成講座

1Day



□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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地域の弱者のために福祉�
� 車両を製造する西元自動車

　北陸新幹線の新高岡駅で下車し、車で10分ほど走っ
た富山県射水市内の大きな道路に面した場所に、小さ
な自動車整備工場がある。
　ここが「西元自動車有限会社」で、主事業は社名の通
り、自動車の修理、鈑金塗装をはじめ、自動車やオー
トバイの小売り販売である。自動車整備業の多くは、
当然ながら、自動車の整備や自動車保険がその売上高
の大半を占めるが、同社の最大の売り上げは、自動車
やオートバイの小売りである。
　しかし、ここには美しい自動車を展示している
ショールームがあるわけではない。小売りが最大の売
上高となった理由は、同社が自動車に関するあらゆる
ことに、ワンストップのサービスを提供していること
と、創業以来、企業の都合ではなく、その顧客に一番
合っていると思われる自動車を、親身になって探し提
供してきた誠実な経営姿勢が地域社会の高い評価を受
けてきたからにほかならない。
　同社の創業は1969年。現社長の西元勇司氏の父が、
名古屋の自動車整備業で丁稚（でっち）奉公をした後に
故郷へ帰り、一人でスタートさせた。子どもの頃から
父親の仕事ぶりを見ていた現社長は、迷うことなく父
の後を継ぐと決意し、愛知県の著名な自動車整備を学
ぶ専門学校を卒業した後、同社に入社した。経営環境
にも恵まれ、また若かったこともあり、一時、会社を
数カ所に拡大したこともあるが、「何のために……」と
いう原点に立ち返り、現在は会社を一つの拠点に戻し
ている。
　筆者が同社を高評価し、注目しているのは、こうし
た自動車整備工場の在り方だけではない。それは同社
が数年前から、あえて立ち上げた、もう一つの地域貢
献・社会貢献事業である。
　その事業は、福祉車両の製造・販売である。具体的
にいえば、高齢や障がいのため、既存の自動車を運転

できない社会的弱者のために、その人の状況に応じて
オーダーメードで既存の自動車を改良するというサー
ビスである。
　きっかけは、周辺に増えつつある移動難民・買い物
難民といわれる高齢者と障がい者の存在を知ったこと
だ。自動車整備工場として支援しようと海外の福祉機
器メーカーと提携し、立ち上がった。
　余談だが、同社を訪問した当日、西元社長が駅から
工場まで送迎してくれたその自動車が、まさに福祉車
両であった。その自動車はハンドルが外側と内側の大
小の二重構造になっており、内側にあるハンドル自体
にブレーキやアクセルの機能が付加されているという
ものだった。
　同社の事務所で、福祉車両に改造した車を利用して
いる下半身に障がいのある高齢者からのサンキューレ
ターを読ませていただき、真に世のため・人のために
なっている企業と実感した。

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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40周年にむけて！
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吹田市 中小企業セミナー
「ホームページ活用セミナー」と「事業承継セミナー」の御案内

“きたしんビジネスマッチングフェア2018 with 大阪大学　同時開催セミナー”
中小企業のための『M&A入門セミナー』

～売り手・買い手、双方を成功に導くために～

3日でお客様と社員を同時に増やす
ホームページに改善する方法

事業承継時における後継者不在の
場合の事業引継ぎ

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！

日程：平成30年10月23日（火）
講師：株式会社ジーニアスウェブ
　　　　代表取締役　小園　浩之 氏
申込み締切りは10月19日（金）

日程：平成30年11月22日（木）
講師：株式会社 上宮経営開発研究所
　　　　代表取締役　上宮　克己 氏
申込み締切りは11月20日（火）

後継者がいない事業所にとって重要な
「事業引継ぎ」について、解説します！

【両日共通】
○時　間：18時30分～20時30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
○費　用：無料 ○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。

①中小企業の事業承継とM&Aの現状
②中小企業（小規模企業を含む）でもM&Aは可能か？
③企業価値を正しく把握する（自社の企業価値はいくらか）
④M&Aを成功させるポイント
⑤M&A事例紹介

【中小企業のM&A成功のポイントを学ぶ】

講師プロフィール
 株式会社マイベルコンサルティング　代表取締役
 公認会計士　小柴　学司（こしば　がくじ） 氏
監査法人トーマツ入社後、 上場会社を中心に約30社の
監査を担当。（株）日本M&Aセンターを経て、平成15
年6月に（株）マイベルコンサルティングを設立。現在に
至る。M&A仲介実績は約100件で、成約業種は多岐に
わたる。M&A用の企業評価実績は300件以上。

日　時：平成30年11月13日（火）
　　　　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
　　　　（大阪府大阪市中央区本町橋2-5）
対象者： 事業承継・M&Aに関心のある方で、当日、

記名でのアンケートにご協力頂ける方
定　員：50名　　　参加費：無料
問合せ：吹田商工会議所　当セミナー担当
　　　　TEL 06-6330-8001

■主催：吹田商工会議所
■共催： 茨木商工会議所・島本町商工会・摂津市商工会・高槻商工

会議所（五十音順）
■協力： 北おおさか信用金庫・（株）大阪彩都総合研究所・大阪府事

業承継ネットワーク
※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。
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労務事務講習会

レベルアップ！ スキルアップ！ 労働・社会保険の実務テーマ

主催　（一財）大阪府社会保険協会　　共催　豊中商工会議所　　後援　吹田商工会議所・茨木商工会議所・高槻商工会議所・池田商工会議所・箕面商工会議所
【お問い合わせ・申込先】（一財）大阪府社会保険協会　06-6445-3013

大阪府社会保険協会 検索  をクリック。協会HPの参加申込書にご記入の上FAXでお申込みください。
※なお、参加申込書につきましては協会HPに10月15日以降に掲載を予定しています。

日　時：平成30年11月14日（水）　午後2時30分～午後4時30分
場　所：豊中商工会議所 4F 大会議室（阪急宝塚線 岡町駅 下車すぐ）
対象者： 吹田・茨木・高槻・豊中・池田・箕面商工会議所の会員。大

阪府社会保険協会の会員。北摂を中心とした大阪府下の厚生
年金適用事業所の総務担当者。

受講料： 主催・共催・後援の商工会議所・協会会員 無料
　　　　非会員様 3，000円
定　員：50名
　　　　※申込多数の時は抽選となります。

～採用時・在職中・退職時の手続き～

～総務・人事担当者の皆さんへ～ 新人・新任の方も是非！



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


