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ケース・カバーのOEMメーカーとして 
 対応・変化し続ける
株式会社 浜元

代表取締役社長　濱元　裕行 氏
　株式会社 浜元は、昭和31年の創業以来手帳カバーや楽器
ケースなど、製品本体を包むケース・カバー類のOEMメー
カーとして、試作段階から完成品まで一貫した製造をしておら
れます。 
　平成28年、三代目社長に濱元裕行氏が就任されました。事
業の沿革などについて、また、事業環境が激しい業界でOEM
メーカーとしてどのように事業を展開されておられるかについ
てお伺いしました。

株式会社 浜元
代表取締役社長　濱元　裕行 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31年に祖

父が、革鞄や袋物の製造
販売業として創業いたし
ました。会社は、昭和39
年に松下電器産業株式会
社（現パナソニック株式会
社）のラジオ事業部門から
ラジオケースの発注を頂いたことが成長のきっかけ
となりました。当時のラジオは防水・防塵のため
ケースがついている製品が大半であり、ラジオの普
及とともに業績は拡大し、当社の基礎をつくること
ができました。創業は民家を事務所兼工場にしてス
タートしましたが、生産拡大とともに工場を拡張
し、九州の松下電器産業の近くに工場を新設して、
最大で150人ほどの従業員を雇用するまでになり
ました。 

先代（二代目）に代替わりをした昭和50年代に、
ラジオの小型化やテレビの普及、また、メーカーの
海外生産への移行などによりラジオケースの受注は
減り、売上は大きく落ち込みました。先代は会社を
存続させるため、取引先が松下電器産業の1社集中
であった依存体質を改め、計測機器メーカーや楽器
メーカーのYAMAHA株式会社などへの販路拡大に
取組み、受注を得ることができました。現在の主力
商品である手帳カバーの手帳を製作する文具メー
カーと取引を開始できたのはこの頃です。

私（三代目）は昭和62年に入社しました。先代は
叔父にあたります。入社後すぐにバブル経済が崩壊
し、取引先メーカーからの製造単価引下げの要請に
対応するべく、中国（上海）で製造工場を立ち上げ、
中国工場で製造責任者として働いておりました。そ
の後平成26年に帰国し、平成28年に代表取締役
社長に就任しました。 

創業から60年を越えた現在、吹田市江坂町に本
社を置いて、九州熊本と中国（上海）の工場で製造し
ております。 

―事業内容、また貴社の強みについてお聞かせ
ください。

主に合成皮革やビニー
ルレザーを使った手帳カ
バーやPCカバン、楽器
ケースなどをメーカーか
らの依頼のもと、OEM
生産を行っております。
当社の強みとしては、材
料の仕入れから完成品まで一貫生産が出来ることで
す。試作も可能です。発注する側にとって一貫生産
は外注管理が楽になり、一般的に納期の短縮も図れ
るため望まれます。しかしながら受注する側は、一
貫生産及び多品種少量生産に対応するための製造設
備を揃える必要があり、工程管理も求められます。 

当社はOEMメーカーとして生き残るために、取
引先メーカーからの要望にいかに“対応”するかとい
うところに力をいれております。数量・納期・価格
など対応することは多岐に亘りますが、一貫生産だ
からできる強みを今後も強化していきたいと思って
おります。

熊本工場では取引先メーカーのご要望にお応えす
るため、1，450㎡ある工場内に機械集めが趣味か

と言われるくらい機械が
所狭しと並んでおります。
大抵の機械は一通り揃っ
ておりますので、取引先
メーカーからの「こういう
ものは出来ますか？」とい
うご要望にほぼ「やれます
よ！」とお答えできます。

最近では当社のような一貫生産や多品種少量生産
に対応できる工場は減ってきており、この強みを活
かすことで事業を継続安定させていきたいと考えて
おります。

― OEMメーカーとして苦労していることも多い
かと思いますが・・・

現在多くの事業所でも抱えておられる問題かと思い
ますが、人材確保には苦労しております。機械化は進
めていますが、人が関与する工程も多く熟練を要しま
す。若い現場リーダーが少ないため、定年を迎える社
員を再雇用して働いて頂いております。早急に対応が
必要と感じています。 

昨年にベトナムより3人の海外研修生が来られて、
先月には新たに3人が加わり、6人になりました。真面
目で優秀な人ばかりなので助かっております。

もう一つの苦労していることは、取引先メーカーの
繁忙期に生産を合わすということです。例えば手帳
メーカーの繁忙期は10～12月がピークになるのです
が、そこに人・機械を合わせていくと他の月がだぶつ
いてしまいます。当社は5～7月、10～12月が繁忙期
なのですが、受注の平均化にはいつも苦労しておりま
す。

― 今後の展望についてお聞かせください。
一部の大手メーカーでは株価の上昇や過去最高益

など良いニュースを聞きますが、我々中小零細メー
カーはまだまだ脆弱です。同業他社はかなり減って
きましたが、当社は運よく63年間継続することが
出来ています。事業を安定継続していることが、新
規の取引をいただく要因となることも多く、「継続
は力なり」という言葉の強さを改めて感じておりま
す。

最近ようやく大手の文具メーカーさんの大半とも
お取引が出来るようになり、良いお取引関係を継続
できております。今後もOEMメーカーとして対応
力を発揮することで、取引先メーカーと緊密な取引
を継続していきたいと思っております。 

新規の方でカバー類やケース類を製作されたい方
は、繁忙期以外であれば対応は可能ですのでお気軽
にご連絡ください。

―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。

株式会社 浜元
〒564-0063
大阪府吹田市江坂町1丁目12番10号

丸信江坂ビル401号
TEL06－6339－0777

http://www.hamamoto-net.co.jp/
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JR吹田駅前再整備について、地元団体とともに吹田市へ要望を行う

関西商工会議所連合会・運営研究会を吹田で開催

　JR吹田駅周辺まちづくり協議会をはじめとする駅前周辺の14団体等とともに、吹田商工会議所では吹田市と吹
田市議会に対して要望書を提出いたしました。
　JR吹田駅南側は昭和54年度に駅前再開発が行われてから約40年経過し、建物の老朽化や賑わいの減退など様々
な課題に直面しています。駅前再整備には検討段階から完成まで長期にわたることが通例ですので、行政が主導し
て駅前再整備の基本構想づくりに早急に着手いただきたいとの想いから今回の要望となりました。
　11月16日、JR吹田駅周辺JR吹田駅周辺まちづくり協議会・野田理事長、吹田市旭通商店街（協）・橘理事長、吹
田市開発ビル㈱・永冶常務取締役、当所・井川専務理事などが、後藤圭二吹田市長、川本均吹田市議会議長を訪問
し、直接、商業者の意向、地元の考え方などを伝え、協力を要望しました。

　関西地域の71商工会議所で構成する関西商工会議所連合会では、
各地の専務理事、事務局長等を対象に、地域の課題や動向等について
学ぶ運営研究会を年1回、各府県持ち回りで開催しています。今年度
は、当所が開催会議所となり、大阪府北部ブロック商工会議所の協力
を経て、2日間にわたり開催しました。

　来年7月には北大阪健康医療都市（愛称：健都）に国立循環器病研究センターが移転運用開始されます。同セン
ターの取り組みについて学ぶよい機会となりました。また、世界遺産登録の話題も出ている太陽の塔復活のお話に
も、皆さん熱心に聞き入っておられました。
　2日目には、ガンバ大阪がホームグランドとするパナソニック・スタジアム吹田やアサヒビール発祥の地である
同吹田工場の視察見学も行いました。

◆11月28日（水曜日）　於：ホテル阪急エキスポパーク
　開　　会：吹田商工会議所　井川専務理事挨拶
　講　演①：新国立循環器病研究センターの取り組み
　　　　　　～北大阪健康医療都市（健都）のまちづくりとともに
　　　　　　　同センター　小川理事長様
　講　演②：国立循環器病研究センターが目指すもの～最先端のその先へ
　　　　　　　同センター　小林病院長様
　講　演③：太陽の塔復活～48年の時を経て
　　　　　　　万博記念公園事務所　平田課長 様
　懇 親 会：吹田商工会議所　柴田会頭挨拶
◆11月29日（木曜日）
　視察見学①：パナソニック・スタジアム吹田（ガンバ大阪）
　視察見学②：アサヒビール吹田工場

後藤吹田市長 川本吹田市議会議長



4 No.450

平成31年　吹田商工会議所　新年懇談会のご案内

「2019年版 商工手帳」の配布のお知らせ

　平成31年の吹田産業界の繁栄を願い、1月7日（月）に新年懇談会（協賛:吹田市商業団体連合会）を開催します。

　当所会頭・副会頭のほか役員・議員をはじめ市内企業を代表する方々が集います。また、官公庁等の代表者、議

員各位をご来賓としてお招きし、一斉に新年の顔合わせを行いたいと存じます。当所会員の皆様には、ご自由にご

参加いただけますので、お誘いあわせの上、是非ご出席下さい（別途、ご案内状をお送りしておりますのでご持参下

さい）。

　当所会員の皆様に「商工手帳（2019年版）」を配布します。

　ご希望の方は、当所事務局までお越し下さい。

　●体　裁：

　　＜サイズ＞タテ140ミリ×ヨコ85ミリ×厚さ約10ミリ

　　＜表　紙＞発泡ビニール、文字・会議所マーク金箔押

　　★1会員様1冊限り。先着100名様まで。

　　★お渡し場所：吹田商工会議所1階事務局

記

◇日　 時：平成31年1月7日（月）11時より

◇場　 所：吹田市文化会館（メイシアター）

　　　　　3階　レセプションホール

　　　　　（阪急吹田駅下車すぐ）

◇参加費：無料

※アルコールを提供しますのでお車でのご来場はご遠慮ください。
（問合せ先）：吹田商工会議所（TEL：06－6330－8001）
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〈新たにご入会いただいた事業所〉 （H30.10.1～10.31　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）ELUCE trading 吹田市江の木町 インターネット通販
ドリームポケット（株） 吹田市金田町 イタリア輸入食品の小売販売・卸し、防災用品の卸し
とりきち横丁ジャパン（同） 大阪市中央区北浜 鳥の飼料、飼育用品、サプリメント、雑貨の販売

建　　　設
澤工業 吹田市岸部南 水道工事（給排水衛生・下水つまり）
宮城工業（株） 吹田市青葉丘南 防水・左官工事業

専門サービス

（福）こばと会 吹田市山田西 社会福祉事業（保育所・特別養護老人ホーム等）
Nuthouse Education Firefl y 
 English Discovery Center 吹田市千里丘上 子どもに英語を教える／英会話教材の製作、販売（英

会話スクール向け）
リクト総合会計事務所 吹田市広芝町 税理士事務所

サービス業
（株）アスナロカンパニー 吹田市末広町 遺品整理
オレンジホールディング（株） 吹田市元町 デザイン業、印刷業、システム開発、web制作
すし釜めし 百万石 吹田市山田西 すし・釜めしの宅配

≪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 の 経 緯

　2000年に宅配専門の釜めしチェーンのFC店「越後釜
めし茶屋吹田北店」として創業。関東から進出していた
本部は関西好みの味とは違い、自身こだわりの出汁を
使った釜めしを始めたいということから、2002年には

新入会員インタビュー すし釜めし　百万石

早々にFC本部を脱退し、「釜めしや吹田北店」に屋号を
変更して再出発しました。その後、2011年には様々な
縁により、経験豊富な名店の寿司職人たちを迎え入れ
ることができ、宅配寿司店を併設することができまし
た。

当 店 の 特 徴

　釜めしと寿司へのこだわりは、お米・具材・出汁など
妥協せず、新鮮なものを使用する事でお客様には大き
な反響を得ています。釜めしは出汁が九州の醸造所よ
り取り寄せたものをベースに当店オリジナルの味に仕
上げています。また、お米は最高グレードのコシヒカリ
を使用し、鉄製釜直火炊きで炊き立て熱々をお届けし
ています。宅配寿司は、当店では毎朝、厳選された

「生」の鮮魚を仕入、当店自慢の職人達が熟練の技で
握っています。「ご自宅でもゆっくりと本格派の寿司を
堪能できる」をコンセプトにしています。

今 後 の 展 開

　平成29年度補正予算、小規模事業者持続化補助金に
採択されたこともあり、今後も新しい取り組みを続けて
いきたいと考えております。より一層お客様から支持し
て頂くためにはこれまで以上に付加価値を付けていく
必要があると日々感じています。「品質とサービスの維
持向上」を目標とし、更なる磨きを掛ける。それが地域
で必要とされる宅配サービスであると考えております。

事業所名：すし釜めし　百万石 
所 在 地：〒565-0824 吹田市山田西1丁目27-10
Ｔ Ｅ Ｌ：06-4864-7155
Ｆ Ａ Ｘ：06-7504-1821
営業内容：寿司・釜めしの宅配
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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10月21日の朝、NHKの看板番組である「日
曜討論」にスタジオ生出演した。
　番組では「専門家討論　どうなる経済・社会保障・雇
用」というテーマで、主として、安倍総理が実施を表明
した消費税増税、今後の日本経済の展望、全世代型の社
会保障制度改革、労働市場改革などに関する議論を行っ
た。
　日本経済は、世界経済の回復や、国内の所得環境の好
転などを背景に、緩やかな景気拡大を続ける見通しだ。
ただし、2019年の日本経済は「テールリスク（確率的に
は極めて低いものの、万が一発生すると甚大な悪影響を
及ぼすリスク）」に、細心の注意が必要であると考えてい
る。筆者は、こうしたテールリスクを総称して「2019
年問題」と呼んでいる。
　大和総研のシミュレーションによれば、（1）トラン
プ 政 権 の 迷 走 、（ 2 ）中 国 の 過 剰 債 務 問 題 、（ 3 ）

「Brexit（英国のEUからの離脱）」を受けた欧州の混乱、
（4）中東情勢緊迫化を背景とする原油高、（5）わが国の
残業規制の強化に伴う個人所得の減少、といったリスク
要因が顕在化すると、日本の実質GDP（国内総生産）は
最悪のケースで4％以上悪化する。これは「リーマン・
ショック」に匹敵するほどのインパクトである。
　例えば、現在、中国経済はさまざまな問題を抱えてい
る。
　筆者の中国に対する見方を一言で述べれば「短期＝楽
観、中長期＝悲観」である。中国は「社会主義」の国なの
で、公共投資を中心とするカンフル剤を打てば、問題を
1～2年程度先送りすることは可能だ。しかし、早けれ
ば向こう3～5年程度のうちに、中国では「バブル」崩壊
のリスクが生じるとみている。
　中国には膨大なゆがみが存在する。
　第一のゆがみは金融面での過剰融資である。中国にお
ける過剰融資の総額は1000兆円以上と推定される。
将来的に、このうち何割かが焦げ付く場合、数百兆円規
模の不良債権が発生することが懸念される。わが国の

「バブル」崩壊に伴う不良債権額が100兆円規模であっ
たことを勘案すると、文字通り「人類史上最大のバブル」

といっても過言ではない。
　第二のゆがみは、工場や機械といった、いわゆる「資
本ストック」の過剰である。その総額は700兆円以上と
推定される。外資を自転車操業的に呼び込んで、資本ス
トックを増やすことによって成長する、中国の経済成長
モデルは大きな曲がり角に差し掛かっている。
　これに対して、中国の財政出動余地はどの程度か？　
近年、中国では国有企業の債務が積み上がっているとみ
られており、筆者のシミュレーションによれば、中国の
実質的な公的債務の対名目GDP比率は、世界最悪とも
称される日本と大きく変わらない可能性がある。
　結論として、中国経済は、短期的にはカンフル剤で景
気を下支えすることは可能であるが、中長期的に見ると
決して楽観視できない。仮に中国政府が問題を先送りし
ても、本質的な構造問題は解決しないからだ。とりわけ
政府との癒着が続く中で、国有企業の改革が遅々として
進んでおらず、「全要素生産性」と呼ばれる技術革新が
停滞し、海外からの直接投資が低迷している点が問題
だ。米国と中国の間の貿易摩擦の深刻化も、中国経済に
ボディーブローのように効いてくる可能性がある。
　われわれは、グローバル経済には中国の過剰債務問題
をはじめとするさまざまなリスク要因が山積しているこ
とを、常に頭の片隅に置いた上で、消費税増税に伴う景
気悪化に対して、万全の対策を講じる必要があるだろ
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。

『2019年問題』に要注意



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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平成30年度臨時総会・11月例会

第36回吹田産業フェア出展事業所募集のご案内

実施日：平成30年11月13日（火）　　実施場所：ミライザ大阪城

　ミライザ大阪城にて、「吹田商工会議所青年部平成30年度臨時総会・11月例会」を開催しました。ミライザ大阪
城は、旧第四師団司令部庁舎として大阪城天守閣と同時期に建設された大阪城公園内の歴史的建造物であり、長年
にわたり大阪市立博物館として親しまれてきましたが、昨年から商業施設へとリニューアルされ、多くの観光客の
憩いの場として新たに注目されているスポットです。
　美しくライトアップされた大阪城を背景に開催された臨時総会では、注目すべき次年度の役員が承認されました。
次年度の吹田YEGは会長予定者である堀田裕二君をはじめとする役員メンバーを中心に運営してまいります。
　また、来年において当会が30周年を迎えるにあたり、稲葉英基副会長から中長期ビジョン案が報告されました。
その報告により、今までの事業の振り返りだけではなく、メンバー一人ひとりが災害に対しての危機管理を再認識
し、30周年を迎える当会の中長期ビジョンを確認することができました。
　11月例会では入会式が行われ、3名の新たな仲間が加わりました。次年度役員候補者の紹介では、大阪城にちな
んで戦国武将の装衣で登場し、次年度に向けての意気込みを感じられるような迫力がありました。またアトラク
ションでは、周年前クイズが行われ、当会の歴史を学びながらクイズに挑戦し、30年前にちなんだ豪華優勝賞品を
各テーブルで競い合いました。
　新役員も決まり、いよいよ30周年という節目の年に向けてのカウントダ
ウンが始まりました。今年度も残り4か月となりましたが、まだまだ事業は
残っております。残りの事業も全力で取り組み、三つの「わ」をより強くし
て30周年を迎えたいと思います。

　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。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！

と　き：2019年5月11日（土）・12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）吹田市役所庁舎駐車場、いずみの園公園
主　催：吹田産業フェア推進協議会
お問合せ先：吹田商工会議所　吹田産業フェア事務局　平松（ひらまつ）まで
　　　　　　電話（06）6330-8001　FAX（06）6330-3350
　　　　　　※詳細は同封の募集チラシをご覧ください。



□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

年末年始休業のお知らせ
吹田商工会議所では年末年始を下記のとおり休業とさせ
て頂きますので、ご案内申し上げます。

休業期間中は何かとご迷惑をお掛けいたしますが、何卒
よろしくお願い申し上げます。

年末最終業務日：12月28日（金）
年末年始休業期間：12月29日（土）～1月3日（木）まで
年明け1月4日（金）から平常通り業務を行います。
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頑張る浄化槽維持管理の�
�『新興ウオターマネージメント工業』

　千葉駅からJR東金線に乗車し約40分走ったところ
にある東金駅で下車し、そこから車で10分ほどの場所
に、1969年の創業から約50年が経過した「株式会社
新興ウオターマネージメント工業」という社員数37人
の中小企業がある。
　創業時は、「くみ取り屋」という一般廃棄物処理の事
業からスタートしたが、その後、水洗化への時代の潮
流の中で、浄化槽の維持管理や排水管洗浄、産業廃棄
物の収集・運搬・処分、さらには、トイレブースのメ
ンテナンスなどを行っている。現在なくてはならない
社会の静脈産業である。
　また、近年では、それら事業に加え、島根県の中堅
企業である島根電工が展開する「住まいのおたすけ隊」
にも参加し、長年培った個人住宅とのパイプ・信頼関
係を生かし、地域住民の電気工事や水回りなどの修
理・修繕サービスも千葉県全域で積極的に展開してい
る企業でもある。
　基幹事業の浄化槽維持管理は、地域の生活インフラ
を支えるため市町村の許認可が必要という性格もあり、
本業とかけ離れた多角化や財テクに手を染めず誠実な
経営をしている限り大きな変動はない産業である。
　しかし、許認可という既得権益に守られた業種であ
るが故に、業界も社員も総じてぬるま湯に漬かったよ
うな企業が多く、当然のことながら社員の帰属意識も
働きがいのレベルも相対的に低いというのが偽らざる
実態である。
　業界の経営者の多くは、こうした実態は事業そのも
のの特殊性であり、業種柄、仕方がないと考えていた
が、同社の2代目社長の石川勝氏は「志してこの業種を
選んで入社した社員は一人もいない、何らかの理由で
前職を離れ、覚悟を決めて入社してきてくれた社員。
社員がこの会社に入って良かったと言ってくれるよう
な、働きがいや幸せを感じてくれる会社をつくらなけ
れば……」と考えた。

　そして、社長業を務める一方、都内の夜間大学院に
通学し「人を大切にする経営」を理論と実務両面で学び
自社の改革に取り組んでいった。
　手厚い福利厚生制度の導入や本業を生かした新分野
進出などもその一環である。
　同社の社員満足度の向上施策の一端を紹介すると、
業界水準以上の給与はもちろんのこと、社員への年賀、
バースデーケーキ、お盆休みの前には親戚が集まる実
家への手土産、毎年の決算月には家族への1年間の御
礼の品の贈呈、さらには、年越しそばの贈呈など、ま
るで社員を家族同然と考えた福利厚生を行っているの
である。
　こうした努力が実り、近年の同社の社員の転職的離
職率はゼロ、その働きがいのレベルも業界平均を大き
く上回り、業界のモデル企業とまでいわれている。
　こうした頑張る社長や企業の存在を見ると、問題は
業種などではなく、経営者の経営の考え方・進め方に
あると言わざるを得ない。 

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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「鉛フリーはんだ」の世界のリーディングカンパニー　（株）日本スペリア社
～顧客の五感＋第六感に訴えろ！～
『社長講演会・豊中事業所見学会』

工業部会主催

　日本スペリア社は、オンリーワンの金属接合材料で世界のものづくりを支える「大阪発」材料メーカーです。地球環境に有害な鉛を使
用しない「鉛フリーはんだ」を始め、地球環境保護に役立つ金属接合材料を、世界の製造メーカーへ提供しています。これからの「もの
づくり」は、世界のマーケットで戦っていかなくては生き残っていけないと考え、海外展開を企業戦略としており、同社の「SN100C」
は世界の鉛フリー棒はんだの1／3を占めるまでになっています。
　今回は、「何事も顧客の期待を裏切るな！顧客の五感に訴えろ！」を経営方針とする同社西村社長による経営講演会と、研究開発・営
業技術・品質保証の三部門を集約した同社の頭脳拠点「R＆Dセンター及び物流センター、豊中工場」を見学し、単に“もの”ではなく“技
術”を売る「大阪のものづくり企業」に学ぶ機会といたします。

◆開　催　日：平成31年2月15日（金）　
　＜当日のスケジュール＞・受付開始 14時30分　・社長講演 15時00分～　・見学会 16時00分～17時00分
　　金属接合用材料の製造、加工および研究開発関連の見学（豊中工場・物流センター・R＆Dセンター）
◆集 合 場 所：㈱日本スペリア社 R&Dセンター（大阪府豊中市勝部1-9-15）ドン・キホーテ豊中店すぐ横
　　　　　　　阪急宝塚線 曽根駅　改札出て左方向「曽根西町方面」徒歩約15分
◆定　　　員：先着30名（所属部会は問いません）
◆参　加　費：無料
◆締　切　日：平成31年2月8日（金）
◆お問合せ先：吹田商工会議所　担当宛　TEL：06-6330-8001

※お申込・詳細は、本誌の折込チラシをご覧下さい。

伊勢神宮正式参拝（御垣内の参拝）のご案内
～みとばりの中に、一歩、入れていただいて正式参拝～

御神楽を奉納します

◇日　　　程：平成31年1月16日（水）
◇集 合 場 所：吹田市役所　駐車場
◇集 合 時 間：午前7時50分
◇参　加　費：12,000円(昼食付き)
　　　　　　　(会員事業所限定、家族及び従業員、1事業所2名様まで)
◇募 集 人 員：40名(先着順、定員になり次第締切させていただきます)
◇服　　　装： 正式参拝のため、男性はダークスーツ、ネクタイ着用、女性は華美にならない

服装、もしくはそれに準じた服装でお願いいたします。
　　　　　　　(昼食時にアルコールの提供はございません。服装及び飲酒等により正式参拝できない場合もあります)
◇申込締切日：平成30年12月20日(木)

※申込及び詳細についてはホームページをご覧ください。

会議所主催見学会

大阪府最低賃金が改定されました
平成30年10月1日（土）から時間額936円に

大阪府最低賃金は府内の事業場で働くパート・アルバイトなどを含め、すべての労働者に適用さ
れ、府内の使用者は時間額936円以上の賃金を支払う必要があります。

お問合せは　大阪労働局 賃金課（06-6949-6502）　または　最寄りの労働基準監督署へ

代表取締役社長
西村　哲郎 氏
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経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済制度）
～連鎖倒産からあなたを守ります～

　経営セーフティ共済は、取引先企業の倒産の影響によって、中小企業者の方が連鎖倒産したり、著しい経営難に陥るなどの事態を防
止するための共済制度で、中小企業者の方々の経営の安定を図ることを目的としています。いわば、「取引先に不測の事態が生じたと
きの資金手当」をする制度です。

　吹田市役所本庁舎内地下の喫茶室跡を起業家のチャレンジ
ショップとして活用しています。
　出店者が本格的に街で飲食業を開業する前段階として、1年間
試験的に飲食業を運営していただくことができます。

　吹田市・高槻市・茨木市・摂津市・島本町では、この度、地元
中小企業者の皆様に少しでも情報セキュリティに対する意識を高
めていただくため、合同でのセミナーを開催することとなりまし
た。講師には、大阪府警察や大阪産業技術研究所をお招きし、イ
ンターネットやセキュリティについて分かりやすく解説いたしま
す！セキュリティに対する意識を高め、会社の大切な情報を守り
ましょう！

■募集期間：平成30年12月3日（月）～平成31年1月18日（金）
■出店期間：平成31年3月1日（金）から約1年間
■使 用 料： 月額12,050円（使用中に使用料を改定する場合が

あります）
■光熱水費：出店者負担（電気代のみ別途提示額を負担）
■営業時間： 月曜日から金曜日、午前8時半から午後6時30分ま

での時間内
　　　　　　（午後0時から午後1時30分までは必須）
　　　　　　 （国民の祝日及び1月2日、3日、12月29日から31

日は除く）
☆ お問い合わせは、吹田市役所地域経済

振興室まで
　TEL 06-6384-1356

●講　師： 大阪府警察本部、近畿管区警察局　大阪府情報通信
部、（地独）大阪産業技術研究所

●開催日：平成30年12月17日（月）
●時　間：14時00分～16時00分（受付開始13時45分～）
●場　所：吹田市文化会館メイシアター　集会室
●対　象： 吹田市・高槻市・茨木市・摂津市・島本町に所在する

中小企業の経営者、従業員 等
●定　員：先着100名
●主　催： 吹田市・高槻市・茨木市・摂津市・島本町・（地独）大

阪産業技術研究所
●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。

◆加入資格
　 引き続き1年以上事業を行っている中小企業者で、業種ごとに従業員数及び資本金について一定の要件がご

ざいます。（詳細はお問い合わせください）
◆掛　　金
　月額5,000円から200,000円までの範囲内（5,000円きざみ）で自由に選べます。
　加入後に増減額可能で、総額800万円まで積み立てが可能です。
　税法上、損金（法人）または必要経費（個人）に参入できます。
◆貸付条件
　加入後6ヶ月以上経過し、取引先が倒産し、債権等の回収が困難となった場合。
　貸付期間は5年以内（据置期間6ヶ月を含む）の毎月均等償還です。
　 貸付は、無担保・無保証人・無利子です。但し、貸付を受けた共済金額の1/10に相当する額は掛金総額から控除されます。

お問合せは　吹田商工会議所（6330－8001まで）

～吹田市役所の地下で、お店をはじめてみませんか～
『チャレンジショップゆめちか』出店者を募集！

《吹田市・高槻市・茨木市・摂津市・島本町・（地独）大阪産業技術研究所 主催》
中小企業のためのサイバーセキュリティセミナー



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！
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