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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
榎本 泰己

えのもと ひろみ

担当拠点 北海道

専門領域
強みなど

【専門領域】
・企業分析
・事業再生
・事業承継
【強み】
・道内各地の支援機関との
ネットワーク

略

歴

1955年 北海道生まれ（道産子）
(明治後期曾祖父が淡路島より北海道へ移住)

1978年 京都大学法学部卒業後、
(旧)北海道拓殖銀行入行、主に札幌にて
中小企業取引、大阪・東京・スイスにて
大企業取引、国際・証券業務に従事

2000年 雪印乳業㈱(現雪印メグミルク㈱)へ入社
食中毒事件後の会社再建、財務・経営
企画・関係会社管理等に従事

2018年 (北海道へUターン) (公財)北海道中小
企業総合支援センターにて事業承継チー
フコーディネーターとして事業承継支援事業
に従事

2021年 小樽商科大学大学院修了(経営管理
修士MBA取得)

趣味・特技
など

・ウオーキング
・MLB（TV）観戦
・家庭菜園（春～秋）
・雪かき（冬）
・（お酒）

好きな言葉 着眼大局、着手小局

マネージャー就任の経緯

 2018年北海道へUターン後、2023年3月まで(公財)北海道中小企業総合支援センターにて道
内各地の支援機関（金融機関・商工団体等）と連携しながら国及び北海道庁の中小・小規模
企業向け事業承継支援事業に取り組んでまいりました。

 今年度（2023年度）(公財)北海道中小企業総合支援センターが本事業の運営機関となりまし
たことから、今までの経験(含むUターン経験)及び道内各地の支援機関とのネットワークを活かして、
微力ながら地元北海道の地方創生のお役に立てればと思い、応募いたしました。

本事業に対する抱負

 直近の5年間従事しました道内の中小・小規模企業向け事業承継支援で道内各地に足を運び、
地域の衰退、後継者含めた人材不足を目の当たりにしておりましたことから、本事業を通じて適切な
プロ人材を紹介することにより、企業そして地域の発展に是非とも貢献したいと思っております。
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
久米田 勝
くめた まさる

担当拠点 青森県

専門領域
強みなど

融資渉外業務に取り組んだ
銀行員の経験

略
歴

１９５７年生まれ
１９７６年 ㈱みちのく銀行入行 ２０
０５年 八戸支店次長 ２００７年
深浦支店長 ２０１０年 三戸支店長
２０１４年 ローン業務部上席担当役

趣味・特技
など

ウォーキング、ゴルフ

好きな言葉

誠心誠意

マネージャー就任の経緯

➢ 地域金融機関に勤務し、融資渉外業務を含めた企業支援に取組んできました。今
般プロフェッショナル人材戦略マネージャーの要請をいただき、県内中小企業の発展に
協力したいという思いからお話をお受けすることにしました。

本事業に対する抱負

➢ 全国的に中小企業の生き残りは非常に厳しいものがあります。特に後継者不足という
大きな問題を抱えており、事業承継を含めて企業の発展を考えていかなければなりま
せん。企業の発展は地域の活性化につながることから、プロフェッショナル人材事業を
通じ地元企業の新たな展開に貢献出来ればと思います。
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
中里 武司

なかさと たけし

担当拠点 岩手県

専門領域
強みなど

・人事、総務全般
・企画・調整

略

歴

■ 1967年生まれ
■ 1990年 岩手県入庁
■ その後、金ケ崎町（出向）、総務部、ふるさと
振興部、復興防災部、県北・県南の広域振興局な
どで勤務
■ 2023年４月から（公財）いわて産業振興セン
ター常務理事兼事務局長

趣味・特技
など

・読書（雑読系）、スポー
ツ観戦（専ら見る派）

好きな言葉

明けない夜はない

マネージャー就任の経緯

 岩手県職員として、地域振興、人事、企画・調整など、様々な業務を経験してきまし
た。2023年度から、いわて産業振興センター常務理事兼事務局長に就任するととも
に、マネージャー職を拝命しております。

本事業に対する抱負

 東日本大震災津波からの復興は道半ばです。また、岩手県全体を見ても、人口減
少下で専門人材の確保に苦労している企業が多い状況です。職員採用や行政改革
に携わったほか、県内各地域で勤務した経験を生かし、企業の支援に取り組みます。
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
相原 康伸

あいはら やすのぶ

担当拠点 宮城県

専門領域
強みなど

・事業戦略策定・推進
デバイス製品設計
マーケティング

略

歴

・１９６０年生まれ
・１９８３年 山形大学工学部電子工学科卒業
・１９８３年 ソニー株式会社入社

デバイス部門にて磁気デバイス製品の商品設計・
開発、事業推進 責任者に従事

・２０２０年 デクセリアルズ株式会社を定年退職

趣味・特技
など

・映画鑑賞
・サッカー

好きな言葉

・努力に勝る天才なし
・七転八起

マネージャー就任の経緯

 2020年7月からサブマネージャーとして宮城県の当事業に携わってまいりました。

 マネジャー職の大変さは身近に感じておりましたが、出身地である宮城に少しでも貢献
ができればと、今回引き受けることにいたしました。

本事業に対する抱負

 県内企業経営者の抱える成長戦略・人材戦略に対応するために構築した「実務者
会議・求人ニーズ説明会」を一層充実させるとともに、県内企業経営者へのセミナーを
通して、新たな「副業プロ人材・兼業プロ人材」活用を浸透させていきたい。
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
佐藤 隆夫
さとう たかお

担当拠点 秋田県

専門領域
強みなど

金融全般
コ－ポレ－トガバナンス

略

歴

・昭和５４年 秋田銀行入行
情報開発部次長、県庁支店長、事務統括、監査

部長を経て監査役に就任。

・平成２９年 秋田銀行を退職し、「㈱あきぎんリサ
－チ＆コンサルティング」代表取締役社長に就任。令
和２年退職。

趣味・特技
など

美術鑑賞
スポーツ観戦
ドローン撮影
柔道５段

好きな言葉
急がば回れ
三人寄れば文殊の知恵

マネージャー就任の経緯

 長年勤務した銀行での経験を活かして県内企業の経営相談を受けていく中で、人材
の重要性を改めて痛感しておりました。

 そんな中、行員時代に共に仕事をした方から本事業のマネージャーを募集している話
を聞き、地元企業へのお役に立ちたいと思い応募いたしました。

本事業に対する抱負

 企業の人材ニーズを掘り起こし、適切な人材を紹介することで企業の発展に貢献して
いきたいと思っております。
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
今泉 朗

いまいずみ あきら

担当拠点 山形県

専門領域
強みなど

長年の地方銀行での経験、
中小企業診断士としての視
点、プロ拠点での年間100
社超のお客さまとの面談を
土台に、経営・法律・心理・
福祉・副業兼業の多様なス
キルを掛け算して、山形県
内企業の経営課題解決に
チャレンジしてまいります。

略

歴

1960年生まれ
1983年 青山学院大学法学部卒業後

山形銀行入行
2006年～地域振興部副部長、県庁支店長を

はじめ、県内各地の支店長を経験
2015年 中堅メーカー・地元大手保険代理店

に出向
2020年 山形プロ拠点サブマネージャー就任

山形銀行退職
2022年 放送大学教育学部卒業

（心理と教育コース）
2023年 山形プロ拠点マネージャー就任

趣味・特技
など

早寝・早起き
参禅
読書

好きな言葉
「不易流行」
「初心忘るべからず」

マネージャー就任の経緯

地方銀行・メーカー・保険代理業を経験後、令和2年4月にサブマネージャーに就任しまし
た。以来、年間100社を超える企業を訪問し経営者から直接お話をうかがう中で「地方
企業の悩み」を実感し、一方でその多くには『人材』を通して幾許かのお手伝いができるこ
とを学び実践してきました。前マネージャーの勇退を機にマネージャー就任を推され、地元
企業のお役に立ちたいと思い全力で挑戦することを決意しました。

本事業に対する抱負

「地域人口減少」「IT」「コロナ」により、地方での企業経営は苦難の連続です。

私の仮説は「経営者は何とかしなければと悩み続け、何をしなければならないのか・何をし
たら良いのかは分かっている。ただ、どうしたら実現していけるのかが分からないので一歩を
踏み出せていない。」ということです。

プレイングマネージャーとしてお客様に直に接し、現状の課題、辿り着きたい未来をうかがっ
て、どのように「人材」を活用していけるのかじっくりお話をしていきたいと思います。

7
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
渡部 速夫

わたなべ はやお

担当拠点 福島県

専門領域
強みなど

マクロ経済
金融知識
産業集積（クラスター）
企業経営・財務
等々

略

歴

1956年福島県生まれ
1979年東京大学卒業後日本開発銀行に入行
1984年自治省財政局に出向
1988年ハーバード大学国際問題研究所
2002年ハーバード大学ビジネススクール(AMP)
2003年日本政策投資銀行財務部長
2005年日本政策投資銀行調査部長
2006年日本政策投資銀行東北支店長
2010年京王プラザホテル常勤監査役
2012年日本経済研究所監査役
2016年東邦銀行取締役

福島県企業局相談役
2018年ABLIC（株）常勤監査役

（現職）東邦銀行取締役
喜多方市政策推進顧問
きたかた大使等

趣味・特技
など

野球，卓球
MLB観戦
自動車,万年筆
等々

好きな言葉

それでも人生にイエスと言う
（V.E.Frankl）

マネージャー就任の経緯

 前任者の方からの誠意のあるご依頼と県庁の方々からのご説明を拝聴いたしまして、
故郷である福島県のためになることをしたいと思いました。

本事業に対する抱負

 現在、コロナ禍等大変な思いをしている県内の企業の方々のお役に少しでも立ちたい
と思っております。
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
鴨志田 武

かもしだ たけし

担当拠点 茨城県

専門領域
強みなど

・材料工学、機械加工、鋳
造、熱処理、表面処理技
術、機器分析技術
・陶芸等の伝統工芸品や
石材産業等の地場産業振
興支援
・研究開発等の産学官
連携推進

略

歴

・長年にわたり茨城県工業技術センター（現在の
産業技術イノベーションセンター）にて、機械金属
関連企業の試験・研究開発・人材育成業務に従
事し県内中小企業の技術力向上の支援に携わる。
その間、県北臨海地域の産業活性化支援業務
に従事
窯業指導所（現在の笠間陶芸大学校）にて笠
間焼の振興や後継者育成に従事
ひたちなかテクノセンターにて共同研究事業の管理
業務及びJ-PARCの中性子産業利用促進業務
に従事
ものづくり補助金の茨城県地域事務局にて補助
金の応募・審査・採択や事業管理を担当し中小
企業の生産性向上を支援

趣味・特技
など

・アウトドア全般
ロードバイクによるポタリン

グ、フライフィッシング、山歩
き、温泉巡り

好きな言葉

「ワンフォーオール、オール
フォーワン」

マネージャー就任の経緯

 これまでの中小企業支援業務を通じて中小企業の重要な課題やニーズが人材支
援にあることを実感していました。そのような中でプロフェショナル人材戦略拠点事業
のコーディネータの仕事があることを知り、これまでお世話になった地域の皆様に恩返
しできる機会と思い応募し縁あって、マネージャーとなりました。

本事業に対する抱負

 これまでの中小企業支援の経験とネットワークを活かし、プロフェッショナル人材支援を通し
て、将来の茨城県の中核を担う事業者育成に少しでも貢献できれば思っています。

 茨城県の拠点としては事業者目線を最優先としてメンバー間での情報共有と連携を密に
して拠点としてワンチームでの支援を心掛けたいと思います。
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
篠原 良一

しのはら りょういち

担当拠点 栃木県

専門領域
強みなど

栃木県職員として、企業誘
致に携わったほか、県政広
報、私学振興、児童福祉
関係等、様々な行政分野
を経験し、栃木県の状況を
幅広く捉えています。

略

歴

栃木県職員
県南児童相談所長
保健福祉部参事兼中央児童相談所長

令和５年度から
（公財）栃木県産業振興センター専務理事

趣味・特技
など

旅行、読書、野球観戦

好きな言葉

雲外蒼天
桃李成蹊

マネージャー就任の経緯

令和５年４月から（公財）栃木県産業振興センター専務理事に着任しました。中小
企業の支援機関として当産業振興センターが有する多様な相談・支援機能と、「プロ
フェッショナル人材戦略拠点」の取り組みの連携を強め、シナジー効果を発揮するためマ
ネージャーに就任いたしました。

本事業に対する抱負

本県産業の基盤を支える人材の確保・育成や、中小企業・小規模事業者に対するき
め細かな支援が、地域活性化のためには重要であります。事業者皆様方の話をよく伺い、
ワンストップで経営課題と強みを明確化しながら、「攻めの経営の促進」とそのために必要
な「プロ人材」のマッチングに積極的に取り組んで参ります。

10



プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
近藤 潤

こんどう じゅん

担当拠点 群馬県

専門領域
強みなど

㈱SUBARUにおいて、生産
技術・生産管理・人事労
政・原価企画・経営企画等
多くの部署を経験、役員経
験15年における幅広い人
脈を持つ

略

歴

1950年生まれ
1976年 早稲田大学大学院理工学研究科修了
1976年 富士重工業㈱（現㈱SUBARU）入社
2003年 同社 執行役員スバル製造本部長

兼群馬製作所長
2004年 同社 常務執行役員 原価企画

管理本部長
2008年 同社 取締役専務執行役員

戦略本部長
2011年 同社 代表取締役副社長
2016年 ㈱群馬銀行 取締役
2017年 同社（㈱SUBARU）取締役会長
2018年 同社 特別顧問（2019年退任）
2019年 群馬県プロフェッショナル人材戦略拠点

マネージャー（～現在）
2021年 国立大学法人群馬大学理事（学長特

命（産学連携））・非常勤

趣味・特技
など

ゴルフ・スポーツ観戦（特に
野球）

好きな言葉

随所に主となれば、立つとこ
ろみな眞なり

マネージャー就任の経緯

 群馬は、私の前職であるSUBARUが国内唯一の生産拠点を置く県であり、40年超の職業
人生を過ごす中で、多くの企業そして様々な人と密接な関りをもった第二の故郷です。

 企業経営に携わってきたなかで 「企業は人なり、人は会社の財産」との想いは強く、“人材確
保という切り口から群馬を元気にする”という視点で、少しでも故郷のお役にたてればと思い、
就任を承りました。

本事業に対する抱負

 就任以来約3年、延べ200人超の経営者とお目にかかり、中小企業の現場を拝見し、経
営について意見交換を行ったうえで、“優秀な人材の確保”は企業経営の生命線であるとの
思いを益々強くしています。

 我々は、当拠点が設置された群馬県産業支援機構と連携して、人材紹介に限ることなく
様々な課題解決方法を提案しながら中小企業を支援しています。
元気な群馬を造り出すため、是非我々を活用していただきたいと思います。
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
原田 忠禮

はらだ ただみち

担当拠点 埼玉県

専門領域
強みなど

経営企画から現場管理ま
で全般
特に生産技術・品質管理・
5S活動

略

歴

1950年 東京生まれ
1974年 千葉大学工学部機械工学科卒
1974年 日産ディーゼル工業㈱入社

（現UD トラックス株式会社）
1999年 同社技術部長
2003年 同社常務執行役員 中国総代表
2007年 同社専務取締役（～２012年）
2008年 ボルボパワートレインSVP

（～2011年）
2014年 プレス工業㈱取締役（非常勤）

（～2018年）
2017年 上尾市企業連携チーフコーディネータ

趣味・特技
など

読書・水泳・ゴルフ

好きな言葉

至大至剛

マネージャー就任の経緯

 経営全般に関する知見が豊富。

 生産技術に関する経験を活かしたサプライヤー指導の経験が長い。

 上尾市の企業連携チーフコーディネータとして中小企業との接点が多い。

 上記を評価されて要請された。

本事業に対する抱負

 中小企業の中でも特に小規模事業者の共通のWeak Pointである人材面においてプロ
フェッショナル人材の活用を促進すべく誠意を持って取り組んでいく。
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
安田 安利

やすだ やすとし

担当拠点 千葉県

専門領域
強みなど

・千葉県内の産業に関する
知識
・営業面でのコミュニケーショ
ン能力

略

歴

・1963年 生まれ
・1987年 早稲田大学商学部卒業後、

㈱千葉銀行入行
・2011年 同上 人材育成部副部長
・2014年 同上 秋葉原支店長
・2016年 同上 市川支店長
・2018年 ㈱ちばぎん総合研究所取締役
・2020年 同上 常務取締役
・2023年 同上 退任

趣味・特技
など

・スポーツ観戦

好きな言葉

・誠心誠意

マネージャー就任の経緯

・地元金融機関での経験を活かし県内企業のさまざまな課題解決のお役に立てれば、

との思いのなか、プロフェッショナル人材事業のご縁をいただきました。

本事業に対する抱負

・生まれ育った千葉県の活性化のためには県内企業の成長発展は欠かせません。

プロフェッショナル人材事業を通じて、企業の課題解決に貢献いたします。
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
平沼 義幸

ひらぬま よしゆき

担当拠点 神奈川県

専門領域
強みなど

長年の地域金融機
関での経験と、経済
団体等での活動を通
じた知見とネットワーク

略

歴

・1960年 横浜生まれ
・1982年 横浜国立大学卒業
・1982年 ㈱横浜銀行入行
・2000年 三ツ境支店長
・2001年 瀬谷支店長
・2003年 溝口支店長
・2005年 秦野支店長
・2006年 小田原支店長
・2009年 執行役員相模原駅前支店長 兼

県北ブロック営業本部長
・2011年 執行役員厚木支店長 兼

県央・県北ブロック営業本部長
・2013年 常務執行役員川崎支店長 兼

川崎ブロック営業本部長 兼
玉川特別ブロック営業本部長

・2015年 常勤監査役
・2015年 オーケー㈱社外監査役（現任）
・2019年 常勤監査役退任
・2019年 一般社団法人横浜銀行協会

専務理事
・2021年 工藤建設㈱社外取締役（現任）

趣味・特技
など

音楽鑑賞、読書、乗
り鉄

好きな言葉

一大事と申すは、今
日ただ今の心なり そ
れを疎かにして翌日あ
ることなし

マネージャー就任の経緯

横浜生まれ、神奈川育ち。長年にわたり地域金融機関の現場でさまざまな経験を積んで
きたことや、地元の経済団体、一般事業法人での経営に携わってきたことなどから、就任
の打診となったと思います。

本事業に対する抱負

中小企業を取り巻く環境は厳しさを増しており、各企業がこの環境を乗り越え持続的に発
展していく為には、しっかりとした経営戦略を持つことが必要です。この観点からも人材の持
つ重要性はますます高まっており、これまでお世話になった中小企業の皆様にご恩返しの
つもりで精一杯努めて参ります。
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
古屋 哲彦

ふるや てつひこ

担当拠点 山梨県

専門領域
強みなど

・人事労務全般
・総務全般
・労務問題未然防止への
助言
・国家資格キャリアコンサル
タントに基づくカウンセリング

略

歴

・1956年 山梨県生まれ
・1988年 テル・バリアン㈱ 人事総務
・1997年 東京エレクトロン山梨㈱ 人事総務

以降、東京エレクトロングループ各社で
人事総務業務をマネジメント

・2013年 (公財)産業雇用安定センター
・2018年 (公財)産業雇用安定センター所長

趣味・特技
など

・四季の山歩き
・ビッグバンド活動(コロナ禍
休部中/ベイシー好き)
・お酒全般(もっぱら家飲み)

好きな言葉

・人事を尽くして天命を待つ
・段取り八分仕事二分

マネージャー就任の経緯

 企業での人事経験の後、社会貢献を意図して再就職支援の仕事をしておりました。
そこを定年退任する際に、プロ人材のお話をいただきました。

本事業に対する抱負

 前職での人材マッチングの経験や各業界の県内企業様とのパイプが、そのままこの仕
事にも活かせると実感しています。県内の人材不足感が一段と深刻さを増している今、
企業TOPの想いを的確に感じ取り、提案型のご支援をアクティブに行ってまいりたいと
考えています。
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
久金 正彦

ひさかね まさひこ

担当拠点 富山県

専門領域
強みなど

営業経験と、中小企業支
援事業で培った知見と人的
ネットワーク

略

歴

１９４７年生まれ
１９７０年 ㈱不二越入社
１９９９年 中日本支社長
２０００年 ㈱ナチ関西社長
２００２年 西日本支社長
２００６年 ㈱ナチロジスティクス社長
２００７年 ㈱不二越 総務部長
２００９年 ㈱不二越退職後、富山商工会議所
２０１６年 「富山県プロフェッショナル人材戦略本

部」コーディネーター
２０２３年 本部長（マネージャー）

趣味・特技
など

読書
スポーツ観戦
旅行

好きな言葉

変わる勇気
（他人と過去は変えられ

ないが、自分と未来は変え
られる）

マネージャー就任の経緯

㈱不二越に入社以来３２年間、営業部門担当、また、富山商工会議所では雇用関
連事業に従事し、企業の成長戦略や人材育成に取り組みました。このような経験を経て
当事業の立上り時から参画しています。今後の地域発展に少しでも貢献できるようにとの
思いから引き受けさせていただきました。

本事業に対する抱負

富山県は機械・金属、医薬品などの製造業を基盤産業として日本海側屈指の「ものづく
り県」として発展してきています。就任以来、１千社を超える経営者と意見交換を行って
きました。近年、社会構造、経済構造が著しく変化している中、短期・中期を見据えた
ビジネスモデルの構築に取組んでおられる企業経営者にこの事業を通して成長戦略の具
現化に向けたお手伝いをしていきたいと思います。
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
村 弘行

むら ひろゆき

担当拠点 石川県

専門領域
強みなど

生産技術、品質管理、ク
レーム対応、顧客管理、特
に特殊歯車設計を長年担
当

略

歴

・1946年生まれ
・1969年 富山大学工学部を卒業後、

津田駒工業㈱へ入社。
検査部門を皮切りに生産技術、製造部
門、設計部門を歩み、ものづくりの基礎
から応用まで一貫して経験

・2001年 同社執行役員(工作機器部門管掌)
・2004年 同社取締役(工作機器部門管掌)
・2006年 同社常務取締役(工作機器部門管掌)
・2012年 同社顧問
・2014年 石川県産業創出支援機構

戦略産業雇用創造プロジェクト統括コー
ディネーターへ(現在に至る)

趣味・特技
など

釣り
ウォーキング(町歩き)

好きな言葉

運鈍根

マネージャー就任の経緯

 前職の時に、石川県の鉄工機電協会の事業推進に参画させていただきました。そのご縁も
あり、地元中小企業の後押し、指導をしている、石川県産業創出支援機構へ転出し、現
在の仕事「企業中核人材の雇用推進」を通して県内の経済情勢、産業構造を改めて再認
識いたしました。石川県の中小企業の置かれている厳しい経営環境を打開し成長を進めて
いくのは、「ひと」であると。

 この「ひと」にかかわるプロフェッショナル人材事業のお話をお伺いし、是非にと申し込みさせてい
ただきました。

本事業に対する抱負

 今年3月に金沢まで新幹線が開通し、金沢の町は大変にぎわっています。加賀百万
石の土地柄か、伝統工芸が盛んであるとともに、ニッチトップ企業が多いのも一つの特色
です。今回、大役を担わせていただきますが、これまでの企業でのマネジメント経験をい
かしながら、さらに地元業界に深く溶け込み、石川県下の企業成長のため、最大限の
努力を尽くしたいと思います。
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
保坂 武文

ほさか たけふみ

担当拠点 福井県

専門領域
強みなど

研究開発（自動車）
企画・マーケテイング
技術戦略構築
チーム・組織運営

略

歴

・1972年 本田技研工業㈱入社
ホンダ技術研究所にて
CVCC環境エンジンの開発

・1976年 アメリカホンダ ミシガン駐在
US環境エンジン排気ガス研究

・1981年 シビックUS燃費車開発
3年連続世界一に

・1987年 5気筒アコード用エンジン開発
・1993年 取締役商品企画室長

ステップワゴン企画開発他
多数機種開発

・1995年 アメリカホンダR&D駐在副社長
・1997年 ホンダ栃木技術研究所常務

ホンダエンジン開発総責任者
ホンダF1総責任者

・2001年 東洋電装㈱ 副社長
・2010年 HSK東京コンサルティング代表
・2013年 福井県プロジェクトマネージャー

趣味・特技
など

読書
絵画鑑賞
釣り
ゴルフ

好きな言葉

夢追いかけて
雲外蒼天

マネージャー就任の経緯

 2013年以降、福井県のプロジェクトマネージャーとして県内中小企業の特に新規商品
開発に向けたサポート業務、および県初の各種プロジェクトの企画から運営までの支援業
務に従事。この間、福井県の中小企業の実態をつぶさに見る体験経験を通し、地方創
生に向けては、更なる中小企業の経営的視点、人的視点からより地方企業競争力強
化を目指す必要を痛感。微力ながら地域創生・活性化のお役に立てる事を願って就任
に至る。

本事業に対する抱負

 これまでの福井県中小企業の支援・サポート経験を通し、県下中小企業の素材開
発力や個々の技術では高い技術を持ちながら、完成品、商品化への今一歩の踏み
込み不足を、技術のサポートはもちろんのこと、この度は人的視点を加え、福井県の
産業振興に協力し、地域新産業創生（人工衛星宇宙事業）にまでつなげて参りた
いと思っています。
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
ふりがな

堀内 武文
ほりうち たけふみ

担当拠点 長野県

専門領域
強みなど

・37年間の損害保険会社
において培った知見とネット
ワーク。

・障がい者雇用のための特
例子会社における知見

略

歴

・1955年長野県生まれ
・1978年東京海上火災保険株式会社入社
・1992年同社長野支店諏訪支社長
・2005年東京海上日動火災保険株式会社

長野支店長
・2011年東京海上ホールディングス株式会社

執行役員人事部長兼東京海上日動
火災保険株式会社執行役員人事企
画部長

・2012年東京海上日動火災保険株式会社
常務執行役員（東北ブロック担当）

・2015年株式会社大手町ファーストスクエア
専務取締役

・2016年東京海上ビジネスサポート株式会社
取締役社長

（障がい者雇用特例子会社）

趣味・特技
など

・スキー
・家庭菜園

好きな言葉

・日日是好日

マネージャー就任の経緯

長野県は生まれ故郷であり、就職後も通算10年間勤務し多くの企業の皆様や地
域の皆様に育てていただきました。2019年に郷里に戻り生活しておりましたが、この
度統括マネージャーのお声がけをいただき、少しでも郷里のお役に立てればと思いお
受けいたしました。

本事業に対する抱負

地域の企業が活力にあふれ、成長し続けることが地域の活性化に結びつくと考えてい
ます。本プロジェクトの取組みを通じて、より良い人材を確保し、企業の成長戦略を支
援することにより、微力ながら長野県の魅力向上のお手伝いができればと考えておりま
す。
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
増田 雅彦

ますだ まさひこ

担当拠点 岐阜県

専門領域
強みなど

企業診断、経営分析
中小企業診断士
行政書士

略

歴

1959年 生まれ
1983年 岐阜県庁入庁
2014年 企業誘致課長
2017年 商工労働部次長
2020年 岐阜関ケ原古戦場記念館総務課長
2022年 岐阜県中小企業総合人材確保

センター長

趣味・特技
など

手品、ウォーキング

好きな言葉

人生、今が最高位

マネージャー就任の経緯

 長年にわたり県商工労働部で、企業診断、経営支援さらには、企業誘致に従事して参りま
した。退職後、岐阜県中小企業総合人材確保センターのセンター長を拝命し併せて、岐阜
県プロフェッショナル人材戦略拠点のマネージャーに就かせていただくことになりました。

本事業に対する抱負

 県内の中小企業の方の支援を通じて感じたことは、県内の中小企業の方の経営課題として、
経営者の片腕となるような中核人材が不足しているのではないかと思っております。こうした中、
このプロフェッショナル人材事業を活用していただき、少しでも企業の成長につなげ ていただけ
るよう尽力したいと思います。
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
石渡 和美

いしわた かずみ

担当拠点 静岡県

専門領域
強みなど

銀行において人事部門を
中心に、秘書、企画、現
場と幅広く経験し、また
直近においては人材紹
介ビジネスに10年以上
携わってきた

略

歴

1954年生まれ
1977年 東京都立大学経済学部卒業後、

（株）静岡銀行に入行
1993年 人事部調査役
1994年 人事部研修課長
1998年 秘書室長
2001年 経営企画部東京事務所長
2003年 理事経営企画部東京事務所長
2005年 執行役員 清水支店長
2007年 執行役員 呉服町支店長
2008年 静銀総合サービス（株）代表取締役社長

趣味・特技
など

音楽鑑賞
スポーツ（シニアサッ
カー）

好きな言葉

不易流行

マネージャー就任の経緯

 これまで銀行のグループ内で人材紹介業務を手掛けてきたが、そのポストを退任する
にあたり、銀行のトップより打診があった。広く静岡という地域に貢献すること、個々の
企業に貢献すること、様々な人材を掘り起こすこと等、非常にやりがいのある仕事であ
ることから引き受けさせていただくこととなった。

本事業に対する抱負

 コロナ禍に見舞われている現在、首都圏一極集中の異常さに気づき始めた人もおおい
のではないか。「サテライト勤務」として地方に住むだけでなく、「プロフェッショナル」な能力
を地方の企業そのもので活かす。そうした新しい展開を促すべく本業務に取り組んでいき
たい。
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
中川 宏

なかがわ ひろし

担当拠点 愛知県

専門領域
強みなど

企業経営を通じて培った幅
広い視点からの課題発掘、
真因追及、課題解決進捗
管理

略

歴

1954年 生まれ
1977年 トヨタ自動車工業（株）に入社
2001年 タイ国トヨタ自動車
2006年 トヨタ自動車（株）堤工務部長
2008年 (株)トヨタキルロスカモーター(インド)社長
2014年 中央精機（株）社長（2019年退任）
2020年 愛知教育大学 監事

趣味・特技
など

旅行、ウオーキング、スポー
ツ観戦

好きな言葉

有言実行

マネージャー就任の経緯

 40年以上にわたり自動車産業に携わり、仕入れ先様やお客様や多くの方々にお世話になり、幅広い
経験を積むことができました。2020年1月に愛知県プロフェッショナル人材戦略サブマネージャーのご縁
を頂き、拙い経験や知見ですが多少なりとも中小企業のお役に立てるのであればと活動してきました。
同年12月よりマネージャーのバトンを前任の加藤さんから引き継ぎました。

本事業に対する抱負

 企業訪問による気づきは、経営者が目先の問題処理に追われて、自社の本質的な経営課題が見えていない
ケースが多い事です。「市場創造」と「人材育成」の両方の達成が企業活性化のポイントとして欠かせません。私
たちは、経験豊かな中小企業・大企業経営経験者や金融機関出身者や中小企業診断士で構成されるカラフ
ルなチームです。中小企業経営者との対話を通じて「新たな気づき」を生み出し、今まで見えにくかった「真の経営
課題」を明らかにして行く事を大切にします。その上で「真の経営課題」を解決するための「真に必要な人材像」を
明確にし、より精度の高いマッチングに結び付けることで企業の成長を支援すべく尽力して参ります。
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
本告 次男
もとおり つぎお

担当拠点 三重県

専門領域
強みなど

・品質管理、現場管理など

略

歴

・1955年生まれ
・1973年本田技研工業（株）鈴鹿製作所入社
・2003年購買本部購買企画室ブロックリーダー
・2007年新機種センター所長
・2008年八千代工業（株）転籍

常務取締役四日市製作所長
・2012年代表取締役専務取締役
・2018年公財三重県産業支援センター

三重県事業承継コーディネーター
・2020年（株）アクセルホールディング 営業顧問趣味・特技

など

・渓流釣り・海釣りなど

好きな言葉

「知足」と「克己」

マネージャー就任の経緯

 中小企業の抱えている問題や課題に対応するために、私が持っている対応力や人の
つながりなどが、中小企業の皆様の役に立つ事があればと思い就任させて頂きました。

本事業に対する抱負

 中小企業の皆様が困っている事をしっかりと双方で課題認識を行ったうえで、ともに解

決策を考えていくことで、経営の盤石化や成長の手助けになればと思います。

特に人材の確保については、単独では解決できない事もあり、支援活動を通じて

求職者と就職先を上手くマッチングし、お互いが「幸せ」を感じられる様に取り組みを

したいと考えております
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
黒川 幹生

くろかわ みきお

担当拠点 滋賀県

専門領域
強みなど

企業審査
案件審査

略

歴

・1953年生まれ
・1977年 ㈱滋賀銀行に入行

30年間に現業店10店舗経験
・1998年 同社綾野支店長
・2000年 同社牧野支店長
・2003年 同社審査部 審査役
・2007年2月 ㈱滋賀銀行退職
・2007年4月 日本郵政公社

大津神領郵便局長就任
・2009年2月 滋賀県西部郵便局長会理事
・2013年3月 日本郵便㈱

大津神領郵便局長退職

趣味・特技
など

スポーツ
（ゴルフ、スキー、野球）

好きな言葉

実るほど頭を垂れる
稲穂かな
すべてに全力で

マネージャー就任の経緯

 地元金融機関（滋賀銀行）で30年間勤務した現業店舗10店舗、および本部
（審査部）での経験により、企業の見極めと案件診断・審査のノウハウを習得。加え
て異業種間の交流のパイプ役の経験などを存分にいかせることや、郵便局長として勤
務した6年間の経験と、それらの双方で培った人脈を十分に活用しながら、本事業に
貢献したいと考え応募いたしました。

本事業に対する抱負

 日本の国土のほぼ中ほど、近江商人発祥の地滋賀県。先人の大きな功績は全国各
地に残されています。今回、大変大きな役割を担わせていただくことになり、身の引き
締まる思いです。民間企業でのビジネス経験と郵便局長経験をいかしながら「人」と
「企業」のマッチング、企業双方のマッチングを図り、滋賀県の企業成長と地域発展に、
微力ながら貢献したいと思います。
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
岡本 圭司

おかもと けいし

担当拠点 京都府

専門領域
強みなど

20年以上商工労働観光
行政に携わり、ものづくりを
中心に京都の中小企業経
営者等と伴走しながら企業
の成長発展をトータルにサ
ポートしてきた。

略

歴

・1959年生まれ
・1981年3月 大阪市立大学商学部卒業
・1981年4月 京都府入庁
・2004年5月 商工部産業支援室長
・2008年4月 商工労働観光部

ものづくり振興課長
・2010年5月 商工労働観光部理事
・2012年4月 商工労働観光部副部長
・2014年5月 商工労働観光部長
・2016年4月 山城広域振興局長
・2019年3月 京都府退職
・2019年5月 公益財団法人京都産業21

専務理事

趣味・特技
など

料理

好きな言葉

守・破・離

マネージャー就任の経緯

 20年以上京都府で商工労働行政に携わり、京都の中小企業経営者等に伴走しながら、
人材の確保･育成なども含め、企業の成長・発展のトータルサポートに取り組んできました。

 こうした経験を生かし、退職後公益財団法人京都産業21 専務理事に就任し、併せてこの
プロフェッショナル人材戦略マネージャーとして就任させていただき、京都の中小企業の更なる
発展を応援しています。

本事業に対する抱負

 中小企業の持続的な成長･発展には、思いを持って、経営者とともに、長期間安定して事
業の革新や新たな事業の創造に取り組む人材が不可欠です。この事業がそうした企業の成
長・発展につながるよう取り組んでいきます。
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
乾 俊人

いぬい としひと

担当拠点 大阪府

専門領域
強みなど

長年商工労働行政に携わ
り、府内の中小企業の経営
者と向き合ってきた。
その後、マネージャー職6年
を通して「人材戦略アドバイ
ザー」としても活動中

略

歴

・1958年生まれ
・1980年3月 神戸大学法学部卒業
・1980年4月 大阪府入庁
・2004年4月より、商工労働部新産業課長、
新分野育成課長、企業誘致推進課長を歴任

・2016年１月４日 大阪府退職
・2016年１月５日 大阪府プロフェッショナル人材戦
略マネージャー（商工労働部理事）に就任
・2018年４月 府理事退任、個人事業主としてマ
ネージャー業務を継続中

趣味・特技
など

テニス
ガーデニング

好きな言葉

我思う、ゆえに我あり

マネージャー就任の経緯

 昭和55年４月に大阪府庁に入庁し、主に商工部で勤務。

 大阪の多くの中小企業経営者の皆様を支援していく中で、生涯を通じて中小企業さ
んを応援したいと思っていたところに、ライフワークとも言える「プロフェッショナル人材事
業」のマネージャー公募が実施されたところ、退職前提でこの事業に応募したもの。

本事業に対する抱負

 ６年間のマネージャー経験を通じて、中小企業の人材支援対策がこれからの経営支
援対策の１丁目１番地であることを確信。引き続き、スタッフメンバーと一緒に大阪の
中小企業さんを全力で応援したいと思います。
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
亀井 芳郎

かめい よしろう

担当拠点 兵庫県

専門領域
強みなど

専門領域：戦略策定・経営管
理・マーケティング・新業態開発

強み：中小企業の社長として、
新規事業による第二創業を行
い、株式上場を果たした経験

略

歴

・1976年 同志社大学卒業後、
服飾品の輸入商社・三喜商事 ㈱で
海外ブランドの展開を通して、
ブランド開発、育成に取り組み、
営業部長を経て、経営企画室長、
企画開発部長を歴任

・1999年 ㈱オンリーに入社、紳士服業界の
先駆けとなったツープライスストア
The@SuperSuitsStoreの立ち上げ、
多店舗化を行い、第二創業を実現

・2002年 低迷期に社長を引き継ぎ、事業再生に
取り組み、V字回復を果たす

・2005年 目標であったIPO(大阪証券取引所ヘラ
クレス)を実現する

・2006年 社長を退任し、コンサルタントとして独立
・2020年 「セブンエレメンツモデル」をビジネス社より

上梓する

趣味・特技
など

趣味は、読書、スポーツ。
兵庫県立大学大学院非常勤
講師、経営学博士。

好きな言葉

マネージャー就任の経緯

 中小企業診断士として、兵庫県の支援機関を中心に中小企業の経営支援活動を
する中で、一つの課題を感じていました。それは、戦略策定、経営革新計画策定、問
題解決等の支援の後の実行に問題があり、それは企業内に人材がいないことに原因
があるとの思いです。そんな中、このプロフェッショナル人材事業の話をお伺いし、是非に
と申し込みさせていただきました。

本事業に対する抱負

 中小企業の経営者としての実績と経験、兵庫県の支援機関における中小企業支援
の経験、そして中小企業診断士、MBAの理論と知識をいかして、兵庫県の企業成
長に貢献したいという、強い思いを持っています。
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
石黒 敬三

いしぐろ けいぞう

担当拠点 奈良県

専門領域
強みなど

・技術経営(MOT)
・デジタル、デバイスものづくり
・新規事業立ち上げ、運営

略

歴

・1961年 東京生まれ、熊本育ち
・1984年 大阪大学卒業後、松下電器産業株式
会社（パナソニック株式会社）入社
・2004年 同社 デジタルカメラ光学開発部長
・2014年 同社 理事
・2015年 同社 AVC社 技術開発研究所 所長
・2017年 同社 メディアエンターテイメント事業部
CTO兼テクノロジーセンター所長
・2021年 同社退職
・2022年 奈良県プロフェッショナル人材戦略拠点サ
ブマネージャー

趣味・特技
など

（趣味）山登り、ゴルフ

好きな言葉

「座して半畳、寝て一畳」
「モレなくダブりなく」

マネージャー就任の経緯

 定年退職後は永年居住している奈良の産業振興のお手伝いがしたいと考えておりま
しところ、奈良県プロフェッショナル人材戦略拠点の募集でご縁を頂き、昨年度はサブ
マネージャー、本年度よりマネージャーに就任させて頂いております。

本事業に対する抱負

 企業のサプライチェーン、エンジニアリングチェーンのデジタル化が進むと生産性向上や新
しい付加価値の創出、ビジネスモデルの革新が起こり、新たな競争環境が生まれます。
その変化の担い手は、プロフェッショナル人材に他なりません。地方ならではの人材戦略
による企業の経営力向上、地域の産業振興に貢献させて頂きたいと考えております。
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
和歌 哲也
わか てつや

担当拠点 和歌山県

専門領域
強みなど

和歌山県庁では県政全般
に関り、その間に築いた県内
の各団体・各層とのネット
ワークを活かしたい。さらに和
歌山商工会議所専務理事
として中小企業支援に携
わった貴重な経験をもとに、
企業の課題解決をサポート
したい。

略

歴

１９５６年生まれ
１９８０年 中央大学法学部卒業
１９８０年 和歌山県入庁
２０１１年 人事課長
２０１３年 知事室長
２０１５年 危機管理監
２０１７年 和歌山県退職
２０１８年 和歌山商工会議所専務理事
２０２１年 わかやま産業振興財団

シニアマネージャー

趣味・特技
など

読書、散歩

好きな言葉

Slow & Steady
（ゆっくりでも着実に）

マネージャー就任の経緯

デジタル田園都市国家構想総合戦略にもとづき、新たな段階に入るプロフェッショナル人材事業について、新たな体
制・取組みで実施することとなった。
人口減少が進む中で、人材不足に対応するには、生産性の向上、デジタル化が欠かせないが、デジタル人材が都市
部に集中する現状では、「副業・兼業」人材の活用が極めて有効である。正雇用に加え、副業・兼業人材の活用を
本格化させていかなければならない状況への対応が求めらる。

本事業に対する抱負

新型コロナ感染症の発生・拡大時期に和歌山商工会議所専務理事を務め、甚大な影響を受けた中小企業の
支援に携わった。その中で、コロナ禍でも業績を維持、拡大をしている企業もあり、また、回復が期待される局面に
おいては、Ｋ字回復といわれるように、回復に向かう企業と業績が上がらず落ち込みが続く企業に二極化している
現状に直面した。この状況を、厳しいと悲観するのではなく、業績を伸ばせるチャンスが目前にあるはずと期待したい
し、そのためにはプロフェッショナル人材を活用することが効果的であると働きかけていきたい。
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
松井 太郎
まつい たろう

担当拠点 鳥取県

専門領域
強みなど

・自治体との協働によるビジ
ネス人材誘致事業の開発

・人を繋げて新たなアイデア
を作ること。また、アイデアの
中から良いものだけをピック
アップし進めていくのが得意

略

歴

大阪府出身。ソフトバンクを経て、2016年から
現職。地方版ハローワーク「鳥取県立ハローワー
ク」の無料職業紹介機能と「プロフェッショナル人
材戦略拠点」の人材スカウト機能を組み合わせ
た全国初のビジネス人材誘致プラットフォームを
活用し、19年に「とっとり副業・兼業プロジェクト
～鳥取県で週１副社長～」を立ち上げ、高度
な専門性や豊富な経験を有する都市部大企業
のビジネス人材等を副業・兼業や移住就職等に
より県内企業へ数多く誘致。
また、17年には鳥取銀行との共同出資により、
鳥取県八頭町の「隼Lab.」（旧：隼小学校）
に地方創生の総合商社「あきんど太郎」を設立。
事業承継を活用して若手経営者を100人創出
する「あきんど百人計画」を推進。

趣味・特技
など

・筋力トレーニング

好きな言葉

・自ら機会を創り出し、機会
によって自らを変えよ

・人間万事塞翁が馬

マネージャー就任の経緯

 鳥取県には全国からライダーが集い、若者らがカフェをオープンさせるなど、ユニークな取
組で地域活性化が進む八頭町（隼地区）があることを聞き、県全体であればもっと
面白い取組ができるのではと思ったことがキッカケでした。

本事業に対する抱負

 鳥取県内に外部人材を受け入れる企業文化を醸成できればと考えています。これか
らも都市部から専門性の高い人材を副業・兼業等で呼び込み、地元企業の新たな
事業展開を促し、鳥取県が地域イノベーションの先駆者となるよう尽力したいと考えて
います。
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
鶴島 健治
つるしま けんじ

担当拠点 島根県

専門領域
強みなど

・人事全般の知識・経験、
キャリアコンサルタント、メンタ
ルヘルス

略

歴

1960年 島根県生まれ
1983年 島根大学 法文学部法学科卒業
1983年 ㈱村田製作所入社
2006年 ㈱村田製作所人事部次長、

企業年金基金常務理事
2009年 ㈱福井村田製作所管理部長、

健康保険組合常務理事
2014年 ㈱出雲村田製作所管理部長
2020年 公益財団法人しまね産業振興財団

サブマネージャーに就任趣味・特技
など

・トレッキング、旅行
ゴルフ・読書

好きな言葉

美点凝視（良い面をしっか
り見ていこう）

マネージャー就任の経緯

 2020年4月に本事業のサブマネージャーとして入社。2020年10月の組織再編によ
りマネージャーに就任。

本事業に対する抱負

 人口減少、高齢化の先進県である島根県では、地域を支える中小企業の発展なしに
は地域の活性化はありません。発展の原動力となる企業の成長戦略の実現にはトップ
のリーダーシップはもちろんですが、多様な人材が活躍できる場が必要であり、それを活
かすトップの力量が一層求められています。地方での働き方が注目されている今を好機
ととらえて、優秀な人材の確保と定着をはかることが、攻めの経営へ転ずる企業の一番
の特効薬だと思っています。しっかり支援していきたいと思います。
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
鳥井 正夫
とりい まさお

担当拠点 岡山県

専門領域
強みなど

・中小企業金融における
営業分野

・現場での実践経験と
目標管理

略

歴

・1949年生まれ
・1971年 近畿大学商経学部卒業後株式

会社山陽 相互銀行(現トマト銀行)入社。
・1999年 取締役倉敷支店長
・2006年 常務取締役
・2008年 同社退社後関連会社であるトマト

リース社長
・2011年 トマトカード社長を兼務
・2013年 両社を退社後東京センチュリー

リース株式会社中四国地区担当
顧問に就任。

・2015年11月 プロ拠点サブマネージャー
・2018年4月 統括サブマネージャー
・2021年7月 戦略マネージャー

趣味・特技
など

・ゴルフ
・マージャン

好きな言葉

・人生意気に感ず

マネージャー就任の経緯

 私は岡山県で生まれ、大学4年間と社会人となって約6年の計10年間は関西地区で、それ以外
は岡山県で生活してきました。銀行と関連会社を通じて一貫して金融面から地元中小企業を支え、
メガバンク系リース会社に勤務して資金力、組織力などの大手としての強みを活かした営業のサポー
トを心掛けていましたが、実は企業が一番必要としているものは“人材”であると最近改めて痛感して、
その様な企業のニーズに対応する事こそ必要と思っていた時に、プロフェッショナル人材事業の設立に
対してのお話がありサブマネージャーをお受けしました。

 この度、前任者の退任に伴いマネージャーに就任いたしました。

本事業に対する抱負

 近年県内企業から“人材がいない”といった声をきき、人材に対するニーズが最も優先する課題であることを日
常的な営業活動の中できいていました。今回の拠点の設立は、そういった企業の求めるニーズに正しく対応す
るものであり、それは将来の地元岡山の企業の成長発展に貢献するものと信じており、やりがいを感じていま
す。
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
木村 進一

きむら しんいち

担当拠点 広島県

専門領域
強みなど

38年にわたる地元金融機関
での勤務と自動車部品メー
カーへの出向や広島市の第
三セクターでの勤務で培った
幅広い知見

略

歴

1954年 広島県呉市生まれ
1977年 広島大学政経学部卒業後、㈱広島銀行に

入行
1999年 同行高屋支店長
2000年 同行支店統括部担当副部長
2002年 同行防府支店長
2004年 同行出向

自動車部品メーカー副社長
2006年 同行福山手城支店長
2010年 ひろぎんモーゲージサービス㈱代表取締役

社長
2013年 ひろぎんウェルスマネジメント㈱代表取締役

社長
2014年 広島地下街開発㈱常務取締役
2019年 広島県プロフェッショナル人材戦略拠点

サブマネージャー
2023年 広島県プロフェッショナル人材戦略拠点

マネージャー

趣味・特技
など

旅行・ゴルフ・スポーツ観戦

好きな言葉

誠実・勤勉

マネージャー就任の経緯

 2019年4月広島県プロフェッショナル人材戦略拠点サブマネージャーに就任。県内
企業におけるプロ人材採用への啓蒙活動、副業兼業によるプロ人材活用の紹介等
に従事。2023年4月、黒沢前マネージャー退任により、これまでの経験が県内企業
の発展に少しでも役立てばとの思いで就任しました。

本事業に対する抱負

 広島県庁の基本理念として「広島に生まれ、育ち、住み、働いてよかったと心から思える広島県を
実現すること」を掲げています。県庁の直轄組織として、開設されているプロ拠点でも、この理念に
沿って愚直に取り組んでいきたいと思います。また2022年12月「広島を好きになるワードコンテス
ト」の最優秀賞で「一度住みたい、東京。一生住みたい、広島。」が選ばれました。県外出身の方
が「緑豊かで人々は優しい。県外に出てもいつか戻ってきたいと思わせる」と感じたことを表現された
ようです。皆がそう思える広島県にするよう努めてまいります。
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
福田 浩治
ふくだ こうじ

担当拠点 山口県

専門領域
強みなど

県庁時代には、企業局の
財政再建など公務員らしく
ない仕事もしており、こうした
経験と、商工労働行政で
培ったネットワークを活かして
自ら進んで中小企業の課
題解決をお手伝いします。 略

歴

1961年 山口県山口市生まれ
1983年 筑波大学第一学群社会学類卒業
1983年 山口県採用
2011年 商工労働部商政課企画監
2012年 商工労働部商政課長
2016年 総合企画部審議監
2017年 総合企画部次長
2019年 商工労働部長
2021年 山口県退職
2021年 公益財団法人やまぐち産業振興財団

副理事長

趣味・特技
など

刻表を読みながらの空想旅
行、もちろん「青春１８きっ
ぷ」を使った鉄道旅行のファ
ンです。

好きな言葉 不易流行

マネージャー就任の経緯

 商工労働部長時代にプロフェッショナル人材戦略拠点の機能強化を図るため、企業
ニーズの収集力の強化や金融機関との連携強化を目的に、拠点を山口しごとセン
ターから、県内中小企業に対する中核的支援機関である「やまぐち産業振興財団」に
拠点が移転しました。

 そうした拠点立ち上げからの取組が評価されて、マネージャー就任のご縁をいただいた
と考えています。

本事業に対する抱負

 私自身、自分の仕事に結果を求める姿勢を貫くことをモットーとしており、この考えを戦
略拠点のメンバーと共有し、地元中小企業のニーズに寄り添い、専門人材の欠如や
人的リソースの不足などの課題に対して結果を返せる、 企業ファーストの立場に立った
解決策を提案していきます。

 こうした日々の取組が、地域経済を支える中小企業の「攻めの経営」への転換につな
がるものと確信しています。
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
戸田 文博
とだ ふみひろ

担当拠点 徳島県

専門領域
強みなど

企業の分析
クレジット審査等

略

歴

・1954年 徳島県生まれ
・1977年 一橋大学卒業
・1977年 野村證券（株）入社

個人営業の経験後、引受審査部、リス
クマネジメント部など約20年審査部門
に従事

・2014年 徳島県に戻り、家業に従事

趣味・特技
など

マラソン
スポーツ観戦

好きな言葉

恕

マネージャー就任の経緯

 高校卒業後、徳島を離れていたが、会社退職を機に生まれ故郷の徳島に戻った。県
外で生活している時も徳島に関する情報については特に気になり、友人・知人とよく話
すことがあったが、どちらかというと人口の減少や商店街の荒廃など悲観的な話題が多
かった。私自身、故郷に戻ってきてからも、地域の活性化のために何かできることはない
かとの思いを持ち続けていたところ、プロフェッショナル人材戦略のマネージャーの話があり、
微力ながらも貢献したいと考え、応募した。

本事業に対する抱負

 徳島に戻ってきて、高齢化、人口減少、人材不足等を目の当たりにしている。
優良な企業に有能な人材を斡旋することで、少しでも企業の成長、地域の発展に貢
献できればと考えている。
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
梅澤 秀樹

うめさわ ひでき

担当拠点 香川県

専門領域
強みなど

都市銀行、地域金融機関
を通じて35年の勤務経験
があり、金融部門に強い中
小企業診断士である。
専門は、経営計画策定、
資金繰り、補助金、創業、
事業再生などである 略

歴

・1953年生まれ
・1976年 香川大学卒業
・1976年 ㈱三井銀行入行
・1989年 ㈱三井銀行退社
・1990年 高松信用金庫入庫
・2008年 理事・内部統制管理本部長就任

総合企画、リスク管理部門を主体に経験を
積む

・2011年 高松信用金庫退社
同年 梅澤中小企業診断士事務所を設立

・香川県よろず支援拠点コーディネーター
・中小企業基盤整備機構四国本部
経営支援アドバイザー

・香川県商工会連合会エキスパート

趣味・特技
など

趣味は観葉植物、熱帯魚
集め
特技は剣道4段

好きな言葉
初心忘るべからず
仲良きことは美しき哉

マネージャー就任の経緯

 我が国の中小企業は、産業の基盤であり、活力の源泉と言える。しかしながら、中小企
業者数の推移は、企業単位でも事業所単位でも、1980年代末から開業率を廃業率
が上回って推移していることから、減少となっている。

 中小企業の活性化には財務的な課題解決と、人材を含めた体制面での課題解決が重
要である。このため、中小企業のニーズに沿った有能な外部人材を斡旋する必要が生ま
れている。これまでの相談業務でのノウハウをいかして地域活性化に少しでも貢献いたした
く応募いたしました。

本事業に対する抱負

 中小企業者の多くが右腕になる企画力を持った人材が欲しいという要望を持っており、また、
後継者についても後継者を補佐する人材が欲しいという要望が多い。また、研究開発型の
企業においては研究者が欲しいというニーズがある。一方、都市部においては、能力があり、
やる気のある人材がいるものの、地方における就業先が見つからず希望がかなえられない状
況にあるものと考えられる。

 このような状況に対して、金融機関勤務やこれまでの経営アドバイスで培った人脈をいかして
本事業に積極的に取り組んで参ります。
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
野中 昭秀

のなか あきひで

担当拠点 愛媛県

専門領域
強みなど

中小企業者の資金繰りや
経営改善、後継者などへの
事業承継における手法や手
続きに関する支援など。

略

歴

・ 1951年 生まれ

・ 1976年 愛媛県信用保証協会 入協
・ 1994年 同 業務部保証調整課長
・ 1995年 同 松山事業部副部長 兼保証課長
・ 2002年 同 松山事業部長
・ 2005年 同 新居浜支所長
・ 2010年 同 参事 兼新居浜支所長
・ 2011年 同 定年退職
・ 2014年 愛媛県経済労働部

えひめ戦略産業雇用創造協議会
プロジェクトマネージャー

・ 2017年 退任
・ 2018年 えひめ産業振興財団

事業承継ネットワーク事務局
事業承継コーディネーター

・ 2021年 退任

趣味・特技
など

スポーツ観戦
休日の農作業

好きな言葉

仕事は、淡々と進める。

マネージャー就任の経緯

 愛媛県信用保証協会で「信用補完業務」を通じて中小企業の皆様の資金繰りの支
援など、又事業承継コーディネーターとしての経験を活かして、県内中小企業の振興
発展に貢献したいと思っていました。

 プロフェッショナル人材事業の内容をお聞きして、これまでの経験を役立てるものと思い、
微力ではありますが志望いたしました。

本事業に対する抱負

 都市部から地方への専門人材の流れを促進するには、専門人材を必要とする県内
企業が専門人材を必要とする適正なニーズを掘り起こす事が重要だと考えます。

 中小企業が年々減少、また地方でも人口が減少するなどの衰退が進んでいますが、こ
の事業を通して地域の産業が活性化出来るように努めます。
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
大村 宜裕

おおむら よしひろ

担当拠点 高知県

専門領域
強みなど

財務分析

略

歴

1960 年生まれ
1982 年（株）四国銀行 入行
2006 年 松山西支店長
2010 年 尼崎支店長
2015 年 システム部長
2018 年 四銀コンピューターサービス（株）代表取締役
2021 年（株）日産サティオ高知 管理本部長
2023 年（一社）高知県UIターンサポートセンター 入社

趣味・特技
など

ウォーキング
音楽鑑賞

好きな言葉

神は細部に宿る

マネージャー就任の経緯

地域金融機関では融資業務を通じて企業支援に取組み、また本部で様々なシステムの
導入に携わりました。この経験を活かし、地元企業の活性化に貢献したいと考え、プロ
フェッショナル人材事業に応募させていただきました。

本事業に対する抱負

プロフェッショナル人材の活用促進を通して地域の発展に寄与するため、積極的に県内企
業を訪問します。
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
百瀬 英典

ももせ ひでのり

担当拠点 福岡県

専門領域
強みなど

ものづくり全般
工場経営
生産性向上
人財育成

略

歴

・1957年 鹿児島県 生まれ
・1981年 大阪大学工学部を卒業後

トヨタ自動車工業㈱ 入社
・1992年 トヨタ自動車九州㈱出向の後転籍
・2012年 取締役 経営企画室長
・2016年 苅田・小倉工場長
・2018年 常勤監査役
・2020年 車両本部長
・2022年 同社 退職

福岡県プロフェッショナル人材
センター 戦略マネージャー 就任

趣味・特技
など

家庭菜園
ゴルフ

好きな言葉

【感謝】

マネージャー就任の経緯

 トヨタ自動車（愛知）で10年勤務の後、トヨタ自動車九州で30年間クルマづくりに

いそしんで参りました。

 その間、福岡県内外の地域の皆様と関係各企業の皆様に大変お世話になりました。

 このたび会社退職の機に、ご縁あってマネージャーを拝命いたしました。

本事業に対する抱負

 福岡県の今後の更なる活性化にむけて、これまでお世話になった福岡への恩返しと

任じて人材のﾏｯﾁﾝｸﾞに努めてまいりたいと思います。
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
川原 明実

かわはら あきみ

担当拠点 佐賀県

専門領域
強みなど

生産管理・原価管理、
現場改善、コストダウン、
管理職・従業員教育、
経営管理

略

歴

・1949年生まれ
・ ㈱戸上電機製作所入社(本社佐賀)

生産管理、総務、経営企画課長経験
・2001年 関連会社㈱戸上デンソー代表取締役
・2006年 関連会社㈱戸上コントロール代表取締

役
・2014年 関連会社㈱三協製作所代表取締役
・2015年 退職
・2015年6月 中小企業診断士事務所

『(株)オフィス川原』設立
佐賀県中小企業診断協会会長

・1977年 中小企業診断士登録
・2010年～2014年 協同組合戸上会理事長
・2012年～2014年 佐賀県中小企業団体中央

会副会長

趣味・特技
など

ゴルフ・旅行

好きな言葉

信念は強く、志は高く、
されど、頭は低く

マネージャー就任の経緯

 在職中より、中小企業診断士として、県内の中小企業の支援を行ってきており、産地
診断、個別診断、再生支援などを手がけてきて、退職後も中小企業のお手伝いをライ
フワークとする考えでした。そのような中、県庁より佐賀県中小企業診断協会に『プロ
フェッショナル人材事業』の話があり、本事業は、佐賀県の中小企業の発展のために大
いに貢献できると思い、快く引き受けた次第であります。

本事業に対する抱負

 佐賀県は幕末において、日本で初めて、実用的な蒸気船や鉄製大砲を作った県であります。

 その当時は先端技術の県でありましたが、農業のウエイトが大きくなり、都会に対しての労働力排
出県となりました。県内には数多く、特色ある企業は存在しますが、もっと地域の特色を活かし、佐
賀の産業を活性化し、魅力ある県にすることが必要だと痛切に感じています。

 企業活性化には人材が必要です、本事業を通じて、また、私の今までの経験を活かし、佐賀県
産業の活性化のために、全力を尽くしたいと思います。
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
廣田 義美

ひろた よしみ

担当拠点 長崎県

専門領域
強みなど

長崎県職員として、ものづ
くり企業支援、企業誘致、
離島を含めた地域振興な
ど、様々な行政分野に長
年携わり、長崎県の実情
に精通しております。

略

歴

1980年4月 長崎県に入庁

2011年4月 総務部 新行政推進室長
2013年7月 企画振興部 政策企画課長
2014年4月 総務部 人事課長
2016年4月 五島振興局長
2018年4月 企画振興部 政策監（離島振興担当）
2019年4月 産業労働部長
2022年3月 長崎県を退職

2022年4月 公益財団法人長崎県産業振興財団
理事長（現任）

2023年4月 長崎県プロフェッショナル人材戦略拠点
マネージャー

趣味・特技
など

ジョギング、ゴルフ

好きな言葉

有言実行

マネージャー就任の経緯

 2019年4月から3年間、県の産業労働部長を務めた後、2022年4月からは(公財)
長崎県産業振興財団の理事長に就任しており、現場第一主義で多くの企業を訪問
することを通じて、県内経済の実情や中小企業の活動実態の把握に努めております。

 そうした中で、産業振興財団が有する様々な支援機能とプロフェッショナル人材戦略
拠点の取り組みの効果的な連携を図り、大きな相乗効果を発揮させることができるの
ではないかと考え、2023年4月からマネージャーに就任いたしました。

本事業に対する抱負

 (公財)長崎県産業振興財団は、これまでも、「企業とともに考え、行動する産業振興
財団」として、県内企業の皆様を総合的に支援してまいりました。

 県内経済の活性化と雇用拡大のためには、産業の基盤を支える人材の確保・育成
や、中小企業に対するきめ細かな支援が重要であり、今後とも、経営者の皆様の話を
よく聴き、経営課題を明確化することで「攻めの経営」への転換を促すとともに、そのた
めに必要な「プロフェッショナル人材」のマッチングにワンストップで取り組んでまいります。
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
今村 徹

いまむら とおる

担当拠点 熊本県

専門領域
強みなど

半導体技術、経営全般、
工場管理、品質管理

略

歴

1950年生まれ
1973年 九州大学工学部卒業後、NEC

九州(株)に入社
1996年 NECセミコンダクターズUK(スコットランド)

に出向 技術担当GM
2001年 NEC九州(株)に復帰
2005年 NEC九州(株)代表取締役社長
2008年 NECエレクトロニクス(株)出向

生産本部長
2010年 ルネサスセミコンダクタ九州・山口(株)

代表取締役社長
2013年 同上退任後、熊本県産業政策顧問
2014年 熊本県産業技術センター所長に就任
2022年 同上退任

趣味・特技
など

読書、ウォーキング

好きな言葉

誠意と熱意、
天は自ら助くるものを助く

マネージャー就任の経緯

 ４０年間、熊本県の半導体デバイス企業で働き、その後、熊本県産業技術センター
所長として８年間、熊本県の産業に関わり、今後も熊本県の産業に貢献していきた
いと思っていたところに、拠点マネージャの話を頂き、喜んでお受け致しました。

本事業に対する抱負

 少子高齢化が進む中で、人材不足で悩む企業に寄り添い、企業が攻めの経営に転
換できるよう、戦略的な人材獲得のお手伝いをしたいと思います。そして、最終的には
熊本県の産業発展と地方創生の基盤づくりへの貢献を目指します。

42

写真



プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

 お名前
大力 貴

だいりき たかし

 担当拠点 大分県

 専門領域
 強みなど

地元金融機関に勤務し、
営業店本部ともに経験しま
した。営業店では主に法人
営業を、本部では主に経営
計画、企画部門等を担当
しました。

略

歴

1960年 生まれ
1984年 大分銀行入行
2004年 本店営業部 法人営業2課長
2007年 佐伯長島支店長
2010年 別府北浜支店長
2014年 個人営業支援部副部長
2015年 大分カード入社
2021年 大分カード退職

趣味・特技
など

音楽鑑賞（ジャズなど）
美術館・博物館めぐり
ドライブ

好きな言葉

継続は力なり

マネージャー就任の経緯

 金融機関で法人営業を中心に勤務し、企業経営者の方々とお話をするなか

「人」に関するお悩みが非常に多いと常々感じておりました。

 地方創生についても、「人材」が重要であると考えていたおり、プロフェッショナル

人材活用センターのお話をいただき、微力ながら地元企業のお役に立ちたいと

思いお受けすることといたしました。

本事業に対する抱負

 どんな企業にも、必ず「人材」についてのお悩みがあると思っています。
そうした企業の後継者問題や、人に関する経営課題解決のお手伝いに
力を尽くしたいと考えます。
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前 大矢 博
おおや ひろし

担当拠点 宮崎県

専門領域
強みなど

・金融、財務
・ベンチャー、新事業支援
・事業再生

略

歴

・1963年 宮崎県生まれ
・1986年 宮崎銀行入行
・1996年 中小企業大学校派遣
・1997年 同 審査部審査担当
・1999年 宮銀ベンチャーキャピタル出向
・2011年 同 審査部金融円滑化管理室
・2015年 同 霧島町支店長
・2016年 宮崎県企業成長促進プラットフォーム事
業立上げのため、宮崎県産業振興機構に出向
・2019年 宮崎銀行退職後、中小企業診断士とし
て独立、宮崎県産業振興機構のプロジェクトマネー
ジャー及び宮崎県プロフェッショナル人材戦略拠点の
サブマネージャーに就任
・2020年 同宮崎拠点のマネージャーに就任

趣味・特技
など

・オートバイツーリング
・サイクリング
・音楽鑑賞

好きな言葉

“ Cool Head,
but Warm Heart ”

マネージャー就任の経緯

 宮崎県産業振興機構の事務所と宮崎県拠点の事務所が隣り合わせであったことか
ら、お互いに連携を進めるうちに、サブマネージャーとして関与することになったもの。

 事業内容は異なるものの、「地域企業の成長による地方創生の実現」という目的は
同じであるため、特に違和感はありません。

本事業に対する抱負

 経営には「ひと」「もの」「かね」が必要です。これまでは「かね」と「もの」の面から、企業支
援を行ってきましたが、今後は「ひと」の面からも宮崎県中小企業の支援を行っていきた
いと考えています。

44



プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
木場 信人
こば のぶひと

担当拠点 鹿児島県

専門領域
強みなど

・県職員，副市長など長年
の行政経験により，県内経
済の実情や多くの企業活動
に通じている。観光関連，
特産品関連産業についての
知見が特に豊か。

略

歴

・1960年生まれ

・1983年
広島大学法学部卒業後，鹿児島県庁に入庁

・2009～2011年 いちき串木野市副市長
・2016年 企画部次長
・2017年 企画部次長（政策調整担当）
・2018年 総括危機管理監（兼）危機管理局長
・2019年 PR・観光戦略部長
・2021年 退職

・2021年7月～
(株)鹿児島頭脳センター代表取締役社長，
公益財団法人かごしま産業支援センター理事長

趣味・特技
など

・将棋（殆ど「観る将」），
読書，ゴルフ，焼酎（収
集とテイスティング）

好きな言葉

「感謝」
「迷ったら積極的な方を」

マネージャー就任の経緯

 （公財）かごしま産業支援センターは，本県の中小企業に対する総合的な支援機
関であり，企業の新たな成長戦略を担う人材の確保・育成も重要な役割の一つとし
ています。

 県職員時代に培った経験・人脈を活かし，国・県等と密接に連携しながら，当セン
ター理事長とマネージャーを兼務することにより，広い視野で，効果的に有為な人材
を鹿児島に呼び込み・確保できるよう取り組むこととなりました。

本事業に対する抱負

 鹿児島県は「稼ぐ力」の向上に取り組んでいます。また，我が国は，Society5.0を
目指すなど大きな変革期にあり，企業も新たな取組が求められています。
新たな取組には，それを実施できる「人材」確保が重要な鍵となります。
本県企業が果敢に挑戦して，持続・成長できるよう，金融機関など関係機関と連
携の下，企業に寄り添いサポートしてまいります。
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
當山 司

とうやま つかさ

担当拠点 沖縄県

専門領域
強みなど

・これまでの経歴における県
内企業のネットワーク、人材
紹介・派遣業に対する知識

略

歴

・1963年4月 沖縄県美里村
(現沖縄市)生まれ

1986年4月 ㈱琉球銀行入行
2010年6月 同行 大道支店長
2012年6月 同行 首里支店長
2013年6月 同行 出向

㈱OCS専務取締役
2015年4月 同行 浦添支店長
2017年4月 同行 法人営業部長
2017年6月 執行役員
2019年7月 人材派遣センター沖縄

代表取締役社長
2022年4月 県プロフェッショナル

戦略拠点マネージャー

趣味・特技
など

・ゴルフ、テニス、筋トレ、卓
球、飲み会のセッティング

好きな言葉

粗にして野だが卑ではない

マネージャー就任の経緯

 沖縄県に生まれ育った人間として、県内のために役立つ仕事を心がけていました。今
回、更に広く県内企業のために直接お役に立てるお仕事としてマネージャーの打診をい
ただきました。

 金融マンとしての30年余の間に培ったネットワークと、人材紹介・派遣業の経営者とし
てのノウハウ、2度の一般企業への出向経験を活かせる場として快諾いたしました。

本事業に対する抱負

 沖縄県内も全国の地方と同様に近い将来、生産労働人口の減少が予想されていま
す。 都市部の方々の知見をお借りして、県内企業の攻めの経営や経営課題解決へ
貢献いただける人材をご紹介していきたいと思います。
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