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昌原産業振興院、昌原強小企業協議会と「親善合意書」を締結

～今後、昌原(韓国)－兵庫(日本)の企業間取引斡旋、経済交流等を推進～

　10 月 25 日～ 27 日にかけて韓国慶尚南道の昌原市で第16 回

「世界韓商大会」が開催されました。

　同大会には、国内外経済人・経済団体など約1000 名が集い、

第4 次産業・金融・地域別ビジネスセミナーや1 対 1 商談会、

企業展示会（約 300 社）などを通じて、国内外コリアン系商

工人のビジネスネットワーク構築等を進めました。

　韓商大会には日本（在日韓商）から約 120 名が参加、当会

議所からも崔鐘太常任顧問、辛輝浩会長、韓勝敏副会長、李

剛士副会長、金光副会長、金光治副会長、金省行副会長など

15 名が参加しました。

　大会期間中は、昌原産業振興院の支援で同市の中小企業と

の個別商談会や企業視察、名所観光などを行うと共に、10 月

26 日には、昌原産業振興院、昌原強小企業協議会と当会議所

の 3 団体で「親善合意書」の調印式を開催しました。この親

善合意書は、今回の世界韓商大会を機に「相互友好関係を強

化し、祖国の繁栄と両地域の経済発展、企業連携、親睦を図

るため」調印したものです。

　調印式では辛輝浩会長が挨拶で「慶南地域の産業・文化の

中心都市であり、創造的な先端産業都市の構築に向けて活発

な活動をしている昌原産業振興院、昌原強小企業協議会と親

善合意を調印できることを嬉しく思います」「この調印を機に

3 団体間の交流等を推進しグローバル時代における両地域と

会員企業の事業発展に寄与するよう努力します」と述べまし

た。また陳義丈・産業振興院長は「グローバル時代において

競争力の強い中小企業の育生・発展は極めて重要です。今般

の業務協約の締結を通じて、兵庫韓商と昌原中小企業の経済

ネットワーク構築、地域間経済交流の推進など素晴らしい縁

になることを願います」と延べました。続いて呉炳厚・強小

企業協議会長は「私たち企業協議会は昌原市を代表するグ

ローバル企業で構成されており、今回の親善合意を通じて、

相互の友好関係の強化と地域経済の発展、韓日企業間協力を

進め相互にウィン－ウィンの関係になるように惜しみない努

力をしましょう」と延べました。

　今後、この親善合意を基に相互訪問と交流、各種情報交換

や会員企業の商取引支援、産業視察等の便宜を提供し、3 団

体間のパートナーシップを深めていく所存です。

－これからのエクセレントカンパニーを目指す－

第４回「東アジア経営塾」（最終）
○開催日：１１／１５（水）１９：００

○会　場：神戸国際会館 701 号室

　　　　　　神戸市中央区御幸通8-1-16（三宮駅徒歩5 分）

○内　容：①特別講演「巨大商社・鈴木商店の足跡に学ぶ

　　　　　　　　　　　　　　　～現代へのメッセージ～」

　　　　　　・講師　神戸新聞社　小林由佳 経済部長

　　　　　　・滋賀県出身。1990 年神戸新聞社入社。淡路総

　　　　　　　局、社会部（現報道部）、北摂総局、文化生活

　　　　　　　部を経て2000 年から経済部。2014 年から経済

　　　　　　　部部長兼論説委員。経済部では流通、電鉄、金

　　　　　　　融機関、財界などを主に担当。

　　　　　②パネルディスカッション、他

○会　費：1,000 円（資料代含む）

【お問合せ･お申込み】兵庫韓商

 TEL：０７８－６４６－９６１１　E-mail：kim33@kccj.org（金）

－所得増加と加熱する消費意識－

最新！中国ビジネスセミナー

○開催日：１１／９（木）１４：００～１７：００

○会　場：神戸商工貿易センタービル 14 階会議室

　　　　　　ポートライナー「貿易センター駅」徒歩 2 分

○主　催：ひょうご・神戸国際ビジネススクエア

○主内容：①中国国民の所得増加と加熱する消費意識

　　　　　　　　　　　　　　　～高くても良いものを～

　　　　　　・講師：ひょうご国際ビジネスサポート

　　　　　　　　　　　　デスク　清原 学氏

　　　　　②個別相談会

○参加費：無料（定員 50 名）

【お問合せ･お申込み】ひょうご海外ビジネスセンター

 TEL：０７８－２７１－８４０２

－神戸商議主催 グローバルビジネスセミナー－

ネスレ日本のマーケティング経営

○開催日：１１／２０（月）１３：００～１６：００

○会　場：神戸商工会議所「神商ホール」

　　　　　　ポートライナー「市民広場駅」徒歩 5 分

○主内容：①講演「21 世紀の経営～マネジメントからマーケ

　　　　　　ティングへ」

　　　　　　・講師　ネスレ日本(株)　高岡浩三 CEO

　　　　　②対談「ネスレ日本の強さの秘訣」

　　　　　　・高岡浩三CEO、加護野忠男甲南大特別客員教授

　　　　　③参加者交流会

○参加費：無料（交流会参加者は一人 1000 円）

【お問合せ･お申込み】神戸商工会議所産業部

 TEL：０７８－３０３－５８０６

法律･税務･労務等『無料相談窓口』

○日　時：１１／１( 水) １６：００　於：民団西播支部

　　　　　１２／６(水) １６：００　於：兵庫韓商

○相談料：無料

○内　容：◆法律問題全般、◆税務・経営問題、◆会社設立・

　　　　  入管関連書類作成、◆建築・建造物問題、◆労働・

　　　　　社会保険、◆労務管理問題、他

○備　考：国籍は問いません。ご希望者は事前にご予約を。

【ご予約・お問合せ】　

　兵庫韓商　　　０７８－６４６－９６１１

　民団西播支部　０７９－２８１－０５８５
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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(9)

～ 上 が ら な い 物 価 と 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 理事・専門家委員長】

【兵庫県社労士会 神戸東支部 副支部長】

コ･ヨンホン

■八つ当たりする日銀

　9 月25 日に内閣府が発表した「月例経済報告」では、「景気

は緩やかな回復傾向が続いている」とされ、その要因は個人

消費が持ち直しており、企業の投資や収益、雇用状況も改善

しているためと報じられました。良好な景気の継続は高度成

長期の「いざなぎ景気」（65 年 11 月～70 年 7 月）を超え、小

泉政権時代（02 年 2 月～ 08 年 2 月）に次ぐ長さだそうです。

　確かに新聞記事を拾うと、「17 年度国内総生産（GDP）予測

前年比1.6％増」（日本経済センター調査9/19）、「8 月の有効

求人倍率1.52 倍」（厚労省9/30）、「9 月の全企業規模業況判

断指数26 年ぶりの高水準」（日銀短観10/2）、「実質賃金、名

目賃金とも増加」（毎月勤労統計 10/6）、「景気現状判断指数

が好景気を示す51.3」（内閣府10/10）、「日経平均2 万 1 千円

台へ」（10/11）等々、まさに「景気の良い話」が続々です。

　しかしながら、日銀の黒田東彦総裁の顔は暗い。黒田氏は

9月21 日に行われた金融政策決定会合で、「金融緩和をさらに

続ける」と表明しました。同じように金融緩和を続けてきた

米国は、雇用改善などの景気回復が見込めると利上げし、金

融引き締めを実行しているのです。景気が良いはずにも関わ

らず、日銀は逆です。この間、日銀は貸出金利 0％、国債買

入れ80 兆円などを進め、そのカネで経済の活性化を図ろうと

してきましたが、「これだけばら撒いても、この程度の景気回

復しかない」という認識なのです。黒田氏は「（その原因は）

賃金を上げず内部留保を貯め込む企業と、デフレが続いて節

約志向で物価を上げさせない庶民のせいだ！」と記者会見で

八つ当たりしていました。日銀のやり方が間違っているとは

決して言いません。「お金が市中に出回れば、その分物価も高

くなり、賃金も引きずられて上っていく」という、日銀の片

想いが覆されている状況です。

■設備投資と製造拠点の移動

　内閣府によると、17 年 4 ～ 6 月の企業による設備投資は85

兆円に達しています。人手不足に対応してＩ o Ｔ（あらゆる

ものをインターネットで繋ぐこと）や自動運転などのＡＩ

（人工知能）への投資が進んでいるのです。10 月 3 日に幕張

メッセで開かれたＩＴ見本市「シーテック2017」は満員の盛

況ぶりでした。象徴的なのは、10 月 5 日に大阪府茨木市に完

成した荷物の自動処理能力が1 時間当たり48,000 個という宅

急便ヤマトの新拠点「ゲートウェイ」です。未払残業代で揺

らいだヤマトもこれで残業を減らせる、と報じられました。

　しかし、これらの技術が進むと当然「人」はいらなくなり、

機械の監視などの補助的業務、つまり誰でも出来る職業に移

行していきます。お金をかけて人材育成する必要が無くなっ

たのです。

　さらに製造拠点の移動があります。昔は丸ごと海外に移転

するというパターンでしたが、生産管理が発達し、製造拠点

が東南アジアから中国、そして本国へと流行の移り変わりに

素早く対応するようになってきているのです。ユニクロは

「より消費地に近い拠点でニット商品を生産する体制を模索し

ている」と表明しました（9/12 日経）。設備投資と製造拠点の

移動で企業がコストカットに努力した結果、モノの値段が下

がり賃金を上げなくても良くなったというのが、黒田総裁の

暗い顔の原因と言えるでしょう。

■第４次産業革命

　19 世紀初、ヨーロッパはナポレオンの台頭により全土が戦

争に見舞われていました。同時期にイギリスでは産業革命が

起こり、その経済力をもって対仏戦争に勝利していましたが、

当時イギリスの労働者は悲惨な状況でした。戦争による増税

とナポレオンの大陸封鎖により食糧価格の暴騰が起きたので

す。が、相次いで紡績機が発明され、機械に糸が巻き込まれ

ないように指の細い女性や子どもが低賃金で働くようになり、

男性労働者の賃金が引き下げられました。かつての誇り高い

労働者らは、24 時間動き続ける機械の前から離れられない奴

隷になり下がりました。飢餓賃金まで追い込まれた彼らは、

ついに機械の打ち壊しという実力行使に訴えます。世界初の

労働運動、ラッダイド（機械破壊運動）です。イギリス政府

は軍隊で鎮圧し、首謀者を死刑にして騒ぎを治めました。

　現在、ＩＴの進化により「第 4 次産業革命時代」と言われ

ています。ラッダイドの時代と同じく、賃金は伸びず、社会

保険料や税金は上昇し、夫婦共働きでも手取り額は減る一方

です。歴史を見れば同じことが繰り返されているような気が

してなりません。


