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 4月10日、江坂-起業家支援センターの「経営指針発表会」を開催してから3ヶ月が 

経ちました。今回はその指針・方針・計画についての 

進捗状況をご報告させていただきます。 

障がい者社員の支援体制強化 

・社員を定期的に雇用する（6月までに15名） 

・フェーズ制の導入 

（定期的な評価・段階に合わせた支援の実施） 

・退職者を減らす（離職率20％以内） 

雇用･フェーズ制は途中段階。離職率は0％！ 

・6月15日時点で12名雇用。 

・評価基準を作成中。現在は支援者間で協議 

 のうえ、担当業務の振り分けと支援を実施 

・4月以降の退職者はいない。（離職率0％） 

スタッフの体制整備とスキルアップ 

・スタッフの体制整備（児童デイスタッフ1名、 

 就労継続支援A型スタッフ1名を採用） 

・新卒採用を検討する 

・スキルアップ（管理者育成･社外研修に参加） 

管理者業務の教育中･スタッフの雇用検討 

・ボランティアスタッフ2名来所 

・管理者業務をスタッフが体験、教育 

・スタッフ1名が精神保健福祉士の 

 資格取得のため勉強中 

顧客満足度アップ、会員企業の拡大 

・社員が顧客業務を担当する 

・スタッフの補助なしで業務を遂行 

・会員企業の拡大 

（毎月3社にアプローチし、60社にする） 

会員企業40社！社員の担当業務強化中 

・担当業務一覧表を貼りだして管理 

・担当社員のみでの業務遂行 

（相手先での作業を社員のみで行うケースも） 

・会員企業数は現在40社！ 

児童デイサービスのオープン 

・7月から児童デイサービスをオープン 

・カリキュラムや販促物を作成 

・スタッフを雇用する 

・支援学校等を回り、利用者を増やす 

カリキュラム･販促物の作成中(予定) 

・周辺の児童デイや支援学校の調査を実施 

・カリキュラムや販促物等作成中 

・今後、周辺の児童デイ見学や支援学校訪問 

 を通してカリキュラムや利用者確保を検討 

「つながりを力に、地域経済を活性化！」「地域の障がい者雇用率を日本一に！」という2つのビジョンを

実現するため、指針をひとつずつ実行していきます。皆様のあたたかいご協力をよろしくお願い致します。 



           5月22日に第3回会員交流ランチ 

          会を開催し、司法書士 もりたか法 

          務事務所  代表の森高悠太さんにお 

          話しいただきました。森高さんは 

         「お客様が知らない法律の知識を 

提供することが出来る」ことにやりがいを感じ、一般の 

方が「法律」に抱きがちな堅いイメージを払拭するべく、 

①明るくて話しやすいこと 

②専門用語を避け、お客様にわかりやすい説明を行うこと  

③悩みを抱える方に和んでもらえる雰囲気を作るため、常 

 に笑顔で接すること 

④司法書士という国家資格を持ち、特別な権利を与えても 

 らっているため、それに見合った社会貢献をしていくこと 

を心がけておられます。  

 今後の課題は、計画的な営業を行うことと、継続的な収

入を得られる仕組みをつくることであり、様々な方と意見

交換をしながら、具体化していきたいと話されました。  

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！ 店の中にいつもある寿司ネタは何？ 

先月号の答え：蚕 (カイコ；解雇だから) 

イベントスケジュール 会 場：江坂-起業家支援センター 

 6月12日、56回目の座談会を 

開催し、金谷修司税理士事務所 

の金谷修司さんが問題提起者を 

務めました。責任感のある経営 

者だった父親の背中を見て育っ 

た金谷さんは、就職先の企業で粉飾決算の片棒を担がされ 

ることに疑問を覚え、退職し税理士の道を歩みました。 

 事業が軌道に乗った矢先に顧客を失ったり、大失敗を 

して自身のこれまでを省みたりと紆余曲折を経ましたが、 

現在は認定経営革新等支援機関となり、中小企業の経営 

改善支援に取り組んでいるそうです。 

                 今後、さらなる事業発展 

               や地域貢献を目指しつつ、 

               父親のように責任感をもっ 

               た仕事をしたいと、金谷さ 

                んはお話しされました。 

就職のための基礎講座 
 

日 時：7月8日（火） 13:30～15:30 

参加費：無料 

 

第15回 江坂-起業家支援センター見学会 
 

日 時：7月10日（木） 10:00～12:00 

参加費：無料 

 
第57回 座談会 

 

日 時：7月11日（金） 18:30～20:30 

参加費：3000円（食費・飲み物代込み） 

※江坂-大阪どっとJPプレミアム会員 

 江坂-起業家支援センター会員の方は2000円 

第5回 NPO法人 江坂-起業家ネットワーク 定例会 
 

日 時：7月23日（水） 18:30～20:30 

参加費：無料（終了後の懇親会は実費）  

 

第5回 会員交流ランチ会 

日 時：7月24日（木） 11:30～13:00 

参加費：1000円（食費・飲み物代込み） 

              6月10日に当事業所の見学 

             会が行われ、支援施設の支援 

             者やその利用者、求職者など 

             8人にご参加いただきました。 

              代表の高木やセンター長の 

柿原からの話の後、実際に社員の働いているところを 

見学していただきました。弊社への就労に興味があり、 

業務内容や雇用条件について積極的に質問をされる参加者 

もいらっしゃいました。          

 6月13日、就職のための基礎 

講座を行い、13名の方にご参加 

いただきました。代表の高木が、 

自身の強みを知ることや、働く 

という意味を考える大切さなど、 

就職するにあたって本質的なことを話しました。参加者か 

らは「『働くとは人のために動くことだ』ということに 

気づいた」などの感想をいただきました。 

イベントの詳しいご案内・報告は、 
株式会社 江坂-起業家支援センターの 

ホームページをご覧ください！ 



 経営理念が成文化できても、社員や取引先に発表しない 

と意味はありません。何年も机の中にしまっておいたという 

人もいますが、まずは名刺の裏にでも印刷しましょう。朝礼 

などで唱和するのもいいでしょう。 

 ホームページを作成する前に経営理念を作成したという人 

もいます。会社案内はもちろんのこと見積書や請求書にも 

理念を入れたという話も聞きました。商品の包装に入れて 

全国に出荷した例もあります。「小さな会社なのに経営理念

があるのか」と感心され取引が始まった例や「経営理念を 

お問い合わせ ０６－６１９０－９５１３ 株式会社 江坂-起業家支援センター 

2014年7月1日 

公開することによって社員の意識も変わった」と話す経営 

者もいるように経営理念の果たす役割は大きいと思います。

たとえ社員がいなくても経営理念を成文化し、公開する 

ことによって取引先や顧客に自社の想いを知っていた 

だくこともできます。 

 「永く続いている会社には理念がある」と言われるように、

事業を維持・発展させていくうえでも経営理念が必要なの 

ではないでしょうか。 

経営指針で夢を叶える！経営革新コンサルタント 

                                                          高木 学 

第5回 
経営指針を確立して成文化しよう！ 

経営理念④ 

 これからの自分の人生において大事な2年
間になるよう努め、目標をすべてモノに 

する意気込みで頑張ります。 

 行き先を見失わないよう自分の進むべき 

方向への舵取りは大切にしたいです。 

                 高岡 

6月度の新入社員歓迎ランチ会を行いました！ 

月に1度の試み ～土曜開所～ 

 皆さんと一緒に働く中で、自分自身どう
いったことが必要なのか考え見つけていき、 

目標をもってひとつひとつ成長していき 

たいと思います。宜しくお願いします。 

   

                 竹原 

 普段、土曜日はお休みをいただいている当社で

すが、今年の2月より月に1度、有志の社員を集い、 

午前中に土曜開所を行っています。 

 4月はビジネスマナー講座を行い、挨拶やコミュ

ニケーションなど、会社で働くのに必要な立ち 

振舞いを学びました。 

 5月には、2月、3月に続いて3度目となる地域 

清掃を行い、会社や江坂公園の周辺に落ちている 

ゴミを拾い集めました。 

 会の後は、いつも参加者全員でお菓子を食べな

がら歓談し、和やかな雰囲気になります。 

 今後も、地域貢献や社員たちの就労に関するさ

まざまな試みを行ってゆく予定です。 

 6月4日、新入社員の高岡さん、竹原さんを囲んで、社員ランチ 

会を行いました。 

 お昼ご飯を食べながら、それぞれの社員が障がいと認定されるまで

経緯や、障がいを持って気づいたこと、障がい者手帳の制度、服用し

ている薬、料理がリハビリに良いという話など、それぞれの社員の 

視点からさまざまな話が出ました。 

 「自身の障がいを受け入れるか否かの間には大きな隔たりがある」

という意見もあり、社員たちが自身の障がいについて前向きにとら 

えていることが、よく現れた会になりました。 
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編集後記 

江坂 起業 

 7月は文月とも呼ばれ、その由来は七夕に詩を詠んだり、

書物を夜風に曝す風習があるからだそうです。 

 そんな七夕にちなんだ楽曲も多数作られています。スター 

ダストレビュー、スガシカオ、水樹奈々などが『7月7日』

というタイトルの楽曲をリリースしており、ドリームズ・ 

カム・トゥルーも映画『7月7日、晴れ』の主題歌を同名の

タイトルでリリースしています。その他、夏や星座に関する

曲など、七夕を彷彿とさせる内容の曲は挙げればきりがあり 

ません。 

 情緒ある七夕は、歌のテーマとしてもよく取り上げられて

いるのですね。 

高木家の 

６人家族（妻１人、子ども４人） 
長男中3、長女中1、次男小5、次女小3 
全員Ｏ型 自由人な「高木家の日常」 
をお送りします。 

高木家の休日は野球が中心。 

  

長男は中3で最後の夏に向けた練習試合が多い。 

春から長男が一試合目の先発を任されることが多く、
エース返り咲きを目指して頑張っている。 

  

中1になってソフトボール部に入った長女は、背番号
18をもらって大会に同行している。 

大阪府大会でも予選リーグを無敗で勝ち上がるなど 

上位に進出するチームで頑張っている。 

  

小5でエースの次男のチームは、13勝1敗1引き分け

（抽選負け）の成績で、千里ニュータウンの大会では
準優勝と頑張っている。 

このチームが負けると妻の落胆が大きい。 

  

小3の次女も大会が近く、最終調整に余念がない。
投手か二塁手で出場するだろう。 

私は小3のコーチなのだが、上の子の試合を観戦す
ることが多く、次女の練習に参加することは少ない。 

  

我が家では、子どもたちが公式戦で活躍すると外食
するのが決まりになっている。 

次は誰が活躍するか楽しみだ。 

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♪ 

 http://esaka-esc.jp 

 

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+税（※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+税で広告の製作も承ります。 

広告募集中！ 

お問合せ 

 ２０１４年７月 事例研究会 
 

地域密着で高収益なお酒屋さん 
～ 安売りしない！ 
   チラシをまかない！配達しない！～ 

従業員を大切にする経営者を 

労務の立場からサポート！！ 
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良好な労使関係を維持したい 
労務リスク対策を検討している 
労使トラブルを減らしたい、早期解決を図りたい 

藤原労務オフィス 社会保険労務士 藤原雅博 
（江坂駅 徒歩4分 江坂-起業家支援センター内） 

このようなことをお考えの経営者はご連絡ください！ 
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1名1,500円！

3,000円 

⇒ 2,000円！ 
このチラシ 
ご持参で 

楽読 江坂 検索 

072-686-0008 
esaka@rth .co . jp（安川）  


