
地域の企業・お店からのお知らせがあります 

株式会社 江坂-起業家支援センター 経営理念 

私たちは、想いを大切にし、分かちあうことで、

笑顔あふれる社会を創造します。 

私たちは、夢のある人の自立を応援し、 

幸せに働ける会社づくりに貢献します。 

私たちは、つながりを広げ、共に成長することで、

人生の価値を高めます。 

 私には夢があります。 

「2021年、吹田市は開業率が全国1位で廃業率は 

最低水準になり、地域は若者が地元での起業や就職

をして活気にあふれ、経営者たちは異業種交流会 

を通じ、より一層の連携を強めている」 

「障がいをもつ人もそうでない人も働きやすい 

社会になっている」 

 このような想いから、私たちは2013年4月、株式

会社 江坂-起業家支援センターを設立しました。

その際、社内の皆で話し合い、左のような経営 

理念を作成しました。それをもとに、つながりを力

に、「地域経済の活性化」と「地域の障がい者雇用

率日本一」というビジョンを掲げ、弊社運営の 

礎としています。 

 私は、「地域で知り合った会社の倒産や廃業をな

くしたい」という想いから、この江坂の街で1997

年に経営コンサルタントとして独立し、2000年に

有限会社 総合システム研究所を立ち上げました。

以降、江坂駅周辺の会社を紹介する「江坂-大阪 

どっとJP」や、経営者のつながりづくりを目的と

した「座談会」の運営を通じて、地域経済の活性化

を目指してきました。また、吹田市は全国でもトッ

プクラスの開業率を誇る街でありながら、廃業率が

開業率を上回っているという事実があるため、

「NPO法人 江坂-起業家ネットワーク」を発足し、 

江坂駅周辺をはじめとした北大阪の起業の促進を 

図ってきました。 

 さらに、有限会社 総合システム研究所で、精神

障がいのある人たちを実習生として受け入れたとこ

ろ、彼らが次々と就職できたという経験から、「就

労継続支援A型事業所」を立ち上げ、障がいをもつ

方の就労支援を行っています。「障がいをもつ方に

働くよろこびを感じてもらうとともに、地域の起業 

家・経営者の方にも障がいをもつ方の働きぶりを知

っていただき、雇用に取り組んでいただきたい」と

いう想いをもって、我々は事業所を運営しています。 

 現在、13名の精神障がいや発達障がいをもつ社員

たちが、4名の支援スタッフとともに、一般就労と

いう夢を叶えるべく仕事を通じてスキルアップを 

図りながら、地域経済の活性化を目指して、地域の

起業家の支援を行っています。また、今年の4月、

センター設立1周年の節目に、「経営指針発表会」

を開催し、弊社のこれまでの歩みと今後の展望を発

表しました。その際にお話しした目標を達成すべく、

障がい者の社員の雇用と会員企業の拡大を積極的に 

行うなど、事業拡大を図っています。 

 今後も、この地域で生活、活動をされている方々

との「つながり」を大切にし 

ながら、夢の実現に向けて邁 

進していく所存です。どうか 

応援のほど、よろしくお願い 

いたします。 

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 

高木 学 



              7月10日に当事業所の見学 

             会を開催しました。 

              はじめに代表の高木が事業 

             所開設の経緯などを話し、参 

             加者に当社で経験したい業務

などをお聞きしました。その後、事務所を見学していただ 

き、社員のもつ業務について説明をしました。 

 参加者からは、「職場の雰囲気が分かり安心した」「人

の成長を促す姿勢に感心した」などのご感想をいただきま 

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！ 好きな人に想いを伝えられない人ばかりが集まる国際機関は？ 

先月号の答え：トロ（店という文字を分解すると……） 

               6月26日に行われた4回目 

              の会員交流ランチ会では、 

              「この3ヶ月間を振り返っ 

              て」をテーマに、参加者全 

              員で発表と意見交換を行い 

ました。 

 セミナー講師を行ったことや新規事業の準備を行ってい

たこと、新商品の販売にあたり人脈づくりを行ってきたこ

と、業務管理体制を整備したことなど、それぞれが取り組 

んできた事についてお話しいただきました。 

 昼食を取りながら、それぞれの発表について意見交換や 

質疑応答を行い、参加者同士で交流を深めました。 

 それから「これからの3ヶ月の計画」を発表いただいた

後、参加者同士で投票を行い、「頑張った大賞」を決定 

しました。 

 今回は、具体的な5年後のビジョンをお話しくださり、 

かつビジョンの実現に向けた取り組みを行ってきた寺島義 

雄税理士事務所の寺島さんが受賞されました。 

 初参加の方もいらっしゃい 

ましたが、アットホームなと 

ころと、江坂を盛り上げると 

いう想いで協力できる場であ 

ることが良いとお話しくださ 

りました。 

NPO法人 江坂-起業家支援ネットワーク特別例会 

日 時：8月20日（水）  18:30～20:30 

発表者：中小企業診断士 仲下 聖治氏 

テーマ：震災から3年 チャレンジすることは大切だ 

    ～初めての単身赴任と岩手県中小企業支援～ 

参加費：無料 ※終了後は懇親会（参加自由）を予定。別途実費 

 

第6回 会員交流ランチ会 

日 時：8月28日（木）  11:30～13:00 

参加費：1000円（食事付き） 

 今回は11名の方にご参加 

いただきました。まず、参加 

者の方々に、社長に聞きたい 

ことを発表していただき、講 

師の高木がそれに沿って働く 

ことの本質や適職の探し方、面接の方法などを話しました。

また、会社選びのポイントとして「顧客満足（CS）ばか

りでなく、社員満足（ES）や社会的責任（CSR）も考え

る会社は長続きする」という話や、就職活動をする上での

大切な心構えについて、「自分の想いを変えればいい会社

と巡り合える」といった話などもあり、多くの参加者から 

「大切なことに気づいた」といった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！ 
イベント報告 

就職のための基礎講座 

日 時：8月8日（金） 13:30～15:30 

参加費：無料 

 

第16回 江坂-起業家支援センター見学会 

日 時：8月11日（月） 10:00～12:00 

参加費：無料 

 

第57回 座談会 

日 時：8月12日（火） 18:30～20:30 

問題提起者：藤原労務オフィス 代表 藤原 雅博氏 
テーマ：会社に適した就業規則は、 

    必ずあなたの会社を守ります！ 

参加費：3000円（食事・飲み物付き） 
※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 

イベントスケジュール 

第11回 吹田市起業家交流会 
 吹田市で起業をお考えの方、経営者の方
の交流会。今回は江坂で開催します!! 
 

日 時：8月25日（月） 18:30～21:30 

場 所：新大阪江坂東急イン 



 普段、土曜日はお休みを 

いただいている弊社ですが、 

月に1度、土曜開所を行っ 

ています。 

 今回は『働くこととは？』 

というテーマについてみんなで考えました。 

 「なぜ働くのか？」「働くにあたってどういう不安

があるか」「働くことに対してどのような夢をもって

いるか」について社員一同考えをまとめ、それぞれの

想いを発表し合いました。その後センター長の柿原よ

り「就職し、働きつづける上で必要な要素」や「企業

が求めている人材」「企業の障がい者雇用に対する 

課題や問題点」についての話がありました。 

 就労ピラミッドなど、社員の今後の就労において 

参考になる話がたくさんありました。 

５年後の夢（ビジョン）に向かって 

  

 経営指針を作成し、実践するうえで必要なものは、経営理念
と経営戦略です。 

 経営戦略には、経営方針と経営計画があります。 

 5年後の夢を描き、外部環境の変化を予測し、自社の強みと 

弱みを分析し方針を導き出します。 

 これらの作業は、社長一人で行うのではなく、社員とともに 

行うことが良いでしょう。 

  

 さて、これから4回にわたって経営方針の作成手順について 

述べていきます。 

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8月1日 

 経営方針の作成は、5年後の夢を描くことから始めます。 

 経営理念は、北の空の中心に輝く北極星のようなもので 

あり、決して手が届くことはありません。 

 一方、5年後の夢は、北極星に向かう山の頂上のようなもの
であり、歩いて進んでゆけば現実に手が届くビジョンなのです。 

  経営理念に向かって進んでいく中で、具体的な指標を考え 

ます。 

 売上や利益だけでなく、社員がどのように頑張っているか、 

社風はどうなっているかなどありたい姿を描くのです。 

  

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6回 
経営指針を確立して成文化しよう！ 

経営方針① 

社員のスキルアップを目指して 

 弊社では、スタッフと社員同士の交流を深めるため、 

月に1度、社員ランチ会を開催しています。 

 今回は、一般就労を目指す社員たちがスキルアップ 

を図るための話し合いが行われました。 

 代表の高木の「今までこの会社で何の業務をし、ま

た、今後どのような業務に携わりたいか」という質問

に対し、各社員が発表しました。その意見をもとに、 

今後新たに遂行する業務を決定しました。 

 「この会社でスキルを積み上げ、できることを増や

していくと、仕事の成果にもつながっていくし、今後

の就職先でも役に立つ」 

という高木の言葉に、社 

員一同が共感し、今後の 

就職に対しての想いを新 

たにしました。 

働くことへの想いと課題について 

シリーズ：社員たちの仕事風景① 

担当業務の一例 
  

経理業務 HPの作成・運営 

データ入力 ニュースレター作成 

広告・名刺作成 イベント運営 

 弊社では、精神障がいや発達障がいをもつ社員たち

が、一般就労を目指すべく、それぞれの夢や目標に 

応じた業務に当たっています。地域のさまざまな企業

の協力により、仕事をいただく機会も多く、時にはそ

の会社に赴いて仕事をすることもあります。社員一同、

それぞれのスキルをさまざまな場面で活かしながら、

起業家の支援を行うとともに、自身のスキルアップを

図るべく日々頑張っています。 

 来月号より、それぞれの社員が行っている仕事につ

いて紹介してゆく予定です。よろしくお願いします。 

社内状況報告 当センターの近況報告です！ 
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江坂 起業 

 8月――暑い盛り。仕事の後は、酒でも飲んでスッキリした

いというもの。冷えたビールもオツですが、たまにはバーで 

オシャレにカクテル、というのもいいのではないでしょうか。 

 夏のカクテルといえば、モヒート。最近有名になりましたが、

その歴史は古く、19世紀後半にキューバで生まれたそうです。

基本的にホワイトラム、ライム、ミントの葉、砂糖、ソーダを

材料として作りますが、色々な作り方があり、店によって味の

違いを楽しめるカクテルでもあります。また、ラムをバーボン

に変えるとミントジュレップというカクテルになるなど、バリ

エーションも楽しめます。 

 今年の夏はバーでゆったりと過ごしてみては？ 

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、子どもたちの野球に振り回される。 

  

私は小３次女のチームのコーチなのだが、 

勝ち進んで試合の多い小５次男に同行することが多い。 

 

中１長女のソフトボールまでは手が回らないのだが、
車出しを頼まれ、早朝から出かけることもある。 

  

中３最後の大会でエースナンバーをもらってきた長男
の試合は、練習試合も含めて最優先だ。 

 

妻も野球する長男をしっかり見ようと 

応援に駆け付ける。 

 

最後の大会の相手は、 

大阪で昨年ベスト８になったチーム。 

 

初回に先取点を取って、いい形だったが、 

雨で再試合となり、結局はコールド負け。 

  

取られた点を取り返すよう、受験勉強、頑張ってね。 

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！ 
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）  

お問合せ 


