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“自家水道で、お客様の経営を守る”
アクアテクノシステムソリューションズ株式会社
 代表取締役　新宅　和彦 氏
　アクアテクノシステムソリューションズ株式会社は、病
院や工場などの施設で使用される「水」について、地下水を
活用することで「水源の確保」、「水道コスト削減」、「水質
向上」が可能となるよう、井戸採掘から水処理設備、工事、
メンテナンスまでを一貫してサポートされている会社で
す。
　水処理会社は多くありますが、同社では、お客様は導入
に必要な設備や工事などの初期費用の負担なく、使用量に
応じた料金を支払う「従量課金方式」のビジネスモデルを構
築されておられます。
　このビジネスモデルを展開されておられる新宅和彦氏
（代表取締役）にお話を伺いました。 代表取締役　新宅　和彦 氏
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―貴社の強みは何でしょうか。
当社の強みは、設備投資からメンテナンスまでを

一貫して行い、お客様には使用量に応じた料金をお
支払頂く「従量課金方式」を商品化していることで
す。これまでの例では、当社が1件4,000万円ほ
どの投資を行い、お客様とは平均10年間の長期契
約になりますが、投資負担することなく、低価格で
安定的に水を享受していただいています。
当社は様々なメーカーと連携するとともに、運営

ノウハウを活かすことで設備を長持ちさせることで
収益を確保しています。当社はメーカーから購入し
た設備を「使う側」ですので、故障しにくい設備を選
定し、適切なメンテナンスを実施する事で、総合的
に収益を増やせるように努力しています。

― 貴社のサービスを導入することのメリットは・・・
当社のサービスをご利用いただくことによって、

お客様には「コストダウン」や「水質向上」といった面
だけでなく、「防災対策（水の二元化）」や「作業負担
削減（アウトソーシング）」にもお役に立っています。 
まず「防災対策」ですが、災害などにより水道配管

が破損して断水した時に、水道と地下水との2系統
を保有することで断水のリスクが軽減され、病院や
生産を止められない工場等のニーズに応えています。
「作業負担削減」は、大きな工場では水処理の担当
部署を置くことができますが、それ以外のところは
担当者が兼務で水処理の管理に携わっているところ
もあります。人材の確保や配置の適正化を考えた際
に、当社へアウトソーシングをして頂くことで、業
務負担の軽減が可能となります。
お客様にはコストダウンや水質向上の面だけでな

く、安定的に「水」を使うことが出来る面においても
大きなメリットがあることを理解していただいてい
ると思います。

―事業運営上、工夫していることは何ですか。
まだ小さい組織だからこそできる「効率よく仕事

をすること」を心掛けています。

以前当社では、平日は通常通り出勤し、休日に工
事や緊急対応が入った場合は休日勤務となり、社員
に大きな負担を強いていました。現在ではフレック
スタイム制を採用し、社員自身が業務や自分の予定
に合わせて勤務する形に変えました。社員の中には
朝が苦手で10時から出勤する社員もいますよ
（笑）。その時間は他の社員がカバーしていますが、
うまく仕事が回っているということは、一律の始業
時刻は当社にとって重要ではなかったかもしれませ
ん。そして、勤怠管理もクラウドアプリを使った
り、会議はTV会議化するなど、移動時間を減らす
努力も行っています。
また設備の点検では、クラウドサービスやスマー

トフォンを活用してデータを共有し、生産性向上を
図っています。

―今後の展望についてお聞かせください。
近年、防災対策のニーズを強く感じています。井

戸は地震に強いというデータもありますが、稼働さ
せるには電気が必要です。今後は自家水道システム
に加え、太陽光発電の会社とも提携し、お客様が被
災された場合は、今以上に迅速に稼働できる設備の
構築を目指しています。
また水処理会社として、国連で採択された持続可

能な開発目標（SDGs）の中の、「6. 安全な水とト
イレを世界中に」だけでなく、「11. 住み続けられ
るまちづくりを」に貢献できるように、お客様や取
引会社の協力も得て、現在の設備を有事の際には開
放し、都市を災害に強くできるお手伝いができれば
と思っています。

―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。

アクアテクノシステムソリューションズ株式会社
〒565-0853 大阪府吹田市春日1丁目4番13号
TEL：06-6386-7048　FAX：06-6386-7038

http://www.atss.co.jp
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小規模企業共済制度のお問合せは　吹田商工会議所　共済担当まで　TEL 06-6330-8001

　当所では、議員改選に伴い、9月8日から20日まで1号議員の立候補受付を行いました。立候補事業所が1号議員
の定数を超えなかったため、9月27日開催の第2回選挙委員会において50事業所を無投票当選とすることを決定し
ました。
　これをもって、総数100名の議員が決まりましたので、10月30日に臨時議員総会を招集し、会頭、副会頭をは
じめとする役員の選任等を行います。

＜1号議員事業所名簿＞ （部会別事業所50音順）

榎本薬品（株）
（株）キリン堂　
光洋ビジネス（株）
吹田さんくす名店会商業（協）
吹田市錦通商店街（協）
豊津振興市場（協）
豊津ファミリーショップ（協）
（株）大阪ガス　北部事業所
オッペン化粧品（株）
オリエンタル酵母工業（株）大阪工場
オリオン粧品工業（株）
（株）オンテック
（株）紙谷製作所
河電産業（株）
サクラ食品工業（株）
（株）神光
（株）大日電子
大日本住友製薬（株）総合研究所
（株）野田テック
（株）ヒロコーヒー
山崎製パン（株）大阪第一工場
（株）池田泉州銀行吹田支店
日本システム収納（株）
（株）りそな銀行吹田支店
アサヒロジ（株）近畿圏支社

いすゞオート西形（株）
太陽サービス（株）
アーキ・ヤマイチ（株）
（株）岡本銘木店
北建設（株）
（株）三野商店
新装サッシ工業（株）
吹田土木興業（株）
竹中管工（株）
（株）田中組
日本推進建設（株）
協和テクノロジィズ（株）
西日本電信電話（株）大阪支店
足立商事
家村商事（株）
グリーンワルト（株）
城東住宅建設（株）
吹田市開発ビル（株）
豊田産業（株）
（株）リバフォール
谷公認会計士・税理士事務所
馬場龍＋設計事務所GA－PLAN
ひきだ歯科医院
（株）秋田屋
（株）関西東急ホテルズ　新大阪江坂東急REIホテル

1号議員の選任について

www.smrj.ɡo.jp/kyosai/skyosai
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＜今回の講演会の主な内容＞
①講演者の経歴について
　～国内大手製薬会社・外資系企業日本法人における実例紹介～
②大幸薬品におけるマーケティング改革
　～除菌薬「クレベリン」に見るブランド構築～
③マーケティングの8割を決める「グランドデザイン」とは
④“事業承継”を経て企業を永続させるために
　～マーケティングの極意は『全員野球』～

日　時：令和1年11月6日（水）　10：30～12：00
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・売上拡大に関心のある方で、当日、記名

でのアンケートにご協力頂ける方
定　員：50名（先着順）
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

“きたしんビジネスマッチングフェア2019 with 大阪大学　同時開催セミナー”
『“現役企業内マーケッターによる“実務家講演会』

～“ラッパのマーク大幸薬品“ 年商100億円突破のマーケティング改革事例に学ぶ～

講師プロフィール
　大幸薬品株式会社
　　執行役員
　　最高マーケティング責任者/CMO
　　最高営業責任者/CSO　長田　賢俊 氏

米国で経営学修士号（MBA）を取得後、
1997年花王入社。外資系製薬会社や大塚
製薬、日本アムウェイなどを経て、2017
年に大幸薬品入社。2018年より現職。

◆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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〈新たにご入会いただいた事業所〉 （2019.8.1～8.31　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）ココワーク江坂ファーム 吹田市江の木町 水耕栽培による農作物の生産・販売
建　　　設 （株）ジューワ 吹田市末広町 外壁工事　新築・リフォーム
不　動　産 千里興産（株） 吹田市津雲台 不動産賃貸業

専門サービス
整体工房 煉 吹田市古江台 整体
南吹田動物病院 吹田市金田町 動物病院

サービス業

ito 吹田市長野東 美容業
（株）MBコミュニケーション 吹田市西の庄町 ITコンサルタント、音楽事業
トータルリペアSUGA 吹田市五月が丘東 リペア（木材製品）
Lourdes～るるど～ 吹田市山田南 リラクゼーションサロン

（特）工　業 （株）トーセイ 豊中市利倉 精巧スプリング・バネ製作販売、鈑金加工、その他金属
加工等

（特）交通運輸 HALU CRAFT 守口市南寺方東通 中古車販売、自動車整備業

（特）専門サービス
（株）イー・コンザル 大阪市淀川区西中島 環境・エネルギー分野のコンサルティングサービス
併屋 大阪市北区梅田 外国人人材採用支援

≪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

　株式会社ココワークは、大日本住友製薬株式会社の
子会社であるDSPアソシエ株式会社の100％出資子会
社として、2018年7月に設立し、2019年5月24日付
けで、障がい者雇用促進法に定める※特例子会社の認
定を受けました。
　精神神経疾患の領域では、精神障がい者の就労定着
率が低いという社会的課題があり、医薬品だけでは解
決しないこの課題へのソリューションを提供する事業
として、当社を設立し、葉物野菜などの太陽光型水耕
栽培に取り組んでいます。

※ 特例子会社：「障害者雇用の促進等に関する法律」に基づき、
企業が障がい者雇用を目的に設立する子会社のことです。

経営方針について

　当社の企業理念は「私たちは一人ひとりが自分らしく
働き、笑顔とおいしさをつくります」とし、行動指針と
して、尊重（関心と思いやりを持ってお互いを尊重しよ
う）・誠実（自分と野菜に正直に向き合おう）・安心安全
（お客様に安心安全な野菜を届けよう）の3点を掲げて
います。
　当社江坂ファームのガラス温室は、太陽の光があふ
れ、葉野菜の緑と爽やかな香りでいっぱいです。障が
い者さんが農業の癒しといのちの力に支えられ、野菜
の栽培と販売を通じて自信と生きがいを見出し、笑顔
で働き続けられるような職場にしたいと考えています。

今後の事業について

　今年4月、5名の精神障がい者さんを採用しました。
温室は夏にはとても暑くなりますが、皆がんばって働
いています。今後はこの仲間とともに「ココワークと言
えば〇〇」のようなおいしいブランド野菜を確立して事
業を軌道にのせることと、各々がプロフェッショナル
を目指す働き甲斐のある職場にすることが目標です。
　また、日本では農業人口の減少と高齢化が進む中、
障がい者の方が農業の担い手となる「農福連携」が広が
りをみせています。当社もその試みに参画し、耕作放
棄地を活用したファームの新設、レストラン、流通プ
ラットフォームの構築など、安心安全・おいしい野菜
をお届けする事業の拡大をめざしてまいります。

事業所名：株式会社ココワーク　江坂ファーム
代 表 者：渡辺　晶子 氏
所 在 地：大阪府吹田市江の木町33-94
　　　　　（大日本住友製薬 総合研究所内）
Ｔ Ｅ Ｌ：06-6337-5428
Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.cocoworkjoy.com/

新入会員インタビュー 株式会社ココワーク　江坂ファーム



6 No.460

　一般社団法人 吹田にぎわい観光協会は、にぎわい溢れる吹田を目指して、いろんな企画・イベントを開催してい
ます。

一緒に吹田を盛り上げませんか！【会員募集】
　私たちは、市民と産・学・官をつなぐ「まちおこし活動の拠点」として情報発信やイベン
トなどを実施し、吹田の文化的な価値を磨き上げ、地域の活性化に最大限寄与することを
目指しております。
　詳しくは、https://www.suita-kankou.jp/?page_id=4829

子育て世代からシニアまでの幅広い世
代を対象に、楽しみながら健康意識を
アップできるイベント。
「病気を未然に防ごう！」をテーマに、
体験・講習や無料検査のコーナーを設けるほか、癒しの音楽～ハープなど
のコンサートも。

すいた健康EXPO2019
11/4（月祝）
10:00～16:00

ららぽーとEXPOCITY 光の広場

　10月2日（水）、第29回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。
　天気の心配をよそにゴルフ日和となり、20組73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。
　新栄運送（株）の木下基司氏が優勝され、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。

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、（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）、東京海上日動火災保険（株）、（株）ジェイコムウエスト吹田局、アートレイクゴルフ倶楽部

上位入賞者【ダブルペリア方式】

順位 氏　名 事　業　所　名

優 勝 木下　基司 新栄運送（株）

準優勝 冨永　秀治 （株）メディコスパートナーズ

3 位 堀田　 誠 （株）堀田工務店

4 位 岩﨑　貞治 大阪ガス（株）

5 位 宮本　昌佳 （株）ジェイコムウエスト吹田局

第29回吹田商工会議所会員親睦ゴルフ大会　盛会に開催！

優勝された　木下　基司 氏



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。

都市に夢
　　　　人に愛
　　　　　　　環境に心

http://www.riverfall.co.jp/

7No.460

　筆者は、仕事柄、年間100回を優に超える講演を行
う。若い頃には、恐らく年間700回程度の講演を行っ
ていたので、今までの講演回数は合計1万回近いのでは
ないだろうか。
　長年、講演をしていると、不思議なものでどんなに体
調が優れないときでも、演壇に立つと「アドレナリン」に
よって流れるように言葉が出てくる。「雀（すずめ）百ま
で踊り忘れず」といったところか。
　せっかくなので、今回は筆者が講演の最後に好んでお
話しする内容を、特別にご紹介しよう。それは「20世
紀の予言」という話だ。
　今から120年近く前の1901年1月2、3日の報知新
聞に「20世紀の予言」という特集記事が掲載された。そ
の時点で100年程度先の西暦2000年までに実現が期
待される、夢のような話についての特集である。
　「20世紀の予言」の中で、いくつの項目が実現したの
であろうか？
　実は、全23項目の中で、実現しなかったものが6項
目ある。
　例えば「人と獣の会話自在」という項目は実現していな
い。ただし、筆者がレギュラー・コメンテーターを務め
ているテレビ東京系列の経済番組『ワールドビジネスサ
テライト』では、「トレンドたまご」（通称「トレたま」）
というコーナーがある。このコーナーで紹介した商品の
中に、ペット（犬）の鳴き声を聞いて、その感情を点滅ラ
ンプによって飼い主に伝える商品があった。つまり、完
全ではないにせよ、人とペットがコミュニケーションを
取る機材はつくられ始めているのである。
　これに対して、23項目中、17項目は一部もしくは全
部が実現している。
　例えば、「7日間世界一周」という項目がある。当時、
80日間かかった世界一周が、7日でできればいいとい
う夢のような話であったが、現在は世界一周するのに7
日もかからなくなっている。
　その他にも、「人声十里に達す」「写真電話」「買物便
法」「暑寒知らず」という耳慣れない項目が軒並み実現し
た。
　これらは一体何のことであろうか？
　「人声十里に達す」とは電話のことである。「写真電

話」はテレビ電話、「買物便法」はネットショッピングの
ことだ。「暑寒知らず」とは読んで字の通り、エアコン
のことである。
　つまり、夢のような話であっても、100年たってみ
れば当然のことのように実現しているのだ。人類の科学
技術の進歩には限界がないということだろう。
　特に、わが国は科学技術に関して圧倒的な強みを持っ
ている。ダボス会議で有名な世界経済フォーラムのラン
キングにおいて、わが国は「イノベーションの潜在能力
（キャパシティー）」という項目では比較的高い順位を維
持しているのだ。
　筆者が所属する経済同友会は、国家価値の解析・評価
に当たり、（1）経済の豊かさの実現（X軸）、（2）イノ
ベーションによる未来の開拓（Y軸）、（3）社会の持続可
能性の確保（Z軸）という三つの座標軸を設定している。
（1）はGDP（国内総生産）を中心とする3カ月～1年間程
度の軸であるが、（2）はおおむね10年間、（3）は人
口・労働、教育、社会保障、財政健全化、環境・エネル
ギー、外交・安全保障などを中心に100年間程度のタ
イムスパンで評価されよう。
　わが国では毎年のように国政選挙が実施されることも
あり、政策論争はどうしても短期的なものに傾きがち
だ。今後は50～100年程度先の未来を見据えて、わが
国の持続可能な経済成長の基盤を強化するために、グ
ローバルな潮流の変化を踏まえた、長期スパンでの骨太
な議論を展開してほしい。

『20世紀の予言』は的中したか？

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。89年東京大学法学部卒
業。93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、07年大和総研入社。14年同社・執行
役員。17年同社・常務執行役員。18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。18年より経済同友会幹事。11
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。



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人々に、あかるい暮らしを

〒564-0024 吹田市高城町5-15
TEL

各種建物新築・改修工事
電気設備・消防設備
空調設備・防犯設備

FAX
06-6381-6623
06-6382-7466

http://www.sakae-denki.co.jp
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青年部コーナー 吹田商工会議所青年部 30周年記念事業
　吹田YEGは、本年度30周年を迎えることを記念し、令和元年10月20日（日）三井
ショッピングパーク ららぽーとEXPOCITYにて、記念事業を開催いたします。事業
コンセプト「進歩と調和、その先へ」を掲げ、中長期ビジョンの持続可能な組織づくり
の一翼を担い、吹田YEGに対する知名度・認知度の向上、さらには会員企業の自事業
の充実・発展を図るための広報活動の強化を目的に、市民参加型の事業を行います。
　吹田の新たな名所であり、休日8万人もの人が集まる日本最大級の大型複合施設
EXPOCITYの地の利を活用し、吹田YEGのこと、会員企業のことを楽しみながら知
れる謎解きイベント「Yから挑戦状～吹田の毎日に、吹田YEG～」をはじめ、吹田出身
アーティストのライブ&ライブペインティングなど、参加型のイベントを企画しております。さらには、「吹田の毎
日に、吹田YEG」をコンセプトに会員企業の強みや特徴がわかる「吹田 YEG BOOK」の配布など、にぎやかさの中
にも、吹田YEGと会員企業の実になる1日を作り上げていきます。
　日　時：令和元年10月20日（日）　11：00～17：35
　場　所：三井ショッピングパーク　ららぽーとEXPOCITY（メイン会場/光の広場）
　　　　　11：15～　オープニングセレモニー（Mai Yamamotoライブ、SilSilライブペインティング）
　　　　　11：30～　謎解きチャレンジ（前半）　14:30～　謎解きチャレンジ（後半）

あのgoogleやFacebook、メルカリも採用する目標管理手法「OKR」！
1日研修でじっくり学んでいただけます！

◇内　容：・ビジョンの発掘とは　（AIにはできない、これからヒトに求められる力について）
　　　　　・個人ビジョンの発掘　（個人の「この組織にいる意味」を発掘）
　　　　　・グループビジョンの発掘　（皆が共通する「この組織にいる意味」を発掘）
　　　　　・目標管理とは　（目標管理の問題点、チーム目標管理OKRについて）
　　　　　・チーム目標の設定　（チームのOKR設定、自分のOKR設定）
　　　　　・チームを強くする運用　（毎週のチーム運営について、週のタスクを決定する）
◇日　時：2019年11月26日（火）10：00～16：00
◇場　所：吹田商工会議所　3階　大会議室
◇講　師：（株）タバネル　代表取締役　奥田　和広 氏、（株）夢峰　代表取締役　内藤　大悟 氏
◇対　象：現在管理職の方、リーダー候補の方、目標管理手法「OKR」を身に付けたい方
◇定　員：30名
◇受講料：会員10，000円（税込）、未会員20，000円（税込）
◇申込み：本誌折込チラシよりお申し込みください。HPからもお申し込み頂けます。https://suitacci.com/?p=6102
◇問合せ：吹田商工会議所　研修担当　谷　06-6330-8001
◇主　催：吹田商工会議所

「管理職・リーダーのためのチーム力強化研修」のご案内



□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
https：//suitacci.com/
TEL▶06-6330-8001
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健やかに暮らす家づくりをする 
 『エコ建築考房』

　愛知県一宮市に、株式会社エコ建築考房という社名
の注文住宅メーカーがある。創業は、今から21年前の
1998年。現社長である喜多茂樹氏の義理の父に当た
る髙間利雄氏が、ある住宅メーカーを脱サラしてス
タートした。
　創業のきっかけは、家族の健康に悪い影響を与える
ような合板や集成材、さらにはビニールなどの化学製
品が多用された住宅を建てていいのか、売っていいの
か、という強い思いである。
　真に家族の健康づくり・だんらんづくりの役に立つ
住宅を提供したいという、創業の精神・思いは、当初、
市場になかなか評価されず苦労したが、その後、娘婿
である他業界出身の喜多氏が入社し、2012年から、
創業者の義父と喜多氏、社員が一丸となり業務を見直
し改善した結果、次第に市場で評価されるようになっ
ていった。
　喜多社長は、事業を承継するや否や、先代の創業の
精神である「国産無垢（むく）材による健康住宅」づくり、
「健やかに暮らす住宅」づくりを、より一層前面に出す
とともに、この間、社員はもとより協力事業者と一体
となって無理をしない誠実な経営や、地道な地域貢
献・社会貢献活動を行ってきた。
　苦労と努力が実り、入社した12年当時の社員数は9
人であったが、その後、年々増加して今や43人にまで
なった。
　営業担当の社員は1人もいないが、同社の住宅づく
りの変わらぬ基本姿勢と行動が口コミで広がっていき、
工期が他の住宅メーカーよりはるかに長い（平均工期約
7カ月）にもかかわらず、今や年間の新築住宅戸数は
30棟に達している。
　さらに驚くのは、同社の社員の約3分の1は同社が住
宅を建てたときの顧客で、中には同業他社から同社に

あえて転職した者もいる点だ。
　先日、機会があって、春日井市の住宅展示場（ナゴヤ
ハウジングセンター春日井会場）にある、同社のモデル
ハウスを見学させていただいた。数あるモデルハウス
の中でも看板やのぼりなどPRするものが何一つない、
既に入居者がいるのではないかと勘違いしそうな2階
建てのモデルハウスであった。
　中に入ると、広々とした居住空間と、まるで森の中
にいるような木の香りが漂う素敵な住宅であった。そ
れもそのはず、柱や土台、さらには梁（はり）などに使用
されている部材の全ては、FSC（Forest Stewardship 
Council＝森林管理協議会）の森林認証（森林の管理方
法や流通、由来する製品に関する国際的な森林認証制
度）を受けた岐阜県加茂郡東白川村の山から切り出した
ヒノキや杉だという。
「真の営業とは、営業をしない営業のことを言う」とい
う言葉にふさわしい、いい会社である。

人を大切にする経営学会 会長
坂本　光司 / さかもと こうじ
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。



40周年にむけて！
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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①女性活躍推進法の改正
　令和元年5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、令和元年6月5日に公布されました。そ
れに伴い、一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用
する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます（施行：公布後3年以内の政令で定める日）。

②女性活躍推進アドバイザーによる無料相談
　女性活躍推進センターでは、中小企業の皆様を対象に一般事業主行動計画の策定から届出までを一貫して支援し
ています。当センターの女性活躍推進アドバイザーが、無料で電話やメール相談、皆様の事務所へ訪問支援をいた
します。
　　対 象 者：労働者数300人以下の中小企業の経営者・人事労務担当者（全国どの地域でも対応いたします。）
　　支援期間：2019年4月～2020年3月
　　相談方法：電話／メール／個別訪問支援（事前予約制）
　　申込方法：WEBでのお申込み（女性活躍推進サポートサイト）
　　　　　　　http://www.josei-suishin.mhlw.go.jp/　からお申し込み下さい
　　お問合せ：「中小企業のための女性活躍推進事業」（厚生労働省委託）
　　　　　　　女性活躍推進センター東京事務局　一般財団法人 女性労働協会
　　　　　　　TEL：03-3456-4412　　mail：suishin@jaaww.or.jp

女性活躍推進センターからのお知らせ
～労働者数300人以下の中小企業の皆さま～

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定の相談ご案内（無料）

　「ロハスフェスタ万博2019 AUTUMN」会場にて「第9回地ヂカラフェスタ2019」が開催されます！
　『北摂』（三島地域4市1町＋豊能地域3市2町＝7市3町）の地域力、魅力を発信
するため、各商工会･商工会議所の指導員が選りすぐりの商品やサービスを選定し
出展します。ぜひ、お越しください！

開催日時：11/1（金）～3（日）　9:30～16:30（入場証販売は16：00まで）
入 場 料：無料
　　　　　※ 別途万博公園入園料（大人250円・小中学生70円）及びロハスフェ

スタ入場料（350円・小学生以下無料）が必要
開催場所：万博記念公園　東の広場（ロハスフェスタ内特設ゾーン）

第9回北摂地ヂカラフェスタ開催のご案内
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◆開催日時：令和元年10月31日（木）15:00～17:00
◆場　　所：吹田市立勤労者会館（吹田市昭和町12番1号）大研修室1
◆定　　員：50名
◆参 加 費：無料
◆講　　師：大阪府社会保険労務士会　杉本　匡史 特定社会保険労務士
　　　　　　大阪産業保健総合支援センター　小松　教 氏
◆内　　容：「がんと仕事の両立」　～がんになっても安心して働き続けられる職場づくりのために～
　　　　　　 医療技術の進歩により、がんは長く付き合う病になりつつあり、罹患しても治療しながら社会で活躍

する人が増えています。また、治療をしながら仕事を続けることを希望する従業員のニーズが高く
なってきています。がんと仕事の両立を推進するために、事業主はどうしたらいいのでしょうか？な
ぜ職場環境づくりが必要なのか、事例を交えながら解説します。また事業主が活用できる支援制度も
御紹介します。

◆主　　催：吹田市・摂津市・茨木市・高槻市・島本町
◆申 込 み：大阪府のWeb申込フォームから申込み。（吹田市ホームページからアクセス可）
◆問 合 せ：吹田市役所地域経済振興室　TEL：06-6384-1365　FAX：06-6384-1292

～初心者でもすぐに動画作成・アップできる方法教えます～

　今回のセミナーでは、中小企業や個人事業主の方を対象に、限られた予算の中で、YouTubeなどの動画を活用する
ことで、効率よくネットで集客し、販路拡大につなげる方法について、具体的事例を交えてわかりやすく解説します。

◇講　師：金山　義則 氏（（株）ファイブスター　代表取締役）
◇開催日：令和元年10月21日（月）
◇時　間：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3階　大会議室（吹田市泉町2-17-4）
◇対　象：中小企業者及びその従業員・個人事業主（市内外問わず）
◇定　員：先着50名
◇参加費：無料
◇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HPから申込書をダウンロードできます。

みんなで学ぶワークルールセミナー　開催のお知らせ

《吹田市 中小企業セミナー》
集客力倍増のYouTube活用セミナー



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！


