
障がい者雇用を地域で考える！ 
“つながり”を力に、江坂を活性化したい！！ 

 ４月に事業を開始したA型事業所の江坂-起業家 
支援センターでは、現在８名の障がい者を社員として
雇用し、会員制で地域の起業家の支援を行っています。 
 また、５月から毎月１０日に事業所の見学会を開催
しています。就職を希望する障がい者の方や支援者だ
けでなく、彼らの働きぶりを見てみたいと思われる企
業の方にもご参加いただきたく思います。 
 
 「障がい者の方って、仕事できるんですか？」とい
う質問もよくいただきます。「簿記１級を持っている
方もいますし、学歴が私より上の方も多いんですよ」
なんて答えつつ、うちの社員の仕事ぶりを説明してい
ますが、百聞は一見に如かずとはよく言ったもので、
見ていただくのが一番だと思います。 
 
 書類作成などの事務の仕事をはじめ、名刺や年賀状
のデザイン、ミニ畳・小物製作なども行っています。 
様々な仕事から、彼らの働きぶりを見ていただいて、
障がいがあっても、適切な支援があれば、充分に働け
るということを知っていただきたいと思います。意外
に思われるかもしれませんが、営業担当の社員もいて、
このニュースを配ったりしてくれています。 

地域の企業・お店からのお知らせがあります 

 障がい者を雇用することは難しいと考えている企業
も多いと思います。江坂-起業家支援センターの会員
となって、障がい者雇用を応援することから始めてみ
てはいかがでしょうか？ 
 起業家とのつながりを力に、地域で障がい者雇用を
考え、実践するセンター的な機能を持って、どんどん
雇用を増やしていく先頭に立ちたいと思います。 

開催日時 セミナー・イベント内容 受講料・参加費 

7日 (木) 18:30～20:30  起業家が知っておくべき4つの大切な話（営業の話） 500円 

9日 (土) 13:30～16:30  第2回 起業準備セミナー 1,000円 

 11日 (月) 10:00～11:30  第7回 江坂‐起業家支援センター 見学会 無料 

 11日 (月) 18:30～20:30  起業家が知っておくべき4つの大切な話（お金の話） 500円 

 12日 (火) 10:00～17:00  検証！経営塾 10,000円 

 13日 (水) 13:30～15:30  社長に聞く！就職の為の基礎講座 無料 

 14日 (木) 18:30～20:30 
 第50回 座談会 
 「江坂‐起業家支援センターの挑戦 
   ～つながりを力に江坂の活性化を目指す～」 

3,000円（飲食代込） 
*会員の方は2,000円 

20日 (水) 11:30～13:30  第5回 障がい者雇用を考える昼食会 1,000円（飲食代込） 

26日 (火) 14:00～16:00  消費税転嫁対策講習会 無料 

27日 (水) 13:30～15:30  社長に聞く！就職のための基礎講座 無料 

28日 (木) 11:50～13:00  第3回 入居者交流ランチ会 1,000円（飲食代込） 

30日 (土) 13:30～16:30  第3回 起業準備セミナー 1,000円 

有限会社 総合システム研究所 代表取締役 
株式会社 江坂‐起業家支援センター 代表取締役 
NPO法人 江坂‐起業家支援ネットワーク 理事長 

髙木 学 



江坂が好き！な経営者のための江坂つながりニュース 

なぞなぞ！ 歯医者さんのもうひとつの職業は？ 

先月号の答え：コンサルタント  

お問い合わせ ０６－６１９０－９５１３ 江坂-起業家支援センター 

 会員様の想いや人柄が伝わるインタビューページ
を作成し、弊社ホームページにて紹介させていただ
いております。 
 想いや人柄を知り「この人にお願いしたい!」と
思って、長いお付き合いが出来るようにお手伝いで
きればと考えております。 
 

 同じ取引をするなら地元の企業で。江坂の企業同
士で取引を行い、地域経済の活性化を目指しており
ます。 
 

 また、事務支援サービスや弊社主催の座談会の費
用を会員価格にさせていただきます。 
 一時的に人手が欲しい際や、経営者同士の「つな
がりづくり」のお手伝いをさせていただきます。 

株式会社千里カーゴサービス 様 
株式会社空間デザイン 様 
RacketHouseKING 様 
株式会社マミッサ 様 
NS人材教育コーチング 様 
寺島義雄税理士事務所 様 
生きがいラボ株式会社 様 
Cherish 様 
株式会社アイ・ディ・コミュニティー 様 
A&Mアレッジマネジメント株式会社 様 

ご協力ありがとうございます！ 
 

会員様一覧やインタビューは「株式会社江坂-起業家支援
センター」のホームページでご覧いただけます。 

想いに共感！していただいたら･･･ 
お申し込み用紙にご記入いただき 
ます。 

インタビューの日程調整を行い、 
インタビュー事前アンケートに 
ご回答いただきます。 

インタビュー掲載完了！ 

インタビュー記事や写真を 
確認いただき、校正します。 

想いに共感した企業様同士で取引 
ができるよう「想いが伝わるイン 
タビューページ」を作成いたします。 
 

インタビューまでの流れは 
こんな感じです☆ 

START 

STEP1 

STEP2 

STEP3 

FINISH 

スタッフが訪問し、インタ
ビュー！！事務所やお店の写
真、経営者さまの笑顔の写真
も撮影させていただきます。 

新たにご入会いただいた 
会員様のご紹介です!! 

 

(平成25年9月18日～10月25日入会の企業様) 

私たちの想いに共感いただける会員様を募集しています！ 



2013年11月1日 

NPO法人 江坂‐起業家支援ネットワーク 

起業家が知っておくべき４つの大切な話  
～ 人財の話 ～ 

 起業しても１０年後に残っている会社の割合は多くて
も１割程度と言われています。 
 いくつかの原因が考えられますが、人で失敗するケー
スも多くみられます。いかに優れた技術や製品を持って
いても、どんなに革新的なビジネスモデルを構築しても、
経営環境の変化が激しいこの時代においては、それらが
長続きする保証はありません。企業を存続させていくた
めには常に経営の革新が必要であり、それを実現してい
くためには「人財」が必要だからです。 
 小冊子を使ったセミナーでは、おもに３つのテーマに
ついて学んでいきます。会社と社員の関係、採用、そし
て育成についてです。 

NPO法人 江坂‐起業家支援ネットワーク  副理事長 
 横瀬  克之 

この小冊子を元にした、セミナーを開催中です♪ スケジュールなどの詳細は表面をご覧ください。       

有限会社 総合システム研究所 

 永続して利益を出し続けている会社は、社員を大切に
しています。 
 「会社と社員の関係」では、社員を単なる駒ではなく、
共通の目的（理念）に向かって一緒に会社を成長させて
いく仲間であると考えている会社の事例などについて一
緒に検討していきます。「採用」では、自分の会社に来
て欲しい人が集まる募集の方法や、面接で是非聞いてお
きたい質問などについて勉強していきます。「育成」に
おいては、社員が成長するための原動力であるモチベー
ションアップの心理的メカニズムや能率の上がる仕事の
任せ方などについて学んでいきます。  

お問い合わせ ０６－６１９０－５４１３ 

江坂-起業家支援センターでは、毎月さまざまなイベントを開催しています！ 

 今回は、株式会社インフォアライブ 代表 

取締役 高垣直史さんを問題提起者にお招きし、

『仕事のやりがい』を高めるための評価制

度のヒント について、お話しいただきました。 

コラム 
第３回 

 高垣さんのお話を聞いた参加者の方々からは、様々な「や

りがいの仕組み」を思い付き、失敗を恐れずにどんどん実行

に移してきた高垣さんの発想力や勇気に、賞賛の声が多く上

がっていました。 
 

 また、社員の立場で参加されていた方々に、「どのようなと

きにモチベーションが上がるか」ということをお話しいただ

き、仕事自体のやりがいや社長に褒められることの影響につ

いて議論を深めていきました。 

詳しくは、ホームページ 

をご覧ください。 

第49回 座談会 

 Ａ型事業所を利用したいとお

考えの方や就労支援機関・医療

機関の支援スタッフや、障がい

者雇用に関心のある企業の方ま

で様々な方にお越しいただき、

事業所の概要、取り組み、今後

のビジョンなどをお話します。 
 

いままで合計８４名の方に参加

していただきました。 

江坂-起業家支援センター 見学会 

 今回は、 NPO法人 大阪精神障害者就労支援ネットワーク 

保坂 幸司さんをお招きし、精神障がい者雇用の実態に 

ついて、お話いただきました。 
 

 まず現状として、企業の障がい者雇用数が増加しており、

障がい者雇用は着実に進展していること。しかし一方で精神

障がい者は身体・知的障がい者に比べて離職率が高く、全体

的な就職者数の大幅な増加が見られないという実態について

お話がありました。これについて保坂さんは、職場における

配慮が必要と話され、障がい者権利条約にも規定されている

「合理的配慮」について、皆さんの考えを聞かせてほしいと 

問題提起をされました。 

第４回 障がい者雇用を考える夕食会 

 コーポラティブオフィス「江坂-起業家支援センター」に

入居されている方々の交流会です。 

 入居者同士で、近況の報告や次回交流会までの目標などを

ざっくばらんに話しています。 

 入居されている方が対象ですが、入居をご検討されている

方や、一度センターの雰囲気を見てみたい方もお気軽にご参

加いただけます。 
 

入居者交流ランチ会 

 

 障がい者施設で働く方や障がい者

と共に働く経営者・社員、障がいを

持つ方のご家族など、様々な立場の

方で意見を交換し、障がい者雇用を

もっと地域に広めるために自分たち

に何ができるのかを考える時間とな

りました。  

（延べ参加人数621名！） 



 

掲載位置 ： 裏表紙の下部 

規格 ： 多色刷り、縦55ミリメートル×横91ミリメートル 

枠数 ： 4枠 隣り合う2枠か4枠すべてを併せて掲載可 

作成部数 ： 1,500部（江坂駅周辺の企業に配布！） 
掲載料（1回につき） ： 1枠 7,000円（※注） 
発行日 ： 毎月1日発行 

申込期間 ： 掲載希望月の前月の10日まで 

 （※注）掲載料には、広告製作費は含まれません。 

     プラス3,000円で広告の製作も承ります。 

広告募集中！ 

高木家の 

６人家族（妻１人、子ども４人） 
長男中2、長女小6、次男小4、次女小2 
全員Ｏ型 自由人な「高木家の日常」 
をお送りします。 

ある日、次女が外から帰ってきて、マンション下のインター 
ホンをならし、家にいた長女がオートロックの玄関を開けて 
くれたようだった。 
 

しばらくすると、なぜか管理人さんに連れられ、半べその 
次女が帰ってきた。 
 

「どうしたん！？」と出迎えた妻が驚いて聞くと、管理人さん 
が次女に代わって答えてくれた。 
 

「『家に宇宙人がいるかもしれないから、怖いから一緒に 
行ってほしい』 と言われたもので・・・」 
 

訳がわからずよくよく聞いてみると、インターホンをならすと、 
 

「コチラハ、ウチューセンタイ、デス」 
 

と言って、入口が開いたそうだ。 
 

もちろん、宇宙人ではなく、長女。 
 

管理人さんにお詫びとお礼をした後、 
「怖がらさんといたって」 と言う妻に対し、 
 

「まさか本気にするなんて思わへんもん！」 と長女。 
 

それを聞いた次女が、負けじと 
「だって本物そっくりやってんもん！（涙）」 
 

そっくりって聞いたことあるのか？本物の声！（笑） 
エラそうなこと言っても、まだまだかわゆい次女でした。 

過去の高木家の日常が気になる方は、つながりニュースの
バックナンバーにて！Vol.2より連載しています。 

ホームページよりダウンロードできます♪ 

消費税転嫁 
対策講習会 

 （講師）税理士 寺島 義雄 

中小企業 
小規模事業者向け 

 

来年4月に迫った 
消費税率引き上げ準備に！ 

料金など詳しくは 
ホームページを 
ご覧ください！ 

ローソン 
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大阪府吹田市江坂町1-16-10 

               メゾン江坂 
 

２階 有限会社総合システム研究所 

   株式会社江坂-起業家支援センター 
 

１階 江坂-起業家支援センター  

メゾン江坂 

ローソン 

☆アクセス☆ 

地下鉄御堂筋線 

 江坂駅より徒歩4分 

発行元代表:有限会社総合システム研究所 

大阪府吹田市江坂町1-16-10 メゾン江坂201 

TEL 06-6190-5413 

FAX 06-6190-5412 

 http://totalsl.co.jp 

編集後記 

 このニュースは毎月、江坂駅周辺の企業様に配布 
させていただいております。ポスティングがほとんど
ですが、営業担当が直接訪問し、お届けすることも 
あります。そんなとき「高木さん、知ってるよ」と 
いうお声をいただくと、嬉しくなります。少しずつ 
ですが「つながりを力に江坂を活性化したい！」と 
今までの地道に蒔いてきた種が芽を出そうとしている
のかなと思います。地域活性化につながるよう、これ
からも様々な取り組みを行っていきたいと思っており 
ますので、よろしくお願いします。 


