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2018年を回顧する
会社を設立して足掛け15年。あっという間の15年だった。さて、
今年１年を振り返り、いくつかの出来事を回顧してみる。会社と個人
が混在しているが、これもご愛嬌。

１月
毎月開催の NMO 勉強会で初めての
読書会を行った。ファシリテータには
京都府よろず支援拠点のチーフコー
ディネータの山本さんにお願いし、
「人
生100年」をテーマに「LIFE SHIFT
100年時代の人生戦略」という書籍の
読書会を開催した。

少し早かったが15周年記念「感謝の
集い」」をからすま京都ホテルで100
名の方にご参加いただき開催した。あ
わせて３冊目のシリーズ書籍も同時に
上梓した。二次会は先斗町の行きつけ
の芸子さんのお店で貸し切りで。

NMO 勉強会200回記念として衣笠
オフィスを開放し、８月16日に併せ
て左大文字鑑賞の夕べのイベントを開
催した。多くの参加者にお越しいただ
き、間近に見る大文字の送り火に感激
の声が上がった。

送り火鑑賞会

９月
月初台湾にビジネスと観光を兼ねて数日間行ったのはいいが、帰途
台風の影響で関空に帰れず大枚はたいてビジネスクラスで成田に戻る
ことになった。高くついた。何が起こるか分からない。
15周年感謝の集い

３月
500歳野球の春の大会が始まった。
今年も元気で参加できたことに感謝。
初戦の伏見工業高校OBチームとの試
合では、２打数２安打の大当たり。な
んとコールド勝ちだった。

高雄地下鉄のステンドグラス

10月
500歳野球春の大会

27日に診断士協会主催のシンポジウムを開催した。今年のテーマ
は「地方創生」。京丹後のとト屋の池田女将さんと、精華町の株式会
社花駒の上野社長から事例発表があった。
パネラープロフィール

11月4日診断士の日制定記念

４月26日の京都新聞の連載コラムに初
回の原稿が掲載された。さすがに新聞のコ
ラムとなると少々構えて緊張した。多くの
読者の方から反響のお声をいただいた。

平成
〜 地 方 創 生ビジネスにチャレンジして成 功した 企 業の物 語 〜

地方創生

一般社団法人京都府中小企業診断協会

５月

30年度シンポジウム
第１部：基調講演

株式会社

株式会社TMオフィス
代表取締役

TMオフィス

殿村 美樹 氏

代表取締役

東京一極集中が進むほどに衰退を余儀なくされていた地方。東京の発展を支え
るかのごとく人材や物資を供給しつづけた結果、地方は今、著しい高齢化と人口
減少に陥っています。
しかし現実には日本人の7割が地方に居住しています。
つま
り地方の衰退はそのまま日本の衰退に繋がるのです。
私は30年間にわたり約3,000件の地方PRを手掛けてきました。
その経験を踏ま
えて、地方には
「人を動かす」概念ではなく
「人がみずから動く仕組み」
が必要と確
信しています。
当日はそのポイントと方法を多彩な事例とともに詳しく解説します。

殿村 美樹氏

1990年

株式会社花駒

代表取締役

上野 雄一郎 氏

第３部：パネルディスカッション

コーディネータ

成岡 秀夫（一般社団法人京都府中小企業診断協会常任理事）

10 月27日（土）

17：30～
銀座ライオン
京都四条烏丸店

（四条烏丸南西角地下）
（参加費：2,000円 当日徴収）

池坊短期大学
室町通

新町通

６月
福知山地域にて数年ぶりに経営塾を開催し
た。全４回の圧縮版コースにして参加者の便
宜を図った。途中で台風の影響で欠席者が出
たのは残念。

3月

昭和59年中小機構前身の中小企業事業団へ

京都府立田辺高等学校卒業

入団し、ヴァンダービルト大学日米研究協力セ

有限会社花駒（当時）入社

2月

代表取締役

ンター客員研究員、近畿経済産業局中小企業
課課長補佐等を歴任の後、平成18年中小 機

就任

四条通

地
下
鉄
烏
丸
線 綾小路通

構近畿本部にて新連携、地域資源、農商工連
携の担当課長。平成21年本部高度化融資部

商業部会

部会長

門にて高度化事業推進課長。その後、平成25
年度より中小機構近畿本部経営支援部長。イ
ンキュベーション、ものづくり支援等も含め、

事業承継の観点

近畿の中小企業支援全般を統括する。

「会社は所有と運営の分業が未来を築く」

株式会社

独立行政法人

中小企業基盤整備機構
近畿本部

花駒

代表取締役

経営支援部長

上野 雄一郎氏

瀬戸口 強一氏

株式会社 成岡マネジメントオフィス
代表取締役
中小企業診断士
（一社）京都府中小企業診断協会常任理事

1952年京都市生まれ。1970年洛星高校卒業、1974年京都大学工学部合成化学科卒。
（株）
三菱レイヨン豊橋事業所勤務後、
（株）同朋舎出版、
（株）図書印刷同朋舎、
（株）シンカで各取
締役歴任。2004年10月（株）成岡マネジメントオフィス設立、代表取締役。中小企業診断士、
高度情報処理技術者。公職として、一般社団法人京都府中小企業診断協会常任理事、協同
組合京都府中小企業診断士会専務理事、他公職多数。同志社大学大学院ビジネス研究科

氏

（MBA）
非常勤講師
（中小企業経営コンサルティング講座・中小企業経営演習講座担当）
。

一般社団法人京都府中小企業診断協会は、
中小企業支援法に基づき経済産業大臣が認定し登録する国家資格
「中小企業診断士」
による専門家集団です。
中小企業診断士は、
経営診断・経営支援の専門家として公的支援事業への協力をはじめ、
民間の経営コンサルタントとして幅広く活動をしています。
中小企業が今後、生き残りを図っていくためには、時代の変化を正しく見極め、新たな自己革新を行い、的確な変革を遂げなければなりません。
しかしながら、
ヒト、
モノ、
カネ、情報といった経営
資源に乏しい中小企業が独自で生き残るには大変な努力が必要です。
このような状況の中、京都府中小企業診断協会は、過去の経験の蓄積と最新の技術と情報を駆使し、中小企業の不足する経営資源を補い、
自己革新の推進力として、京都府内の中小
企業経営に貢献したいと考えております。

●教育・研修事業●診断・支援事業●調査・研究事業●専門家推薦事業●民間企業へのコンサルティング事業
●中小企業諸団体・組合等への運営支援事業●行政諸施設の普及と活用支援事業

（1）
FAX ： 下記の申込書をご利用ください。

いずれも申込み締め切りは10月20日
です。（2）ホームページ : http://www.shindan-kyoto.com
（土）

参加申込書
四
条
駅

FAX 075-353-7540

へお送りください。

氏名ふりがな：

勤務先名：

所属：
役職：

勤務先住所：

至京都駅↓

後援：近畿経済産業局／中小機構近畿／京都府／京都市／京都商工会議所／公益財団法人京都産業21／公益財団法人京都高度技術研究所／京都府中小企業団体中央会
京都府商工会連合会／京都信用保証協会／日本政策金融公庫／株式会社商工中金／株式会社京都銀行／株式会社滋賀銀行／京都中央信用金庫／京都信用金庫

京都新聞連載コラム

功労者表彰受賞）

京都中小企業家同友会 伏見支部 副支部長

氏名：
烏丸駅

主催 ： 一般社団法人 京都府中小企業診断協会

11月

とから、
「京丹後龍宮プロジェクト」と称して、
丹後自慢のヒト・モノ・コトが溢れ出す玉手箱
を創出しています。
（ H29 京都府農林水産業

池田 香代子氏

大阪ホテル＆ブライダル観光専門学校 講師

▼お申込方法
至国際会館駅↑

阪急京都線

烏丸通

池坊短期大学 地下こころホール

京都市下京区室町通四条西南角

て、観光客と交流（おもてなし）する場を提供し
ています。浦島太郎伝説が残る地でもあるこ

女将

〈現在〉

成岡 秀夫

交流会

パネラー

殿村 美樹氏（株式会社TMオフィス 代表取締役）
池田 香代子氏（うまし宿とト屋 女将）
○ 上野 雄一郎氏（株式会社花駒 代表取締役）
○ 瀬戸口 強一氏（独立行政法人 中小企業基盤整備機構 近畿本部 経営支援部長）
○

培ってきた伝統や知恵などを、ありのままのカ
タチで、体験プログラムとして商品化。また、そ
れらに携わってきた人々を「マイスター」とし

うまし宿

とト屋

取締役就任
2003年

池田 香代子 氏

平成12年、家族3人で経営の葬儀社に入社を誘われる。役員での入社を希望し、全体の33％を出資し株主
になる。平成15年事業承継、代表取締役に就任、同年9月に1つ目の葬儀式場「イマージュホール精華」
を竣
工。木津川市、京都市伏見区にも出店、独自のサービス観点により、平成27年には業界団体520社中、顧
客満足度が全国2位となり表彰される。平成22年には京都府知恵の経営認証企業、平成26年には通産省
の経営革新計画の承認を得る。更なる事業発展の為、平成30年4月には自身2度目の事業承継となる外資
系ファンドによる発展的M＆Aを実行している。

○

訪れる方々に「丹後地域」を表現したいとの思
いから、この地に住む人々の営みや暮らし、

京都府生まれ

精華町商工会

13:30開場 14:00開演 17:00終了予定
場所

7月

1999年 6月

女将

平成8年に株式会社とト屋を設立し、
「うまし宿 とト屋」
の名称で温泉旅館をオープンした。山陰海岸ジオパーク
の名勝「立岩」
のすぐ側に立地しており、客室からもジオスポットを眺めることができる。当社が位置する
「丹後地
域」
を表現する宿として、
あらゆる業種の方々と協力・連携しながら宿づくりと地域づくりを行ってきた。平成28
年に
「はばたく中小企業小規模事業者300社」
に選ばれ、
「 地域貢献部門賞」
を受賞。現在、丹後の魅力を、
漁師など、
その道の達人が直伝するという
「丹後マイスターツーリズムの開発・提供」
への取り組みを実践中。

平成30年

1961年 京都府宇治市生まれ。大手広告代理
店、PR会社を経て、1989年PR専門のTMオ
フィス創業。1992年 株式会社TMオフィス設
立。代表取締役に就任。地方と文化のPRに特
化した事業展開で約3，000件の実績を積み、
独自のPRノウハウを確立。主な実績に「今年
の漢字」
「佐世保バーガー」
「ひこにゃん」
「うど
ん県」
などの国民的ブームがある。
◆公職
（公社）日本パブリックリレーションズ協会 理事
内閣府 地域活性化伝道師 など
◆著書
『ブームをつくる 人がみずから動く仕組み』
（集英社新書）
『テレビが飛びつくPR』
（ダイヤモンド社）
『売れないものを売るズラしの手法』
（ 青春出
版社）など

1972年

第２部：事例企業発表

うまし宿とト屋

○

日時

講師

参加
無料

京都産業会館

26日に京都府診断協会と協同組合診断
士会の年次総会が行われ、協会常任理事と
組合専務理事に再任され就任した。任期は
２年間でこの間
平成31年２月に
経済センターへ
の移転がある。

高雄の高層ビル群

台湾の新幹線

４月

福知山経営塾第３期チラシ

マイクロ波化学の見学会

８月

１月度の読書会

２月

NMO 勉強会恒例の見学会として、
大阪市にあるマイクロ波化学の工場
を見学した。この会社はマイクロ波、
つまり電子レンジで使うマイクロ波を
製造業で活用しようという大胆な事業
を展開している。丸秘の工場内を見学
させてもらった。帰途、10名くらい
で門真市のパナソニック記念館に立ち
寄った。

勤務先TEL：
シンポジウム：

勤務先FAX：
参加

・

不参加

E-mail：
交 流 会：

参加

・

不参加

※ご記入いただいた内容は、
シンポジウムおよび交流会の運営にのみ利用させていただきます。

診断協会 H30年度シンポジウム

９月からの毎週土曜日の雨で延び延びになっていた500歳野球秋の
大会で、初戦西京商業 OB チームに７−３、次は立命館 OB チームに
13−８と撃破して久しぶりのベスト８に進出。準々決勝で優勝候補
の東山 OB クラブにやられた。残念。来年の春は優勝を目指すぞ！

12月（予想記事）
30日に恒例の洛星野球部OB会のゴルフコンペに参加。練習なしの
ぶっつけ本番で参加。果たして、成績は？

NMO Office Letter

診断士の

デスクから

今こそ新事業展開に取り組みましょう！

その５
「新規顧客に対する営業とＰＲを考えましょう」

前回は、新事業開発のポイントの３つ目として、「新商品・サービ
スの開発」の考え方をご紹介しました。今回は、「営業・販路と PR」
をテーマとして、特に新規顧客に対する営業提案と展示会出展のポイ
ントを中心にご説明します。

１．新商品・サービスの営業提案

良い新商品・サービスを開発しても、顧客に商品・サービスを利用
してもらえなければビジネスになりません。つまり、営業が重要で
す。特に新規顧客への営業は、容易ではありません。
新事業に取り組まれる方から、たまに「この間、新しい顧客に営業
したが反応が良くない。あの顧客は駄目だ」とお聞きしますが、そ
の時は「最初から反応良いことの方が珍しいです」と申し上げていま
す。

２．新商品・サービスの PR

顧客が求めるのは、ニーズ実現や課題解決によって得られるメリッ
ト（価値）です。従って、商品・サービスの PR では、次のポイント
を丁寧に伝えます。これらのポイントは、営業面談、リーフレット、
WEB サイト、展示会等の何れでも共通です。
●商品・サービスの特徴、その特徴で実現出来る顧客ニーズ（解
決出来る顧客の困り事）
●その特徴が実現出来る当社の強みや経緯
●他社との差別化点と優位性
●信頼性（商品・サービスの品質、供給力、アフターサービス、等）
また、最近は様々な展示会へ、多くの中小企業の方々が積極的に出
展されています。ご参考に、展示会出展のポイントをご説明します。

①数秒で来場者の気を引く

図１

新規顧客への営業提案のポイント

営業の方は十分ご承知ですし、相手によっても異なりますが、特に
新規の顧客に対しては基本的に次の対応方針をお奨めします。

①１回で諦めない
重要な相手は、最初の営業が駄目でも諦めないことです。相手は当
社を知らないので、最初から信頼は得られていません。また、その営
業タイミングは、たまたま顧客が商品・サービスを望んでいないタイ
ミングかも知れません。何度か会うことで相手担当者に理解しても
らえるとともに、別のタイミングで案件の話が出るかも知れません。
何度も丁寧に対応して、先ずは信頼を得ることに注力します。少し長
い期間の対応も重要です。

②事前に顧客を調べる
当社が顧客を理解していなければ、顧客は当社を良く思われませ
ん。顧客の動向や業界情報を事前に勉強したうえで営業に臨みます。
「この人は当社（業界）のことを良く知っている」と思ってもらうこ
とが最初の一歩です。そのような雑談は、意外に重要です。

来場者は数秒で前を通り過ぎます。数秒でキャッチフレーズや特徴
が伝わるように、出来るだけ目立つ大きなポスター等を活用します。
また、素通りしそうな人の目に付くよう、動画等を見せて興味を
持ってもらうようにします。

②顧客を掴まえる
来場者とお話する機会では、名刺を貰い損なわないようお話の最初
に相手と名刺交換し、相手の業界や立場を確認しながらお話します。
来場者とお話している間に別の人へ応対出来ない場合を想定し、口
頭で説明しなくても商品概要が簡単に分かるようなパネル等を商品の
後ろに配置します。
可能ならば、ブース内に入ってもらえるようなレイアウトにするの
も有効です。

③展示会終了後にフォローする
ブースに立ち寄られて新しく名刺を貰った来場者や既存顧客へ、出
来るだけ早く（遅くとも数日以内に）御礼の連絡（電子メール等）を
行うとともに、反応の良かった顧客には個別の面談をお願いします。

③売り込む前に話を聞く
初対面の人にいきなり「これを買って下さい」と言われ、気持ちが
引いた経験はありませんか。それは、顧客も同じです。先ずは相手の
顧客のニーズ（課題）や取扱条件等をお聞きし、そのニーズ実現や課
題解決に新商品・サービスがどう役立つかをお伝えする流れで話を進
めます。

④宿題を作って再度面談する
お話する相手の雰囲気が特に問題無さそうなら、お聞きした話から
宿題を作り、改めて提案させてもらうために、次の面談をお願いし
ます。もしも相手の反応が良くなく、次の面談を拒まれる場合には、
少し間を取って改めて訪問します。

図２

展示会出展ブースのイメージ図

では、次回は「事業プランのブラッシュアップ」についてご説明し
たいと思います。

⑤最初は自ら出向く（代理店活用の場合）
新商品・サービスを詳しく理解出来ていない商社や代理店等が、最
初から単独で売り歩くのは難しいですし、顧客ニーズ（課題）も適切
にキャッチしてもらえない可能性も高いです。従って、最初は代理店
の人と一緒に自ら営業に出向き、自ら顧客の反応を掴みます。代理店
等の担当者には、当社の説明を横で見聞きすることでセールスポイン
トを理解してもらえます。

多田 知史（ただ さとし）
中小企業診断士
合同会社Business Departure 代表社員
株式会社成岡マネジメントオフィス 社外取締役
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株式会社 花駒 様

注目
企業

【商

号】株式会社

【創

業】昭和39年

【設

立】平成11年６月１日

【代表取締役】上野

のご 紹 介

【資

本

【本

花駒

雄一郎

金】10,000千円
社】京都府相楽郡精華町植田寺東５-２
電話：0774-94-5710

FAX：0774-94-5715

●イマージュホール精華

●イマージュホール木津川

●伏見メモリアルホール

京都府相楽郡精華町祝園四ノ坪18
電話：0774-95-0523
FAX：0774-95-0524

京都府木津川市相楽一新堂２-１
電話：0774-75-1330
FAX：0774-75-1335

京都市伏見区竹田松林町71
電話：075-603-4949
FAX：075-603-4950

●イマージュサロン精華

●伏見メモリアルサロン

●フローリストはなこま 山城店

京都府相楽郡精華町祝園西１-９-46
電話：0774-66-7655

京都市伏見区平野町47-１
電話：075-585-3171

京都府木津川市山城町上狛野日向24
電話：050-1308-6563

上野社長

イマージュホール精華

昭和39年、イマージュホール・株式会社花駒は「大

は決して祭壇や式場の派手さや荘厳さを競うものでは

切な方の終局を、送られし方の立場に立ってお手伝い

ない、というのが信念です。心を込めたお見送りこそ

する」を企業理念に、当地相楽郡に創業。以来この地

一番大切にしなければならないものです。株式会社花

で長年営んでこられたのは、ひとつひとつのお葬式を

駒は、この姿勢を忘れることなく、装飾や演出だけで

真心込めてお送りすることで、地元を中心とした口コ

ない、ご家族の方々が故人様を送る「そのお気持ち」

ミや紹介によるご縁を一番大切に考えて積み重ねてき

を一番大切にしたいと心がけています。

た賜物と、代表者の上野社長は語っています。お葬式

イマージュホール木津川

シリーズ“診療室から”

伏見メモリアルホール

第３回

イマージュサロン精華

こころ庵

フローリストはなこま

癌免疫療法とは

2018年度ノーベル医学生理学賞を京都大学本庶先生が受賞され、

してきた異物を排除する仕組みを「免疫」といい、中心的役割を

一躍癌免疫療法が注目を集めました。特にオプジーボという薬品

果たすのが血液の中にある白血球（免疫細胞）です。体内に発生

名が記憶に残っていると思います。現在、一般的に行われている

した癌細胞は、自身を守るため免疫にブレーキをかけようとしま

癌治療は、外科治療（手術）、化学療法（抗癌剤）、放射線治療の

す。その為には免疫細胞の表面にあるある種のタンパク質が必要

３つで、これらを総称し三大癌治療と言い、近年“第４の癌治療”

であることがわかってきました。その一つが本庶先生が発見され

として、免疫療法の研究が大きく進歩しました。今までの三大癌

た PD-1です。そしてこの PD-1を阻害する薬がオブジーボなので

治療が、外部の力を借りて癌を排除するのに対し、免疫療法は主

す。免疫療法はまだまだ発展途上の治療法で、科学的に有効性が

として本来人間の体が持っている内部の免疫力（免疫細胞）を活

証明されていないものも多数あります。もし免疫療法が選択肢の

かし癌と闘う方法です。他の治療法と比べ即効性がない場合もあ

一つになったときは、かかりつけ医あるいはセカンドオピニオン

りますが、効果が長期間持続する利点があります。また、体力が

をうけることをお勧めいたします。

あり免疫力が衰えていない段階で使用すると一層効果が上がると
言われています。
それでは、免疫とはなんでしょう。私たちの体の中で「自分の
体の中に本来ある細胞」以外のものを「異物」と呼びます。細菌
やウイルスが代表例ですが、癌細胞は特に手強い異物です。進入

垣田

時雄（洛星高校第13期卒業）

かきた内科医院
京都大学医学部医学博士
〒600-8107 京都市下京区五条通り室町西入高橋第６ビル２階
TEL・FAX：075-351-1275

NMO Office Letter

皆様 本年は大変お世話になりました。2019年もどうぞいい年になりま
すように。よろしくお願いいたします。年賀状は本挨拶状をもちまして失
礼させていただきます。

2018年は大変
お世話になりました。
来年もよろしく
お願いいたします

今月の
推薦図書

経営の針路

〜世界の転換期で日本企業は
どこを目指すか〜
著

者：平野 正雄
（早稲田大学ビジネススクール教授）
発 行：ダイヤモンド社
発行日：2017年７月５日
定 価：1,600円＋税
ページ数：236ページ
版 型：四六版
本書は大きく３部構成になっている。第１部では1990年から
現在までを俯瞰し、グローバル、キャピタル、デジタルの３つの
キーワードで分析している。この期間日本企業は完全にこの潮流
に出遅れた。なぜ日本企業は出遅れたのか。その真の原因に迫っ
ている。第２部ではその原因を日本企業に固有の経営上の問題点
と捉えて、独自の競争力強化の道筋を探っている。第３部では現
在足下で進んでいる政治に先導された世界経済や社会の混乱とテ
クノロジーの変化に焦点を当てて、これからの企業経営者が心得
るポイントを解説している。少々理屈っぽいが、硬派な経営者の
方には必読の１冊だ。

2018年もいろいろなことがありました。２月に15周年感
４月には初めて京都新聞の連載コラムを担当させていただき
ました。７月猛暑の中でNMO勉強会の見学会を大阪の工場に

【目 次】

謝の集いを開催し、100名の皆様方にご参加いただきました。

行きました。９月には海外出張で台湾に出かけたら、台風で
関空が使えなくなり、急きょ成田行きのビジネスクラスに飛
び乗って帰国しました。10月14日には昨年92歳で亡くなっ
た母の１周忌を金閣寺で執り行いました。逝去した全く同じ
命日に執り行うのは非常に珍しいとのことです。年間を通し
て、京都府事業引継ぎ支援センターで活動しました。春、秋
２回の500歳野球大会にも元気で参加できました。年間を通
じて非常に健康であった１年でした。


2018年 年末

〒603-8377

京都市北区衣笠西御所ノ内町26番地

株式会社成岡マネジメントオフィス
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成 岡 秀夫

TEL：075-366-6611 FAX：075-366-6100
naruoka@nmo.ne.jp http://www.nmo.ne.jp

烏丸四条サテライトオフィス
〒600-8411

京都市下京区烏丸四条下ル

COCON 烏丸ビル４F シティラボ内

平成最後の年末を迎えた。来年はいよいよ元号が変わり、新しい時代への幕開
けとなる。どんな年になるのだろうかとの期待と漠然とした不安が混在する気
分だ。東京五輪も目前になり、ラグビーのワールドカップが開催される。関西
ではご存知のように2025年の万博の開催が決まった。さあ、またこの１年頑張
ろう。と同時に今年１年お世話になりました。（な）

未来年表

〜人口減少危機論のウソ〜
著 者：高橋 洋一
発 行：株式会社扶桑社
発行日：2018年11月１日
定 価：800円＋税
ページ数：223ページ
版 型：新書版
2017年６月に発刊された河合雅司氏の著書「未来の年表」
（講
談社現代新書）は大変な反響を呼んだ。このオフィスレターでも
取り上げて推薦図書になった。ところが本書はその内容とは真逆
をいく著書だ。こうもスタンスが異なると何を信じていいのか分
からないが、人口減少 = 不幸で人口増加 = 幸福という単純な図式
はどうも間違っているようだ。それぞれの立場でそれぞれに利害
関係のある人が、自分の立場で人口減少に対するコメントを書い
ているのだから、当然公平な判断とは言い難い。本書の言い分も
もっともな部分も多く、人口減少や外国人労働者問題に関し、考
えられる１冊だ。

【目 次】

編集後記

序 章：ポスト冷戦・世界を変えた３つの物語
第１章：グローバル 連結と反発
第２章：キャピタル 膨張と暴走
第３章：デジタル 勃興と攻防
第４章：日本企業 レガシーとの格闘
第５章：独自再生への道筋
第６章：ポスト冷戦からポスト・トランプへ
終 章：世界は未知の物語を紡ぎ出す

序 章：人口減少危機論 = 人口増加幸福論の罪
第１章：人口問題の本質
第２章：移民政策の是非
第３章：年金と社会保障の真実
第４章：誤解だらけの雇用政策批判
第５章：税源で決まる地方分権
終 章：人口減少時代に我々がすべきこと
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