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では、商売は成り立たなくなってきた。これからは、ハードよりソフ
トの知恵比べが勝負の時代になる。

◆地球温暖化はさらに進行
　世界各地で異常気象が頻発し、大規模な山火事も相次いでいる。日
本でも2019年は大型台風が上陸し、大きな被害が出た。以前とは気
象状態が相当異なることを実感する。気象の影響は、原材料から売り
上げまで多岐にわたる。無視でき
ない要因だ。衣服も春物、秋物
という従来の感覚では判断できな
い。夏の暑さも35度以上が常識に
なってきた。あまり暑すぎると、
食べ物の傾向も以前のパターンと
は大きく異なる。何から何まで、
以前とは大きく変わることを受け
入れて前向きになることだ。

◆働き方改革の影響は
　募集する立場から、選んでもらう立場へと企業のスタンスが大きく
変化している。選ばれる企業やお店になるためには、どうすればいい
か。新しい発想が必要な時代になった。単に給料が少々高いというだ
けでは人は来なくなった。経営者の将来を見据えた熱く語れるビジョ
ンがないと、新しい人材はやってこない。一昔前の雇用環境とは様変
わりしている。古い経営者の頭をいかに素早く切り替えられるか。

◆まだ続く中小企業の後継者難
　まだまだ後継者が決まらない企業やお店も多い。ある調査によると
中小企業の約半数の事業主に明確な後継者がいないというショッキ
ングなデータもある。円滑な事業承継を行うには、早めの準備が必要

だ。具合が悪くなってから、慌
ててことを始めてもうまくいかな
い。事業の成長、組織の活性化、
新しい事業への挑戦、優秀な人材
の確保など、難しい課題が山積す
る。後継者への承継は30年に一
度のビッグイベントだ。ここで間
違うと、後世に憂いを残すことに
なる。後悔するより、元気なうち
に次の準備を始めることだ。

◆常に備えよ
　2020年もどんな年になるかは想像がつかないが、どんな事態になっ
ても事業は継続していかないといけない。仕入先、得意先、従業員、
金融機関など、それぞれ多くの利害関係者でビジネスは成り立ってい
る。自分一人の都合ではないから、たとえ台風などの大きな災害が起
こっても、業績が一時的に落ち込んでも、得意先への売り上げが貸し
倒れになっても、歯を食いしばってでも事業は継続することが大前提
だ。過去の高度成長時代のように、毎年右肩上がりで事業が伸びる環
境は、まず今後絶対と言っていいほどやってこないと覚悟をすること
だ。甘い考えで楽をして事業を運営できる可能性は皆無に近い。

　2020年、注目の東京オリンピックも目前に迫ってきた。さあ、来
年はどんな年になるだろうか。いや、どんな年にしたいのか。それぞ
れが夢を持ち、それぞれが努力して実現に向かう、そんな希望の持て
る年にしたいものだ。希望の灯りは自分でともさないと、誰もつけて
はくれない。そのためには、普段の日常をどのようにするか。小さ
な努力の積み重ねが、時間が経てば大きな開きになって返ってくる。
すぐのリターンを求めないで、３年後、５年後を考えて行動すること
だ。

◆安倍政権の末期
　昨年からの「桜」騒動も一段
落したようだが、あまり庶民
生活と縁のないところでのテー
マが多く、大多数の国民が不
安に思っている年金問題や景気
問題へのエネルギーが感じられ
ない。官邸一強の色彩が強すぎ
て、つまらないことで足を引っ
張るくらいしか、野党の出番がない。憲法改正も普段の生活につなが
らず、大事な年金問題などが置き去りにされている。４選はないと公
言しているが、他に選択肢が乏しいことを理由に、最後の最後は４選
に突入する公算が強い。自民党も野党も、人材不足なのだろう。俺が
背負って立つという気概のある政治家はいないか？政治屋はいっぱい
いるが。日本国の将来もあまり期待できないか。

◆国内経済
　10％への消費増税の影響は想定内に収まって、あまり大きなマイ
ナス要因にはならなかった。むしろ増税の影響より、今後実施される

「インボイス」導入のほうが影響は大きいだろう。製造業を中心に設
備投資は控え気味な風潮が続いている。なにより米中貿易摩擦の影響
は大きい。韓国との関係も改善されないままだ。東京五輪の特需も一
段落して、五輪ショックがしばらく続くだろう。関西はラッキーなこ
とに2025年の大阪万博が決まっているが、果たしてどれくらい京都
経済に恩恵が及ぶか、不透明だ。意外と期待ほどプラスの影響はない
かもしれない。消費も低迷、設備投資もあまり活発ではないなかで、
インバウンド需要に支えられることになるか。

◆京都市内はお宿バブル
　特に烏丸通りや京都駅周辺では、いまだに大型のクレーンが林立し
て、ホテル建設が続いている。とっくに必要な部屋数は充足し、こ
れから開業するホテルはエグゼクティブクラスがターゲットのホテル

以外は、相当厳しい経営を強い
られるだろう。一時期乱立した民
泊は、規制の影響で最近は話題に
もならない。宿泊施設関連のビジ
ネスを営んでいる事業者は、今後
の市場の動向から目が離せない。
何か特徴のあるサービスや建物で
ないと、その他大勢に埋もれてし
まう。単に立地がいいというだけ
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　国内でも、大塚食品が昨年11月から大豆をベースとしたハンバー
グ状食品「ゼロミート」を、コンビニなどで発売している。同社の開
発担当者は「口コミなどで販売数が大きく伸びている。植物由来の人
工肉は欧米では巨大市場。日本でも非常に大きな成長が見込まれる」
と話す。

◆培養肉では日本に強み
　ただ、こうした植物由来食品とは異なり、培養肉は畜産に頼らずに
食肉をつくり出す「夢の食品」といえる。海外でも研究は盛んだが、
竹内教授は「日本の強みが発揮できる分野」と指摘する。再生医療の
分野で行われている、細胞を増やして組織をつくる手法が転用可能だ
からだ。
　ノーベル医学・生理学賞を受賞した京都大iPS細胞研究所所長の山
中伸弥氏に代表されるように、日本はこの分野で世界トップレベル。
竹内教授は、「日本の食文化やモノづくりのノウハウが合わさり、培
養肉は大きなムーブメントになる」と期待する。
　一方、懸念材料となりそうなのが、「肉を培養する」ということに
対する、消費者の心理的抵抗感だ。インターネット上では実際、「食
べるのに抵抗がある」といった意見も出ている。
　竹内教授らと共同研究に取り組む日清食品ホールディングスの担
当者は、「世界の人口が増加していけば、現在のやり方で食肉生産を
補うのは難しい。消費者の反応に耳を傾けながら開発を行っていく」
と語っている。

◆植物由来の人工肉には懸念も
　アメリカでは100％植物原料なのに、焼くと肉汁がしたたり味も
匂いも肉そのものに近い「Impossible Foods」を始めとする植物由
来の人工肉が注目を集めている。しかし、「植物由来の人工肉は健康
に悪い」という複数の指摘が報じられている。その理由は、人工肉
に含まれる原材料。植物由来の人工肉製造会社大手でバーガーキン
グとも提携を行うImpossible Foodsとケンタッキーとの提携を開始
したBeyond Meatが公表している自社の人工肉の原材料を見ると、
Impossible Foodsの人工肉にはココナッツオイル・ヒマワリ油など
が含まれており、Beyond Meatの人工肉はキャノーラ油、精製ココ
ナッツオイル、ココアバターなどを含んでいる。
　その結果、Impossible Foodsの人工肉は４オンス（113g）あたり
240kcalで飽和脂肪酸を８g含んでおり、Beyond Meatの人工肉を使
用したハンバーガーは４オンスあたり250kcalで飽和脂肪酸を６g、
一般的な牛赤身挽肉を使用したバーガーは４オンスあたり283kcalで
飽和脂肪酸は７g。飽和脂肪酸に着目すると、人工肉と通常のひき肉
は大差がなく、Impossible Foodsの人工肉は通常の肉よりも飽和脂
肪酸の量が多めとなっている。飽和脂肪酸は心血管疾患のリスクを高
めるとされているので、健康上のリスクも指摘されている。
※関連WEBサイトより著者改編

　このまま世界の人口が増加を続け、地球環境の劣化が進み、耕作面
積が減り続けていくと、食糧危機がいずれ到来すると言われている。
その対策には、昆虫を食べるとか、いろいろの手段が検討されている
が、一番現実的に可能性が高いのが「人工肉」だ。

◆開発の背景
　人工肉に脚光が集まっている背景には、将来的に発生が予想される
世界規模の食糧難がある。農水省の統計資料によると、世界の人口は
現在の約70億人から2050年までに90億人以上に増加。これに伴いア
ジアの１人当たりGDPは2010年と比べて３倍、アフリカでは５倍近
くになると予想されている。経済発展に伴い、これらの国が欧米化し
て肉を積極的に食べるようになるなど食習慣が変化すれば、食肉消費
量が爆発的に増加することが見込まれ、対応は急務といえる。

◆人工肉とは
　本物の肉の味や食感を人工的
に再現した「人工肉」が注目さ
れている。動物から採取した細
胞を培養する「培養肉」の研究
が本格化し、植物を材料とした
食肉代替品も相次いで商品化。
世界の人口増加に伴う食糧危機
の救世主として期待されている
が、味や心理的抵抗感の払拭と
いった課題もある。

◆いろいろな取り組み
　培養肉の「ステーキ肉」を日清食品と共同開発した東京大生産技術
研究所の竹内教授は、「将来、需要に供給が追いつかずに食肉の価格
が高騰する可能性がある。肉を食べたくても食べられないときのた
めに選択肢をつくりたい」との目的から現在開発中。開発された「ス
テーキ肉」は、牛の筋肉細胞を特殊な培地で育てた細長い筋繊維を層
状に重ねて培養したもの。長さ１センチ、幅0.8センチ、高さ0.7セン
チの弾力あるサイコロ状に固めたもの。今後は、肉本来の味を再現す
るのに不可欠な血液成分の注入や、細胞間の結びつきを強固にして肉
自体を「大きく」していくのが課題という。
　細胞培養肉の研究開発に取り組むベンチャー企業「インテグリカル
チャー」（東京）も、同様の難題と格闘している。同社は平成29年、
人工鶏フォアグラの試作に成功。担当者は「難しさはあるが、なんと
か解決し、2025年には培養ステーキ肉を完成させたい」としている。

◆植物由来の人工肉
　こうした状況を受けて、海外では数年前から植物由来の人工肉ブー

ムが起きている。米ファストフード
チェーン大手「バーガーキング」は
４月から、植物性の代用肉を製造し
ている「インポッシブル・フーズ」
と共同開発した大豆などを原料にし
たパテを使ったハンバーガー「イン
ポッシブル・ワッパー」を、米国の
一部店舗で発売し始めた。「見た目
だけでなく食感や味も本物のハン
バーガーそっくり」と話題を呼んで
いる。
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　前回は「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイド
ライン」より、「主治医の意見を求める際の様式例」を紹介しまし
た。治療中の労働者の症状・治療の状況や、避けるべき作業など
望ましい就業上の措置について、主治医から意見をもらうための
様式例でした。
　今回は「両立支援プラン」について紹介します。事業者は、労
働者が治療をしながら働くことが可能であると判断した場合、業
務によって病気が悪化することがないよう就業上の措置等を決定
し、実施する必要があります。その際、主治医や産業医の意見を
踏まえて具体的な措置や配慮の内容、スケジュールをまとめた「プ
ラン」の作成をお勧めします。
　まず、労働者の今後の治療・投薬や通院スケジュールを把握し
ます。次に、これから実施する就業上の措置（業務内容の変更や
労働時間の短縮、就業場所の変更など）、治療への配慮（定期的

な休暇の取得予定など）を検討し、その実施時期・期間を決めま
す。治療の経過や症状の変化によって、必要な措置等は変わるた
め、適宜内容を見直すことをプランに入れるとよいでしょう。例
えば「職場復帰後は２週間ごとに本人・総務担当で面談を行い、
必要に応じてプランの見直しを行う。」などです。厚労省のＨＰに
ある「企業・医療機関連携マニュアル」には両立支援プランの記
載例があり、ダウンロードも可能です。
　周囲への配慮も必要です。治療中の労働者に対して措置等を行
うことにより、周囲の同僚や上司にも一時的に負荷がかかります。
そのため、必要な範囲で（もちろん本人の同意を得て）、負荷がか
かる同僚や上司に情報を開示し理解を得るとともに過度な負担に
ならないようにすることも大切です。

の現場から
第９回　
治療と仕事を両立させるための具体的な支援策
③両立支援プラン

独立行政法人労働者健康安全機構　京都産業保健総合支援センター
産業保健専門職（保健師）

〒604-8186　  京都市中京区車屋町通御池下ル梅屋町361番1号 
アーバネックス御池ビル東館５階

TEL：075-212-2600　　E-mail：matsuda@kyotos.johas.go.jp
HP：https://www.kyotos.johas.go.jp/

松田雅子

産 保業 健

＊この記事は京都産業保健総合支援センターHPから承諾を得て転載しています。

のご紹介

注目
企業

株式会社 長谷川 様
【所 在 地】〒615-0064　京都市右京区西院久田町148番地
【Ｔ Ｅ Ｌ】075-312-2243
【創業／設立】昭和36（1961）年１月／昭和43（1968）年５月
【資 本 金】5,000万円
【代 表 者】代表取締役　長谷川 正直
【従業員数】13名
【事業内容】  タイル・レンガ・石工事／外壁改修工事（タイル・石・下地・防水・塗装・屋根・金物等

の改修）／リフォーム工事（外・内装各種内装施工）／太陽光発電（京セラ・ＬＩＸＩＬ）
システムの販売・施工／発電・売電事業及び管理・運営並びに電気の売買に関する事業

　地元京都の株式会社小木曽タイル店の職長と
して現場を取り仕切り、当時の小木曽社長か
ら厚く信頼されていた現代表者の父親長谷川
定夫氏が、得意先を分けてもらって昭和36年

（1961年）に創業。順調に業績を拡大し、７年
後の昭和43年（1968年）に法人を設立。
　長谷川定夫氏は、職人としてまた経営者とし
て手腕を活かし、高卒のタイル見習工を社員と
して採用する求人に取り組み、独自の「セラ
ミックマイスター」制度や研修制度を立ち上
げ、長期育成プロジェクトを継続している。
　2008年（平成20年）に現代表者の長谷川正
直氏に事業承継される。

　新たな需要として、エコカラット、ウッド
デッキ、大判タイルやセルフリフォームなどの
受注、コンピューターグラフィックスによるリ
フォームシミュレーション、タイル工事のパッ
ケージ化、外壁タイル下地の提案受注などに積
極的に取り組む。
　また、同業他社に先駆けて弾性接着剤張り工
法などの技術革新、海外での太陽光発電など、
新たな挑戦をスタートした。
　その結果、2019年11月15日から18日まで
愛知県国際展示場で開催された第57回技能五
輪愛知大会で社員の石田成輝君が見事に金賞を
受賞。

10月17日～23日まで韓国東海
市で開催されたマスターズホッ
ケー60歳以上日本代表チームで
監督として参加し銀メダル



相談会
特別出張

後継者問題で、

　全ての事業者にとって、
事業承継や後継者対策は
避けることのできない課題
です。経営の悪化や技術・
雇用の喪失、廃業といった
事態を避ける為には、早め
早めの検討と対策が重要
です。
　特別出張相談会では、
「後継者がおらず、廃業す
るかどうか迷っている」「誰
かに会社を引継ぎたいが、
どのように探したらいい
か」「社員に承継したいが、
どう進めればよいかわから
ない」など、多種多様なみ
なさまのお悩みを専門家が
お伺いし、スムーズな事業
のバトンタッチをサポート
します。

定　　員　 各回２社程度（１社あたり１時間程度）
申込方法　 事前予約制。先着順。

申込締切　 各回の開催日の８日前

裏面の申込書にご記入のうえ、FAXでお申込みください。
申込書受理後、本センターより確認の連絡を致します。
※お申込み頂いた回の定員を超えている場合は、別日程で調整させて頂きます。

京都府事業引継ぎ支援センター　

お悩みではありませんか？

075-353-7120

ご都合にあわせて、いずれの会場にご参加頂いても構いません。
上記以外にも、平日昼間（10：00～17：00）は、
京都府事業引継ぎ支援センター（京都経済センター７階）でも
個別相談を承っています。

秘密厳守 相談無料
公的機関ですので、お気軽にご相談ください。

第１回

１１9 土

13:00

16:00
京都商工会議所（７－Ｆ会議室）

第10回

3 18 水

18:00

21:00
京都商工会議所（７－Ｆ会議室）

第９回

3 7 土

13:00

16:00
京都商工会議所（７－Ｆ会議室）

第８回

2 19 水

18:00

21:00
ホテル京都エミナース（嵯峨の間）

第７回

2 1 土

13:00

16:00
ホテル京都エミナース（嵯峨の間）

第６回

１ 22 水

18:00

21:00
ルビノ京都堀川（松の間）

第５回

１ 11 土

13:00

16:00
ルビノ京都堀川（松の間）

第４回

18:00

21:00
京都テルサ（第４会議室）

１2 18 水

第３回

１2 7 土

13:00

16:00
京都テルサ（第４会議室）

第２回

１１20 水

18:00

21:00
京都商工会議所（７－Ｆ会議室）

日時
会場　

週末・平日夜開催

中央

中央西部 西部

中央

中央 南部

南部 北部 北部

終了 終了

終了

終了
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BUSINESS MANAGEMENT & COORDINATION

株式会社 成岡マネジメントオフィス

成岡マネジメントオフィス事務所通信

勉強会の様子や講演活動の記録など掲載しています。
メールマガジンのお申し込みもこちらからどうぞ。

発行人：成岡秀夫

ＮＭＯホームページ

http://www.nmo.ne.jp
〒600-8411  京都市下京区烏丸四条
　　　　　　 COCON烏丸ビル４Ｆシティラボ内
TEL：075-366-6611　FAX：075-366-6100　
E-mail：info@nmo.ne.jp
送付先の変更は、上記へＥメールまたはFAXでお知らせください。

成岡マネジメント 検 索

編集後記
激動の2019年も、いよいよあと数日を残すのみとなった。今年もいろいろ
なことがあったが、一番大きなイベントは10月の事務所オフィスの移転集約
と、住居の引っ越しだった。2020年は新しい環境で心機一転、人生100年の
最後の３弾ロケットを打ち上げる予定だ。また新しいプロジェクトが始まるか
と思うと、ワクワクする。いつまでも、この気持ちを持ち続けないといけな
い。（な）

開催日：2020年01月25日（土）
時　間：講演会15時～17時／新年会17時～19時
開催場所：  講演会・新年会とも四条烏丸COCON烏丸４Fシティ

ラボ
＜講演その１＞
講　師：NY氏（  前Ｙ社代表取締役・同志社大学社会人大学院ビジネス

スクールMBA）
テーマ：  自社のM&Aを語る　～私はなぜ早くM&Aで外部の第三

者の企業にバトンタッチをしたのか～
＜講演その２＞
講　師：成岡 秀夫（株式会社成岡マネジメントオフィス代表取締役）
テーマ：  新しく決まった京都府総合計画　～西脇知事がぶちあげ

た京都の20年先の未来計画ビジョンの解説～
講演会参加費：1,000円
新年会参加費：3,000円
定　員：講演会40名／新年会40名
ホームページに申込フォームがありますので、ご利用ください。

N M O 勉 強 会 開催案内
http://www.nmo.ne.jp/business/it-kyt.html
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第１章：リーダーシップ
　（例）逡巡は企業の将来を危うくする＝飯田　亮（セコム会長）
第２章：経営の要諦
　（例）私利を捨てよ、欲は捨てるな＝田口　利八（西濃運輸会長）
第３章：人を育てる
　（例）失敗にも正当な評価を＝八尋　俊邦（三井物産会長）
第４章：組織を動かす
　（例）人間の多能性を信じ危機を脱する＝  江口　秀人（ヤマハ発動機会長）
第５章：イノベーション
　（例）夢はイノベーションの母＝井深　大（ソニー取締役名誉会長）
第６章：私の生き方
　（例）直言してくれる友人を持て＝飯田庸太郎（三菱重工業会長）
第７章：人生の哲学
　（例）切羽詰まってこそ上達する＝杉原　輝雄（プロゴルファー）
第８章：日本のあり方
　（例）日本の良さを忘れない＝森　英恵（デザイナー）

　巨大な組織でも、小さなスタートアップ企業でも、それを率いるの
は一人の人間だ。リーダー次第で、企業が発展するか、衰退するか、
運命はそのリーダーに委ねられている。トップが発する言葉は、雨が
大地に染み込むように、組織に伝わり、そこで働く一人一人の行動を
規定したり、変えていく。では、どうすれば一人一人の組織の人間を
動かすことができるのか。
　毎週購読している「日経ビジネス」の名物コラム「有訓無訓」はこ
のような問いかけから始まった連載だ。著名な経営者もいれば、アー
ティスト、スポーツ選手など多士済々の方々が、自分自身の経験か
ら、どのような教訓を得て、生きる上で何を大切にしているのか。熱
い言葉は我々の心を動かす。

【
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第１章：それでも洋服は捨てられ続ける
第２章：アパレル生産現場の「残酷物語」
第３章：リサイクルすればそれでいい？
第４章：「透明性」と「テクノロジー」で世界を変える
第５章：誰もが毎日茶わん１杯のご飯を捨てている
第６章：フードロスのない世界を作る
第７章：大量廃棄社会の、その先へ

　１回も袖を通すことなく洋服を捨てた経験。イベントだからといっ
て、大量の恵方巻やケーキが捨てられているとの報道。新品の服が１年
に何億枚も捨てられているという真実。たくさん作って、たくさん食べ
て、たくさん捨てる。それが当り前の時代になったいま、「無駄」の裏
には必ず「無理」が隠されている。
　NHKの「クローズアップ現代」の元キャスター国谷裕子さんが取り
組む「SDGs」プロジェクトに参画する朝日新聞の２人の記者。大量廃
棄社会の真実を徹底的にレポートしたこの書籍は、大きな反響を呼ん
だ。現代に芽生える「不都合な真実」に目を背けてはいけない。
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発　行：日経BP
発行日：2019年８月26日
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人を動かす最高の言葉

著　者：  仲村 和代・藤田 さつき（朝日新聞記者）
発　行：株式会社光文社
初版発行日：2019年７月25日（第２刷）
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大量廃棄社会
～アパレルとコンビニの不都合な真実～

今月の
推薦図書2020年1月度 ※  2020年01月度NMO勉強会は、 

講演会と新年会を同時開催します


