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空の移動革命・空飛ぶクルマへの挑戦
株式会社 ディバイン
 代表取締役　掃

かもん

部　聡 氏
　2019年8月5日、日本電気株式会社（以降NEC）は日本
初となる”空飛ぶクルマ”の飛行試験に成功したことを発表
しました。
　株式会社ディバインは、このNECの空飛ぶクルマの開
発プロジェクトチームに参画され、飛行試験で使用された
試作機の機体デザインと製作を手掛けられました。
　同社は吹田市広芝町に事務所を構え、サイン（看板）のデ
ザイン、製作、施工を中心に、内装や空間演出、プロダク
トデザインを行っておられます。
　同社にとっても新分野への挑戦となる空飛ぶクルマの開
発への取り組みについて、代表取締役の掃部 聡 氏にお話
を伺いました。 代表取締役　掃部　聡 氏
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― 空飛ぶクルマのプロジェクトに参画された経緯を
教えてください。

プロダクトデザインの仕事で関わっていたNECのエ
ンジニアの方より、「誰もやったことがない案件です
が、是非一緒にやりませんか」と空飛ぶクルマのデザイ
ンのオファーを頂き、プロジェクトを進める中で機体
製作から飛行試験まで一貫して取り組むことになりま
した。

― 空飛ぶクルマという世の中にない全く新しいもの
を作るうえに、素材や構造分析等、貴社にとっても新
分野へ挑戦されることに対して迷いはありませんでし
たか。

迷いは一切ありませんでした。私は普段から取引先
の方に「誰にもできそうにない仕事をください。」と言っ
ています。今回の依頼を受けたときは、やりたいと
思ってもなかなかできないことに関わること、想像で
きないことに取り組むことが楽しみでした。また、サ
イン（看板）の仕事はデザインや意匠的要素、素材の選
択や機能の考案、建築的要素もあり、その部分では繋
がるところもあります。

― プロジェクトの中ではどんな役割を担っておられ
るのですか。

機体デザインから製作、完成品の魅せ方まで全般の
ことに携わっています。昨年5月頃にプロジェクトに
参画し、まずは自分が思うようにデザインを描きまし
た。その後8月にイベント向けのモデル機を製作、最
終的には実際に飛行する試作機を製作しました。モデ
ル機は非常に短期間で製作する必要がありましたが、9
月に開催された「空の移動革命に向けた官民協議会」で
中央に展示されました。実際に飛行する試作機のデザ
イン・製作にあたっては、軽量でありながら強度があ
り、かつ空力の影響も考慮するなど、全体のバランス
が重要です。特に軽量化は苦労したポイントで、NEC
と協力しながら素材を探し当てるところから始まりま
した。素材はCFRP（炭素繊維強化プラスチック）を採
用し、強度を確保するためのモノコック構造を研究し
ながら改良を繰り返しました。今年夏にはメディアを
招いての公開飛行試験が行われ、主要メンバーとして
貢献することができました。公開飛行試験では試作機
が多くのメディアに取り上げられました。

― 製作にあたってアイディアの源泉となるものは何
ですか。

多岐に渡って様々なことに関心を持つようにしてい
ます。自分の興味や趣味の中で物事を考えると、自分
の経験値の延長線上のものしかできません。私は自分
の経験したことでも「普通」という感覚は持たず、自分
が知っていることでも疑って考えるようにしています。
アイディアに詰まったときには、同分野の方ではなく
全く関係のない異分野の方の話を聞いてヒントを頂い
ています。

デザインに関しては、どんなものに心を打たれるよ
うな感動があるかを考えると、動植物の形や色、自然
の摂理といったものに行き着くことが多いです。今回
の試作機に関しても、例えばトンボはなぜ飛ぶのだろ
うか、ということを考え、形は自然のものを参考に、
見た目は有機的にならないよう人工的なデザインを意
識しました。

― 空飛ぶクルマのプロジェクトの今後の動きについ
て教えてください。

2023年にモノの輸送における実用化、2030年代
には人の移動における実用化を目指しています。NEC
は飛行における管理管制システム等の開発を進めなが
ら、関係団体や他社との連携を図り、実現に向けて取
り組んでいます。当社もチームの一員として尽力して
います。また、可能であれば2020年の東京オリン
ピックや2025年の大阪万博でも何か成果をお見せす
ることができればいいなと思っています。

― 貴社の今後の展望について教えてください。
サインの仕事でも空飛ぶクルマの仕事でも、名前は

クレジットされなかったとしても「誰かがやっている」
ことの「誰か」になりたいと思っています。どんな仕事
においても自分の歩みを止めるような思想にならず、
行動、実行する中で考え、意思とやりがいを持って完
成させることに価値を感じています。

― 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。

株式会社 ディバイン
〒564-0052 吹田市広芝町4-34 江坂第一ビル2E
TEL 06-6170-5473　FAX 06-6170-5453

http://divine-mission.net/
官民協議会で展示されたモデル機

飛行試験　試作機
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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

「2020年版 商工手帳」の配布のお知らせ

　当所会員の皆様に「商工手帳（2020年版）」を配布します。

　ご希望の方は、当所事務局までお越しください。

　●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

令和2年　吹田商工会議所　新年懇談会のご案内

　令和2年の吹田産業界の繁栄を願い、1月7日（火）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

員各位もご来賓としてお招きし、一斉に新年の顔合わせを行います。当所会員の皆様には、ご自由にご参加いただ

けますので、お誘いあわせのうえ、是非ともご出席ください（別途、ご案内状をお送りしておりますのでご持参くだ

さい）。

◆ご注意

　◎酒類を準備しておりますので、飲酒運転は厳禁とします。

　◎お車・バイク・自転車は工場敷地内に入れません。徒歩にてご来場ください。

◇日　時：令和2年1月7日（火）11時より

◇場　所：アサヒビール吹田工場　ゲストハウス

　　　　　（吹田市西の庄町1-45）

　　　　　◎府道側出入口（西門）よりご入場ください。

　　　　　（JR吹田駅・阪急吹田駅より徒歩10分）

大阪高槻京都線
（府道14号線）

西
改
札

東
改
札

東海道本線（JR京都線）

※東門からは入れません

アサヒビール吹田工場

JR吹田駅

阪
急
吹
田
駅

阪
急
千
里
線

東改札
（北口）

泉殿宮

片
山
神
社

メロード吹田

西門

東改札・西改札
より地下道へ ※西門からお入り

　下さい
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「第37回吹田産業フェア」　開催予定日について

吹田商工会議所　主催
橿原神宮参拝のご案内

　毎年5月のゴールデンウイーク明けの土日に開催
しております、「吹田産業フェア」につきまして、会
場の一部となっております吹田市文化会館「メイシア
ター」が、大規模改修工事に伴い、2019年7月から
2020年8月まで全館が休館となっており、来年は
例年の5月の開催ができないこととなっております。

　つきまして、次回第37回の吹田産業フェアは、2020年10月3日（土）4日（日）の2日間にて予定いたしておりま
す。
　ご出展募集等につきましては、また当該時期が参りましたらあらためて告知をさせていただきます。
事業者の皆様のご理解ご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

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

　新年を迎えるにあたり、会員事業の繁栄祈願と会員間の交流を図っていただくため、会議所視察会として「橿原神
宮参拝」を行ないます。是非とも、皆様方の多くのご参加をお待ちしております。

◆日　　時：令和2年1月17日（金）　8：30～17：00予定
◆行　　程：【出発】吹田市役所　→　【参拝】橿原神宮　→　【昼食】天平倶楽部　→【買物】なら和み館　→
　　　　　　【見学】平城宮跡歴史公園　→　【解散】泉郵便局前
◆集合場所：吹田市役所（正面玄関）　午前8時30分　出発　※時間厳守
◆定　　員：40名（先着順、定員になり次第、締め切ります）
◆参 加 費：1人　7，000円（当日お持ち下さい）
◆申込方法：令和1年12月20日（金）までに本誌の折込チラシをご覧下さい。
◆お問合先：吹田商工会議所　三嶋まで　TEL06-6330-8001
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〈新たにご入会いただいた事業所〉 （2019.10.1～10.31　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）コーラル・シー 吹田市南吹田 冷凍食品の販売
松井電業（株） 吹田市内本町 電設資材卸

工　　　業 （株）アイティー技研 吹田市藤白台 化学装置製造、コンサルティング
建　　　設 くつろぎホーム（株） 吹田市垂水町 リフォーム業

専門サービス
けあする（同） 吹田市朝日町 福祉総合相談

（同）らいと 吹田市片山町 重症心身障害児に対応した放課後デイサービス

サービス業

COLLAGE 吹田市春日 ベビーシッター、家事サポートサービス
（株）東京舞台照明大阪 吹田市広芝町 照明請負等
美酒佳肴 酒地肉鱗 吹田市山田東 全国47都道府県の日本酒と本格割烹料理を楽しめる居酒屋
hair salon Alice 吹田市昭和町 美容業

（特）商　業
（株）エメラス 大阪市北区西天満 災害用備蓄食の企画・販売、及び食品の企画開発・販売
日本ホームプロダクツ（株）茨木市主原町 自然素材の珪藻土や炭を使用してつくる生活用品の製造・販売

≪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

開業と飲食店を始めたキッカケ

　開業から20年。企業パンフレットや広告チラシ
などのデザイン制作を行っていましたが、その間、デ
ザイン事務所だけでは特定の企業様だけの取引に限定
されているので、どのようにすれば地域の方と関わり
を持てるかということをずっと考えていました。そん
な時、デザイン制作の顧客でもあった大手飲食チェー
ン店の幹部の方に相談し、指導を受けることができた
ため、飲食店の経営を始めることができました。

事 業 の 特 徴

　デザイン事務所は20年来の顧客の受注が多く、細く
長くではありますが、継続しております。ただ、飲食
店を始めたのは8年前、飲食店の未経験からの出発で
した。不安もありましたが、相談していた大手チェー
ン店幹部の方から数か月間指導を受け、現在の人気メ
ニューである“焼きそば”ができまし
た。その特徴は焼き方と味付け。そ
もそも焼きそばは文字通り“そばを
焼く”ということで、鉄板の上で
ソースの水分を十分蒸発させ、具材
をしっかり焼き付けることでおいし
い焼きそばができます。また、味付

けはソースが決め手です。甘めの
フルーツソースを使うのが当店の
特徴で、素材の味を引き立てます。
常連客オススメの食べ方は、激辛
スパイスソースをかける食べ方。
甘めのソースに激辛ソースを加え
ることで、味にコクが出るそうで
す。

今 後 の 展 望

　お客様から支持していただくためには、付加価値が
必要と考えています。変わらない味に加え、丁寧な接
客。現在の従業員は気持ちの良い接客を心がけ、コン
セプトは「我が家みたいにくつろげるお店」です。当初
は『地域との接点を作る』という目的で飲食店の経営を
始めました。更なる接点を求め、現在強化中なのがお
弁当です。エリアは限定されるものの、味は落とさず、
店頭にて手渡しでお客様に提供できることから、地域
との接点として今後も力を入れていきます。

※ 現在、ランチでは金曜日にお好み焼きが出ることが
多いそうです。

所 在 地：〒564-0053　吹田市江の木町20-29
Ｔ Ｅ Ｌ：070-5265-0753（06-6821-8965）
営業内容：飲食店／デザイン事務所
営業時間：ランチ11：30～14：00
　　　　　（ラストオーダー　13：30）
　　　　　ディナー（※6名～10名まで、貸切のみ。
　　　　　直接店舗までお問い合わせください）

新入会員インタビュー お好み焼き　なこみ／イマジンデザイン事務所

ネギマヨ焼きそば 日替わり弁当（※ご予約承ります）
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吹田商工会議所　労働保険事務組合
　労働保険は、労災保険と雇用保険の総称です。従業員を1人でも雇っている場合は、労働保険に加入しなければ
なりません。従業員や事業主の皆様が安心して働ける職場づくりのため、労働保険に加入しましょう。
　吹田商工会議所では厚生労働大臣の認可を受けて、労働保険事務組合として、労働保険に関する事務手続きの代
行業務を行っております。労働保険に加入するべきだと思いつつも、事務手続きが煩雑だと感じておられる方は、
ぜひ吹田商工会議所にお任せ下さい。

【お問合せ先】　労働保険制度全般・保険料については、労働局へ
　　　　　　　労災保険制度については、労働基準監督署へ
　　　　　　　雇用保険制度については、ハローワーク（公共職業安定所）へ
　　　　　　　労働保険事務組合については、吹田商工会議所へ

大阪労働局　労働保険適用・事務組合課　　06-4790-6340・6350
　　　　　　雇用保険課　　　　　　　　　06-4790-6320
　　　　　　ホームページ　　　　　　　　https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/
吹田商工会議所　労働保険事務組合　　　　06-6330-8001

労災保険
従業員の方が業務中や通勤途上に事故にあわれ
たとき、療養給付をはじめ必要な保険給付と援
助を行います。

雇用保険
従業員の方が失業した場合及び雇用の継続が困
難となる事由が生じた場合に、生活及び雇用の
安定を図るとともに、再就職を促進するため必
要な給付を行うものです。

労 働 保 険

労働保険に入って
おられますか？

　吹田商工会議所では、大阪府事業承継ネットワークの拠点会議所として、「事業承継相談窓口」を開設致しており
ます。我が国では、今後10年の間に、70歳（平均引退年齢）を超える中小企業・小規模事業者の経営者は約245万
人となり、うち約半数の127万（日本企業全体の1/3）が後継者未定の現状にあります。
　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。
　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、吹田商工会議所　事業承継担当あてにご連絡ください。
　　TEL：06-6330-8001
　　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ります。
　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。

大阪府事業承継ネットワーク事務局（公益財団法人大阪産業局）
TEL 06-4708-7027・FAX 06-6261-5290　https://www．mydome.jp/syoukei

①窓口相談
　当所の職員が、事業所様のお悩みや課題をお聞き致します。
　まずは、「お電話、ファックス、メール」等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。
②専門家相談
　窓口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も実施させていただきます。

〈
ご
相
談
の
流
れ
〉

事業承継相談窓口のご案内
（平成30年度補正予算プッシュ型事業承継支援高度化事業）



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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　グローバル市場におけるわが国の電機メーカーの苦戦
が伝えられて久しい。しかし、筆者は、日本企業はテレ
ビを中心とする「黒物家電」の市場では総じて苦戦してい
るものの、洗濯機、エアコン、冷蔵庫といった「白物家
電」の市場では一定の強みを発揮する余地があると考え
ている。
　まず、一般論として言えば、日本企業が実力を発揮で
きるのは、製品サイクルが長い分野である。
　わが国は「サラリーマン社会」なので、会社の意思決定
が遅いことが致命的な欠陥だ。「稟議（りんぎ）」といわ
れる手続きが重視され、最終的な意思決定までに膨大な
関係者の同意が必要とされる。
　これに対して、韓国や台湾などのオーナー企業は「鶴
の一声」で迅速な意思決定を行うことができる。
　この結果、日本企業は製品サイクルが短い分野に、後
から遅れて参入しても、その時点ですでに外国企業に果
実を刈り取られてしまっているケースが多いのである。
　製品サイクルが短い製品の代表例はテレビだ。通常、
テレビの製品サイクルは長くても5年なので、韓国・台
湾勢の低価格攻勢により、すぐに「コモディティ化」の嵐
が吹き荒れる。日本企業はこうしたグローバル市場の動
きに翻弄（ほんろう）されてきた。
　ちなみに、今や国民の生活必需品と言っても過言では
ないスマートフォンの製品サイクルは2年程度と極端に
短い。従って、日本企業が現在の迅速性に欠ける意思決
定方式を温存したままで、スマートフォン業界に参入し
たとしても、起死回生の「逆転ホームラン」を打てるとは
到底考えられない。
　これに対して、日本企業は製品サイクルが長い分野で
は比較的健闘してきた。代表例は、発電施設などの重
電、環境や鉄道といったインフラ関連、産業機械などの
分野である。
　こうした製品サイクルが長い分野は、先に参入した企
業が必ずしも有利だとは限らない。日本企業が遅れて参
入した場合でも、後でじっくりと高い技術力をテコに劣
勢を挽回することができるからである。
　実は、テレビを中心とする「黒物家電」で惨敗した日本

企業が、洗濯機、エアコン、冷蔵庫などの「白物家電」で
再起を図る大きな理由はここにある。「黒物家電」と比
べ、「白物家電」の製品サイクルは10年程度と長いから
である。
　さらに、「白物家電」は国ごとに市場が細分化されて
おり、世界的な巨大市場が成立する可能性が低いこと
も、日本企業にとっての好材料だ。「白物家電」に関す
る規格は国ごとに異なる。そのため、韓国や台湾の企業
が規格大量生産を行い、日本企業が「コモディティ化」の
波に巻き込まれることが少ないのである。
　「白物家電」は各国のニーズも多様だ。
　例えば、中国では農薬の付いた野菜を洗うために専用
の洗濯機が売られている。かつて農村部では通常の洗濯
機で野菜を洗っていたが、野菜くずが詰まり故障するこ
とが多かったため、中国の家電メーカーが野菜専用の洗
濯機を開発したのだ。また、「共稼ぎ」の家庭が多く、
日本と違い食料品店があちこちにあるわけではないと
いった事情もあり、大容量の冷蔵庫が好まれる。
　これに対して、ベジタリアンの多いインドの冷蔵庫
は、野菜室が大きくなければならない。また、インドで
は中流以上の家庭では家政婦を雇うことが多いので、

「つまみ食い」防止の目的で、冷蔵庫には鍵が必要だ。
　日本企業はこうした新興国の多様なニーズを的確に把
握し、消費者が本当に欲しがっているものを適正な価格
で供給する必要があるだろう。

日本の電機メーカーは�
� 『白物家電』で勝負をかけろ

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 臨時総会・11月例会を開催

吹田商工会議所青年部　入会募集中！

　11月12日（火）江坂にありますミアヴィアにて、臨時総会・11月例会を開
催いたしました。臨時総会では次年度役員の選任が審議され、足立副会長が次
年度会長予定者として承認されました。また、奥長直前会長が次年度府連会長
予定者として承認を受けた旨、発表されました。
　11月例会では「感謝を言葉に」と題するアトラクションを実施。
　現役会員には事前アンケートにて、面と向かってはなかなか言えない他会員
に対する感謝の言葉をエピソードと共にあげて頂き、併せて与える賞の名前も
考えてもらいました。
　アトラクションの中で、皆様とその内容を共有すべく発表させて頂きまし
た。表彰タスキをかけられて写された皆様の写真を見ると、全員本当に良い顔
をされていて、眺めるだけで心が温まる感じがします。
　これからも吹田YEGの会員数は拡大していくと思いますが、互いを思い合
い、感謝の気持ちを表現したり相手の良いところを共有することが自然にでき
るような温かい団体となるよう力を合わせてまいります。

　吹田商工会議所青年部（吹田YEG）は、吹田商工会議所の全面的なバックアップの下、同会議所の将来を担うべき
青年経済人の集いとして設立されました。 
　年々会員数も拡大し、創立30周年を迎えた今年度においては200名を超える会員で構成されています。活動内
容は多岐に渡り、吹田商工会議所の活動及び地域経済の発展、地域貢献を目的として、1～2ヶ月毎に開催する例会
をはじめ、講演会や各種研修会、交流会の開催、「吹田産業フェア」「ガンバるタウン吹田」等の地域イベント参画
など活発に活動しております。また、近畿や全国の商工会議所青年部との交流も活発に行っております。
　入会をご希望の方は、吹田商工会議所青年部事務局まで御連絡下さい。

　　【ご入会について】
　　　・吹田商工会議所会員及び会員事業所の役員、又は事業従事者であること
　　　・満20歳以上49歳まで
　　　・年会費36，000円
　　【青年部についてのお問合先】　
　　　吹田商工会議所青年部事務局　TEL：06-6330-8001　FAX：06-6330-3350
　　　E-MAIL：suitacci@suita.cci.or.jp ※臨時総会・11月例会の様子



□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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社員をトコトン大切にする�
� 『シンコーメタリコン』

　滋賀県湖南市に、株式会社シンコーメタリコンという中
小企業がある。創業は1933年。主事業は溶射施工という、
社員数86人のモノづくり企業である。
　溶射とは、金属やセラミックスなどを、さまざまな熱源
により過熱し、溶融またはそれに近い状態にした粒子を物
体（素材）表面に吹き付けて、皮膜を形成する表面改質技術
である。分かりやすく言えば、劣化や摩耗しやすい部分に
は事前に、劣化や摩耗してしまった部分には事後に溶射し、
製品の安全・安心・信頼性を高めるための施工である。
　縁の下の力持ち的な事業ということもあり目立たないが、
航空機でいえば着陸時に大きな衝撃が加わる車輪部分、橋
など各種インフラ産業、さらには医療機器や自動車産業で
も多用されている。
　同社の強み・特長は、何といっても、創業以来、つくり
上げ確保してきた独自の高い開発技術力や製法技術力であ
るが、近年、同社がとりわけ各界・各層から注目されてい
るのは、三代目の立石豊社長が就任した1994年以降、愚
直一途に取り組んできた独自の「働き方改革」「楽しみ方改
革」によるものである。
　同社長が就任した当時、すでに技術的には業界ナンバー
ワンの企業ではあったが、最大の不満・心配は離職率が高
いことであった。ちなみに、当時の離職率は40％に達する
こともあり、同社長は、この問題を解決しない限り、未来
はないと考えたのである。大阪芸術大学出身で、かなりの
プラス思考なこともあって、この25年間、働きがいのあ
る、社員満足度の高い、そして社員が辞めない楽しい企業
づくりを行ってきた。
　こうした努力が実り、今や社員の離職率は実質ゼロとな
り、そればかりか、溶射施工の現場は、いわゆる3K的職場
というイメージであるが、事務・現業を問わず、職場は活
気にあふれ、社員全員が自信と誇りに満ちた顔つき・目つ
きで難しい仕事に取り組んでいる。
　筆者は、このコーナーでも常々、社長の仕事は「社員のモ
チベーションを高めること」をはじめとする五つであり、そ
れ以外は全て社員の仕事であると言ってきた。同社長のこ

の言動からは、まさに、このことだけに全身全霊を注いで
きたことが分かる。
　同社長が、社員やその家族の幸せづくりのために制度化
したことは「ドリームセブン（7日間連続休暇取得制度）」

「イクメンファイブ（5日間連続男性育児休暇取得制度）」
「スライドワーク勤務（通常の勤務時間帯を都合に合わせて
前後にスライドしながら働く勤務制度）」「誕生日手当（10
万円の現金手渡し）」「スーツ手当（5万円）」「結婚記念日
カード（社長からの手書きのメッセージカードとホテルの食
事券）」、そして「全額会社負担の海外旅行」など、ここで全
てを紹介することは不可能なほど多く、しかもきめ細かい。
　先日、名古屋市内で開催された会合に同社長をお招きし、
こうしたお話をしていただいた。終了後、ある経営者から

「シンコーメタリコンさんは立派な業績を実現しているから
こそ、そうしたことができる。弊社でもそうしたいが、余
裕がない」という意見があった。そのとき、同社長は「社長
さん、違います。社員をトコトン大切にしようと考え、実
践してきたら業績が良くなったのです」と語った。

人を大切にする経営学会 会長
坂本　光司 / さかもと こうじ
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！

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。

本　社／大阪府吹田市中の島町2-26　℡（06）6381-2626㈹
HPではマロニーを使ったレシピを紹介中！
 https://www.malony.co.jp/
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すいた商工会議所ニュース　チラシ同封サービス

【2019障がい者就職応援フェアinすいた】の報告

　吹田商工会議所報「すいた商工会議所ニュース」は会員事業所を中心に官公庁等を含め毎月約2,300部発行されて
います。そこにリーフレット（チラシ）を同封する会員事業所限定のサービスです。皆様の事業のPR、販売促進手段
としてご活用下さい。

　障がい者就職応援フェアは働く意欲と能力がありながら働く場の少ない障がい者の方が一人でも
多く「働くこと」を実現できるように、雇用機会の拡充を図るため開催しております。当面接会では
10社の参加事業所様が個別ブースにて面接を行いました。現在、内定者も出ているようです。
◆日　　時／11月13日（水）13：00～16：00（受付　12：30～15：30）
◆会　　場／千里市民センター　大ホール　
◆参加企業／10社（※下記は企業一覧）
　　　　　　・㈱エフアンドエム　・㈱ビケンテクノ　・㈱なか卯 ビジネスサポート　・昭和化工㈱　・泉州電業㈱
　　　　　　・グリーンライフ㈱　・OAG税理士法人 大阪　・㈱生活品質科学研究所　・グリーンファーマシー㈱　・大阪化工㈱
◆求職者数／71名
◆主　　催／吹田市・ハローワーク淀川・豊中商工会議所・吹田商工会議所
◆協　　力／北大阪地域労働ネットワーク　すいた障がい者就業・生活支援センター　淀川雇用開発協会

詳しくは当所ホームページをご覧下さい。　https://suitacci.com/
お問合せ先：吹田商工会議所　TEL 06-6330-8001

会員事業所限定のメリット
・経営者の皆様へダイレクト！
　（市内約2,300箇所の事業所・官公庁等へ）

・封入代・切手代もいりません！
　（A4サイズ一枚あたりの料金は約8円）

・事業所向けの広告にピッタリ！
　（利用例）
　　製品（事務機器、車両等）のPR
　　サービス（保険、事務代行等）のPR
　　テナント募集
　　イベント（セミナー）案内　等々

チラシ一枚あたりの送料は84円　合計 193,200円

B5・A4以下の同封料金　税込み 18,700円
（チラシ一枚あたりの料金は約8円）

広報費が大幅にコストダウン！
～例えばＡ4チラシを2,300事業所に送る場合～

DMを郵送する場合

チラシ同封サービスを利用すると

174,500円も
お得に!!
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特定退職金共済制度　脱退一時金請求の手続き方法が
変更になりました！（令和元年11月より）

　特退共の一時金請求書の記入負荷の軽減、お支払いの早期化のため、「退職一時金請求」のみ手続き方法が変更に
なりました。
　加入事業所様へは、郵送にてご連絡させていただいておりますので、詳細については郵送物をご覧ください。
　　①退職者がでれば　フリーコール（0120-789-501）へ電話
　　②事業所様に印字済様式・返信封筒等が届く
　　③事業所様は確認して押印し、退職者へ渡す
　　④退職者は記入・押印
　　⑤返信封筒にて返送【切手不要】

　10月25日（金）小雨の中、大
阪地方裁判所で実際の裁判の傍
聴をした後、大阪城と歴史博物
館の見学という盛沢山な見学会
を開催いたしました。昼食は大
阪城のミライザでお洒落なラン
チを堪能し、話が尽きないほど
楽しく交流を深めていただきま
した。

　去る11月8日（金）快晴のもと奈良市の『元興寺と総合
文化財センター、奈良市防災センター』の視察会を開催
し、18名がご参加されました。世界遺産にも登録され
ている元興寺は、飛鳥時代に建立した日本最古の本格的

仏教寺院であり、その後、平城京
（現地）に移転されました。当寺院
から多くの遺跡物が発掘され、そ
れを総合文化財センターにて復元
される工程等を視察しました。

～専門サービス部会見学会を開催しました～建設部会　視察会を開催！

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27日（金）
年末年始休業期間：12月28日（土）～1月5日（日）まで
年明け1月6日（月）から平常通り業務を行います。



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

泉州電業株式会社

大阪本店／大阪府吹田市南金田１－４－８

（ 東 証 第 一 部 上 場 ）

（ ） － （ ） －

支店・営業所／札幌・仙台・東京・東京西・東京東・埼玉・北関東特販
名古屋・豊橋・高岡・京滋・大阪南・広島・高松・福岡

ＵＲＬ

販売サイト

商品サイト

電線を核とした総合技術商社

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　山口 淳　　　定価250円（本誌購読料は会費に含まれています。）


