
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 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 

卸売業・小売業 
1017 (-32) 

宿泊業・飲食 
324 (-20) 

不動産業 
物品賃貸業 
257 (-27) 

学術研究 
専門・技術サービス業 

195 (-18) 

生活関連サービス業 
娯楽業 

142 (-13) 

情報通信業 
125 (-24) 

建設業 
159 (-3) 

サービス業 
154 (-5) 

医療・福祉 
125 (+4) 

その他 
6 (-2) 

金融業・保険業 
44 (-21) 教育・学習支援業 

55 (-3) 

運輸業・郵便業 
20 (-2) 製造業 

97 (-11) 

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。 

 また、弊社の運営する「江坂-大阪どっとJP」に

よると、この5年間独自に調査した地域の約3300社

の企業のうち、1割にあたる約330社が移転または

廃業していました。残念な結果ではありますが、私

たちはこの現状を受け止め、吹田一の商業地域であ

るこの江坂の活気を取り戻し、吹田市を活気あふれ 

る街にしたいと考えています。 

 そのためには、地域の企業どうしのつながりをよ

り強めてゆくことが大切です。私たちは「せっかく 

平成24年度 江坂駅周辺の事業所の業種分類と 
その事業所数（括弧内は平成21年度との増減） 

※ただし、官公庁2事業所を除く  

 左のグラフは、経済センサスを参考に、平成24年度の江坂 

駅1km四方の事業所を業種別に分類したものです。 

 先月発行した本紙のVol.22では、平成21年度と平成24年

度の江坂地域の事業所数を比較し、全体的に減少傾向にある

という結果を示しましたが、今回の業種分類の調査でも、医 

療・福祉以外のすべての業種に減少がみられました。 

 なお、平成21年度の業種分類の調査結果は、本紙のVol.9

に掲載しています（バックナンバーは弊社のホームページで 

ご覧いただけます）。 

起業した人たちに廃業して欲しくない」という想い 

から、座談会の開催、コーポラティブオフィスの運

営などの活動を通じ、起業家・経営者の方のつなが 

りづくりのお手伝いを行ってきました。 

 弊社の会員企業の方や、上記の活動にご参加いた 

だいた起業家の方は元気に経営を続けています。 

 ぜひ、私たちの想いにご賛同いただき、一緒に地 

域の活性化を目指していただければ幸いです。

(今年4月に開催した経営指針発表会の風景) 

私たちの活動にぜひご協力ください！ 



           11月10日、第19回事業所見学会 

           を開催しました。初めに代表の高木     

           とセンター長の柿原から、開設の経 

           緯、今後のビジョン、弊社の特色、 

           業務内容などをお話ししました。 

 その後事業所内の見学で、社員から担当業務の説明など 

をさせていただきました。 

 参加者からは「社員が自立して説明している様子がよ 

かった」などのご感想をいただきました。 

 今回の座談会は、弊社のスタッフである 

前田がお話しさせていただきました。 

 前田はこれまで何かを決める際「その場 

の勢い」で決めることが多かったそうです 

が、発想を転換したり、周囲の人の助けを借りたりして、 

大きな失敗をせずに今まで歩んできたそうです。 

 失敗をしなかった要因について前田は、自身の経験を交

え「失敗を失敗と思わないこと。失敗から何を学んだかで、

その失敗は経験になる」「何でもとりあえずやってみるこ

と。理由は後からついてくる」「目の前の事を一生懸命頑

張っていると、困ったときには周囲の人が助けてくれる。 

              それで上手くいった時は、 

              きちんと周りの人に感謝の 

              気持ちを忘れないこと」で 

              あるとお話しさせていただ 

               きました。 

 10月23日、第8回会員交流ランチ会を開催 

し、 株式会社千里カーゴサービス代表取締役 

固本秀徳さんにお話しいただきました。 

 固本さんは、 得意先に自社が選ばれる理由 

を尋ねたところ、自身の人柄や仕事への姿勢が評価されて

いると知り、自身の仕事への想いや姿勢を社員に伝え、共

に頑張ることが経営者のつとめと考えました。そのため、

物流センターの管理を社員に任せるなど、社員が自ら考え 

動ける体制を整えているそうです。 

 固本さんは、「業界への世間のイメージを変えたい。そ

のためにまず自社をよくし、社員がよい暮らしをできるよ 

うに。そして自社の取り 

組みや想いを同業者と分 

かち合って、業界全体を 

よりよいものにしたい」 

とビジョン語られました。 

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！ 計算をしている時に、かたくなに3を足すのを拒否する人って誰？ 

先月号の答え：千(栓)を抜いて1万円になったから 

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：12月11日（木） 13:30～15:30 

参加費：無料 
 

第10回 会員交流ランチ会 
日 時：12月25日（水） 11:30～13:00 

テーマ：この3ヵ月を振り返って 
参加費：1000円（食事付き） 
 

第61回 座談会 

日 時：12月9日（火） 18:30～20:30 

問題提起者：株式会社 江坂-起業家支援センター  
                  代表取締役 高木学 
テーマ：開業率1位の奪還を目指して 
参加費：3000円（食事・飲み物付き） 
※江坂-大阪どっとJPプレミアム会員の方、 
 または江坂-起業家支援センター会員の方は2000円 
 

第20回 江坂-起業家支援センター見学会 
日 時：12月10日（水） 10:00～12:00 

参加費：無料 

 11月14日の就職のための基礎講座で 

は、講師の高木が、参加者からの「障 

がいがあっても就職できるのか」「不 

安にどう対処すればいいか」といった 

質問に対し「障がいを含めて、自分の生きてきたすべてが

強みになる」「その不安が現実に起こっていることなのか

どうか、見極めることで不安は解消できる」と答えました。 

 さらに「自分がしっかりした意志や夢をもつことが大 

切」など、就職に対してのポイントも話しました。 

会場：江坂-起業家支援センター 

 

大阪府中小企業家同友会 吹田支部12月企画例会  

テーマ：産業振興条例と吹田市の産業施策を学びませんか？ 

日 時：12月17日（水）  18:30～21:00 

会 場：サニ－ストンホテル 本館2階 鷹の間 
参加費：無料（懇親会参加費は4000円） 
※お申し込み・お問い合わせは「大阪 同友会」で検索 
 



 10月18日の土曜開所では、ビジネス 

マナーの基本として挨拶と身だしなみ 

について考えました｡  センター長の 

柿原よりそれらの大切さについて説明があった後、参加

者が2班に分かれて『身だしなみとお洒落の違い』につ

いて話し合い、まとめた意見を発表しました。図やたと

え話を用いての説明をする班と、要点をまとめて説明す 

         る班があり、それぞれの発表に大き 

         な違いが出たことが印象的でした。 

           グループで協力することの大切さ 

          を学ぶよい機会にもなりました。 

           11月5日、社員ランチ会を開催 

           しました。今回は、ランチ会直前 

           の3連休（11月1日～3日）をどの 

ように過ごしたかについて各社員が話をしました。 

 話題は趣味のことから家庭や買い物のことなど多岐に

わたりました。また、1日の生活リズムを整える方法や、 

自分の身にもしものことがあったときペットの世話をど 

うするかなど、スタッフや社員の 

中で知恵を交換する場面もあり、 

互いの親睦を深めるよい機会とな 

りました。 

 経営理念を成文化し、いくつかの方針を立案した後は、経営計画 

の作成です。 
 

 そもそも経営とは、明確な目標を持ち、それに向かう方向を定め、
目標を達成することなのです。経営計画の作成では、誰が、何を、
いつまでに、どのように実行し、どうチェックするのかという視点が必
要になります。経営計画なしの経営は、成り行き経営と言われ、 

経営理念さえも絵に描いた餅になるだけでなく、事業の存続さえ 

危ぶまれるのです。 
  

 経営計画を作成するには、ビジョンと方針に沿って３年後と１年後 

の目標を決めます。 

 最初に利益目標から決める必要があります。利益目標、経費目標 

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12月1日 

があって初めて売上目標が決まるのです。経費目標の中には「働 

きがいのある会社作り」のため、労働条件の改善に必要な費用も 

含まれます。それらを可能とする売上・利益が必要となるのです。 
  

 具体的な行動計画は、社員も参画する必要があります。 

 1年後、半年後、1ヶ月後と目標を手前に引きよせ、1年かけて、
半年かけて、今月、今やるべきことを導き出します。ガントチャート
でスケジュール表を作成することも有効です。忘れてならないのは、
準備から実際にやること、またその評価まで計画に入れる事です。 
  

 文章だけでは分かりにくいと思いますが、次回は、ガントチャート 

とPDCAサイクルの解説を中心に記述します。 

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10回 
経営指針を確立して成文化しよう！ 

経営計画① 

休日の過ごし方から互いを知る マナーについてグループで考える 

シリーズ：社員たちの仕事風景⑤～データ入力～ 

 今回は、データ入力について紹介します。 

 社内やお客様の顧客データ、業務の受注記録、経費

などの情報を、パソコンを用いて特定のフォーマット

に入力し、まとめてゆく仕事です。仕事量が多い場合

は、業務を複数の社員で分担したり、それぞれの入力

項目によってチーム分けをして協力して作業を進める

こともあります。正確さとスピーディーさが求めら 

れる仕事です。 

 単純作業が多いですが膨大なデータを扱うことが多く、また納期が

短いこともしばしばあります。速く作業を進めながらも、ミスがないよう

に随時入念にチェックをするなど、細やかな精神を使わなければなら

ない場面もあります。複数の社員で作業をする際は、互いにチェック

をし合って、入力の方式に統一性をもたせながら業務を進めています。 

 大変な作業ではありますが、その分終わった時の達成感が大きいこ

とがこの業務の魅力です。お客様の仕事の時間的負担を少しでも軽く 

するお手伝いがしたい、という想いをもって業務にあたっています。 

株式会社 江坂-起業家支援センターの近況報告です！ 
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編集後記 

江坂 起業 

 12月は師走とも呼ばれます。この呼び方の由来には諸説

ありますが、正月の先祖供養のために僧侶（師）が忙しく走

り回ったことが由来という説が有力です。現代も年賀状の準

備などで、この時期に忙しい思いをされる方も少なくないの 

ではないでしょうか。 

 忙しいときこそ、落ち着いて物事を進めたいものですね。

そんなときは腹式呼吸がおすすめです。鼻からゆっくり息を

吸って丹田（おへその下）に空気を溜め、その息をゆっくり

と吐いていきます（吸うときの倍ぐらいの時間が目安です）。 

 業務中の小休憩などに試してみてはいかがでしょうか。 

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。 

 先日、次女が小学校3年生以下の野球大会（84 

チーム参加）で準優勝して、銀メダルを持って帰って 

来た。 

 実は、２年前に次男も同じ大会（96チーム参加）で
準優勝し、日付と大会回数違いの同じメダルがある。 

 

 兄妹そろって銀メダルが取れるなんてすごいなぁと 

思っていたら、他にもあった。 
 

 第26回MOA美術館 吹田市児童作品展の書写の 

部で次女が銀賞を取ってきた。 

 これも確か次男が取ってたと思い確認すると、左利 

きの次男だが、筆を右手に持って書いて銀賞。 
 

 確か長女もと思って「MOA美術館吹田市児童作品
展 高木」で検索してみると私のtwitterが出てきた。 

 

『3年生の長女が、「MOA美術館吹田市児童作品展」

の書の部で「金賞」を取ったと知らされた。野球ばか
りで習字も習わせていないのに不思議に思っている
と長男が自分も銀賞をもらったと３年生の時の賞状を
出してきた。「全国書画展覧会 書の部 銀賞」なん
かこっちのほうが、権威がありそう・・・2010年10月 

18日』 
  

 長男は全国で銀賞、長女は吹田市で金賞、そして
次男と次女が銀賞って、野球しかやっていないはず 

なのに、やっぱり上から順番なのかな？ 

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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2014年12月  事例研究 株式会社NFL 
 

どんな業種でも 
応用できる販促法 

～業績をV字復活した 
町の紳士服店～ 

詳細･お申込みは 
折り込みチラシをご覧ください 

江坂 起業 検索 

デザイン料…………5,000円 
宛名データ入力料…1件30円 
印刷料………………1枚45円 

詳細はホームページを 
ご覧ください。 

デザインのみ・宛名データ入力のみ等 
対応いたしますので、ご相談ください。 

江坂-起業家支援センター 


