２０１８年５月現在

NPO法人 北大阪経営支援マスターズ メンバー紹介（１）
経 歴 ・ 資 格
1 電気メーカーOB
中小企業診断士
インキュベーション・マネージャー
NPO法人 寝屋川あいの会設立（理事長）
NPO法人 地域通貨『ねやがわ』設立（理事長）
2 電気メーカーOB
PHP研究所講師
3 電気メーカーOB
（元）大阪工業大学 講師
（元）近畿経済産業局 販路開拓ナビゲーター
（元）大阪能率協会 事業企画担当
１級管工事施工管理技士
空調設備士・衛生設備士
空調・衛生建築設備士
第１種冷凍機械製造保安責任者
4 電気メーカーOB
法人営業SE(FAE) および開発営業を35年間経験
関東・関西・アジア地区の生産財営業に精通
開発営業請負業（兼業）
5 電気メーカーOB
JSA（日本規格協会） システム調査役
システム監査技術者
ISMS審査員
個人情報保護士
（元）芦原高等職業技術専門学校 講師
6 銀行ＯＢ
物流会社・ものづくりソリューション会社経験
京都労働局の助成金アドバイザー
大学生に対して就職のアドバイス
宅地建物取引主任者、中小企業診断士
第二種衛生管理者、ＭＢＡ、銀行法務２級
外国為替３級、金融先物取引管理者
個人情報保護士
経営革新等認定支援機関
7 電気メーカーOB
海外勤務、企業経営経験あり
（元）寝屋川市経営支援アドバイザー
8 電気メーカーOB
本部の生産技術、生産管理、工場企画を担当
全社の生産技術社員の人材育成を推進
全社の環境リスク対策・環境ISO取得を推進
事業場及び関係会社の内部監査を通じて
環境ＩＳＯ推進を指導
全社の森林緑化推進・ボランティアリーダー育成
大阪府立大学の産学連携コーディネーター
（中小企業の後継者の育成塾を推進）
（中小企業の経営課題、現場課題等を
掘り起こし解決に協力）
9 電気メーカーOB
PC、ワープロ、IT関連のソフトウエア開発を歴任
システム監査技術者、アプリケーションエンジニア
ネットワークスペシャリスト
キャリア・コンサルタント
個人情報保護士

得 意 分 野
経営全般
マーケティング
中間支援
経営全般
人材育成
コミュニケーション
＜経営企画・事業企画＞
環境・空調システムや情報システムの事業部門で
システムエンジニアとして営業サポートや販路開拓
、また事業企画・商品企画を担当

営業力強化
人材育成
セールスマンパワーUP
業務改革の企画・設計（業界・業種問わず）
情報システム（業務プロセス改革）
システムプロジェクト管理（開発～運用）
情報セキュリティー構築（ISMS、Pマーク）
マネジメント全般、銀行取引ノウハウ、創業支援、
財務分析、採用・雇用維持戦略、マーケティング戦略
リスクマネジメント、ビジネスコーチング
経営革新計画策定、経営改善計画策定、
経営力向上計画作成、知的経営資産報告書作成
人材育成、補助金・助成金アドバイス等

経営全般（経営計画・経営管理）
起業支援、海外進出
マーケティング（販路開拓・販売推進）
生産技術
環境ＩＳＯ推進
森林保全ボランティア活動

IT革新の企画（業務プロセス改革）
システム開発プロジェクト管理（開発～運用）
情報システム開発マネジメント
キャリアカウンセリング、就労支援

２０１８年５月現在

NPO法人 北大阪経営支援マスターズ メンバー紹介（２）
経 歴 ・ 資 格
10 電気メーカーOB
環境ISO１４００１主任審査員
EA２１（エコアクション）審査人
KES主幹審査員
環境カウンセラー
11 デザイン企画・製作会社ＯＢ
グラフィックデザイナー、ペーパークラフト作家
インテリアコーディネーター（IC850268A）
福祉住環境コーディネーター（03-3-14768）
12 電機材料メーカーＯＢ
日系中国上海企業（プリント基板会社）総経理経験
京都企業成長支援コーディネーター
京都試作センター（株）技術アドバイザー
エネルギー管理士
地域カーボンカウンセラー
（省エネ・省資源エコ活動の啓蒙）
高圧ガス（乙種機械など）
公害防止管理者（水質２種、騒音、振動）
13 電気・建設資材メーカーOB
＜経歴＞
・ＣＳＲ（企業の社会的責任）部門責任者
（ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・コンプライアンス・社会貢献含む）
・品質Ｒ＆Ｄセンター長
・製造会社の管理取締役
（人事、経理、総務、資材購買、情報、生産管理担当）
・製造工場の生産管理、資材購買、品質管理、
人事、総務、経理、情報管理の責任者および担当
＜資格＞
・衛生管理者
・ＩＳＯ９００１主任審査員、ＩＳＯ１４００１主任審査員、
ＯＨＳＡＳ１８０００審査員補
・経営品質アセッサー、関西経営品質賞審査員
・甲南大学大学院社会人コース「品質マネジメント」
の非常勤講師
・龍谷大学「産業論」の非常勤講師
・大阪工大のキャリアデザイン外部委員
・関西生産性本部パートナーコンサルタント等
・おおさか地域創造ファンド・コーディネーター
14 電気メーカーＯＢ
システム監査技術者
特種情報処理技術者
１種情報処理技術者
個人情報保護士
15 電気メーカーOB
営業畑一筋。実践営業と教育研修部門で
理論営業を経験
（元）芦原高等職業技術専門学校 講師
16 電気メーカーOB
マイクロモータ設計・開発
照明関連技術
品質管理
ISO９００１審査員

得 意 分 野
環境マネジメントシステムの構築・運用支援を
行います
ISO、EA２１等の豊富な審査経験を参考にして、
各企業の経営に貢献するシステム支援をモットー
にしています
マーケティング・商品意匠・包装・各種販促ツール・
ＨＰ等の企画・デザイン製作・支援
ペーパークラフト作品の製作
（出版物、カレンダー等に活用）
工場運営管理（ものづくり＝人づくり的思想）
中小企業活性化支援
省エネ・環境対応（ＣＯ２削減）工場改善・経営改善
ＴＰＭ、安全衛生・生産性向上（ムダとり経営）など

＜経営レベル＞
ＣＳＲ・リスクマネジメント・コンプライアンス・企業倫理、
ガバナンス、社会貢献等
方針管理・目標管理・経営品質活動
経営分析、経営戦略構築、事業企画、
プロジェクトマネジメント、技術開発マネジメント等
＜マネジメント・改善レベル＞
人事制度、人材育成、階層別研修（管理職研修等）、
労働安全、ＯＨＳＡＳ１８０００取得・構築、
社員満足度向上、人間力向上研修、小集団活動、
業務改善活動等
品質マネジメント革新、ＩＳＯ９００１取得・構築、
品質保証システム改善、不良削減、管理技術研修、
統計的手法研修、マネジメント技術研修等
原価管理、コスト削減（材料コスト含）、原価企画等
生産管理、工程改善、生産性向上等
環境マネジメント導入、ＩＳＯ１４００１取得・構築等

情報システム化（企画、開発）
コンピュータ運営全般
情報系のコスト削減および価格交渉
営業力強化
人材育成
セールスマンパワーUP
品質管理
ISO９００１取得支援
TPM指導・支援

２０１８年５月現在

NPO法人 北大阪経営支援マスターズ メンバー紹介（３）
経 歴 ・ 資 格
17 電気メーカーＯＢ
ポンプメーカー経験
芦原高等職業技術専門学校 講師
（元）大阪教育大学 講師
特種情報処理技術者
個人情報保護士
ＩＳＯ１４００１内部環境監査員
経営品質アセスメントＧ１・Ｇ２コース修了
18 電気メーカーOB
冷凍機関連事業部・事業部長（２年で再建）
リゾート開発会社社長
（バブル崩壊後の方針転換を主導）
経営コンサルタント
過去支援業種：製造業、販売業、建設業、
印刷業、物流業ｅｔｃ．
大阪府指定出資法人評価等審議会（元）委員
19 電気メーカーOB
経理担当（事業経理・工場経理）
監査担当
関係会社（製造業およびサービス業）
（元）芦原高等職業技術専門学校 講師
20 電気メーカーＯＢ
生産技術・製造技術を歴任
マレーシア新工場設立・同工場製造責任者
中国の日系製造会社 総経理
生産事業場のBCP策定、BCM構築を支援、
海外工場の策定を指導
21 電気メーカーＯＢ
製品デザイン製作
情報システム企画
（Ｗｅｂシステム、映像コンテンツ企画など）
22 電気メーカーＯＢ
（元）大阪府社会保険労務士会 理事
大阪北東支部副支部長、総合労働相談員、
特定社会保険労務士
衛生管理者
23 電気メーカーOB
開発部門を歴任
24 電気メーカーOB
個人情報保護士
輸出管理実務能力Associate認定者
経営品質アセスメントＧ１・Ｇ２コース修了
25 電気メーカーOB
ＮＰＯ図書館活用をすすめる会理事長（司書）
経営史学会会員
企業家フォーラム会員
26 電機材料メーカーＯＢ
経理担当（製造経理）・生産管理担当
監査担当
海外子会社社長（製造）
27 電気メーカーOB
FA機器,FAシステムの営業部門を歴任
定年後流通部門の営業社員研修講師

得 意 分 野
技術・ものづくりのプロセス改革・業務改善
情報システム化の企画・推進

経営改革、再建支援
営業利益５％以上達成支援
顧客満足（ＱＣＤ）大幅改善支援
（Q：品質、C：コスト、D：工期・納期）
実践を通じた人材育成
組織横断的活動の定着支援
継続改善する企業文化確立
経営管理
利益管理
原価管理
内部統制
生産技術開発と工程合理化
・JIT生産方式、セル生産方式等の合理化手法の活用
・からくり治具等の導入による省人化推進
事業継続計画（BCP)の構築と
経営活動への落とし込み（BCM)
製造現場の安全性確保
デザイン企画・製作
Ｗｅｂサイト構築企画・デザイン
就業規則・賃金規程他人事制度作成助言
助成金相談・申請手続き
労働災害・年金相談
個別労働紛争・労働問題相談
家電製品（音響機器）の製品安全
機構設計
技術管理業務・標準化
ベンチャー・起業支援
＜ ＩＴ活用促進 と コンプライアンス対策 ＞
業務分析～課題把握～課題の具体対策の立案
情報セキュリティの遵守の仕組構築と運営
Ｐマーク（個人情報保護）認証取得の支援
「輸出管理」遵守の仕組みの構築
総務・人事全般
経営史、企業家に関する講座
まち案内（大阪、寝屋川）
経営管理
利益管理・原価管理
生産管理・下請法
内部統制
営業職能の人材育成活動
溶接工法、溶接機器（ロボット含）技術知識
ＢｔｏＢ営業職能のマネジメント

