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 今年の4月に開催した経営指針発表会から、9月で半年を迎えます。半年の節目として、今月号と来月

号にかけて、4月から今日までの社内の主な出来事を振り返りたいと思います。 

経営指針発表会の開催 

 4月10日、江坂地域の起業家の方々に向け、弊社

のこれまでの歩みと今後の目標や展望、精神・発

達障がいをもつ社員たちの就労に向けた1年後の目

標を発表しました。弊社の掲げる「地域経済の活

性化」と「地域の障がい者雇用率を日本一に」と

いうビジョンを改めて確かめる機会となりました。 

センター見学会 5月で1年 

 就労継続支援A型事業所として運営する当センターですが、その取り組みをさま 

ざまな方に知っていただこうと、見学会を毎月開催しています。たくさんの方に 

当センターの活動についてご興味をお持ちいただいたこともあり、今年の5月で開 

始から1年を迎えることができました。8月現在、開催数は16回を重ね、総参加者 

精神・発達障がい者職場サポーター 
協力事業所に登録 

 精神障がい者、発達障がい者の積極的な雇用促進

と職場定着の促進のため 

実施される「精神・発達 

障がい者職場サポーター 

養成研修事業」の職場体 

験協力事業所に登録しま 

した。 

大阪府障がい者 
サポートカンパニーに登録 

 大阪府の障がい者の積極的な雇用、就労支援を行

う企業「大阪府障がい者サポートカンパニー」に優 

良企業として弊社が登録されました。 

 なお、登録企業に配布される右の 

ステッカーは、弊社が開催する「障 

がい者雇用を考える昼食会」で出た 

案に基づいて作られました。 

 我々の掲げる「障がいをもつ人もそうでない人も、働きやすい社会にする」という夢を実現すべく、これ

からも障がいをもつ人たちの就労支援を行ってゆく所存です。応援のほど、よろしくお願いいたします。 

 来月は、経営指針発表会でお話しした目標に対しての活動について、詳しく振り返ります。 

数は155人になりました。これまで多くの方に見学に来ていただいたことに感謝するとともに、今後も引き 

続いてこの見学会を開催してゆく予定です。みなさま、よろしくお願いいたします。 

 



 7月24日に5回目の会員交流 

ランチ会を開催し、谷公認会 

計士・税理士事務所の谷義孝 

さんにお話しいただきました。  

 谷さんは現在、会計・財務・ 

監査といった専門サービスを通じて、企業のサポートを行

っています。 

 谷さんから、公認会計士になったきっかけや、監査法人

に入社し20年勤務したこと、独立当初は顧問先も決まって

おらず、顧客を増やす努力をしたことなど、これまでの経

緯についての話や、さらに今後の事業運営にあたって大切

なことやビジョンについてお話をいただきました。 

 谷さんの発表の後、食事をしながら経営指針などさまざ

まなテーマでの意見交換が行われ、大きな学びや気づきを

得ることができた会となりました。 

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！ 取得するのに一番骨が折れる資格って何？ 

先月号の答え：国連（「告れん」） 

               8月12日、57回目の座談 

              会を開催し、藤原労務オフ 

               ィス代表の藤原雅博さんに 

              問題提起者を務めていただ 

              きました。 

 今回のテーマは、『会社に適した就業規則は、必ずあな

たの会社を守ります！』というものです。藤原さんから、

就業規則の意義や必要な要素、社内のトラブルの原因と 

その回避方法、また「経営者の想いをこめた規則が大切」

ということや、「最適な就業規則」の3つの要素など、会

社や社員を守るために大切なことについてお話をいただき 

ました。 

 問題提起の後、会食をしながら参加者の間で意見交換を

行いました。就業規則を軸に、参加者の経験したことや 

見解について話し合い、とても充実した会となりました。 

第11回 障がい者雇用を考える昼食会 

日 時：9月18日（木）  11:30～13:30 

発表者：株式会社 江坂-起業家支援センター 

    代表取締役 高木学氏 

参加費：1000円（食事付き） 
※起業家、就労支援機関、地域住民が集まり、障がい 

 者雇用について考え理解を深め合う昼食会です！ 

 
第6回 会員交流ランチ会 

日 時：9月25日（木）  11:30～13:00 

テーマ：この3ヶ月間を振り返って 

参加費：1000円（食事付き） 

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！ 

就職のための基礎講座 

日 時：9月9日（火） 13:30～15:30 

参加費：無料 

 

第17回 江坂-起業家支援センター見学会 

日 時：9月10日（水） 10:00～12:00 

参加費：無料 

 

第58回 座談会 

日 時：9月12日（金） 18:30～20:30 

問題提起者：NS人材教育コーチング 代表 松田浩一氏 
テーマ：起業なんてしなきゃよかった!? そんなことない！  
    体験こそ、かけがえのない財産！ 
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 

             はじめにセンター長の柿原が 

            弊社の概要を説明し、続いて参 

            加者の方々に、実際に仕事場を 

            見学していただきました。その

後代表の高木が弊社設立の経緯などを話しました。最後に 

みなさんの質問に答え、会を終了しました。 

 参加者からは「どのようなスキルを持った人が、どのよ

うな仕事をしているかよく分かった」などの感想をいた 

だきました。        

 今回は11名の方にご参加いただきました。 

 講師の高木が参加者の聞きたいことに沿って、志望動機

の伝え方、働くことの本質、目標の設定方法、自信のもて

る考え方などを話しました。 

 参加者からは「今までとは違う見 

方で就活をしてみたい」「お客様の 

役に立てる自分になろうと思った」 

などの感想をいただきました。 



            8月6日、新入社員の松本さん 

           さんを囲んで社員ランチ会を行 

            いました。 

            まず、スタッフや社員が自己 

           紹介をし、担当業務や趣味につ 

いて話した後、社長が「病気や障がいの種類が同じ人で

も、ひとりひとり違いがあるのでその人に合った支援を 

していきたい」と締めくくられました。 

 弊社では月に1度、有志の社員を集い土曜開所を行っ

ています。 

 7月19日の土曜開所は4度目となる地域清掃を行いま

した。社員が燃えるゴミと燃えないゴミを回収するグ

ループに分かれ、江坂公園やその周辺道路を清掃しま

した。普段の業務とは異なる活動を通じて、社員自身

の経験の幅も広がり、自信や成長につながったのでは

ないかと思います。 

 参加した社員からは、「有意 

義な時間を過ごすことができた」 

などの感想がありました。 

 5年後のビジョンを描いたら、次は3年後の未来、外部環境 

を予測します。 

 これは、経営が「外部環境の変化に対応し、事業の維持・ 
発展をめざす」ものであることからも重要な視点です。 

  

 SWOT分析から経営方針をするために、外部環境の変化を 

予測するこことが必要です。 

 外部環境の変化には、機会と脅威があります。 

 機会とは、目標達成に貢献する外部の特質であり、脅威は 

目標達成の障害となる外部の特質です。 
 

「中小企業をめぐる環境は、年々厳しさを増し」と言われるよう 

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9月1日 

に脅威の方が多く感じられるかも知れませんが、経営者はそ 

の中から機会を見つけることが必要です。 
  

 外部環境の変化は、簡単に予測することはできないかも 

知れません。 

 最初のうちは、予測しても外れることが多いかも知れません。 

 それでも、予測し続けると決めることが必要です。 

 今年より来年、来年より再来年と、新聞や様々な情報の 

取得により精度が上がっていくのではないでしょうか。 

 また、外部環境の変化を社員と共に予測することにより、 

経営方針づくりに社員を参画させることができます。 

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7回 
経営指針を確立して成文化しよう！ 

経営方針② 

8月の新入社員歓迎ランチ会を行いました 江坂公園周辺の清掃活動を行いました 

シリーズ：社員たちの仕事風景② 
～経理部門～ 

 先月より始まったこの企画。今月は、経理部門の 

仕事風景を紹介します。 

 経理部門では、帳簿の入力、請求書の発行、伝票入

力、売上の管理、給与計算などのお金に関する記録を、

会計ソフトなどを用いて行っています。弊社だけでな

く、弊社に協賛してくださる企業や福祉施設から依頼

を受け、そちらの経理を担当したり、税理士の方から 

出金伝票の入力をお願いされることもあります。 

2年間を通して話すことに慣れ、コミュニ 

ケーション力を身に付けていきたいと思い
ます。よろしくお願い致します。  松本 

 もともと簿記や会計の勉強をしていたので、自分のスキル

を活かした仕事ができています。心がけていることは、お金

の情報を扱う以上、ミスや情報漏えいが絶対にないように 

することです。正確さが求められる仕事ではありますが、 

その分作業に集中することができ、計算がぴたりと合った 

ときはとても嬉しい。それがこの仕事の魅力だと思います。 
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江坂 起業 

 9月といえば、晩夏から初秋にかけての季節の変わり目です。

夏の暑さが少し和らぐこともあって、食べ物が美味しく感じら 

れ始める時期でもありますよね。 

 そんな9月にまず思い浮かぶ食材といえばサンマです。サン

マといえば、『目黒のサンマ』という落語の演目はご存知でし

ょうか。殿様が、たまたま目黒の百姓家で美味いサンマを食し、 

「サンマは目黒に限る！」と勘違いをするというお話です。 

 この演目を元に、毎年9月には東京の目黒で『目黒のさんま

祭り』という行事が行われ、新鮮なサンマが振舞われるほか、

落語の講演会も行われるそうです。旬のサンマと日本の伝統 

芸能、同時に味わうのも趣があっていいかも知れませんね。 

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。 

高木家の子どもたちの夏休み。 

  

野球部を引退した長男は、 

毎日ごろごろして粗大ごみの様相。 

長女は連日の部活で真っ黒。 

次男もそこそこで、次女はちょっとの練習。 

  

こんな子どもたちの休みが合う日に、 

家族旅行に出かける。 

今年は、宿泊なしの日帰り旅行が2回。 

  

お盆には、和歌山に住む母に会いに出かけたが、 

その日はあいにく次男のプールが夕方にあって大急ぎ
で帰宅した。 

  

メインは姫路セントラルパーク。 

この日はさすがに誰の予定もなくゆっくりできた。 

サファリパークは車から動物が見える。 

次女が「姫路千虎パーク」と言っていたのも微笑ましい。 

その後、子どもたちは遊園地で遊んだ。 

  

平日にもかかわらず帰りの中国自動車道で20kmの 

渋滞があったので、停まっているところで妻に運転を
代わってもらい何とか帰宅。 

  

子どもたち、夏休みの思い出になったかな。 

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）  


