
地域の企業・お店からのお知らせがあります 

江坂-大阪どっとJP6周年！ 

 前身の総合システム研究所時代に開設した企業紹介

サイト（江坂-大阪どっとJP）が５月１３日に満６歳

を迎えました。障がい者の実習や大学生のインターン

シップにより無料で運営し、当初の2,000事業所登録

から、現在は3,386社に成長してきました。毎月の 

企業調査を継続しており、新しくできたり、なくなっ 

てしまった事業所も随時更新しています。 

 地域の経営者が集まって始めた座談会も６５回を数

え、のべ７８２名の参加をいただくほどに続けること

ができました。座談会に参加した人たちのつながりも

広がり、人脈の輪が大きくなっている事を感じます。 

生きがいラボ株式会社代表取締役 福留幸輔さん 

「評価」と「給与」を切り離す人事制度！ 

 座談会に初登場の福留さんが問題提起者でしたの

で、新しい６名を含む１３名の参加がありました。 

 福留さんは、仕事が楽しく、会社の目標達成のた

めに結果を出したのに、お金のためにやっていると

受け取られたことが心外だったそうです。金銭的な

報酬を中心とした人事制度は、仕事を苦役に変えて

しまうのではないか？という疑問を持ちました。 

 「評価」と「給与」を分離するという従来の常識

を打ち破る逆発想で人事制度を作ってはどうかと問

題提起しました。 

 参加した方の中には「逆」ではなくて、本来そち

らのほうが正しいのではないか、という意見が半数

にのぼりました。また「お金ではモチベーションが

上がらないことが理論的にわかった」「これこそが

めざすべき人事制度だ」という意見も出ました。 

 心理学の話では、座長の高木が普段言っているこ

とと良く似た内容もあり、私たちの会社の人事制度

の考え方もわかる内容でした。 

（担当：阿部） 

 

 

 「否定」とは「自身の殻を破ること」 
 

 夫婦でコンサル会社を経営し、社員を卒業させ続

けて離職率１００％だった頃、ある人から「お前の 

会社、魅力ないんやな」と言われました。 

 「魅力って何だろう？ 何のために働くのか？」 

やってきたことを否定されたと思い、悩みと葛藤の

日々を過ごしますが、否定とは自身の殻を破ること、 

魅力とは未来を語ることだと気付きます。 

 ４８歳の誕生日に１２年後のビジョンを発表する 

と同時に「江坂-大阪どっとJP」を開設します。 

 殻を破った結果、年間150回のセミナーを開催す 

るなど、およそ5,000人に影響を与えてきました。 
 

 参加者が５年後のビジョンを語り合う 
 

 高木の問題提起を受け、参加者のひとりひとりが、

自身の殻を破った経験や、５年後のビジョンを発表 

 高木の誕生日に開催したこともあり、

元スタッフも駆けつけ、深いつながり

のある方々が集まり、ケーキも出され、 

お誕生会のようになった座談会でした。 

 

 

しました。「一番つらい

時に高木さんと出会った

から今がある」というお

話もあり、座長がまとめ

ることもなく、懇親会へ 

続きました。 

（担当：阿部） 

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 



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！ おじいちゃんとする球技は何？ 

先月号の答え：22日の上は、15日（苺）だから 

 5月9日（土）、大阪府中小企業家同友会吹田支部の会員として吹田市産業フェアに社長以下スタッフ、社員総

勢10名で参加しました。同友会の宣伝活動を行いながら、私たちの新サービス「仕事ができるでこぼこ社員を

「うつ」から守るプロジェクト」と、就職が決まらない大学生・卒業生向けの「就活アカデミー」のチラシを 

配布してきました。 

 吹田市産業フェアは、開催期間2日間で来場者数60,000人を超えるビッグイベントとして知られており、今年 

は参加企業も90社にものぼり、私たちが参加した初日は小雨の降る中、大勢の人で大変にぎわいました。 

 今回配布したチラシの詳細についてはホームページをご覧ください。 

（担当：政田）  

 代表によるA型事業所の説明の

後、実際に社員が働いていると

ころを、参加いただいた8名を 

2班に分け、見学していただきま 

した。 

 「社長自ら話をして下さる点

が良かったです」「働きやすそ

うな職場だと思いました」「内

容が色々わかり良かったです」

などの感想をいただきました。 

 

 参加者に事業所内を見ていた

だくだけでなく、毎回、代表や

スタッフ、3～4名の社員が対応 

しています。 

「一日の業務の流れは？」の 

質問にも社員がお答えしました。 

「社員のかたが緊張しながらも

笑顔で対応してくれたのが印象

的だった」などの感想をいただ 

きました。 

 

 5月13日、就職のための基礎

講座を行い、7名の方にご参加い

ただきました。代表の高木が、

夢の叶え方や、会社選びのポイ 

ントについて話しました。 

 参加者からは、｢どんどん夢を

語っていこうと思います｣｢まず

は好きなことから探していこう

と思いました｣などの感想をいた 

だきました。 

第32回 吹田産業フェアへ参加！私たちの新たな試み！ 

（担当:松本） （担当：髙石） （担当：髙石） 



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

2015年6月1日 

第5回 経営者の免許を取得しよう！ 

NPO法人 江坂-起業家支援ネットワーク  
                        理事長 高木 学 

   前回は、先日経営指針発表会を開催した株式会社江坂-起業
家支援センターにおける経営方針の作り方を解説しましたが、 
会社の規模により違いがあると思います。 
 

 一般的には、５年後のビジョンを描いた後は、SWOT分析に 

より、経営方針（成功要因）を導き出すのが良いと考えられます。 
 

 SWOT分析とは、外部環境の機会（O）と脅威（T）、内部環境の 
強み（S）と弱み（W）を分析・抽出し、クロス分析を行います。 
 

 機会×強み＝積極的攻勢戦略 
 機会×弱み＝段階的施策 
 脅威×強み＝差別化戦略 
 脅威×弱み＝防衛または撤退 
 

会社の規模が小さい場合は、積極的攻勢戦略で良いでしょう。 

 しかしながら、会社の規模が大きくなってくると、全社をあげた 

一丸体制を築き、社員の総力を結集しないとうまくいきません。

そのためにSWOT分析が有効な手法となります。 
 

 具体的には、社員とともに外部環境や内部環境の分析を行い、

クロス分析や経営方針の策定に社員が力を発揮できるようにす

ると、モチベーションがアップし、この後に行う経営計画が生きて 

くるのです。 
 

 ビジョンに向かって社員が力強く進んでいく。 

 そんな良いイメージを描きつつ、みんなで楽しく経営方針、 

経営計画づくりができたらいいですね。 

経営方針の作り方② 

編集後記 

 5月号よりニュース編集を中野が担当させていた 
だいております。 
 前月号は、初めてのニュース編集で計画を上手
く立てることができず、文章の多い紙面での発行 
となりました。 
 今月号は、前回の反省を活かし写真を多く用い 
た紙面構成といたしました。 
 まだまだ未熟でございますので、改善すべき点
も多くありますが、読みやすい紙面作りを目指し 
てまいります。 
 今後とも、是非あたたかく見守っていただけま 
すと幸いです。 
 

（担当 中野） 

夢に向かって！ 

 開業から2年が経過したこの春、4名の社員が卒業 
し、夢に向かって歩みだしました。 
 社内での業務だけでなく、在籍時から地域のお客様 
の元でも活躍し、皆様と共に成長してまいりました。 
 現在、働いている私たちも、今後、私たちの後輩と
して入社してくる社員も4名の背中を追いかけ、夢に 
向かうため皆様と共に成長してまいります。 

（担当 中野） 

  「すいたんプレミアム商品券」 
取扱協力店募集！ 

 
 地域活性化のため吹田市から20％のプレミア付の 
すいたんプレミアム商品券が販売されます。 
 現在、すいたんプレミアム商品券の取扱協力店の 
募集が行われています。頻繁にご利用される店舗に、 
取扱協力店へのお声掛けされてはいかがでしょうか？ 

 
 

登録の締切日  
平成27年6月19日（金）必着 

 
 

ホームページ作成事業補助金 
～第1回募集中～ 

  
 吹田市によるホームページ新規作成のための補助金 
（上限50,000円）の募集が行われています。 
 この機会に、ホームページの新規作成をされては、 
いかがでしょうか？ 
 応募には、ホームページ作成の見積書が必要です。 
 ホームページ作成のご依頼は下段のお問い合わせま 
でご連絡ください。 

 
応募締切日  

平成27年6月19日（金） 
 
  
 ホームページ作成事業補助金、すいたんプレミアム 
商品券、共済制度に関するくわしい情報は、吹田市の 

ホームページをご覧ください。 

  

経営者免許の取得講座（全12回） 7月23日 第1回 開催！ 

共済制度のお知らせ 

「吹田市勤労者福祉共済制度」をご存知ですか？ 
  吹田市内の事業所で働かれている皆さんの福利厚生 
を目的とした制度です。 
 この制度で、結婚や入学時の給付金の受給、USJ等
のレジャー施設、勤労者会館利用料の割引など福利厚 
生を社員の方がご利用いただけます。 

  

（担当 政田 中野） 



経営資源の限られた小さな会社は、決して大企業

と同じことをしてはなりません。 

ランチェスター戦略をベースに、「小さくても強

い会社」をつくるための第一歩をお手伝いします。 

『江坂Ｎｏ.１社長塾』 
 

☎ 

7月13日 

スタート！ 

ローソン 
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小学校 
大阪府吹田市江坂町1-16-10 メゾン江坂 

 

201 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 

高木家の 

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

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♪ 

発行元：株式会社 江坂起業家支援センター 

大阪府吹田市江坂町1-16-10 メゾン江坂201 

TEL 06-6190-9513 

FAX 06-6190-9512 

江坂 起業  http://esaka-esc.jp 

   高１の長男は、硬式野球部でなく軟式野球部に入部した。 

硬球が当たったら死ぬと思っているのだからやむを得ない。 
 

 中２の長女は、ソフトボール部で頑張っている。 
 

 ４年生になった次女の公式戦が７試合もあった。 

 女の子でもあり、チームでも重宝されているとは思えない

が、２つの大会が同時進行しており、３試合に先発、３試合 

にリリーフと６試合に投手としてマウンドに上がっている。 
 

 ６年の次男は、全国大会につながる大阪府大会の初戦で

リリーフ登板し、前年度の優勝チームを破り波に乗った。準

決勝で先発し、全国優勝４度のチーム敗れたものの、翌日 

の３位決定戦に勝利し、大阪府３位という結果になった。 
 

 大阪府大会は、全国、西日本大会の予選会を兼ねており、 

優勝、準優勝、３位がそれぞれ出場できる。 
 

 大阪で開催される西日本大会への参加は問題ないのだが、 

高野山の全国大会、九州の西日本大会は宿泊を伴う。 
 

 次男は、花見の席で「全国を目指す」と言っていたのだが、 

全国大会なんて口にする子は３人くらいしかいなかった。 
 

 和歌山に住んでいる母に連絡すると「高野山なら見に行く」 

と言っているが、次男が一人で行けるかが心配だ（笑） 
 

 負けたチームと再戦のチャンスがあるかも知れない。 

 すごい応援団に圧倒され、エラーで負けたので、次は落ち 

着いてリベンジして欲しいと思う。 

 

会場：江坂-起業家支援センター 

レンタルオフィス・バーチャルオフィス・独立開業支援

事務所・営業拠点・起業準備・住所使用 

あなたのビジネススタイルに合わせて 

ご利用ください

江坂-起業 

広告募集中！ 

       
          ：6月10日（水）10：00～12：00 

 
 

          ：6月11日（木）18：30～20：30 

          ：3,000円 
          ：株式会社 空間デザイン 
       取締役副社長  桑原 宏明さん 
 
 
 

 
          ：6月12日（金）13：30～15：30 

          ：無料 
 
 
          ：6月24日（水）11：30～13：00 

          ：1,000円 
 
 
          ：7月23日（木）18：30～20：30 

           :3,000円 

  
日 時 

 
 

日 時          
参 加 費       
問 題 
提 起 者 

       
       
  
 

日 時          
参 加 費       

 
 

日 時         
参 加 費       

 
 

日 時          
参 加 費      

※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2,000円 

第1回経営者の免許取得講座 

社員交流ランチ会 

第66回座談会 

就職のための基礎講座 

第26回見学会 


