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「知り合い」「学び合い」「援け合う」 「知り合い」「学び合い」「援け合う」

寝屋川市工業会　副会長      株式会社シールズ          代表取締役　兵頭　眞
昨年度よりふるさと寝屋川への恩返しをしたいという純粋な思いからこの伝統ある工業会の副会長という
大役を僭越ながらお引き受けしました。１年を経て今、その思いはより一層強い原動力として私自身を様々な

活動へと導いています。我々寝屋川市工業会は地域の発展へいかに貢献していくべきなのか。
その答えを探して積極的に全国各地を走り回っております。
　私事ではありますが、昨年度より活動の拠点を本格的に東京へ移しました。生まれ育った大好きな寝屋川を出て、知人も足
掛かりも何もない土地へ出ていくのは不安もありましたし、私自身にとっても非常に大きな決断でした。その決断を後押しした
一番の理由は、首都東京を発展足らしめている交通網、人的交流、情報インフラなど寝屋川にはないそのフレームやシステム
を学び、寝屋川の発展へと活かしていきたいと思ったからです。 寝屋川市工業会の副会長として今やるべきことがそこにあり、
未来につながる活動ができると考えたからです。東京に有る全てが素晴らしいのではない。人と人との間にある温かなぬくも
りや地域のつながり。寝屋川の持つ昔ながらの良さを残しながら、東京の最先端の情報や知識を吸収し、寝屋川独自の発展
の可能性を見出したいと思っています。
　まだまだゴールは先です。 ふるさと寝屋川の未来のために今私ができることに全身全霊で取り組む所存です。
どうぞよろしくお願いいたします。

　本年度も副会長を務めさせて頂きます皆見孝です。どうぞよろしくお願い申し上げます。
　早いもので、西岡会長を軸とした体制も１年を経過いたしました。

　寝屋川市工業会のスローガン「知りあい」「学びあい」「援け合う」をモットーに、４委員会も分野別に活発な
活動をしていただいております。今や会員様（⁵/中現在）118社まで増え、徐々に若返りを図っていっております。
　寝屋川市工業会は、地域密着型・産・官・学及び企業同士の絆を大切にし、全てが活発化し、地域・企業の繁栄を願って、活
動しております。本年度も様々な事業を実施し、少しでも会員の皆様方に興味を持っていただき、ご参加いただける様、がん
ばって参りますのでご協力・ご鞭撻の程、よろしくお願いいたします。

本年度も引き続き事業委員長を務めさせてい
ただくことになりました。
　昨年同様「知り合い」「学び合い」「授け合う」
をモットーに、会員の皆様の為に微力ながら役
立てる様に今年も委員長として努力して参りま
すので、どうぞご協力のほどお願い申し上げま
す。

　本年度も引き続き活性化委員長を務
めさせていただくことになりました。
　会員皆様の御協力を得ながらの一
年でしたが、あっという間の一年でし
た。今年度も何卒よろしくお願い申し上
げます。
　昨年より始まりました、ビジネス交流
会も更に工夫して盛り上ります様に努
力して参りますので、出展及び見学で
の御協力をお願い申し上げます。

　広報委員会では、本年度はホームペー
ジのリニューアルに取り組んで行きます。
　会員の皆様のＰＲにお役にたてる工業
会として、新しいホームページを活用い
ただけるよう努めてまいります。
　皆様には、掲載情報の更新作業にお
いてご協力をいただくことになります。ご
協力のほどよろしくお願いいたします。

　本年度も引き続き親睦委員長を務め
させていただく事となりました。
　昨年度はあっという間に時間が過ぎ
てしまい、なかなか思っている様な企画
や計画を行うことができませんでした。
　本年度は昨年度の経験を生かして工
業会のスローガンの１つでもある、「知
り合い」を
より一層進めていきたいと思いますの
で、何卒宜しくお願いいたします。

会  長　挨 拶

～寝屋川独自の発展の可能性を見出したい～

事業委員会委員長
　　　　　　　   株式会社ファクトリー
   　　　　　　代表取締役　平田　司

親睦委員会委員長
　　　　　 株式会社　協栄工業　
　　　　代表取締役　倉内 成幸

活性化委員会委員長
　　　　    ネオパックス株式会社　　　　
　　　　代表取締役　北野  秀樹

広報委員会委員長
　　　　株式会社サイドウェイズ　
　　　　　　  顧問　荒川  仁美

～1年を経過して～

委員長挨拶

事業委員長　　　　  活性化委員長　　      広報委員長　  　親睦委員長　　

　会長を仰せつかって一年を過ぎましたが、皆見副会長、兵頭副会長　４委員会の正、副委員長の前向きな
ご協力のお陰をもちまして、ＮＩＡゴルフ大会、会員事業所工場見学、ボウリング大会、毎月の昼食会、ビジネス
未来塾等々、魅力ある新しい工業会に向かって前進しています。今年度も様々な事業が計画されております。
一人でも多くの会員の皆様にご参加いただき、より活発な活動が行われますことを強く望んでおります。
　昨年度は「知り合い」「学び合い」「援け合う」という歴代の会長さんの教えの中、特に「援け合う」をスローガ
ンに、ビジネス交流会をニューコマンダーホテルに於いて開催いたしました。会員の皆様のご協力のもと、多く
の企業様の参加を得て成功することが出来ました。今年度もビジネス交流会の開催を予定しております。また
来年の１月には、アルカスホールにて、広く寝屋川の方にも知っていただく工業会の広報ＰＲ等の展示を検討
しております。
　これらの事業以外では、広報委員会が中心となって、今年度工業会のホームページのリニューアルを実施
いたします。これからの商取引は「ネット取引」の重要性が高まってまいります。会員の皆様のビジネスを工業
会として応援していくために、工業会のメンバーのホームページ改良支援を推進してまいります。
　今年度も、会員の皆様のご協力で益々寝屋川市工業会を盛り立てていただけます様よろしくお願いいたし
ます。

寝屋川市工業会　副会長　　皆見電子工業株式会社　代表取締役　皆見　孝

寝屋川市工業会　会長
株式会社東洋製作所    代表取締役　西岡　清

魅力ある楽しい工業会に向けて

寝屋川市工業会組織図

研修会・見学会等、事業の
計画及び運営などに関す
る事項

レクレーション・親睦会
等、集まって楽しい事業作
り等に関する事項

退会防止及び会員増強等
に関する事項

会報「NIA」の発行、ホーム
ページの管理と活用等に
関する事項

総　会 役員会 会長１名・副会長２名・顧問３名・監事２名・理事2０名

＜会長＞株式会社東洋製作所 代表取締役　西岡　清

＜監事＞
（有）サイバークラフト　代表取締役　  　　　　   尾崎教仁
＜監事＞
オリヱント化学工業㈱　執行役員　技術本部長　　  酒井紫朗

＜副会長＞株式会社シールズ 代表取締役　兵頭　眞 ＜副会長＞皆見電子工業株式会社　代表取締役　皆見　孝

事業委員会

森長　聡　（株）前田組
田中淑尚　（株）前田金属製作所
　　　　　　所属会員数31社

親睦委員会 活性化委員会

北野秀樹　ネオパックス㈱

広報委員会

＜委員長＞

＜副委員長＞

＜委員長＞

＜副委員長＞
（株）サイドウェイズ

松本　剛 瑞穂企画

所属会員数13社

荒川仁美

堀田逸平　（株）ニューコマンダーホテル
小谷博明　小谷工芸社
　　　　　　　所属会員数44社

＜委員長＞

＜副委員長＞

＜委員長＞

＜副委員長＞
倉内成幸  （株）協栄工業

井上雅夫　エアコンサービス（株）　
青木弘児　イセン印刷㈱
　　　　　　所属会員数23社

平田　司　㈱ファクトリー

＜顧問＞朝日熱処理工業株式会社 代表取締役　村田　茂
＜顧問＞鎌田製針株式会社　　　 取締役会長　鎌田徳一郎
＜顧問＞株式会社原田重工作所　 代表取締役　原田重継

榊原崇人 　㈱京都銀行寝屋川支店

NEYAGAWA INDUSTRIES ASSOCIATION１ NEYAGAWA INDUSTRIES ASSOCIATION 2



「知り合い」「学び合い」「援け合う」 「知り合い」「学び合い」「援け合う」

寝屋川市工業会　副会長      株式会社シールズ          代表取締役　兵頭　眞
昨年度よりふるさと寝屋川への恩返しをしたいという純粋な思いからこの伝統ある工業会の副会長という
大役を僭越ながらお引き受けしました。１年を経て今、その思いはより一層強い原動力として私自身を様々な

活動へと導いています。我々寝屋川市工業会は地域の発展へいかに貢献していくべきなのか。
その答えを探して積極的に全国各地を走り回っております。
　私事ではありますが、昨年度より活動の拠点を本格的に東京へ移しました。生まれ育った大好きな寝屋川を出て、知人も足
掛かりも何もない土地へ出ていくのは不安もありましたし、私自身にとっても非常に大きな決断でした。その決断を後押しした
一番の理由は、首都東京を発展足らしめている交通網、人的交流、情報インフラなど寝屋川にはないそのフレームやシステム
を学び、寝屋川の発展へと活かしていきたいと思ったからです。 寝屋川市工業会の副会長として今やるべきことがそこにあり、
未来につながる活動ができると考えたからです。東京に有る全てが素晴らしいのではない。人と人との間にある温かなぬくも
りや地域のつながり。寝屋川の持つ昔ながらの良さを残しながら、東京の最先端の情報や知識を吸収し、寝屋川独自の発展
の可能性を見出したいと思っています。
　まだまだゴールは先です。 ふるさと寝屋川の未来のために今私ができることに全身全霊で取り組む所存です。
どうぞよろしくお願いいたします。

　本年度も副会長を務めさせて頂きます皆見孝です。どうぞよろしくお願い申し上げます。
　早いもので、西岡会長を軸とした体制も１年を経過いたしました。

　寝屋川市工業会のスローガン「知りあい」「学びあい」「援け合う」をモットーに、４委員会も分野別に活発な
活動をしていただいております。今や会員様（⁵/中現在）118社まで増え、徐々に若返りを図っていっております。
　寝屋川市工業会は、地域密着型・産・官・学及び企業同士の絆を大切にし、全てが活発化し、地域・企業の繁栄を願って、活
動しております。本年度も様々な事業を実施し、少しでも会員の皆様方に興味を持っていただき、ご参加いただける様、がん
ばって参りますのでご協力・ご鞭撻の程、よろしくお願いいたします。

本年度も引き続き事業委員長を務めさせてい
ただくことになりました。
　昨年同様「知り合い」「学び合い」「授け合う」
をモットーに、会員の皆様の為に微力ながら役
立てる様に今年も委員長として努力して参りま
すので、どうぞご協力のほどお願い申し上げま
す。

　本年度も引き続き活性化委員長を務
めさせていただくことになりました。
　会員皆様の御協力を得ながらの一
年でしたが、あっという間の一年でし
た。今年度も何卒よろしくお願い申し上
げます。
　昨年より始まりました、ビジネス交流
会も更に工夫して盛り上ります様に努
力して参りますので、出展及び見学で
の御協力をお願い申し上げます。

　広報委員会では、本年度はホームペー
ジのリニューアルに取り組んで行きます。
　会員の皆様のＰＲにお役にたてる工業
会として、新しいホームページを活用い
ただけるよう努めてまいります。
　皆様には、掲載情報の更新作業にお
いてご協力をいただくことになります。ご
協力のほどよろしくお願いいたします。

　本年度も引き続き親睦委員長を務め
させていただく事となりました。
　昨年度はあっという間に時間が過ぎ
てしまい、なかなか思っている様な企画
や計画を行うことができませんでした。
　本年度は昨年度の経験を生かして工
業会のスローガンの１つでもある、「知
り合い」を
より一層進めていきたいと思いますの
で、何卒宜しくお願いいたします。

会  長　挨 拶

～寝屋川独自の発展の可能性を見出したい～

事業委員会委員長
　　　　　　　   株式会社ファクトリー
   　　　　　　代表取締役　平田　司

親睦委員会委員長
　　　　　 株式会社　協栄工業　
　　　　代表取締役　倉内 成幸

活性化委員会委員長
　　　　    ネオパックス株式会社　　　　
　　　　代表取締役　北野  秀樹

広報委員会委員長
　　　　株式会社サイドウェイズ　
　　　　　　  顧問　荒川  仁美

～1年を経過して～

委員長挨拶

事業委員長　　　　  活性化委員長　　      広報委員長　  　親睦委員長　　

　会長を仰せつかって一年を過ぎましたが、皆見副会長、兵頭副会長　４委員会の正、副委員長の前向きな
ご協力のお陰をもちまして、ＮＩＡゴルフ大会、会員事業所工場見学、ボウリング大会、毎月の昼食会、ビジネス
未来塾等々、魅力ある新しい工業会に向かって前進しています。今年度も様々な事業が計画されております。
一人でも多くの会員の皆様にご参加いただき、より活発な活動が行われますことを強く望んでおります。
　昨年度は「知り合い」「学び合い」「援け合う」という歴代の会長さんの教えの中、特に「援け合う」をスローガ
ンに、ビジネス交流会をニューコマンダーホテルに於いて開催いたしました。会員の皆様のご協力のもと、多く
の企業様の参加を得て成功することが出来ました。今年度もビジネス交流会の開催を予定しております。また
来年の１月には、アルカスホールにて、広く寝屋川の方にも知っていただく工業会の広報ＰＲ等の展示を検討
しております。
　これらの事業以外では、広報委員会が中心となって、今年度工業会のホームページのリニューアルを実施
いたします。これからの商取引は「ネット取引」の重要性が高まってまいります。会員の皆様のビジネスを工業
会として応援していくために、工業会のメンバーのホームページ改良支援を推進してまいります。
　今年度も、会員の皆様のご協力で益々寝屋川市工業会を盛り立てていただけます様よろしくお願いいたし
ます。

寝屋川市工業会　副会長　　皆見電子工業株式会社　代表取締役　皆見　孝

寝屋川市工業会　会長
株式会社東洋製作所    代表取締役　西岡　清

魅力ある楽しい工業会に向けて

寝屋川市工業会組織図

研修会・見学会等、事業の
計画及び運営などに関す
る事項

レクレーション・親睦会
等、集まって楽しい事業作
り等に関する事項

退会防止及び会員増強等
に関する事項

会報「NIA」の発行、ホーム
ページの管理と活用等に
関する事項

総　会 役員会 会長１名・副会長２名・顧問３名・監事２名・理事2０名

＜会長＞株式会社東洋製作所 代表取締役　西岡　清

＜監事＞
（有）サイバークラフト　代表取締役　  　　　　   尾崎教仁
＜監事＞
オリヱント化学工業㈱　執行役員　技術本部長　　  酒井紫朗

＜副会長＞株式会社シールズ 代表取締役　兵頭　眞 ＜副会長＞皆見電子工業株式会社　代表取締役　皆見　孝

事業委員会

森長　聡　（株）前田組
田中淑尚　（株）前田金属製作所
　　　　　　所属会員数31社

親睦委員会 活性化委員会

北野秀樹　ネオパックス㈱

広報委員会

＜委員長＞

＜副委員長＞

＜委員長＞

＜副委員長＞
（株）サイドウェイズ

松本　剛 瑞穂企画

所属会員数13社

荒川仁美

堀田逸平　（株）ニューコマンダーホテル
小谷博明　小谷工芸社
　　　　　　　所属会員数44社

＜委員長＞

＜副委員長＞

＜委員長＞

＜副委員長＞
倉内成幸  （株）協栄工業

井上雅夫　エアコンサービス（株）　
青木弘児　イセン印刷㈱
　　　　　　所属会員数23社

平田　司　㈱ファクトリー

＜顧問＞朝日熱処理工業株式会社 代表取締役　村田　茂
＜顧問＞鎌田製針株式会社　　　 取締役会長　鎌田徳一郎
＜顧問＞株式会社原田重工作所　 代表取締役　原田重継

榊原崇人 　㈱京都銀行寝屋川支店

NEYAGAWA INDUSTRIES ASSOCIATION１ NEYAGAWA INDUSTRIES ASSOCIATION 2



「知り合い」「学び合い」「援け合う」 「知り合い」「学び合い」「援け合う」

／不動産の売買、仲介を行っております。・土地（田、畑、駐車場、遊休地等）を買取り造成、開発をして街並みを作り宅地として
分譲しております。・収益物件（文化住宅、アパート、賃貸マンション、工場等）を一棟買取り、改装し、保有致します。・中古戸建を
買取り、改装、リノベーションをする古民家再生事業も行っております。・土地をお探しのお客様にもお好きな工務店で自

由設計できる土地をご紹介させて頂いてます。・その他仲介事業も土地、戸建て、収益物件も多数お探しさせて頂いております。
／映画鑑賞、旅行、神社仏閣めぐり、食べ歩き、スキー、ゴルフ、乗馬です。愛犬のトイプードル（2歳）が癒しで毎日のお散歩が楽しみです。

　平成２６年１２月より月に一度、委員会の枠を越えて交流と情報交換を目的とした
昼食懇談会を開催しています。１年間ののべ参加者数は１７０名を越え、会員同士の
新しい交流の場となっています。
①４月２０日（水）　②５月１７日（火）　③６月１４日（火）

④７月２２日（金）　⑤８月２４日（水）　⑥９月１２日（月）

⑦１０月１２日（水） ⑧１１月９日（水）　⑨１２月６日（火）

⑩平成２９年１月２５日（水）　⑪２月２１日（火）

⑫３月２２日（水）

会社名／工業会にご参加いただく方のお名前／

事業内容／趣味／休日の過ごし方…を掲載しています。 平成28年度事業報告
■定期総会
  日　時　平成２8年5月24日（火）
　　　　　　  議　案　１．平成27年度事業報告・収支決算
　　　　　　　　　　　  承認の件
　　　　　　　　　　 ２．役員改選について 
　　　　　　　　　　 ３．会則改訂について 
　　　　　　　　　　 ４．平成28年度事業計画・予算（案）
　　　　　　　　　　　  承認の件

■役員会報告
 平成2８年度は６回開催しました。
　  ①５月２４日（火）　②７月１３日（水）　
　　　　　　　　③９月１３日（火）　④１１月１５日（火）
　　　　　　　　⑤平成２９年１月１１日（水）　
  ⑥平成２９年３月７日（火）

■委員会報告　
 平成2８年度は７回開催しました。
　  ①４月４日（月）　　 ②６月９日（木）　　③８月１０日（水）　　④１０月４日（水）　
　　　　　　　　⑤１２月１３日（火）  ⑥平成２９年１月１１日 （水）　　⑦平成２９年２月７日 （火）

　　　●ホームページ　リニューアル会議
　  今年度は、工業会のホームページ内容の改善、Facebookの活用、
　　　　　　またグループウェアの導入など、工業会の活動をより分かり易く、広く会員の皆様に
　　　　　　お伝えできる取組を討議しました。
　　　　　　　　①９月６日（火）　　 ②１０月４日（火）　　③１１月１５日（火）　　④１２月１３日（火）　
　　　　　　　　⑤平成２９年２月２４日（金）

　　　 ●昼食懇談会

株式会社矢野建装
工事部長　矢野　伸

株式会社ライフサービス
代表取締役 　坂本　昌美

磯平
代表　郡　博茂

石原グループ株式会社
代表取締役社長　石原　一矢

医療法人一祐会　藤本病院
理事長　藤本　明久

株式会社ダイシン工業
専務取締役　柴浦　浩一

／戸建からマンション・ビル・工場と外装に関す
る全ての請負工事を致しております。現在は、国
内建築塗料シェアーNO１メーカーであるエス
ケー化研㈱のSKK施工店会関西支部支部長と
してもお引き立て頂き頑張っています。
／趣味はゴルフと釣りです。

／飲食業（活魚・かに・ふぐ）
／ゴルフ

／とび・大工・塗装工事業
／映画鑑賞

／金属加工業（シカル加工・マシニング加工）
／海釣り

／社会保険労務士・行政書士
給与計算、記帳代行、労働社会保険各種手続、
是正勧告、合同労組対応等
／グルメ・ショッピング・旅行

／産婦人科、内科、外科、整形外科、脳神経外科
を中心とした地域急性期医療の運営
／趣味はゴルフ、ピアノ、サーフィンなど。自然が
好きです。

株式会社大阪エアー機設
代表取締役 　﨑山　佳伸

山田社会保険労務士事務所
代表　山田　充唯

／検査業・空間ダクト・設備業
／釣り

Facebookでも情報発信中です！

工業会は「知り合い」「学び合い」「援け合う」のス
ローガンの下、会員事業所が相互に交流を深め、寝
屋川市の産業発展に寄与することを目指していま
す。新しいホームページでは、工業会の活動をより
早く、より広く発信していきます。ホームページから、
会員様のビジネスが広がることを目指して、ただい
ま製作中です。
ご意見ご要望は、事務局または広報委員会へお寄
せ下さい。

www.neyagawa-nia.com

2018年、寝屋川市工業会ホームページが生まれ変わります！2018年、寝屋川市工業会ホームページが生まれ変わります！

寝屋川市工業会検索

定期総会

役 員 会

昼食懇談会

ホームページを活用しましょう！ホームページを活用しましょう！
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「知り合い」「学び合い」「援け合う」 「知り合い」「学び合い」「援け合う」

上半期事業 　上半期事業 　

委員会対抗 ボウリング大会・懇親会
　日　時　平成２８年７月２７日（水）１８：３０～２１：３０
　会　場　なわてボウル ／ ニューコマンダーホテル
　参加者　２０名

＜２０１6年４月～９月＞

平成２8年

６月

平成２８年

７月

NIAゴルフ大会
  開催日　平成２8年６月11日（土）
　会　場　レイクフォレスト　　参加者　20名

寝屋川市公募型セミナー
　日　時　平成２8年６月２2日（水）
　１８：００～「熊本地震を例に北河内の地震対策を考える」セミナー
　　　　　　講　師　摂南大学理工学部　建築学科教授　池内淳子氏
　１９：３０～「ＢＣＰ（事業継続計画）の必要性について」
　　　　　　講　師　関西保険センター　梅牧氏
　会　場　寝屋川市立産業振興センター　第１セミナー室
　参加者　１７名

会員事業所工場見学
　日　時　平成２８年７月１３日（水）１４：３０～１６：３０
　見学先　鎌田製針㈱　
　参加者　２３名

下半期事業 　下半期事業 　 ＜２０１6年１０月～２０１7年３月＞

平成２８年

10月
ビジネス未来塾Vol.１
　開催日　平成２８年１０月４日（火）
              １７：００～１８：４５
　テーマ  「中国経済の現況と対策」
　講　師　石  平 氏
　会　場　ニューコマンダーホテル
　参加者　63名

三市工業会親睦　ゴルフ大会
　日　時　　平成２８年１１月１２日（土）
　会　場　　交野カントリー　　　
　参加者　　２２名
　担当幹事　交野市工業会

平成２８年

11月

１０月度親睦事業　京都祇園日帰りツアー　
　開催日　平成２8年１０月２２日（土）１５：００～２０：３０
　会　場　京都祇園花月 ／ 東華菜館にて懇親交流 
　参加者　２３名

会員事業所工場見学

委員会対抗 ボウリング大会

ビジネス未来塾Vol.１

京都祇園日帰りツアー　

平成２8年

1１月

平成２8年

１２月

平成２9年

１月

平成２9年

２月

平成２9年

３月

ビジネス未来塾Vol.２
　日　時　平成２８年１２月１３日（火）１７：００～１８：３０
　テーマ　「職場の人間関係構築セミナー」　参加者　２６名
　講　師　寝屋川市経営アドバイザー　堀田泰希氏

年末懇談会（忘年会）
　時　間　１８：４５～２０：３０
　参加者　３２名
　会　場　ニューコマンダーホテル   　
　
　
　

ビジネス未来塾Vol.３
ー 先進企業視察見学 ー
　日　時　平成２９年２月７日（火）
               １０：００～１１：３０
　訪　問　
　(株)ファルコバイオシステムズ総合研究所
　参加者　１２名　　

第１回 会員ビジネス交流会 ／ 懇親会
　日　時　平成２８年１１月２８日（月） １５：００～１９：３０
   内　容　会員企業出展交流会（出展１６社）
　会　場　ニューコマンダーホテル
　参加者　23名　ゲスト　田中佑季（地元歌手）　

新年賀詞交換会
　日　時　平成２９年１月１１日（水）
               １８：００～２０：００
　会　場　ホテルアゴーラ大阪守口
　参加者　５０名　　ゲスト　三味線　杉本氏 他２名

送別会ー日本ペイント㈱ 寝屋川事業所 川上一郎氏ー　
　日　時　平成２９年３月７日（火）１８：００～２０：００
　会　場　磯平
　参加者　１５名

地元高校生対象職業体験事業協力
　日　時　平成２９年３月２５日（土）
               ９：００～１５：３０
　会　場　摂南大学寝屋川キャンパス
　協　力　寝屋川青年会議所事業協力

NIAゴルフ大会

第１回 会員ビジネス交流会

ビジネス未来塾Vol.２

新年賀詞交換会

ビジネス未来塾Vol.３

地元高校生対象職業体験事業協力

地元高校生対象職業体験事業協力
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「知り合い」「学び合い」「援け合う」 「知り合い」「学び合い」「援け合う」

　今回の＜Good Job>は、寝屋川市工業会のユニークな会員構成に注目しました。
普通『工業会』と聞くと、工業に関わる企業の集まりだと思われます。
しかし、寝屋川市工業会は、そこが一味違います！ 

平成 2年 5月、モノづくり業を中心に組織されて以来、現在まで、鉄工（金属）・プラスチック・印刷・
食品・建築・ＩＴ・広告・旅行・環境・銀行業等、多分野の企業約 100 社で形成された高度な

異業種団体として、地域産業をリードして行くことを目的として活動しています。
　NIA2017では、「銀行業」「士業」「医療」に携わるみなさんからの寄稿文を紹介させていただきます。
皆さんの日々のお仕事の中で迷われた時、医療の世界で言われる「セカンドオピニオン」のように、

新しい見解を得られる場所がすぐそばに見つかるかもしれませんね。

「知り合い」「学び合い」「援け合う」
寝屋川市工業会のモットーであるこの３つの言葉、
スタートはまず「知り合い」から始まります。

この＜Good Job＞では、その「知り合い」という視点
で会員企業の取組を紹介しています。 Good  JobGood  JobGood  JobGood  JobGood  JobGood  JobGood  JobGood  JobGood  JobGood  JobGood  Job

～今までもこれからも、ながーいおつきあい
       　　　　　　　　「広域型地方銀行」として～

支店長　榊原 崇人さん京都銀行 寝屋川支店

～私たちが目指しているのは、
　　　　　お客様との「共通価値の創造」です～

支店長　森田 昭二さん京都信用金庫 寝屋川支店

寝屋川市工業会様には常日頃から大変お世
話になり、誠にありがとうございます。昨年、京
都銀行寝屋川支店は、現在地にて開店５０年
を迎えました。
　５０年前の昭和４１年頃は、新三種の神器と
呼ばれる「車」「エアコン」「カラーテレビ」が広
く普及するなど、日本の高度経済成長を支え
た時代でありました。
　その後、バプルを経て今日に至るまで、金融
機関を取り巻く環境も大きく変わりました。
少子化・高齢化の進行、インターネット物販、
スマートフォンなど I T 化による生活様式の変
化、金融緩和による金利低下、日本銀行による
マイナス金利政策などです
　加えて、融資業務のような、これまでに積み
上げたノウハウを強みとしたサービスとは次

元の異なる、新たな金融サービスやビジネスモ
デルが次々と出現していることです。例えば
フィンテック等は一つの典型といえます。
　フィンテック企業が提供するサービスには、
銀行や証券・保険が提供してきたサービスを
細かく分解し、それぞれに高い付加価値化を
目指した事例が多いのが特徴です。
　例えば、決済・送金においては簡便さと安全
性を重視したモバイル決済、融資·審査では
ソーシャルレンディング・クラウドファンディン
グ、資産運用・管理では家計向け財務資産管理
サービス、セキュリティでは指認証などの生体
認証技術、そしてブロックチェーンと呼ばれる
技術を中核とする低廉な海外送金を可能とす
る仮想通貨などです。
　このような環境変化の中、私たち京都銀行
は平成１２年に滋質県草津市の草津支店を開
設して以降、店舗ネットワークの拡充をはか
り 、近畿 ２府３県、名古屋、東京を含め現在

１７３ケ店にまで広がりまし
た。それぞれの地域のお客様の
ために真に役に立つ銀行とし
て、『ながーい、おつきあい。』を
通じて、地域の発展に永続的に
貢献したいと考えています
　ファイナンスに留まらず、広
域型地方銀行である当行なら
ではの強みを最大限に活かし、

販路・購買支援などのビジネスマッチング、Ｍ
＆Ａ・事業承継支援等を行っていきます。
～お客様同士を繋げる、事業拡大に繋げる、海
外へ繋げる、次世代に繋げる～といった

『つなげる』をテーマに、今後も寝屋川市工業
会の皆様と『ながーい、おつきあい』をさせてい
ただきたいと思っております。

地域金融機関の経営環境は、足元で曲がり
角を迎えつつあります。まず挙げられるのが、
2016年1月に導入されたマイナス金利政策に
よる貸出利ざやの縮小です。地域金融機関は
収益の大半を国内業務、特に資金収益に依存
した構造となっています。そして、地域社会に
おいては人口減少という問題もあります。貸出
は人口動態と高い関連性が認められ、多くの
地域金融機関においては、貸出残高は将来減
少していくことが見込まれています。
　このような厳しい環境を踏まえ、地域金融
機関は新たなビジネスモデルを構築していく
ことが必要です。その一つの方向性として、金
融庁が2016年10月に公表した「平成28事務
年度金融行政方針」の中で、お客様との「共通
価値の創造」を示しています。具体的には、金
融機関が顧客本位の良質なサービスを提供
し、企業の生産性向上や国民の資産形成を助
けることによって、結果として、金融機関自身も
安定した顧客基盤と収益を確保するという好
循環を追求するものです。この方針は京都信
用金庫として、非常に共感するものであり、4月

に『共通価値創造部』という部署を立ち上げま
した。この部署の統括は専務取締役が務めて
います。私たちはお客様との関係を「投資」で
はなく「共感」と考え、これを「伴走営業」と呼ん
でいます。お客様の未来の夢を一緒に実現す
る、想いの琴線にふれる、同志として、担保や
保証などに過度に依存しない事業性評価に基
づいた融資や本業支援を行っていく、まさに
「共通価値の創造」を第一に行動しています。
　こういったことへの取組の一環として、さま
ざまなサービスをご提供しています。例えば
「ビジネスマッチング掲示板」という取組では、
京都・大阪・滋賀の各店舗の営業マンが取引
先の紹介だけでなく顧客の様々な課題を解決
したいという気持ちで、マッチング掲示板に掲
載して課題解決をしていく活動を行っていま
す。この活動では、商品の販路開拓や昨今話題
になっているクラウドファンディングを活用し
た資金作りへの取組という事例があります。他
には45歳以下の経営者、次期経営者の方向け
の勉強会も行っています。
　寝屋川市工業会の会員の皆さまとも、事業
での課題をぜひ京都信用金庫に投げかけてい
ただける関係を構築してまいりたいと思ってお
ります。「信用」「信頼」「安心」をモットーとし、
何でも聞いていただ
ける金融機関として、
皆様のご来店をいつ
でもお待ちしていま
す。
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Good  JobGood  Job

～日本で唯一
　女性を応援している男性税理士、それが私です～

所長　遠藤公也さん遠藤税理士事務所

～労働争議の原因は
               コミュニケーション不足です～

所長  山田 充唯さん山田社会保険労務士事務所

こんにちは、税理士の遠藤公也と申します。
香里園駅から徒歩5分の場所で税理士事務所
を開設し、もう15年目になります。
　税理士って全国に何人いるか、皆さんはご存
知ですか？なんと全国に7万6千人、関西だけ
でも1万4千人もおります。
　この大勢の人数の中で、どうやって自分を選
んでもらえるのか？
　それが最大の課題でもありますし、皆様も同
じ悩みを抱えているのではないでしょうか？
　私が他の同業者との差別化をしているの
は、女性に特化しているという点です。
　女性を応援している女性は多いですが、女
性を応援することに特化している男性税理士
は、日本では私しかおりません。
　女性支援の内容としては、女性経営者を限
定とした税務セミナーや経営セミナーを開催
しており、平成27年9月には女性経営者向け
の税金本の出版も致しました。
（経理と税金で悩む3姉妹を税務戦隊タックス
レンジャーが救う物語「現代書林」）

　また、女性経営者に向けたブログも、定期的
に投稿しています。
　今後は、外国人の方向けのサービスも考案
中で、現在英会話の勉強を頑張っております。
　税理士の仕事と言うと、税金を計算すること
は当たり前ですが、実はそれだけでもないので

す。売上の構築、資金調達、人生や人間関係、
子育てや夫婦関係などの相談も結構多いので
す。
　税理士業界に入る前、私はファッション業界
におりました。婦人服の販売の会社に6年半勤
務していた経験があります。婦人服の会社です
からスタッフのほとんどは女性、店長やエリア
マネージャーの経験を持っていますので、女性
のカウンセリングは得意なのです。
　交流会で女性経営者から、「遠藤さん、女性
経営者専門なのですか？儲かったらぜひ、顧問
をお願いします！」と言われるのですが、数年
後事業を廃業してしまう人たちも、たくさん見
てきました。
　ですから、そんな人たちを救いたいという思
いが強く、開業当初から関わらせていただく
ケースが多いです。
　難解な税金を代わりに計算し申告する、そし
て売上拡大、商売繁盛、クライアントの事業の
発展が我々税理士の使命と感じています。
　人生、夢、希望、これからもお客様の願いが
叶うよう、私は今後もこの仕事を続けていきま
す。

働き方改革という言葉が話題になっていま
す。その中で一番取り上げられているのが、労
働時間と未払い賃金の捉え方です。
 下記の３つの事例、皆さんならどう対応され
ますか？

Ｑ１.当社では社長の指示により、お昼休みに当
番制で電話当番をしています。電話当番と言っ
ても、電話が掛かってこなければ、食事、スマホ、
テレビ視聴等、自由に休憩してもらっています。こ
れは問題ありせんよね？
Ａ１. 違法です。
　休憩時間は自由に利用させなければならず、
社長が指示し、自由を拘束しているので労働
時間になり、別途賃金の支払が必要になりま
す。

Ｑ２.当社では朝の就業時間前に、社長が社内
外の清掃を行っており、一部の従業員も率先し
て手伝っています。特に時間外手当等は支払っ
ていませんが、これは問題ありませんよね？
Ａ２. 合法です。
　社長の背中を見て共感した従業員が手伝っ
てくれている事ですので、これは従業員の自由
意思によるものであり、労働時間にはなりませ
ん。

Ｑ３. 当社では社長の意向もあり、就業時間後
に従業員が自主的な勉強会を開催しています。
特に時間外手当等を支払っていませんが、これ
は問題ありませんよね？
Ａ３．合法です。
　社長の意向 ( 軽いプレッシャー ) があった
としても、最終的には従業員が自らの意思によ
り自主的に行ってくれている事だからです。こ
れは、労働時間とはなりません。

いかがでしたか？
皆さんの対応は大丈夫ですか？

　過去、飲食業を中心に、最近では、ヤマト運
輸や関西電力等で、業界を超え、未払賃金の問
題が波及しているように感じられます。そこで、
事業主の皆様には、そのような問題に巻き込
まれないように、労務管理上で注意すべき未
払賃金についてお話したいと思います。
　三菱重工業長崎造船所事件と言う判例で、
「労働基準法第 32条の労働時間とは、労働者
が使用者の指揮命令下に置かれている時間を
言う」とあります。それを踏まえまして、先程の
質問の論点は、強制の有無です。勤務時間外の
教育、講習、イベント、ラジオ体操等も同じ考え
方になります。「休憩時間も電話に出なさい」と
指示や命令して強制すると労働時間になりま
すが、「お客さんあっての会社なので、申し訳な
いけど、休憩時間に電話が掛かってきた時は、
出来たらで構わないので、対応してくれないか
なぁ？」とお願いした程度では、強制ではあり
ませんので、労働時間とはなりません。
　労使 ( 雇う側と雇われる側 ) が対立してい
ると、こう言う問題が生じ易くなってしまいま
すが、労使が協調している場合、休憩時間中、
たまたま滅多に掛かってこない電話が掛かっ
て来た、たまたま滅多に来ないお客さんが来た
のならば、率先して対応してくれる事でしょう。
　労使は対立せず、協調している、それが今の
労使間のあるべき姿であり、社労士としては、
職場をそのようなコミュニケーションの取れた
環境に近づける事も一つの職務と考えていま
す。

経理と税金で悩む
3姉妹を税務戦隊
タックスレンジャーが救う物語

現代書林
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今回のGoodJobは、いかがでしたでしょうか？　
日々の経営に忙しく、ココロを亡くすようなことになる前に、専門家に相談する。それは、経営者の大事な覚悟ですね。

今回ご紹介した６社の皆様は、それぞれが、経営者である皆様を
専門的な視点から援けることを引き受けてくださる力をお持ちです。

異業種が集まり、共に参画し、事業を進める。そこで共有する時間から生まれる信頼という糸が、
この記事を通して「知り合う」ことで、より太く強く紡がれていく事を願っております。

取材、寄稿へのご協力ありがとうございました。  （広報委員会委員長　荒川 仁美）

Good  JobGood  Job

～転ばぬ先の杖、
     自分だけは大丈夫と思っていませんか？～

所長　横山 永知さん横山司法書士事務所

～患者さんファーストの精神で、
　患者さん目線で親しみやすい医療を提供できるように～

理事長  藤本 明久さん医療法人一祐会　藤本病院

司法書士の業務はご存じですか？
　現在の司法書士の業務内容としては、「不動
産登記・商業登記」「供託事務」「裁判事務」「成
年後見事務」が、主なものです。
　本来の司法書士の業務はその創成期より、
登記事務及び裁判所に提出する書類の作成事
務が中心でした。私がこの業界に入った二十
数年前は、都心部のほとんどの司法書士は「不
動産登記・商業登記」の仕事しかしておらず、
それで十分成り立っていました。
　この当時は、司法書士事務所イコール登記
所。法務局に直接持って行けば、印紙代だけで
すむような書類をわざわざ法務局の隣の司法
書士事務所に会社の担当者が持参していた時
代だったのですね。
　さて、今回この原稿の依頼を受け、会員の皆
様にお役にたつことは何だろうと考えてみまし
た。
　司法書士としての業務であり、皆様も興味が
ある話はないかなぁと考えまして、『遺言書』を
取り上げてみました。皆さん、次の世代への継
承に関わる大事なことです。しかも、元気な時
に作っておくことが必要です。
　「まだまだ先の話や、わしはこんなに元気な
んやから。」
　「うちは資産がないし、うちの子供たちに
限ってもめるなんてないから必要ないわ。」
そう考えていませんか？
それ、とてもリスクの高い考え方なのです。
　例えば現預金の場合は、分割もできますし、
相続税も支払えます。でも、不動産の場合はど
うしますか？最悪の場合、生活の場所を処分す
ることにもなってきます。あなたの死後、遺族の
方がもめることがないように、遺言書を作成し
ておきましょう。
　この遺言書は公正証書にしておくことが大
事です。司法書士は、その業務を行うことがで
きます。もちろん、相談もお受けしています。

相続なんてまだまだ関係ないと思える今だか
らこそ、一度検討してみることをおすすめしま
す。「自分だけは大丈夫」そう思っても、転ばぬ
先の杖、ぜひご一考ください。
余談ですが、こんなお話を書きながら、実は司
法書士というのは案外自分たちは準備してい
ない場合が多いのです。また、子供から親へ
は、相続や不動産の名義変更の話題は出しに
くいものなのです。
　少しでも考えてみようと思われた方、特に不
動産がある場合は、一度私にご相談ください。
もちろん、秘密厳守でお伺いします。

当院は私の父藤本哲雄により１９５５年に開
院しました。その日から６０年以上寝屋川市で
医療に携わってきました。父の専門である産婦
人科から始まり、現在は内科、外科、整形外科、
脳神経外科を開設しています。年間４００人前
後の新しい命を取り上げ、婦人科手術（がん、
良性疾患など）、外科手術 (胃癌、大腸癌、胆石
症、ヘルニア、腹膜炎など )、骨折などの整形外
科手術を主に行っています。
　特に、外科、婦人科は腹腔鏡手術を数多く手
掛けており、傷が小さい低侵襲治療を実践して
います。（図１．２）

　私自身は消化器外科医で、腹腔鏡手術を専
門としています。特に胃癌、大腸癌など、大病院
に遜色のない手術をしています。ヘルニアでは
鼠径ヘルニア（脱腸）をはじめ、直腸脱、傍スト
マヘルニア、食道裂孔ヘルニアなど特殊なもの
も腹腔鏡手術で治療しています。また、がん治

療では末期になり根治治療ができなくなって
も最後までお付き合いさせていただきますの
で、いわゆるがん難民になる心配はありませ
ん。また、内痔核などの肛門病変も手術以外に
硬化療法（ジオン）などの低侵襲治療も行って
います。
　内科は幅広く対応し地域医療に貢献してい
ます。特に消化器内科（胃腸）は一部の胃癌、大
腸癌に対するESD（粘膜下層剥離術）から総
胆管結石に対する切石術など特殊治療を施行
しています。近年増加傾向にあるクローン病、
潰瘍性大腸炎などの難治性炎症性腸疾患も消
化器内科部長が専門家ですので最新治療を提
供しています。
　健診、在宅医療、介護にも力を注いでおり星
田にハーモニィー（介護老人保健施設）、打上
川治水緑地横にシンフォニィー（サービス付き
高齢者向け住宅）を運営しています。介護分野
では特にリハビリテーションに力を入れ、退
院、退所後により良い生活ができるようにサ
ポートしています。当法人は少子高齢化が進む
寝屋川の中で、皆さんが安心して生活できるよ
うシームレスな医療提供の構築を目指してい
ます。また、患者さんファーストの精神で、常に
患者さん目線で親しみやすい医療を提供でき
るよう日々努力しています。目の前の病気を治
療するだけでなく、人間全体とかかわる医療
（ホリスティック医療）を目指しています。
　NIAの会員の皆様におかれましては、ちょっ
としたことでも遠慮なくお声をかけていただれ
ければと思います。皆様の健康に少しでも貢献
できれば幸いです。今後ともよろしくお願いい
たします。

＜図１＞

＜図２＞

今回のGoodJobは、いかがでしたでしょうか？　
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専門的な視点から援けることを引き受けてくださる力をお持ちです。

異業種が集まり、共に参画し、事業を進める。そこで共有する時間から生まれる信頼という糸が、
この記事を通して「知り合う」ことで、より太く強く紡がれていく事を願っております。
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異業種が集まり、共に参画し、事業を進める。そこで共有する時間から生まれる信頼という糸が、
この記事を通して「知り合う」ことで、より太く強く紡がれていく事を願っております。

取材、寄稿へのご協力ありがとうございました。  （広報委員会委員長　荒川 仁美）
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わたしの

本棚
わたしの

本棚

　２冊目にご紹介する岸見一郎先生の本もお薦めです。
岸見先生のプロフィールを見ると、私とあまり年は変わり
ません。
　精神科医としても、心理学者としても有名な方です。親
父と同じ京大の哲学科で専攻も全く同じ西洋古代哲学史
であるせいか、書いてあることが非常に私には分かりやす
く頭に入ってきました。
　この本を読んで考えさせられたのは、～ここ２０年くらい
前から流行っている『トラウマ』なんて妄想だ。～ということ
です。およそ40年ほど前は一般人は知らなかった『トラウ
マ』という言葉ですがテレビの影響で今や子供でも知って
います。しかし、皆さん安易に使いすぎていると感じていま
す。
　岸見先生の著書を手にとっていただき、ここで、一度考
え直してみてはいかがでしょうか？

　我々ホモサピエンスもネアンデルタール人もアフリカから中央アジアをへて
世界に広がって行ったそうです。その広がっていく途中のエジプト辺りから出会い
交配したそうです。なので、アフリカ人以外の人類にはネアンデルタール人のDNA
が２％ほど組み込まれているそうです。まだ、論文が発表されてから１０年も経って
いない最新の話題で興味が尽きません。

こういう本を読むと国際紛争などしている場合ではないのにと思います。ジョンレノンのイマジ
ンの様に本来はノー・カントリーではないかと考えてしまいます。

　50歳になったのを契機に、タバコを辞め、ウォーキングを始めて1年になります
が、最近では、休日には、トレッキングや、山登りなど、少し長い距離を歩けるよう
になりました。
　ゴルフもスコアは伸びませんが、歩くことが苦にならないので、気分良く回れて
います。これからも、身体を鍛えて、楽しい老後を送れるようにしたいです。
　皆さんも、ぜひ、ウォーキング始めてください！

 北口建設工業株式会社　代表取締役 北口隆広
「50歳を過ぎて始めたことは・・・」

「嫌われる勇気」 

 「アドラー心理学入門」

岸見一郎 著

 「アドラー心理学入門」

推薦　株式会社前田金属製作所　代表取締役　田中淑尚
私がお薦めするのは『人』に注目した本です。
１冊目は、『人類』という視点で最新の研究結果が書かれた本です。
２冊目は、『人の心（心理）』について書かれている３冊の本です。

「ネアンデルタール人は私たちと交配した」
文芸春秋　スヴァンテ・ベーボ 著

「幸せになる勇気」

北口建設工業株式会社　事業内容：～環境と建設の総合サービス企業～

環境事業：　産業廃棄物・特別産業廃棄物処理業、一般廃棄物処理業、浄化槽管理業、し尿汲取り業

建設事業：　特定建設業（知事許可）、総合建設事業（企画、設計、施工、監理）、解体業

株式会社　前田金属製作所　事業内容：～金属加工・研磨・組立～

協栄工業株式
会社

〒572-0074

寝屋川市池田中町 13-1 TEL:072-828-2286

わたしたちは
“ フィルム加工”
“ 型抜き加工”
のプロフェッショナルです

代表取締役

倉内成幸

〒572-0025　寝屋川市石津元町 10-32
TEL 072-829-7371   FAX 072-827-0253

【自社商品】
コンピュータ計測・制御の夢職人！！

無線による
計測システム
（CCI-ZBT01）

各種センサーの
アナログデータを
無線で送信
IoT化に最適！

〒572-0063　寝屋川市春日町 17ー１
TEL  072-827-0777( 代表 )
FAX  072-826-9026

パッケージのトータルアドバイザー

自動梱包機器・包装省力化機器・
総合包装資材卸販売

協  賛 企 業 今年度の会報誌ＮＩＡ発刊にあたり、協賛いただいた会員企業の皆様の
ご紹介をさせていただいております。ご協賛ありがとうございました。
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