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－韓国ファッション関連企業 33 社来日・展示商談会－

2017 K-Fashion Creative in Osaka
○開催日：８／３０（水）１０：００～１７：００

○会　場：大阪ＯＭＭ　2F ホール

　　　　　　大阪市中央区大手町1-7-31

　　　　　　地下鉄谷町線「天満橋駅」直結

○主　催：KOTRA（大韓貿易投資振興公社）大阪

○企　業：33社（ファッション衣類、生地、シューズ、鞄、ア

　　　　　クセサリー等）

○参加費：無料　＊8/4 締切

○備　考：展示商談会には無料で通訳がつきます。

【お問合せ･お申込み】KOTRA 大阪

 TEL：０６－６２６２－８０６８　E-mail：takako.kim@kotra.or.jp

－民団兵庫県本部主催－

第 72 周年 光復節記念式典
○開催日：８／１３（日）１３：００　記念式典

　　　　　　　　　　　　１４：００　記念公演

○会　場：ピフレホール

　　　　　　JR「新長田駅」すぐ

○主内容：第1 部）光復節 72 周年記念式典

　　　　　第２部）記念公演

　　　　　　　　　－韓流歌手・JUST 歌謡ショー、サムルノ

　　　　　　　　　　リ演奏、韓服ファッションショー等

○入　場：無料

【お問合せ･お申込み】民団兵庫県本部

 TEL：０７８－６４２－６３０３　E-mail：hyogo@mindan.org

～神戸から全国･世界へ！これからのエクセレントカンパニーを目指す～

第８期「東アジア経営塾(SEA@BIZ)」開催します

　東アジア経営塾(SEA@BIZ)は、コリアン・日本人・中国人など東アジアに出自を持つ若手商工人・起業家等の育成と事

業支援やビジネスネットワークを拡げることを目的に、2007 年から開催しているビジネスコミュニティです。

　第 8 期目となる今期は「これからのエクセレントカンパニーを目指す～神戸から未来を見据えて世界へ～」を主題に各

プログラムを提供致します。多数のご参加をお待ち申し上げます。

商即人 8 月～全 4 回

○主　催：駐神戸韓国総領事館、兵庫韓商

○後　援：兵庫県、神戸市、(一社)在日韓商、神戸商工会議所、

　　　　 日本ケミカルシューズ工業組合、神戸華僑総会、兵

　　　　 庫県日韓親善協会、兵庫青商、ＫＯＴＲＡ大阪、他

○理　念：【商即人】～商売とは“利益”を残すことではなく

　　　　　　　　　　　　　　 “人”を残すことである～

○主　題：これからのエクセレントカンパニーを目指す

　　　　　　　　　　～神戸から未来を見据えて世界へ～

○対　象：事業経営者、起業家（志望含）、経営幹部など

　　　　　　＊業種・国籍不問

○期　間：2017 年８月～１１月（全４回）

○会　場：①神戸国際会館（第1･3･4 回目）

　　　　　　　神戸市中央区御幸通8-1-16

　　　　　②㈱テクノフローワン（第 2 回目）

　　　　　　　神戸市長田区神楽町 2-3-2

○受講料：1,000 円（1 回あたり）　

○開催日・プログラム

【第１回】８／２３(水) 1 9 : 0 0 　神戸国際会館 80 5 号室

　①特別講演「融資に関するポイントと中小企業における

　　Ｍ＆Ａ事情」

　　　・講師：みなと銀行法人業務部　芦森健明 主任調査役

　　　・1995 年兵庫銀行入社（現､みなと銀行）。証券国際部、

　　　　本店営業部（新規開拓）等を経て法人業務部配属。　

　　　　M&A、政策投資、事業承継等約1,000社の相談に対応。

　②パネルディスカッション

　③質疑、他

【第２回】９／１１(月) 1 8 : 0 0 　㈱テクノフローワン

　①エクセレント企業からの講演

　　　・講師　㈱テクノフローワン　伊藤世一 代表

　　　・1949 年神戸市で創業。「塗る（コーティング）」「貼る

　　　　（ラミネート）」をコア技術に据え、国内外の大手Ｉ

　　　　Ｔ・自動車・家電・建材・医療・アパレル等の業界

　　　　と事業分野を展開。2016 年には西日本で唯一の「フ

　　　　ライトシミュレーターセンター」を開設。

　②パネルディスカッション

　③質疑、他

【第３回】１０／１１(水) 1 9 : 0 0 　神戸国際会館 70 1 号室

　①エクセレント企業からの講演

　　　・講師　ゼロングループホールディングス㈱

　　　　　　　　　　　　　　　　　　城山光秀 代表

　　　・1993 年神戸市で設立。遊技ホール・サービス業等に

　　　　「スタッフ一括派遣」という人材サービス業を展開。

　　　　阪神大震災以降は近畿一円、2000 年に関東進出、　　

　　　　2006 年には業域を全国に拡大。また2011 年からはフ

　　　　レグランス（芳香）ビジネスにも参入。

　②パネルディスカッション

　③質疑、他

【第４回】１１／１５(水) 1 9 : 0 0 　神戸国際会館 70 1 号室

　①特別講演「100 年前の巨大商社・鈴木商店が残したもの」

　　　・講師　神戸新聞社　高見雄樹 経済部記者

　　　・2001 年神戸新聞社入社。経済部で商店街や地場産業、

　　　　港湾業等の取材を積む。2015 年「遙かなる海路」取

　　　　材班で 150 年前の開港間もない神戸から発祥し世界

　　　　に勇躍した巨大商社・鈴木商店を取材。

　②パネルディスカッション

　③質疑、他

【お問合せ･お申込み】兵庫韓商

　TEL：０７８－６４６－９６１１　E-mail：kim33@kccj.org（金）
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高龍弘社会保険労務士の中小企業経営者のための労働経済学(6)

人工知能( ＡＩ) による省力化～コスト削減と労働者の賃金～

●公的助成金・給付金の支給申請

●各種書類の作成・代理代行

●人事労務の管理・改善・アドバイス

●年金問題などのご相談、他

社労士事務所 アジール

 〒 657-0052 神戸市灘区神前町 2-5-18

　TEL)０７８－８６２－３３４７　FAX)０７８－８６２－３３４９

　E-mail）asylky@yahoo.co.jp

《業務内容》

【お気軽にご相談下さい】

コ ヨン ホン

社会保険労務士　高 龍 弘

　企業業務を全面的にバックアップします！

【兵庫韓商 専門家委員会 委員長】

【兵庫県社労士会 神戸東支部 副支部長】

コ･ヨンホン

●経済学の常識が当てはまらない事態？

　2017 年 5月の有効求人倍率は1.49 倍で、バブル期を超え過

去最高を記録しました。失業率は 3.1％とやや悪化したもの

の、何らかの形で働いている者（就業者数）は6547 万人とな

り、1 年前に比べて76 万人増で特に女性就労者の伸びが著し

く、2859 万人となりこれも過去最高です。それでもまだ人手

不足のため、有効求人倍率が上がっています。大阪シティ信

用金庫の調査によると、人手不足感は中小企業に著しく、

54.1％が「不足」と回答し、25.5％が「人材確保は困難で見

通し立たず」としています。景気回復も戦後 3 番目の長さと

なり、政府は「脱デフレにはいたっていないが、物価が下が

り続けていた状況が改善された（17 年度経済財政白書）」と

評しています。物価が上昇すれば企業の収益が上がり、労働

者に還元されて賃金も上がって買い物が活発になって消費量

が増え、最終的に国内総生産（GDP）も上昇する、という経済

理論です。しかし日銀の黒田総裁は 7 月 20 日、物価上昇率 2

％の目標達成時期を「2019 年度ごろにする」と先送りしまし

た。黒田氏の総裁就任以来、先送りは今回で 6 回目です。企

業の業績は上がっているのに物価は上がっていません。これ

だけ多くの人が就業しているにもかかわらず、消費も伸びて

いない。本来、人手不足のときは売り手市場で賃金が上がる

はずなのに、5 月の毎月勤労統計調査は「横ばい」の0.6％上

昇しかない。これまで語られてきた経済学の常識に当てはま

らない事態が起きているのです。

　6 月 26 日に厚労省が発表した国民生活基礎調査結果による

と、全国民の相対的貧困率は15.6％でした。5 年前の前回調

査に比べて「0.5％改善」だそうですが、先進国ではイスラエ

ル、アメリカに次ぐ第 3 位の高さです。相対的貧困率は、労

働者が受け取る賃金から社会保険料や税金を差し引いた「手

取り額（可処分所得）」を全世帯で割った金額の、さらに半額

（今年度は年122 万円）以下の人々の割合です。もちろん収入

が無くても預貯金などの資産がある人もあるため正確ではな

いものの、実に国民 6 人に一人が貧困線以下にいます。就労

者が増えたと言ってもパートが大半で、貧困率はさほど変化

がないと思われます。

　物価が低く抑えられる中で唯一自動的に引き上げられてい

るのが社会保険料です。大手スーパーなど 500 人以上が勤務

する会社では女性パートへの適用が広げられました。物価は

同じでも、手取り額が減れば買い物を控えるのは当たり前で

す。

●ＡＩ（人工知能）～悪循環の始まりか？

　筆者の小さな社労士事務所でもそうですが、業務の効率化

は日常の課題です。と言って新たに人を雇ったり、最新の PC

やソフトを購入するという余裕もありません。これが製造業

や運送業になるともっと深刻で、技術革新は日進月歩、産業

ロボット導入などの設備投資には莫大なコストが増えます。

クロネコヤマトはドライバー不足解消のため賃上げを行い、

そのコストを価格に転嫁するという方針を打ち出しています

が、中小で同じことをできる企業は少ないでしょう。

　日経新聞に米国の AI（人工知能）搭載の顧客管理ソフトを

販売する「セールス・フォース・ドットコム」のベニオフCEO

へのインタビューが載っていました（7/19）。AI ソフトは既存

の営業マンの仕事を奪うのでは？という質問に対し、「AI は省

力化に使われるが、仕事を奪われる人々に新たな雇用を与え

ることが重要」とし、「そのような人々にコンピューターで仕

事に就けるように支援する」と回答しました。ソフトと人材

教育の販売アピールですが、日銀はこの「省力化」に警戒感

を持っています。「経済・物価情勢の展望」によると、5 年前

に比べコンピューターへの設備投資率が小売業で 8 2 ％、宿

泊・飲食業で 63％に達し、サービス業での省力化が進んでい

るそうです。ベニオフCEO は、「AI で顧客を管理し、営業マン

に指示を与えれば効率が上がる」と語りましたが、まさに「従

業員が考えなくても機械がやってくれる時代」となり、高い

賃金で雇わなくてもパソコンをイジるだけの単純労働が必要

とされ、労働者の賃金も物価も下がる悪循環に陥ってしまう

と「展望」しています。

　経営者として、設備投資により人件費が下がるのは良いこ

とかもしれませんが、労働者にとって一番の働く動機である

創意工夫、つまり「やりがい」が奪われると、意欲の低下に

つながり、結果として会社の活力が無くなってしまうのです。

と言って技術革新にも追いついていかなければならない。こ

のバランスが非常に難しいところだと言えます。（続）


