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■  地域企業を“攻めの経営”に転換 

──	本事業がスタートした背景についてお聞かせ下さい。
【川上】　2014年末に人口減少問題を正面から捉え、持続
可能な地域づくりを目指して、まち・ひと・しごと創生本
部が立ち上がり、これまで各省庁でできなかった新規施策
にいろいろ取り組んでいる中、本事業はその一つです。地
域に良い“しごと”を創り、“ひと”を呼び込むという好循環
を創り出すことがその趣旨です。
──	具体的にはどのように取り組まれたのでしょうか。

【川上】　民間人材マーケットでは、地域企業の人材ニーズ
と人材の供給にミスマッチがあり、地域企業のニーズを明
確化した上で、人材紹介会社につなぐ仕組みが必要でし
た。本事業の目的は、大都市圏の豊富で優秀な経営人材を
地域の成長企業に還流させること。地域企業の潜在需要
を発掘し、“攻めの経営”に転じる気付きをどのように与え
るかがカギです。特にマネージャーの方々の資質が事業
の成否を握るため、人選は各道府県知事に直接面談の上、
任命いただくようお願いしました。
　また、本事業にとって欠かせないのが金融機関との連
携。地域金融機関は地元情報の宝庫です。各道府県のマ
ネージャーは、地域金融機関との連携で幅広いネットワー
クを活用し、質の高い人材の流れを作っていただいていま
す。実際に金融機関が深く関与いただいた地域では、紹
介・成約ともに伸びています。
──山形県拠点の活動内容について教えてください。
	【吉田】　私とサブマネージャーがともに山形銀行出身で、
かつ企業再生などで一般企業に出向経験があります。企
業のトップと面談する際には、まずメイン行の支店長を訪
問し、情報交換を行います。金融機関からの紹介案件は、
支店長や担当者と同行訪問する場合もあります。また、県

内地銀３行には、支店長会議や法人担当者研修に参加さ
せていただき、事業の説明と人材の話をしています。
　2015年12月の拠点立ち上げから2018年1月末まで
に、相談件数が363件、成約件数が累計53件です。「もの
づくり県」ということで、成約の６割強が製造業での採用
です。金融機関からの紹介は、相談・成約ともに全体の３
割です。県内地銀３行は、当拠点を通した人材マッチン
グの成約数や人材紹介会社を使った支援にポイントを与
えるなど、業績表彰制度に組み入れており、連携はますま
す必要です。
──	神奈川県ではいかがでしょうか。
	【太田】　私を含めたマネージャー３人が金融機関出身で
す。立ち上げから「金融機関との連携を密にしよう」と取
り組み、現在、横浜銀行や横浜信用金庫など５機関と連携
しています。金融機関は取引先と密接な関係にあり、有
益な情報が多数寄せられます。
　企業を訪問する際には、支店長だけではなく若手担当
者とも同行します。われわれとの面談では、社長は人に
関する課題を熱い思いで話されます。同行した若手担当
者からは「日常では聞くことができない話を聞くことが
できた」との声もあります。
　2015年12月の拠点立ち上げから2018年１月末まで
に相談件数が562件、成約件数が84件。現状では相談・
成約ともに金融機関からの紹介が８割近くです。また、
取り繋ぎ案件の成約率も３割を超えており、金融機関と
の連携の重要性が増しています。

■  金融機関との連携は不可欠 

──	内閣府としてこれまでの拠点事業をどう評価しますか。
【川上】　お二方のような優れたマネージャーのご努力に

より、地域企業の意識を含めて、不可逆的かつ確実な変化
を作っていただいていると感じています。成約件数では、
発足から毎月全国で100件以上積み上げている計算です。
当初は50代以上のシニアを中心に想定していましたが、
実績をみると、20～40代が全体の72％を占めており、機
会があれば地域に行って、地域のために貢献したいニーズ
が、若い世代にもあることに気づきました。また、4割が転
居を伴う採用で、新しい人の流れを作るという意味でも、
効果が出ていると思います。
──	拠点と金融機関との連携をどう見ますか。

【川上】　連携は欠かせない要素です。地域金融機関にとっ
ても、厳しい経営環境のなかで生き抜くためには、地域企
業との共存共栄は不可欠でしょう。地域企業のライフス
テージに沿ったニーズを汲み取って、ソリューションを提
供していくことが絶えざるテーマで、その大きな部分が人
材の問題です。
　新たな資金需要や行員の人材育成など、金融機関の連
携メリットは大きいと思います。本事業を通じ地域企業
と金融機関との間にWIN－WINの好循環が生まれつつあ
ると感じており、心強く思います。
──	両マネージャーが訪問する中で感じる、地元企業の声
を教えてください。
	【吉田】　山形県の企業は、まだ有料人材紹介会社を活用し
お金を出して中途採用することに、慣れていないように感
じます。ただ、実際にプロ人材を採用した企業からは、「良
い人に来てもらった」との喜びの声が大半です。実際、１
年ほどで現場のトップになった人材もいます。中でも上
場企業で経験を積んだプロ人材はやり方・仕組みに精通
しており、地域企業が変わる１つのキッカケになっている
と思います。また「人材は投資」であることを強く訴えて
います。
	【太田】　神奈川県の地域企業からは、事業承継に関する
話をよく聞きます。「部長職が欲しい」との要望を受け、話
すうちに「将来的には後継者としても視野に入れていきた
い」というケースもあります。また、プロ人材を採用する
ことにより、攻めの経営の実現と同時に社内の若手を育成
したいというニーズもあります。

■  人材支援を「本業」に 

──	本事業の今後の方針をお聞かせ下さい。	
【川上】　2017年末に改訂した「まち・ひと・しごと創生総
合戦略」に盛り込みましたが、事業承継にも視野を拡げる
とともに、現状では、成約件数の62％が製造業となってい
るところ、今後はサービス業にも一層注力いただきたいと
思います。
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　金融庁でも、人材支援について「地域金融機関の貢献が
大切」と位置付けておられ、改正予定の監督指針では、地域
金融機関による取引先企業に対する人材紹介業務を「本
業」として位置付けられると聞いています。全国各地で、
地域企業の新たな成長に向け、人材の問題がカギになるな
かで、金融庁、経済産業省・中小企業庁の各種施策に加え
て、本事業が大きな役割を果たすことを期待しています。

プロ人材採用で
企業の成長を後押し
金融機関連携進む

国が進める地方創生施策の一つ「プロフェッショナル人材事業」。“攻めの経営”への転身を後押しし、経験豊富で高い
専門性を持つプロ人材の地方企業への還流を促す。2015年10月の事業開始から2018年１月までに、全国で地域企
業からの相談が21,356件、実際にプロ人材の採用に至った実績が2,572件と、着々と成果を積み上げる。地域金融機
関と本事業との連携が進むなか、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局・川上尚貴地方創生総括官補と、金融
機関出身の山形県・吉田勉マネージャー、神奈川県・太田嘉雄マネージャーが鼎談した。
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Ⅰ プロフェッショナル人材　　
事業について
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Ⅱ プロフェッショナル人材
活用事例

ここからは、プロフェッショナル人材戦略拠点を活用し、「攻めの経営」への転身とそれを担うプロフェッショナル人材
を採用した企業事例をご紹介いたします。
経営者が「攻めの経営」への転身を決意した経緯、プロフェッショナル人材が転職を決意したポイントなど、27社それ
ぞれにドラマがあります。ぜひとも、「攻めの経営」、プロフェッショナル人材の活用に向けた第一歩を踏み出すヒント
を見つけてください！

経営課題別事例一覧

販路開拓

事例
01 P07 mizuiro株式会社（青森県）

独自開発の安全画材「おやさいクレヨン」を国内外に広めるため語学力と海外営業経験のあるプロ人材をUターン採用

事例
02 P09 株式会社ササキ（山梨県）

航空・宇宙・防衛分野で世界進出を目指す地方企業がバイリンガル幹部人材を続々採用

事例
03 P11 株式会社オーケーエム（滋賀県）

現地の市場環境や商習慣に精通したプロ人材の獲得で中国、東南アジア市場の販路拡大を目指す

事例
04 P13 但馬信用金庫	（兵庫県）

地域金融機関本来の役割でもある地元活性化のため基盤産業である鞄業界の拡販にも貢献できるプロ人材を獲得

事例
05 P15 株式会社守谷刃物研究所（島根県）

海外でのビジネス経験豊富なプロ人材の獲得で主力事業の拡大と新製品開発に挑む

事例
06 P17 有限会社ニイヨンイチ（岡山県）

OEM依存からの脱却を図り、高い技術力を持つ自社ブランドの海外進出を成功へと導くプロ人材を採用

事例
07 P19 地域商社やまぐち株式会社（山口県）

バイヤーの視点で商品開発や営業ができるプロフェッショナルを獲得し、首都圏市場と県内生産者を結ぶ地域商社を円滑にスタート

事例
08 P21 株式会社九十九島グループ（長崎県）

多ブランド化、販路拡大で2020年に売上倍増へ 安心安全な商品提供に生産工程の確立が急務に

経営管理

事例
20 P45 株式会社テーオーホールディングス（北海道）

同族会社からパブリックな企業グループへと体質改善 要となる持株会社に不足していた人事のプロを採用

事例
21 P47 関場建設株式会社（福島県）

事業承継と事業運営体制の見直しという課題解決のため次期社長の“右腕”となる経営幹部人材を採用

事例
22 P49 共和電機工業株式会社（石川県）

親会社依存の企業体質を改革すべく開発志向のマインドセットを醸成するリーダーを採用

事例
23 P51 株式会社日吉（滋賀県）

“ワンストップ・ソリューション”という付加価値向上のために改善意欲の高いプロ人材を採用

事例
24 P53 株式会社西日本テクノ（山口県）

社員の成長と会社の業績向上に期待を込め経営のプロフェッショナルを社外に求めた

事例
25 P55 株式会社ときわ（徳島県）

激変するブライダルマーケットに対応し、近未来の業績拡大のために経営戦略を担えるプロ人材を求めた

事例
26 P57 株式会社グローバルセンター（香川県）

不動産会社からライフスタイルカンパニーへと成長・拡大 人材の拡充を図るなか、将来の幹部となり得るプロを獲得

事例
27 P59 土佐女子中学高等学校（高知県）

生徒に魅力ある学校を創造するために、「ビジネス」分野の知識・経験が豊富な人材を獲得

新事業の立ち上げ

事例
09 P23 カンプロ株式会社（茨城県）

激化する競争に勝ち残るため、新規事業創出へ大企業で営業企画などの経験を持つプロ人材を採用

事例
10 P25 セーレン株式会社（福井県）

県のプロジェクトを機に人工衛星開発に着手 将来の事業化を見据え、熱設計のエキスパートを採用

事例
11 P27 長野県連合青果株式会社（長野県）

転換期を迎えた卸売業界で将来を見据えて経営統合 次世代システム構築を柱にプロ人材が変革をもたらす

事例
12 P29 公益財団法人するが企画観光局（静岡県）

来訪者が魅力を感じるブランド確立が急務 マーケティングのプロの獲得で“稼ぐ観光”を目指す

事例
13 P31 学校法人四国大学（徳島県）

大学のブランド力確立に効果的な広報戦略のノウハウを持つプロ人材を採用

事例
14 P33 株式会社クリーン・マット（長崎県）

販路拡大、社内体制の見直し、事業戦略立案など“キーパーソン”の採用で社内変革に成功の道筋が

生産性向上

事例
15 P35 株式会社アイオー精密（岩手県）

工場における自動化・省力化ニーズに応えるため生産効率の向上を実現するプロ人材を採用

事例
16 P37 株式会社三陽製作所（山形県）

会社を良くしていくためには、他社のノウハウや考え方を取り入れる必要があると生産・品質管理のプロを採用

事例
17 P39 ヨシ電子株式会社（栃木県）

拠点からの助言を受け、「攻め」の経営報告書を作成 課題が明確になり、品質向上のための人材獲得に成功

事例
18 P41 株式会社イノベタス（静岡県）

野菜工場の生産性を向上し収益拡大を図るため総合的なマネジメント能力に優れた人材を獲得

事例
19 P43 銀河電機工業株式会社（三重県）

課題はライバルに勝つための自社製品開発 小型モータ分野で実績豊かなプロ人材を求めた

※本事例集に記載の情報は、平成29年10月より平成30年1月の取材に基づく内容となります。
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拠点からの
助言等

プロ人材を採用したきっかけ プロ人材採用により得られた効果採用前 採用後

企業担当者の声

プロ人材の声 営業統括マネージャー  保土澤 定吉氏

代表取締役  木村 尚子氏

全国展開と海外への販路拡大を図るため
「英語力」を備えた営業のプロ人材を求めた

事例

01
青森県

青森発の高付加価値商品を国内外に展開する
その最前線を切り拓く役割を果たしたい

 以前はどういった仕事をされていたのでしょうか？ 
　高校時代、米軍基地がある三沢市で過ごした影響で、「英語
を使えるようになりたい」と考え、米国のテキサス州立大学サ
ンアントニオ校に進学しました。卒業後は英語をいかした仕
事をしたいと考え、東京都心部の高額物件を扱う不動産会社
に入社して外国人向けの営業職に就き、その後、もっと海外と
繋がりのある仕事をしようと外資系不動産会社に転職。その
頃、自分が海外へ出ていく仕事をしたいと思う気持ちが強くな
り、大手自動車部品メーカーに転じました。この会社では、主
にドイツの自動車メーカーを相手とする営業職に就きました。
　しかし2012年にユーロ・ショックが起こり、仕事が行き詰
まりを見せたことから、活況を呈していたアジア市場にシフ
トされ、タイの現地法人に赴任しました。
 入社を決めた経緯とは？ 
　2016年3月にタイから帰国するまでの間に祖母が要介護状
態となり、実家の両親から助けを求める連絡が届くようにな
りました。帰国後は別の国に赴任する話もあったのですが、
両親からは長男として実家に帰ることを懇願されました。そ
こで、青森で海外を相手にする仕事はないかと探し始め、転職
情報サイトで「青森暮らしまるごと～セミナー＆相談会～」の
開催を知り、参加したのがきっかけでした。そこで、代表の木
村の話を聞き、独自に開発した商品で輸出もしていると知っ
て、自分の希望に合致していると思いました。青森に帰るな
らば、青森の産品を海外に売る仕事がしたいと考えていたか
らです。りんごなどの農産物ではなく、独自開発した付加価
値の高い商品である点も魅力でした。

 入社後の仕事内容と今後の抱負に
ついてお聞かせください。 
　入社後すぐに東京の展示会へ
の出展があり、そのブース設営や
接客、商談などで集まった名刺約700枚のフォローという業
務を担うことになりました。当初は700枚という量とアシス
タント不在という点に戸惑いました。前職は大企業というこ
ともあってアシスタント職が雑務をこなしてくれていたので
すが、ベンチャーである弊社ではそれも全部自分でやらなけ
ればならなかったからです。そうした環境であることは採用
前に木村から詳しい説明を受け理解はしていたつもりでした
が、いざ始まると前職時代のクセがなかなか抜けず、木村に
は何度も指摘されました。
　しかし、4カ月勤めているうち、小規模ベンチャーである弊
社の企業風土にも徐々に慣れてきたと思います。基本的に営
業活動は私一人に全面的に任されています。「おやさいクレ
ヨン」の商談先は百貨店から美術館のミュージアムショップ、
ベビー用品店、書店、量販店、生活雑貨店と多岐に渡ります。
海外営業にも着手しており、海外のバイヤーなどが相手です。
守備範囲の広い仕事ではありますが、プレッシャーと同時に、
たいへん大きなやりがいを感じています。
　クレヨンは、どんな国でもどんな年齢の人にも使われてい
る身近な画材。１国でも多く広めて“mizuiro”ブランドをグ
ローバル展開させ、弊社が県を代表するグローバル企業に成
長できるよう、私がその最前線を切り拓く役割を果たしてい
きたいと思っています。

の文具や玩具、雑貨などの売り場
や自社ECサイトで2,000円で販
売。特にクリスマスや入園・入
学期のギフトとして売れており、
2013年3月の発売以来、4年半で約10万セットを販売しまし
た。この成功で、OMOTENASHI	Selection2017金賞、ふる
さと名品オブ・ザ・イヤー「地方創生賞」(2015年度)、第23
回東北ニュービジネス大賞東北アントレプレナー大賞、第9
回キッズデザイン賞、青森県農林水産部長賞、ロハスデザイ
ン大賞2014モノ部門など数々の賞をいただきました。

■  展示会では約1,500人の来訪者と取材攻勢
  ２年で売りきるつもりが２週間で完売
　専門学校でデザインを学んだ私は、青森県内の情報誌発行
会社やデザイン会社を経て2012年に独立。個人事業として

■  発売後4年半で約10万セットを
  販売するヒット商品。数々の受賞にも輝く
　弊社は、独自開発した「おやさいクレヨン」をはじめ、ねんど、
千代紙、ぬりえノートなどとそれらのギフトセットの卸し、広
告などの商業デザインを手がけている会社です。クレヨンの
成分は、基本的に青森県産のねぎ、ながいも、むらさきいも、ゆ
きにんじん、とうもろこし、ごぼう、カシス、りんごといった野
菜や果物の粉末と、食品用の顔料や米油など、小さな子どもが
万一口に入れても安全な画材です。野菜類は、加工の際に出る
皮くずや、規格外で廃棄されたものなどをリサイクル利用。ム
ダなく活用することで、原料費の削減も実現させています。
　クレヨンの色は野菜本来が持つ色なので、各色の名前も、
「みどり」や「きいろ」ではなく「ねぎ色」「とうもろこし色」な
どとしました。10色入りをセットとし、主に東京など大都市

青森市にデザイン事務所を開設し、グラフィックデザイナーと
して活動していました。プロダクトデザインも手がけてみた
いと考えていたとき、県内で開かれていた藍染展を見に行く機
会があり、そこで天然色素による作品に魅了されたのです。
　以前から画材でもドイツ製の蜜ろうクレヨンが気に入って
いたこともあって、県産の野菜を使ったクレヨンづくりを思い
立ちました。最初は自ら試作し製品化の見通しを立て、クレヨ
ン工場や野菜粉末工場を探索。夜はデザイナーの仕事をしな
がら、昼はクレヨン開発に試行錯誤する日々でした。そして９
カ月後、国内初の製品として完成させることができたのです。
　販路開拓では、2013年2月5～7日に行われた「東京イン
ターナショナル・ギフト・ショー」に着目し、「とりあえず出
してみよう」という感覚で出展しました。商談できるのは3日
間で500人くらいだろうと思っていたところ、何と初日に約
700人もの来客があり、テレビの報道番組でも取り上げられ
ました。結局3日間で約1,500人がブースに訪れ、マスメディ
アの取材も殺到するなど、予想を大きく上回る反響。当初用
意した2,000セットは2年ほどかけて売り切りたいと考えて
いましたが、わずか2週間で完売してしまいました。

■  拠点の勧めで登壇したUIターンセミナーを
  きっかけに念願のプロ人材獲得に成功
　想定外の反響に正式にビジネスとして手がける決心をし、
海外の人にも知ってもらおうと、2014年2月にドイツで開催

された展示会に出展。韓国への3,000セットの初輸出も決
まりました。事業規模の拡大を受けて、2014年9月には法人
化。そのうち、海外との商談でネックとなっていた、英語力を
備えた営業ができる人材が必要だと思うようになりました。
　青森県プロフェッショナル人材戦略拠点のマネージャー
が弊社を訪れたのは、2016年の暮れのこと。青森県へのUI
ターン促進サイトへの情報掲載や、拠点が東京で共催する「青
森暮らしまるごと～セミナー＆相談会～」への登壇を勧めて
くれました。セミナーには30名ほどが来場し、講演終了後に
履歴書を持参していた5名の方がその場で応募してくれまし
た。その後、年齢や待遇などの条件で絞り込んだ候補者と半
年ほどメール交換を重ね、最終的に保土澤の採用を決めまし
た。保土澤は青森県出身。私より年下で接しやすく、採用条
件としていた英語力に加え、“熱烈”と言う言葉がぴったりく
るほど入社への熱意を示してくれ、それらの点を総合的に判
断し採用することとしました。
　保土澤には入社して早々、出展した展示会での接客やアフ
ターフォローなどの業務を任せ、かなり忙しかったと思いま
す。また、会社の雰囲気にも徐々に慣れてくれていると感じ
ています。とはいえ、私は「おやさいクレヨン」のこの勢いは
あと2年ほどだと思っています。言い換えれば、この2年間が
勝負の時。全国展開と共に、海外にもさらに広めていく上で、
保土澤には大いに期待しています。

●	社長と議論を重ね、国内外の販路開拓を進める上で必要となる人材像の明確化を支援。
●	東京で開催した「青森暮らしまるごと～セミナー＆相談会～」への登壇を勧め、マネージャーとの対談形式
による事業内容の発信を実施。

●	入社後のプロ人材への相談対応など、フォローアップにも努めている。

どんなプロ人材を採用？
米国の大学で学んでおり、英語が堪能。大学卒業後は、外国
人向けの不動産営業を経験。転職した大手自動車部品メー
カーでは、ヨーロッパの完成車メーカーへの営業をはじめ、
タイの現地法人への赴任経験もあるなど、海外営業経験が
豊富な人材。
プロ人材の活躍状況

入社直後に東京で行われた大規模な展示会では、ブース設営
や接客、商談のほか、来訪者が残した名刺約700枚をいかし
たアフターフォローを担当する。これらの業務をこなしなが
ら、徐々に小規模ベンチャーの企業風土に慣れている状況。

● 青森を拠点とする小規模なデザイン会社。活
動の一つとして、県産野菜の色素や米油によ
る、幼児などが口に入れても安心な安全画材

「おやさいクレヨン」の独自開発に成功する。
● 展示会に出展したところ、想定の3倍という集

客と、マスメディアの取材殺到という大反響を
呼ぶ。これを受け、海外への輸出も含め本格
的な事業展開をすべく、営業経験と語学力を
備えたプロ人材が必要に。

採用したプロフェッショナル人材
営業統括マネージャー　保土澤 定吉氏 〈プロフィール〉

2005年 米国の大学を卒業後、都内の不動産会社で外国人向けの営業に従事。
2008年 外資系不動産会社で営業職。
2009年 大手自動車部品メーカーに転じ海外営業職に。2012年末からタイの

現地法人に営業マネージャーとして赴任。
2016年 帰任し事業企画職に就く。
2017年 mizuiro（株）に入社。

年　齢：36歳　　家族構成：独身

前　職：大手自動車部品メーカーで海外営業などに従事。

独自開発の安全画材「おやさいクレヨン」を国内外に広めるため
語学力と海外営業経験のあるプロ人材をUターン採用

mizuiro株式会社
本社所在地：青森県／従業員数：社員7名
業種：製造業
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拠点からの
助言等

プロ人材を採用したきっかけ プロ人材採用により得られた効果採用前 採用後

企業担当者の声

プロ人材の声 生産管理部工程管理課課長  小山 洋一氏

代表取締役社長  佐々木 啓二氏

喫緊の最重要課題である新設工場とのシステム統合
プロ人材がプロジェクトを見事に遂行中

事例

02
山梨県

当面の最重要案件を任され、社長以下
社内の期待値の高さにやりがいを感じる

 現在までの略歴をお教えください。 
　海外のホテルで働いてみたいと高校卒業後にオーストラリ
アに６年間留学し、専門学校で英語、大学でホテル経営学を
学びました。卒業後は台湾のホテルに就職し、６年間働きま
した。30歳で帰国して長野の実家に戻った後は、英語を使う
生産管理の仕事があった外資系精密機器メーカーに転職しま
した。４年後、結婚を機に山梨の事務機器部品メーカーに転
じて、生産管理や経営企画の仕事に就きました。8年ほど勤
めましたが、まだ小さい子どもがいるものの海外を含めての
転勤が避けられそうもなかったので、転職先を探すことにし
たのです。そこで地元の人材ビジネス事業者に登録したとこ
ろ、弊社を紹介されました。
 第一印象や、入社を決めたポイントとは？ 
　佐々木社長の話を聞いて、大胆に攻めの経営をしていると
感じました。海外進出の目標に向かって非常にポジティブに
取り組んでおり、自分の得意な語学力をいかすチャンスも数
多くありそうに思いました。お会いしたときの印象は、入社
後もより一層強く感じています。
 入社後、どんな仕事に取り組んでいますか？ 
　弊社では、目下、宮城県の新工場を稼働させる計画が進ん
でいます。そこに合わせて既存の生産管理システムを改修す
るプロジェクトに、プロジェクトリーダーとして、社内SE及び
システムの設計・構築を手がける外部のシステム開発会社の
メンバーと共に取り組んでいます。業務としては、社内の関
係部署にシステムへの要望をヒアリングして要件定義にまと
め、概要設計を行うこと。私はシステム開発業務の経験はあ

りませんが、専門知識・ノウハウ
は社内SEに任せ、もっぱら社内の
意見集約や弊社の生産管理への
最適化に力を入れています。プ
ロジェクトは順調に進んでいますが、自分はグイグイ引っ張
るタイプではありませんので、できるだけ社内の協力が得ら
れるようコミュニケーションに気を配っていることが奏功し
ているのかもしれません。
　入社前の面接では、前職で経営企画を経験したことをいか
して、弊社でも当該業務に就きたいという希望をお伝えして
いました。目下の業務はそれとはやや異なりますが、しかし
弊社の当面の最重要案件であることは十分理解しており、ま
た社長以下社内の期待値の大きさも実感していますので、大
きなやりがいを感じて取り組んでいるところです。また、例
えば購買方針の策定に加わらせてもらったり、「選抜幹部ミー
ティング」で中期経営計画への取組施策を議論し経営に提言
するといった経営企画的な業務の機会もあるので、総じて弊
社での業務には満足しています。
 今後の目標をお聞かせください。 
　工程管理課長としては、工程管理におけるボトルネック要
素の解消・平準化など一層の効率化を図るというミッション
があります。また、生産管理システムも状況に応じての更新
に終わりはありません。その上で、「2025年までにボーイン
グ社と取引を始める」という目標に向け、自分の語学力も駆使
しながら貢献していければと思っています。弊社の定年は70
歳なので、長く働けるところにも大きな魅力を感じています。

■  電気を用いる機器の“血管や神経”となる
  少量多品種のワイヤーハーネスを手づくり
　弊社は、ワイヤーハーネスの製造を手がけています。ワイ
ヤーハーネスとは、電気を用いるあらゆる機器や装置に必要
な部品で、ケーブルとコネクタから構成されています。それ
らを仕入れて製造し、製品に仕上げることが弊社の仕事。特
徴としているのは、民生用の量産品ではなく、100％産業機器
用を扱っていることです。半導体製造装置をはじめ、試作や
レース用のバイク、X線検査装置や「KAGRA」のような特殊な
実験装置、そして飛行機やロケットなど航空・宇宙・防衛分
野向けの製品を受注しています。手づくりで多品種少量生産
しているところが特色の企業といえます。
　ワイヤーは約900種類、コネクタなどの部品は約1万種類
に及びます。弊社には約20万種類の図面があります。ワイ

ヤーハーネスはよく人体における
血管や神経に例えられますが、血
管や神経を間違ってつないでしま
うことは絶対に許されません。そ
れと全く同じで、製造には高度な正確さや精度が求められま
す。この絶対品質と、豊富な部品在庫により1個の製造から
引き受ける柔軟で小回りの利いた受発注及びスピーディーな
製造・納品体制といった強みがあると自負しています。

■  航空・宇宙・防衛分野への世界進出を目指し
　　地場の産業支援機構からプロ人材拠点を紹介される
　1995年の創業以来、地元・韮崎にある半導体製造装置
メーカーのマザー工場と取引を続けてきました。2013年4
月に私が社長に就任し、その基盤の上に取引先を拡大。そし
て、最高レベルの技術力が問われる航空・宇宙・防衛分野へ

の進出を目指して「2025年までにボーイング社と取引開始
する」という決意表明をしたのです。その第一歩として、航
空宇宙産業特有の要求事項を織り込んだ、世界標準の品質マ
ネジメント規格「JISQ9100」を取得しました。さらに、世界
進出目標への推進戦略を（財）やまなし産業支援機構に相談。
そこで、「世界の前にまずは国内」と同分野の最大手メーカー
を紹介してもらい、1年がかりで取引認定を取得しました。
そして、「海外展開するにはバイリンガル人材が必要」とアド
バイスされ、山梨県プロフェッショナル人材戦略拠点を紹介
してもらったのです。「海外企業と交渉するにも、ビジネスを
円滑に進められるコミュニケーション能力（外国語力を含む）
を持つ人間が自分以外にいない」と、当該人材の必要性に気
づかされました。

■  拠点マネージャーのニーズを踏まえた
  働きかけで、的確なプロ人材の採用に続々と成功
　拠点の計らいで、県内外の人材ビジネス事業者向けに弊社
が求める人材についてプレゼンテーションする機会をもらい
ました。採用条件は「ビジネス英会話が支障なくできる」「韮
崎地域に居住できる」という２点だけで、前職や年齢にはさほ
どこだわりませんでした。最初から絞るのではなく、プロ人
材が力を発揮できそうなポジションに就いてもらえばいいと
いう考えからで、そういう点ではポテンシャルを評価したい
との思いがありました。

　山梨と東京の人材ビジネス事業者から6人のプロ人材候補
を紹介され、山梨から紹介のあった小山の採用を決めました。
小山は経歴をもとに自己の説明資料を作成し「経営企画の経
験や語学力をいかしたい」とプレゼンテーションしてくれた
ことが、非常に印象的でした。
　現在、弊社は宮城に新工場を建設中で、2018年3月の新工
場への移管に伴う生産管理システムの統合・改修が喫緊の最
重要課題です。そのプロジェクトリーダーを担える人材が不
在だったので、小山にやらせてみることにしました。すると、
すぐに何年も在籍しているリーダーのように周囲をうまく巻
き込み、予想以上のパフォーマンスを発揮してくれたのです。
本人としてはやりたかった仕事ではないかもしれませんが、
会社の状況をよく理解して対応してくれていると思います。
　小山の採用成功で本事業の価値を実感し、続いて40歳の
営業課長、38歳の経営管理課長、40歳の総務課長、34歳の経
理課係長の4名を山梨県プロフェッショナル人材戦略拠点が
つないでくれて採用できました。営業課長は前職がボーイ
ング社で、まさに最適な人材。入社半年で早くも海外の展示
会などに出張し活躍してくれています。一般的な公募では、
弊社は埋もれていたはずです。一連の採用成功は、山梨県
プロフェッショナル人材戦略拠点のマネージャーが弊社の
ニーズや地域特性をよく理解し、人材ビジネス事業者に働き
かけてくれたからにほかなりません。

●	経営計画における人材戦略の再構築と人材の確保が必要であることを助言。この実現のため、経営戦略の
再構築や“見える化”を支援し、2017年6月に経営戦略と人材の必要について全社経営会議で発表するに
至った。

どんなプロ人材を採用？
オーストラリアに留学経験があり、語学力が高い。さらには
精密機器や事務機器部品メーカーで生産管理業務や経営企
画業務の経験がある。
プロ人材の活躍状況

同社の目下最大のテーマである新設工場への移転に伴う生
産管理システムの統合・改修プロジェクトを責任者として
推進。経営者は「入社間もないにも関わらず、何年も在籍し
た社員のように周囲を巻き込みながら順調に進めてくれて
いる」と高く評価。

● 設立以来15年ほどの間、主要取引先の業務で
培ったワイヤーハーネス製造技術力を基礎に、
ここ4～5年で徐々に取引先を広げてきた同
社。中期経営計画で「2025年までにボーイン
グ社と取引を始める」という、より高度な航空・
宇宙・防衛分野での世界進出目標を掲げる。

● その推進戦略を（財）やまなし産業支援機構
に相談したところ、「目標実現にはそのための
人材が必要」とアドバイスされ、山梨県プロ
フェッショナル人材拠点を紹介される。

採用したプロフェッショナル人材
生産管理部工程管理課課長  小山 洋一氏 〈プロフィール〉

1992年　高校卒業後、オーストラリアに留学。英語やホテル経営学を学ぶ。
1998年　台湾のホテルに就職。
2005年　帰国後、長野の精密機器メーカーに入社。
2008年　山梨の事務機器部品メーカーに入社。
2016年　（株）ササキに入社。

年　齢：43歳　　家族構成：妻、子ども２人

前　職：事務機器部品メーカーで生産管理や経営企画に
従事。

航空・宇宙・防衛分野で世界進出を目指す
地方企業がバイリンガル幹部人材を続々採用

株式会社ササキ
本社所在地：山梨県／従業員数：社員235名
業種：製造業
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拠点からの
助言等

プロ人材を採用したきっかけ プロ人材採用により得られた効果採用前 採用後

企業担当者の声

プロ人材の声 中国工場長候補  湯 謹楽氏

常務取締役  奥村 晋一氏

中国、東南アジア市場の拡大に合わせて
海外赴任を目的とした人材を初めて採用

事例

03
滋賀県

奥深いバルブの知識。製造のノウハウを蓄え、
海外での販路拡大に貢献していきたい

 現在までの経歴を教えてください。 
　鉄鋼メーカーに就職してまもなく上海に赴任、現地で商社
と工場を設立しました。会社設立の手続き、設備の購入、日
本から持ち込む生産技術、さらに現地政府、企業、顧客との関
係づくりなど、あらゆる業務を統括していました。2015年に
会社が中国から撤退したのを機に退職し、飲食店経営と中国
進出を考える企業へのコンサルティングを行う会社を立ち上
げました。
 転職を決意された理由と、入社の決め手は？ 
　会社の経営状態は悪くなかったのですが、忙しくて家庭と
の両立が叶わず、何のために仕事をしているのだろうと自問
する日々でした。ただ、転職したい気持ちが強かったわけで
はなく、自分の持ち味をいかして達成感を得られる仕事があ
れば就職したいと思っていました。弊社は海外での販路拡大
を目指しているということで、私のこれまでの中国での経験
をいかせ、仕事の達成感もあるのではと感じたことが、入社の
決め手です。バルブを扱うのは初めてですが、以前鉄鋼メー
カーに勤めていましたので、製造業として学んだ素材知識な
どをいかせると思いました。
 転居について不安はありませんでしたか？ 
　私は自然に囲まれた環境での暮らしに憧れていました。入
社後は、休日に琵琶湖や山に行き、冬はスキーが楽しみです。
ただ、全く知らない土地に不安がなかったわけではないので、
温かく迎えてもらえたのはとても心強く感じました。妻は上
海の出身で、日本に来てからも地方での生活経験がないので

環境の変化に対する不安が大き
かったようです。しかし最も心配
していた子どもの幼稚園の入園先
がすぐに決まって安心しています
し、子どもが毎日楽しく遊んでいる様子を見て、滋賀に来て良
かったと思っているようです。また物価も安く、実際に住ん
でみるとプラスのサプライズがたくさんあったと話していま
す。
 現在のお仕事と今後の目標を教えてください。 
　中国工場長として赴任するため、オンジョブで研修を受け
ています。生産部で出荷、加工について学び、さらに品質保
証、生産管理、設計、購買部門などでも研修が予定されていま
す。バルブは配管を流れる流体によって材質を変えなけれ
ばなりません。またプラントなど建物全体のバランスを考
えながら設計することも求められます。バルブ自体は単純
な製品のように見えますが、奥が深すぎて勉強することが尽
きません。
　弊社に入社して日々感じるのは、人材を大切にしてくれて
いるということ。中国赴任前に3年間も研修期間を用意して
くれるのですから。現地で販路を拡大するには弊社製品の
特徴をつかんで理解しておかなければならないので、まずは
しっかりと学ばなければなりません。３年間、時間とお金を
かけてもらうので、これまでの自分の経験と当社で蓄積した
知識を中国マーケット拡大にいかし、貢献したいと考えてい
ます。

■  中国、マレーシア工場を現地の市場開拓拠点と位置づけ、
  高いビジネス感覚を持った人材を求めた
　弊社は1902年、ノコギリなど工作機器の製造からスタート
し、1952年には事業をバルブの製造に絞り、設計から製造ま
での一貫体制を確立しました。船舶、空調、インフラ設備な
ど、様々な配管に用いられる高機能バルブですが、弊社は特
にプラント、建設関連に強みを発揮しています。大阪市の「あ
べのハルカス」には弊社製バルブが多く使用されています。
また、1990年にはマレーシア、2003年には中国に工場を設
立。低コストの利点をいかし、日本向けの生産工場として位
置づけていました。
　しかしここ数年、現地の人件費高騰などにより製造業各社
は日本に工場を移すようになり、それが弊社にも影響を与え
ました。ただ、一方では中国、東南アジア域内の市場は拡大傾

向で、プラントや工場建設など設
備投資が活発に行われています。
そこで今後、海外拠点には日本向
け製品だけでなく、現地のプラン
トや工場建設に適合したバルブを開発し、市場を獲得してい
く役割を担ってもらおうと判断しました。販路拡大には、現
地企業が求める工場やプラントの仕様に適した製品を作る
ことはもちろん、現地のマーケットや商習慣を理解している
ことも大切です。製造拠点としての重要な役割はもちろんで
すがマーケティングや営業にも重点を置かなければなりませ
ん。そのため、ビジネスへの意識が高く、海外でのマーケティ
ングに力を発揮できる人材の獲得が急務と考えました。

■  拠点の助言を受けて就職イベントに参加
  面接を重ね、求めていたプロ人材を獲得
　とはいえ、弊社はこれまで海外勤務を前提とした採用活動
を行った経験がありません。また、滋賀県内だけで求める人
材を獲得するのはなかなか困難です。どうすれば良いかと腐
心していた2016年、滋賀県プロフェッショナル人材戦略拠点
の訪問を受け、弊社が考える人材獲得の課題をお話しました。
その際、まずは具体的にアクションを起こすことが必要だと
の助言を受け、拠点が企画・運営する「首都圏イベント」に参
加し、その場で海外販路拡大を担うプロ人材を求めているこ
とをアピールするように勧められたのです。
　希望する人材を明確にした採用活動は初めてでしたが、参
加したことをきっかけに人材獲得への気持ちが前向きにな
りました。その後、拠点の橋渡しにより登録した人材ビジネ
ス事業者などを通じて募集をかけ、100名を超える応募があ
りました。その中から、製造業で海外経験があり、工場運営、
マーケティング、販路拡大ができることを基準に面接を重ね、
採用したのが湯です。湯は鉄鋼メーカーに勤め、中国で工場
を立ち上げた実績もある。日本と中国の文化にも精通して

います。入社後も社員ともうまく意見交換しながらコミュニ
ケーションをとっています。まさに、海外での販路拡大を任
せられる適任者を獲得できたと思います。

■  これまでの経験、3年間の研修で得た知識を
  中国マーケット拡大にいかしてほしい
　湯は現在、本社で研修を積んでおり、3年後の赴任を予定
しています。ひと言でバルブといっても、配管を流れるもの
は上下水、油、ガス、化学物質、固形物、さらに高温、低温、高圧、
低圧のものなど実に様々です。条件に応じてバルブに最適な
材質を選び、設計していかなければなりません。本社で3年
間みっちり勉強して、知識とノウハウを十分に習得してもら
うつもりです。また、「このような問題はどの部署の誰に聞け
ばいい」などという問題解決のための社内ネットワークを構
築することも、研修の目的の一つです。これまで蓄えてきた
知識を中国市場で発揮してもらうことはもちろんですが、湯
が加わったことで社内に“化学反応”が起こり、他の社員たち
が刺激を受けさらにイキイキと働いてくれるようになること
を願っています。

●	月1回のペースで訪問し、面談を行うことで経営課題を明確にした。海外人材発掘に対してのアクション不
足を共有し、人材獲得に向けた具体的な提案を行った。

●	拠点が主催する滋賀県へのUターン、Iターンのための首都圏でのイベントに参加を提案。さらに他拠点の事
例や具体的な人材獲得手法を紹介した。

どんなプロ人材を採用？
鉄鋼メーカーに勤務し、海外で工場立ち上げに携わるなど現
地のビジネススタイルに精通している。
中国語、日本語、英語に堪能であるほか、日本と中国の両方
の文化も理解している。
プロ人材の活躍状況

中国での工場長候補として、現在は本社の各部署で研修中。
３年間かけて膨大な社内知識を習得した後、中国に赴任する
予定。異文化に溶け込むコミュニケーション力に長けてお
り、積極的に意見を交換するなど現場を活性化させている。

● 国内有数のバルブメーカーで、中国とマレーシ
アに日本向け生産工場として現地法人を設立。
しかし、国内企業の現地からの撤退などの影響
を受け減速。一方、中国、マレーシアでのプラ
ント建設など設備投資需要が拡大してきたこ
とを受け、海外市場獲得に向けて舵を切った。

● 工場運営や販路拡大のためには現地の市場環
境や商習慣に精通した人物が必要。社内育成
だけでは十分ではないと判断し、プロ人材の獲
得に活路を求めた。

採用したプロフェッショナル人材
中国工場長候補  湯 謹楽（タン ジンロ）氏 〈プロフィール〉

1997年 鉄鋼メーカーに入社。8年間上海に赴任し、商社や工場
立ち上げに携わる。

2015年 退職。飲食業と、中国進出する日本企業へのコンサル
ティング会社を立ち上げる。

2017年 （株）オーケーエムに入社。

年　齢：46歳　　家族構成：妻、子ども２人

前　職：鉄鋼メーカーに就職し上海に赴任。中国で商社、
工場立ち上げに従事。退職後、飲食業、コンサルタ
ント業の会社を経営。

現地の市場環境や商習慣に精通したプロ人材の獲得で
中国、東南アジア市場の販路拡大を目指す

株式会社オーケーエム
本社所在地：滋賀県／従業員数：189名
業種：製造業
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拠点からの
助言等

プロ人材を採用したきっかけ プロ人材採用により得られた効果採用前 採用後

企業担当者の声

プロ人材の声 事業支援部  地域創生課  調査役  宮崎 一隆氏

常勤理事  事業支援部長  宮垣 健生氏

鞄メーカーや問屋の企画力、開発力、販売力を強力に支援し
金融機関の枠を越え全国でビジネスコラボを展開したい

事例

04
兵庫県

人的ネットワークを活用して販路拡大
豊岡を全国にアピールすることが使命

 前職、主にアパレル企業でのキャリアについて教えてください。 
　前職では、専門店に対して婦人服ブランドの営業活動を行
うことからキャリアが始まりました。その後、ニューミセス
に向けたSPA（商品の企画から製造・販売までを一貫して行
う小売業態）の新規プロジェクトの社内公募に応募し、MD
へとキャリアアップ。直営店舗の運営責任者として４店舗
から13店舗まで拡大させ、プロジェクトを成功させました。
さらに、いくつかの婦人服ブランドやバッグを中心とした雑
貨ブランドの責任者も担当し、最後はミセス婦人服ブランド
のMDとして責任者を務めました。仕事を通して、サプライ
チェーンの流れはすべて見てきたつもりですし、人脈もあり
ます。
 転職の動機は何ですか？ 
　アパレル会社を退職するきっかけは、2015年に会社が希
望退社を募っていたことです。もちろん、会社に残ることも
できましたが「ここで一旦、線を引いて次のキャリアを考えて
も良いか」と思いました。
　最初の転職に際し、せっかく外に出るのだから違う分野を
見てみたいという気持ちが強かったので、アパレルではな
く、介護業界という未経験の分野に管理職として就職しまし
た。しかし転職して、時間が経過するとともに長年働いたア
パレル業界への愛着を感じるようになり、「やはり自分はアパ
レルが好きなんだ」という思いを強くして、もう一度、復帰し
たいと考えるようになりました。ちょうどその頃、当金庫が
鞄業界の販路開拓を支援できる人材を募集していると知っ

たのです。「なぜ金融機関が」とい
う戸惑いもありましたが、ファッ
ション業界に関わりながら、自分
の強み、これまでの経験をいかす
ことで、豊岡の地場産業である鞄を盛り上げ、地域貢献がで
きることに大いに魅力を感じました。
 現在の仕事と今後の課題や目標を教えてください。 
　前職で築いてきた人的ネットワークを活用し、豊岡の鞄の
販路開拓の支援を中心に活動しています。東京や大阪、神戸
などにも頻繁に出張し、商談を進めています。また、豊岡鞄を
手がける会社からブランディングの相談を受けたり、商品開
発のアドバイスも行うこともあります。
　面白い取り組みの一つが、次世代とのコラボレーションと
して女子大生の感性を実際の商品開発に活用するプロジェク
トを地域の鞄事業者に提案し、そのバックアップを担当しま
した。プロジェクトで開発された商品を集めたファッション
ショーを東京、大阪、福岡で開催したときには、スケジュール
管理を担当し、円滑なプロジェクト遂行のための支援を行い
ました。
　今後の課題は、「これが豊岡の鞄だ」ということを強く広く
アピールできるようにすること。金融機関の一員として、豊
岡の鞄の認知度が更に高まり、全国区のブランドへと成長し
ていく過程を支援していきたい。そして豊岡の鞄産業ひいて
は、地域の活性化への貢献を実感できれば嬉しい。それが、
私が当金庫に来た一つの証になると考えています。

■  市の有力な地場産業である鞄産業を盛り上げるため
  アパレル業界に豊富な経験を持つ人材の獲得を決意
　当金庫の創立は1924年(大正13年)。兵庫県豊岡市に本店
を置き、但馬地域を中心に29店舗を展開しています。特徴は
地域シェアが４割、本店所在地でも４割あり、自己資本比率も
25.4％と高い数字を有していることです。これは、地元の基
幹産業である鞄産業や城崎温泉を中心とした観光業などを営
むお客様との関係を構築してきた結果だと言えます。
　もうひとつの特徴は、十数年前から地域活性化のための
様々なプロジェクトに取り組んでいることです。豊岡市では
観光業と鞄産業に力を入れており、鞄の出荷額は102.0億円と
全国一位（経済産業省『平成25年工業統計調査』）です。120
～130社の鞄関連事業者があり、市内の鞄メーカー27社が協
働して「豊岡鞄」という地域ブランドを立ち上げ、鞄業界を盛

り上げていこうという新たな動き
も始まりました。当金庫でも地域
のシンクタンクとしてお役に立と
うと考え、生産性向上に不可欠な
設備投資のための補助金申請のお手伝いや、ブランディング
強化のための相談支援などを行うようになりました。こうし
た活動に加え、今後さらに支援していくために、アパレル業界
における知識と経験が豊富なプロ人材を当金庫の職員として
採用することにしました。採用にあたっては、まずはアパレル
が好きな方、そしてディレクターとして商品の販売方法や展
開戦略、さらには宣伝企画などができること。そして、鞄を扱
う経営者の方々と緊密にコンタクトを取りながら、柔軟な交
渉ができる対応力、コミュニケーション能力が高いこと。こ
れらを採用の基準に据えました。

■  信用金庫として独自にアパレル業界での経験豊富な
  プロ人材を採用し、鞄産業を支援することを決断
　話の始まりは、2016年の秋頃、兵庫県プロフェッショナル
人材戦略拠点と協力し、豊岡市と地元企業の出資による第三
セクター「トヨオカ・カバン・アルチザン・アベニュー」の
マネージャー採用支援を行ったことです。1週間で約100件
の応募が来る大反響でしたが、このときは様々な事情から採
用には至りませんでした。
　しかし、優秀な方からの応募が数多く寄せられたのは大き
な成果です。そこで、当金庫自身がアパレル業界での経験豊
富なプロ人材を採用して、地域の鞄関連企業にノウハウを提
供していこうという方針に転換しました。当金庫の人材採用
としては極めて異例のことですが、応募に際し金融機関での
業務経験は不問とし、鞄業界のブランド力向上や販路開拓、
新商品開発などを支援してくれる人材を人材ビジネス事業者
を通じて募集したところ、約140件もの応募がありました。
　採用した宮崎はアパレル業界に精通しており、豊岡の鞄業
界が弱点としてきたレディースファッションにも豊富な知識
があります。加えて、鞄を含む雑貨も扱ってきたので、豊岡
の鞄を全国に売り出していくためのマーケティングやブラン
ディングができますし、前職ではブランドの責任者として事
業のスクラップ・アンド・ビルドも経験した人材です。

■  販路拡大支援や自社ブランド開発のノウハウ伝授で
  豊岡の鞄業界の認知度を上げ、成長させて欲しい

　豊岡の鞄産業の成長には、自社ブランド製品の生産、販売
が重要で、そのためには企画力、開発力、販売力が大切です。
当金庫では、これらの向上支援を通して、鞄産業の発展をお
手伝いができたらと考えています。
　宮崎は前職からの人脈をいかして、販路開拓支援に貢献し
ています。豊岡の鞄メーカーと取引のなかった会社とも積極
的に商談を進め、既に4社ほどと販売契約の橋渡しをしてく
れました。鞄工業組合の特産品研究会では講師を務め、各社
が取り組むべきブランディングやマーケティング、PR戦略の
あり方などについて講義し、自社ブランド開発ができる人材
の育成にも尽力しています。宮崎の働きもあり、豊岡の鞄産
業が今後さらに活気を取り戻していけば、結果的に当金庫の
金融機関としてのマーケット拡大や、競合との差別化にもつ
ながっていくはずです。
　拠点のマネージャーとは、各地のプロ人材がコラボレー
ションすれば相乗効果から地場産業がさらに発展するのでは
と話しています。例えば、当金庫は京都府京丹後市に店舗が
あります。同市は丹後ちりめんで知られており、丹後ちりめ
んを扱う会社と豊岡の鞄会社とのコラボレーションが実現す
れば、面白いかもしれません。当金庫が金融機関の枠を越え
て他地域の会社やプロ人材をつなぎ、ビジネスを支援してい
く。そのためにも、宮崎には全国に知られるプロ人材になっ
てもらい、様々な拠点から「一緒にやりませんか」と声をかけ
ていただけるようになって欲しいですね。

●	地場産業である豊岡の鞄業界を支援するための施策として、東京でのアンテナショップ出店や、百貨店と連
携してのイベント開催などのアイデアを提案した。

●	豊岡の鞄産業を活性化させるための人材募集に対する助言を行った。

どんなプロ人材を採用？
前職では婦人服ブラントの営業を皮切りに、MD（マーチャ
ンダイザー）として直営店舗の拡大に貢献したほか、婦人服
やバッグを中心とした雑貨、ニューミセス向けなどのブラン
ド事業において責任者を務める。こうしたキャリアから、ア
パレル業界の様々な業務に精通。販路開拓などの実績も多
数有している。
プロ人材の活躍状況

前職で培ってきた独自のネットワークをいかして販路開拓を支援。
マーケティングやPR戦略についてのセミナーや勉強会では講師を
務めるほか、地元の鞄関連事業者に対する相談支援なども行う。

● 兵庫県豊岡市に本店を置く信用金庫として、基
盤産業である観光業と鞄産業への支援を特に
積極的に行っている。

● 豊岡市では地域ブランド「豊岡鞄」の発信に力
を入れている。信用金庫として地元企業を積
極的に支援するため、アパレル業界の経験が
あり、販路開拓をディレクション、サポートで
きる人材を求めた。

採用したプロフェッショナル人材
事業支援部  地域創生課  調査役  宮崎 一隆氏 〈プロフィール〉

1989年 大手アパレル企業に入社。婦人服の営業をはじめ直営店舗の運営責
任者、また事業責任者として婦人服ブランドやバッグをメインとした
雑貨ブランドを担当。

2015年 介護業界へ転職。管理職として主に高級有料老人ホームの事業所展
開に従事。

2017年 但馬信用金庫に入社。

年　齢：51歳　　家族構成：妻

前　職：大手アパレル企業で営業を担当後、MD（マーチャン
ダイザー）としてSPA事業(製造小売業)において婦人
服、雑貨ブランドの責任者を務め、商品開発も経験。

地域金融機関本来の役割でもある地元活性化のため
基盤産業である鞄業界の拡販にも貢献できるプロ人材を獲得

但馬信用金庫
本社所在地：兵庫県／従業員数：369名
業種：金融業
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拠点からの
助言等

プロ人材を採用したきっかけ プロ人材採用により得られた効果採用前 採用後

企業担当者の声

プロ人材の声 東京営業所  営業部 部長  

代表取締役社長  守谷 光広氏

主要取引先の部門移管により、独自の事業開拓と
販路拡大のために海外営業ができる人材を求めた

事例

05
島根県

自動車部品の拡販と顧客ニーズの把握に注力
工場と一丸となって新しい製品につなげたい

 これまでどんな仕事をされてきましたか。 
　自動車メーカー関連の商社に25年ほど在籍しました。大
きな仕事としては、現地工場の立ち上げに関わりました。最
初は中国工場の立ち上げプロジェクトで、現地の合弁会社と
共に中国側と交渉。契約から設備導入、物流体制の整備など
に携わりました。この経験で工場の稼働に必要な準備期間、
部品・設備・材料など、それぞれのサプライヤーと交渉す
べき内容などのノウハウが身につきました。加えて、交渉の
キーマンとなる人の見極め方も身についたように思います。
その後はカナダ工場に５年半赴任、続いて新工場建設のため
にメキシコに赴任しましたが、メキシコでは中国での経験が
大いに役立ちました。
 転職を考えたきっかけと入社の決め手は？ 
　メキシコでの業務後は韓国と中国にある金型工場の運営を
任されたのですが、このときは既存の工場だったということ
もあって、これまでの経験がいかせていないと感じるように
なりました。それで、英語での交渉力や海外でのビジネス経
験をいかせる仕事は他にもあるのではと思い、人材ビジネス
事業者に登録してみたのです。ここでスカウトメールをいた
だいたのが弊社でした。人材ビジネス事業者からの情報提供
ではなく、採用担当者から直接アプローチをいただいたこと
は新鮮でした。声をかけてくれたということは私の経歴に興
味があるのだろうと感じ、話を聞いてみようと思いました。
　入社の決め手は、弊社ならある程度自分の意志で仕事がで
きるかもしれないと思えたことです。前職でいろいろな経験

ができたことには感謝して
いますが、大きな会社の社員
は歯車の一つだとも感じていたのです。海外赴任にしても、
私でなければだめだったというわけではないと思います。島
根に縁があるわけではなく弊社についての知識もありません
でしたが、今後海外営業に力を入れていく、そのための人材
として選んでいただいたので、これまでの経験をいかすのが
私の役割だと思いました。
 現在の仕事と目標を教えてください 
　第一は、主力のベーン事業の拡大です。これは顧客を２倍
に、売上を３倍にするという意味ではありません。自動車の
電動化が進み需要は減少傾向なので、既存の顧客を大切にし、
確実にフォローすることを重視しています。一方、既存のア
プリケーション以外の自動車部品用途で拡販できる可能性が
あるので、ベーンユーザーとの付き合いを広げて新規の顧客
開拓にも力を入れています。こうした活動を丁寧に進める中
で、まずは将来につながるような顧客を２～３社増やすこと
を考えています。
　第二に、ベーンに替わる主力商品の開発です。そのために
も顧客の動向からニーズを探り、工場とも連携して可能性を
模索しています。守谷刃物ならではの技術力をいかし、安定
量産できる商品を、工場と一体となって提案していければと
思っています。

■  営業部門をゼロから整備し始め
  海外営業ができる人材の
  獲得に奮闘
　弊社は日立金属の研削加工部
門として、日立金属から委託を受けて部品を生産してきまし
た。しかし2008年4月から部門ごと弊社に移管されること
になり、受注から生産、販売まで独自に事業を展開する必要に
迫られました。とはいえ、当時の弊社には営業のノウハウも、
営業のできる人材もいません。そのため、早急な体制の整備
に迫られました。まず、他社の技術・営業部門で活躍してき
たシニア人材をスカウトし、東京営業所の所長として営業部
門の整備にあたってもらいました。ただ、ベーンの顧客の半
分は海外の一次サプライヤーであることから、海外営業がで
きる人材も欠かせません。社内で育成する時間的余裕もな

■  ヤスキハガネと卓越した技術を融合させた
  ベーンは国内外の自動車メーカーで採用
　安来（やすぎ）の地は古くから鉄づくりが盛んで、「たたら」
といわれる精錬法が発達した場所です。その技術は連綿と受
け継がれ、日立金属の技術によって高級特殊鋼「ヤスキハガ
ネ」が生まれました。「刀匠宗光」と称された弊社の創業者が
ヤスキハガネと巡り合ったことが事業の原点で、以来、高硬
度で粘りと耐久性にも優れたヤスキハガネを、粗加工、熱処
理、精密仕上げまで行う一貫体制で製品化。現在はエレクト
ロニクス部品、航空宇宙関連部品、原子力部品、工業用特殊刃
物、IT関連精密部品など、様々な製品を手がけています。そん
な弊社の主力製品といえるのが、自動車のパワーステアリン
グに使用される油圧ポンプの部品となる「ベーン」。国内はも
ちろん欧米の大手自動車メーカーでも採用されています。

く、取締役管理部部長の中村を中心に、海外でのビジネスの
経験があり、英語が堪能で、金属や機械の知識がある人材の
獲得に向けて動き出しました。
　2013年春から人材ビジネス事業者に依頼しましたが、な
かなか希望に合致する人材に出会えず採用活動は難航しまし
た。人材ビジネス事業者からの情報を待っているだけでは駄
目だと、ダイレクトリクルーティングの会社にも依頼し、デー
タベースを検索して経歴に目を通しながらスカウトメールを
出し続けました。2年間で弊社への求人応募は215名、スカウ
トは161名に上りました。それでも、スカウトメールに返信
してきたのは13名のみでした。

■  海外顧客のフォローと、ベーンの
  新たなニーズ開拓に海外経験を発揮してほしい
　ちょうどその頃、島根大学の講座や若手経営者の勉強会「人
財塾」などで交流のあった島根県プロフェッショナル人材戦
略拠点に相談しました。拠点担当者とともに、行政の主導で
プロフェッショナル人材活用支援の取り組みが進んでいるこ
とを人材ビジネス事業者にも伝えると、人材ビジネス事業者
にも変化が見られ始め、「地方企業を応援しよう」という機運
が高まりました。プロ人材候補者のリストアップ、スカウト
方法の洗い直しなどに力を入れてくれ、拠点担当者にも随時、

どう採用を進めるかについてアドバイスをいただきました。
こうして出会った採用者は、海外での工場立ち上げに携わっ
た交渉力と実行力、各国の商習慣にも精通しており、まさに
弊社が求めていた人物像と重なりました。さらに海外営業に
加え、目標管理やマネジメントの仕方など、これまで「当社流」
でやってきたことへのアドバイスもしてくれるので、会社全
体に新しい風が吹き始めていると感じます。
　営業にとって販路拡大は当然のこととして、一方で既存顧
客の要望をしっかりと受け止めることも大切です。顧客から
は「ポンプ内に小さな汚れが付着しないように清浄度をあげ
てほしい」など様々な要望があり、特に規格基準が厳しい海外
メーカーに対しては、要望を正確に理解する必要があります。
とりわけ、弊社の主力である油圧ポンプ用ベーンは、電気自
動車や自動運転自動車の登場で電気制御が主流になり、需要
の落ち込みが懸念されることから、ベーンの新しい用途、新し
いニーズをどう開拓していくかがポイントになります。弊社
のベーンを必要としていたサプライヤーは、電気制御に移行
する上で油圧技術をどういかしていきたいのか、その動向を
いち早くつかんで製品化につなげたいと考えています。その
ためにも、彼のビジネス経験とマーケティング力に期待して
います。

●	同社が人材を求める背景をしっかりと聞き、本当に求める人材像を共有した上で、人材マーケットへの発信
を後押し。

●	管理部取締役を中心に人材獲得に向けたプロジェクトをサポートすることに徹した。

● 日立金属の研磨加工部門として特殊鋼の加工を
行ってきたが、2008年4月、部門ごと日立金属か
ら切り離されることになった。それまでは日立金
属を唯一の顧客として製造してきたのだが、受注
から生産、販売まで独自に展開する必要に迫られ、
特に営業体制を整えることは急務となった。

● 主力商品は自動車関連部品で、顧客の半分は海外
の一次サプライヤー。そのため海外営業を任せる
ことができる人材は必須。加えて現在世界トップ
クラスのシェアを誇る車載用ベーンの需要は、油圧
式から電動式への移行で減少傾向にあることから、
顧客の新たなニーズ発掘も必要だった。

どんなプロ人材を採用？
海外で工場を立ち上げるプロジェクトに関わるなど経験豊
富。英語が堪能な上、国ごとに異なる商習慣や交渉術にも精
通している。管理職経験がありリーダーシップも発揮でき
る。
プロ人材の活躍状況

東京営業所の営業部長として勤務。主力のベーン事業では
既存の顧客をフォローし、さらに海外の部品メーカーの中で
もトランスミッションやエンジンオイルを主体としている顧
客を中心に営業活動し販路拡大に取り組む。また新たな加
工品商材開発に向け、工場の技術部門と共に活動している。

採用したプロフェッショナル人材
東京営業所  営業部  部長 〈プロフィール〉

1988年 大手自動車メーカー関連商社に入社。海外工場からの
部品の輸出入業務に携わる。その後中国、北米、メキシ
コなどで現地工場の立ち上げに従事。帰国後は営業の
課長職に。

2016年 （株）守谷刃物研究所に入社。

年　齢：51歳　　家族構成：妻

前　職：大手自動車メーカー関連商社で課長職を務める。

海外でのビジネス経験豊富なプロ人材の獲得で、
主力事業の拡大と新製品開発に挑む

株式会社守谷刃物研究所
本社所在地：島根県／従業員数：社員186名
業種：製造・加工業
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拠点からの
助言等

プロ人材を採用したきっかけ プロ人材採用により得られた効果採用前 採用後

企業担当者の声

プロ人材の声 統括マネージャー  中川 保彦氏

海外進出に精通しているだけでなく、日本のものづくりを
世界に広めたいという「志」を共有できる人材を求めた

代表取締役社長  藤井 英一氏

事例

06
岡山県

官民一体となってデニムや県産品などのメイドインジャパンを
世界に発信するという試みに、大手で培ったノウハウを役立てたい

■  人材不足で思うに任せなかった
  自社ブランドの確立や海外進出に満を持して挑む
　岡山県倉敷市・児島は、「国産ジーンズの聖地」としてその名
を知られています。弊社は、この地で生まれ育った私が1994
年に創業した、自社工場で一貫生産を行っているジーンズメー
カーです。
　創業以来、児島の地に息づく優れたデニム製造のノウハウ
をいかしたOEM生産を事業の柱としてきましたが、取引先の
業績などに左右され、経営が安定しないのが悩みの一つでし
た。OEMだけに依存しない経営を目指し、これまで自社ブラ
ンドを複数起ち上げたり、海外進出を推進したりしてきまし
たが、ハイキャリアの人材を雇って企画やマネジメントを任
せてもうまくいかないことが多く、単発的な取り組みに終始
していました。

　そんな中、2013年に「今度は人
任せにせず、本当に自分の思いを
反映したジーンズを作ろう」と、
私自身が企画して「e」という自社
ブランドを新たに起ち上げました。国内外での需要拡大が見
込める富裕層向けの、１本約3万円のプレミアムジーンズが
主力商品です。初年度に8000万円を売り上げ、タイでの販
売も決まりましたが、今後、海外市場に広く進出していくにあ
たり、私に代わってこのミッションを遂行してくれる人材を
採用したいと考えるようになりました。

■  理想の人材に巡り会えたのは、拠点の助言で参加した
  説明会で人材ビジネス事業者に直接思いを伝えられたから
　そんなとき、金融機関を通じて岡山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からコンタクトがあり、

拠点のマネージャーとともに相談に乗っていただきました。
「海外進出プロジェクトの経験がある人」「販売戦略の強化な
ども併せて社内を統括できる人」と、求める人材像をお話しし
たところ、マネージャーから「拠点と連携している全国26の
人材ビジネス事業者に対し、企業経営者が“求める人材像”に
ついてプレゼンする説明会の場を設けているから、直接社長
自身の思いを伝えてみてはどうか」と勧められたのです。
　最初はお付き合い程度に考えていましたが、参加して正解
でした。それは、海外人脈があるといったスペックだけではな
く、私が共に働く上で最も大切だと考えている「児島発のメイ
ドインジャパンを世界に発信する」という思いを共有できる人
材を採用したい、という希望を明確に伝えることができたから
です。求人広告などの文字情報だけでは伝わりにくい部分で
もあり、直接アピールできたのは大きかったと思います。
　その思いを汲んでいただけた人材ビジネス事業者から紹介
されたのが、中川です。アメーバ経営を実践している大手ア
パレルメーカーで海外進出に携わった経験を持ち、かつ「高
品質な日本のデニムを世界に広めたい」という高い志を持つ
中川は、まさに弊社が求めていた人材でした。

■  プロ人材の海外人脈をいかしオランダに進出
  経営視点を持ち込み社内の活性化にもひと役買う
　中川には統括マネージャーとして、自社ブランド「e」の海外
進出に加え、中長期経営計画や国内のマーケティングプラン
の策定なども任せています。海外進出に関しては、さっそく
中川の人脈でオランダでのテスト販売が決定しました。
　中川の入社は、社員たちにとっても大いに刺激になってい
ます。弊社は、私をはじめクリエイティブへのこだわりが強
く、中川のような経営やマーケティングの視点を持った人材
がおりませんでした。そのため、中川の入社当初は、経営視点
で話す彼の考え方を、ものづくりの視点で考える社員たちが
理解できず、私が間に入って説明や調整を行うこともありま
した。中川は「疑問や不満は忌憚なく話し合って解決する」と
いう姿勢の持ち主。中川が示したマーケティングプラン通り
に製品がきっちり売れていくのを社員が目の当たりにするに
つれ、両者の齟齬は解消されつつあります。
　今後、中川に望むのは、オランダを突破口に他のEU諸国や
アメリカにも販売網を広げて欲しいということ。社内を活性
化させる存在としても期待しています。

●	今後の成長には自社ブランドの海外進出が不可欠であるという認識を共有し、必要な人物像を具体化する。
●	県産品（日本酒、フルーツ、家具など）とのコラボレーション先の紹介や、ジェトロの海外展開支援ツールの
紹介と引き合わせなどを継続的に実施している。

●	採用後も、同社を定期的に訪問。経営課題の解決とプロ人材が活躍しやすい環境作りをサポートする。

● デニムOEMメーカーとして、国内外にクライ
アントを持ち、合わせて200ブランド以上を手
がけており、有名ブランドから高い評価を受け
ている。しかし、国内需要は頭打ちになり、取
引先の都合で生産量が左右されることから、経
営が安定しないのが課題だった。

● 打開策のため同社は、OEM依存の脱却を目指
して自社ブランドの確立に着手。より魅力的
な海外市場へ進出するにあたり、大手アパレル
メーカーで海外進出プロジェクトを手がけた
経験を持つプロ人材の採用に踏み切った。

採用したプロフェッショナル人材
統括マネージャー  中川 保彦氏 〈プロフィール〉

1979年 大手総合商社に入社。アジアを担当して、自動車用鋼板
の販売に従事。

2000年 大手アパレルメーカーに転職。海外進出プロジェクトで
サプライチェーン構築やマーケティングなどに従事。

2016年 定年後、（有）ニイヨンイチに入社。

年　齢：61歳　　家族構成：妻

前　職：大手アパレルメーカーで海外進出プロジェクトを
担当。

OEM依存からの脱却を図り、高い技術力を持つ
自社ブランドの海外進出を成功へと導くプロ人材を採用

有限会社ニイヨンイチ
本社所在地：岡山県／従業員数：社員26名
業種：製造業

どんなプロ人材を採用？
前職の大手アパレルメーカーでは、海外進出のプロジェクト
マネージャーとしてサプライチェーン構築などを担当。繊
維業界での豊富な海外人脈をいかし、「日本のものづくりを
世界に発信したい」という使命感を抱いている。
プロ人材の活躍状況

これまで培ってきた海外とのコネクションをいかし、オラン
ダへの販路開拓に成功。これを皮切りに他のEU諸国やアメ
リカでの販路拡大を目指す。また、前職時代に学んだアメー
バ経営の考え方を社内に浸透させるべく、経営計画の策定
やマーケティング、後進の育成などにも力を注ぐ。

 これまでどんな仕事をされてきましたか。 
　大手総合商社に20年勤務していましたが、海外経験を買わ
れてOBから声がかかり、1999年に彼が副社長を務める大手
アパレルメーカーに転職しました。ヨーロッパへの海外進出
にあたってサプライチェーン構築や海外での工場開拓などを
担当。その後、プロジェクトマネージャー職を務めたのを最
後に、定年退職しました。
 入社の動機をお教えください。 
　前職の経験をいかして繊維業界で働きたいと思っていまし
た。そんなとき、日本経済新聞でプロ人材事業のことを知っ
たのです。事務局に問い合わせ、人材ビジネス事業者に登録
したところ、紹介されたのが弊社でした。
 入社の決め手は？ 
　「オリジナルブランドを海外に発信し、誰もが知るブランド
に育てたい」という藤井社長の海外進出の夢に非常に共感し
たことが、入社した最大の理由です。前職で日本のデニム生
地が世界で高く評価されていることは知っていましたが、日
本発の世界的なジーンズブランドがないことに歯がゆい思
いをしていました。岡山には縁もゆかりもありませんでした
が、もともと家族を横浜の自宅に残し、海外を飛び回る仕事を
していたので、勤務地へのこだわりは全くありませんでした。
こちらでも単身での赴任です。
 仕事内容をお教えください。 
　前職での人脈をいかし、オランダの半官半民の施設で、自
社ブランドのテスト販売を始めています。まだ始動したばか
りですが、日本製ジーンズは品質や安心感に絶対的なアドバ
ンテージがあるため、現地の皆さんの反応が楽しみです。社
内的には中長期計画の作成や経営分析、国内のマーケティン

グプランの立案、実績管理なども
行っています。
 仕事の面白さややりがいは？ 
　岡山県のプロフェッショナル人
材戦略拠点という「官」と、私たち「民」が一体になって仕事を
しているという感触が得られるのは、前職には全くなかった
面白さです。拠点のマネージャーからは、弊社の成長に欠か
せない経営アドバイスを多数いただいています。例えば、海
外に販売チャネルを持つ弊社であれば、日本酒などの県産品
も一緒に販売できるのではないかといった提案があり、県内
の酒蔵や酒造協会などのコンタクト先を紹介していただくな
ど、具体的なサポートを受けることができました。
　また、海外進出を検討している県内企業の経営者の方に、
セミナーなどで自分の経験を話す機会をいただくこともあ
り、岡山の繊維産業の振興に少しでも力になれればこれほど
うれしいことはありません。
 今後の目標をお教えください。 
　今はまだ海外進出も「種まき」の状態なので、一日も早く成
果へと結び付けていきたいと考えています。私自身の後継者
を育て、恒久的な経営・販売システムを構築していくことも
今の課題です。弊社のような高い技術力、製品力を持った企
業の社員一人ひとりが財務諸表を読めたり、販売計画を立て
たりする力を持てば、世界に大きく羽ばたくことのできる組
織運営が可能になります。同僚たちのものづくりへの思いを
尊重しながら、経営視点を持つことの大切さを伝え、本音で
ぶつかり合っていきたいと思っています。
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拠点からの
助言等

プロ人材を採用したきっかけ プロ人材採用により得られた効果採用前 採用後

企業担当者の声

プロ人材の声 東京営業部  大久保 聡氏

代表取締役  坪倉 昭雄氏

県産品のブランディング化と販路拡大を目指し
百貨店などへの販路確立実績のあるプロ人材を採用

事例

07
山口県

魅力的な業務内容を知り、入社前の不安は一切なし
地域活性化に貢献したいという思いが芽生えた

 これまでどういうキャリアを歩まれてきたのでしょうか。 
　はじめは飲食店の運営会社に入社し、店長も経験しました。
しかし、それ以上のポストがなく、キャリアアップの場を求め
て元上司の誘いで輸入ワインを扱うベンチャー企業の立ち上
げに参加し、13年ほど勤務しました。ここで百貨店への営業
を担当し、ゼロから販路を開拓。11年目にようやく黒字化し
事業が軌道に乗り始めましたが、繁忙期の忙しさから体力的
に厳しくなり、百貨店のグループ企業に転職。PBブランドの
商品開発担当兼バイヤーを務めました。
 転職の動機をお教えください。 
　ベンチャー企業の立ち上げに携わったときの充実感が忘れ
られず、転職活動を始めました。転職サイトを通じて、山口で
地域商社が設立にあたり人材を募集していることを知り、自
分のキャリアをいかしてゼロから会社を作る楽しさを追求で
きる点に惹かれ、入社を決めました。私は千葉県の在住で、
山口県というとフグくらいのイメージしかありませんでした
が、とにかく仕事内容が魅力的でしたので、不安や迷いは一
切ありませんでした。
 現在、どのような仕事に取り組んでいますか？ 
　山口銀行東京支店内の一角にデスクを構え、開発中の商
品が完成したときにすぐ売り込みを開始できるよう、前職時
代の人脈の掘り起こしや、バイヤーが何に注目しているかが

わかる期間限定ショップなどを
チェックしたりしています。ま
た、月に数回、1～2週間ほど山口
に出張してバイヤーの視点を生
産者に紹介して品質改良をお願いしたり、商品を試食した感
想をフィードバックしたりするなど、商品開発のサポートも
行っています。
 地域商社で働いてみた感想は？ 
　山口に足を運ぶ中で、たくさんの人に知ってほしい素材が
数多くあることを発見しました。一方では、人口減少や人手
不足の問題がニュースで見るよりも深刻に感じられ、地域の
活性化に貢献したいという思いをより強くしています。
 今後の目標をお教えください。 
　自社発のヒット商品を作ることです。県産品を首都圏や海
外に売り込む動きは、他の自治体でも盛んに行われています
が、生産者の思いや伝統製法だけでは、バイヤーや消費者の
琴線に触れないのが現実です。一度買って終わりではなく、
またどこかで見かけたときに「これ、美味しかったからまた買
おう」と確実にリピートされる商品にするために、必要なプラ
スアルファは何か、生産者と一緒に見つけていきたいと思っ
ています。

ディングが確立されていないた
め、魅力ある県産品が域外へと販
路を広げることができない、生産
者が営業活動にまで手がまわら
ない、などの問題点が分かってきました。また、山口の県産品
は「少量多品種」なのが特徴。そのため、多少高価でも高品質
なものを求める消費者が集まる首都圏の高級スーパーなどに
ターゲットを定め、生産者に代わってブランディングやマー
ケティング、営業などを行うのが、地域商社が果たす役割で
あるという方向性が徐々に見えてきました。

■  全国にネットワークを持つ拠点の力で
  短期間で高い専門能力を持ったプロ人材の採用に成功
　地域商社の事業を設立時から円滑にオペレーションしてい
くには、設立前から体制をしっかりと整えておく必要があり

■  負担の大きいマーケティングや営業を
  生産者に代わって行う地域商社を設立
　山口県では、人口減少に伴う地域経済の縮小が懸念され
ており、地方創生への新たな取り組みが急務となっていまし
た。そこで、山口県と山口銀行の共同構想に基づき、県産品
を首都圏や海外などに売り込む民間出資100％の地域商社と
して、2017年10月に誕生したのが弊社です。設立にあたっ
ては、（株）YMFG	ZONEプラニングが県から委託を受け、2
年前から調査や商品企画に取り組んできました。（株）YMFG	
ZONEプラニングは、山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行の3
つの銀行を有するYMFGフィナンシャル・グループの100％
出資子会社であり、地方創生を専門に手がけるコンサルティ
ング会社です。
　生産者からのヒアリングや市場調査を重ねた結果、ブラン

ます。そのためにも、山口県で生産者と共に新商品の企画・
開発体制を構築しブランディングを行う「商品企画担当」、及
び、首都圏で百貨店や高級スーパーなどへの販路を確立する
「営業担当」のプロ人材が必要だと考えました。
　そこで構想段階から関わっていただいていた山口県プロ
フェッショナル人材戦略拠点と共に必要な人材像について
の確認作業を進めていきました。議論を重ねた結果、商品企
画担当はメーカー・商社などで商品企画・開発の実務経験が
あること、営業担当はメーカー・商社などで小売店営業やバ
イヤーの経験があり、かつ、首都圏の百貨店やスーパーなど
に人脈や販路確立実績があること、といった人材像が明確に
なりました。
　しかし、いざ募集活動を始めてみると、営業担当のプロ人
材獲得では苦戦を強いられ、当初は全く応募がない状態でし
た。そこで、首都圏に拠点を持つ人材ビジネス事業者につな
いでもらったところ、11名が応募。最終的に採用したのが大
久保でした。大久保を採用した決め手は、百貨店への営業経
験に加え、百貨店グループ会社でバイヤー経験があったこと
です。地域商社の営業は、バイヤー目線に立って県産品の魅
力を伝えることが求められるため、バイヤーとしての経験は
重要視していました。ただ、採用前には山口県や山口県産品
に強い思い入れがあることも採用の絶対条件として掲げてい
ましたが、大久保は山口県とは縁もゆかりもない人材。しか

し、採用の過程で「地域を元気にする試みに挑戦してみたい」
という気持ちが強く伝わってきたので、採用を決断しました。

■  生産者への説得力が高まり交渉もスムーズに
  マネジメント経験をいかした人材育成手腕にも期待
　大久保は元バイヤーということで、やはり生産者への説得
力が違うと感じています。消費者やバイヤーの目線から品質
改良を生産者にお願いする場面が多々あるのですが、大久保
が首都圏の消費者が求めていることやバイヤーの考え方など
を説明することで、交渉がスムーズにいくことが格段に増え
ました。
　今後の見通しとしては、設立3年目までに我々のオリジナル
ブランドである加工品が中心の「やまぐち三ツ星セレクショ
ン」を30品目まで増やし、ブランドの定着と地域商社として
の認知度アップを図ります。4～5年目には、生鮮品や工芸
品など、生産者がもともと扱っていた商品の取り扱いも開始。
6年目以降からは海外進出やECサイト運営など、販路拡大に
注力していく予定です。生産者を支援することで地域経済を
活性化し、総合商社へと成長していきたいと考えています。
　現在は、首都圏での営業を大久保1人が担っていますが、商
品開発が一段落すれば、社内の人材を営業にまわすことも検
討しています。大久保は、飲食店での店長経験などもあるの
で、営業やマーケティングのノウハウを教え、人材を育てるマ
ネジメント力にも期待しています。

●	県や中小企業支援を行う公益財団法人やまぐち産業振興財団と連携し、地域商社の構想段階から関与し、事
業内容や財政面、必要なプロ人材について幅広く助言。

● 地域商社の設立と同時にスムーズな事業活動
を展開するため、生産者と共に商品企画・開発
を担う商品企画人材と、県産品を首都圏に売り
込む営業人材の確保が課題だった。

● そこで、業界経験のある専門人材を広く募集
するため、プロフェッショナル人材戦略拠点に
助言を求めた。

どんなプロ人材を採用？
千葉県在住。百貨店への営業、高級スーパーのPBブラン
ド開発兼バイヤーに加え、マネジメント経験も豊富。ベン
チャー企業の立ち上げに参加し、営業責任者として百貨店な
どに販路を開拓。部下の指導にもあたる。
プロ人材の活躍状況

商品開発では、改良点などをアドバイス。生産者や社内にバ
イヤーとしての視点を導入し、優れた商品でもどこかに新し
さなどの“プラスアルファ”がなければ、消費者に受け入れ
られにくいという「事実」の周知を図っている。

採用したプロフェッショナル人材
東京営業部　大久保 聡氏 〈プロフィール〉

1991年　飲食店の運営会社に入社。店長を務め、マネジメント経験を積む。
2001年　元上司の誘いで、輸入ワインを扱うベンチャー企業の立ち上げに参加。
2014年　百貨店グループ企業に転職。PBブランド開発やバイヤー職を歴任。
2017年　6月に（株）YMFG ZONEプラニングとコンサルティング契約を結

び、県産品の商品開発サポートや販路開拓に着手。地域商社やまぐち
（株）設立と同時に入社。

年　齢：46歳　　家族構成：妻、子ども2人

前　職：高級スーパー向け加工食品の新商品開発・バイ
ヤー

バイヤーの視点で商品開発や営業ができるプロフェッショナルを獲得し、
首都圏市場と県内生産者を結ぶ地域商社を円滑にスタート

地域商社やまぐち株式会社
本社所在地：山口県／従業員数：社員6名
業種：地域商社
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拠点からの
助言等

プロ人材を採用したきっかけ プロ人材採用により得られた効果採用前 採用後

企業担当者の声

プロ人材の声 品質管理室  マネージャー  柴田 圭右氏

経営管理課 総務係  小林 伸年氏

一部上場企業のグループ会社となり販路拡大
世界基準の品質管理体制が必要となった

事例

08
長崎県

世界基準の生産工場の基盤づくりを進め
将来は地場産業を盛り上げる商品づくりに貢献したい

●	老舗菓子メーカーとしての知名度に満足することなく、県外への販路拡大、新ブランド確立にも意欲的に取
り組んでいる同社。さらなる発展には生産体制、特に品質管理部門の強化が欠かせないという要望を聞き、
プロフェッショナル人材の活用を提案した。

株式会社九十九島グループ
本社所在地：長崎県／従業員数：420名（パート・アルバイト社員含む）
業種：製造業

多ブランド化、販路拡大で2020年に売上倍増へ
安心安全な商品提供に生産工程の確立が急務に

採用したプロフェッショナル人材
品質管理室  マネージャー　柴田 圭右氏 〈プロフィール〉

2007年 大学院修了後、熊本市の食品会社に入社。食品素材や製
品化の研究に携わる。

2013年 金属加工メーカーの新規事業として水素利活用研究に
携わるほか、工場長として生産管理、品質管理、さらに販
売企画など経営マネジメントも行う。

2016年 （株）九十九島グループに入社。

年　齢：41歳　　家族構成：母

前　職：水素水の商品化に向けた研究、品質管理などのマ
ネジメント、企画開発。

どんなプロ人材を採用？
食品の素材研究を積み重ねた経験だけでなく、前職では工
場長として生産管理、品質管理、工程管理に携わってきた。
プロ人材の活躍状況

各工場の生産管理体制など現状を把握すると共に、課題改
善策に取り組む。ISOやHACCAPなど国際規格取得に向け
て品質管理業務の強化に注力し、国内外マーケット拡充への
基盤整備に大きく貢献している。

● 長崎県を代表する老舗の菓子メーカーとして
主力商品である「九十九島せんぺい」に加え、
洋菓子などのブランドも新たに展開してきた。
2005年には東証一部上場の寿スピリッツ（株）
のグループ会社となり、新ブランド化にも拍車
がかかる。

● 国内外のマーケットを見据えた多ブランド化
による事業拡大で工場設備やシステムの見
直しが必要。さらに近いうちに義務化される
HACCP（ハサップ）導入が急務となった。

九十九島グループは地方にあり
ながらも販路拡大、ブランド確立
に意欲的です。さらなる躍進の
ために工場の体制強化が必要だ
という方針を知り、ぜひチャレンジしてみたいと思いました。
佐世保市に住む母も、私が九州で就職することを望んでいま
したので、とても喜んでくれました。
 現在はどのような仕事をされていますか？ 
　工場の品質管理です。まず、食品衛生管理の国際基準であ
るHACCP取得が第一の目標です。また各工程がばらばらに
動いていた部分に新しい仕組みを導入して一本化するなど、
生産工程の効率化にも取り組んでいます。
 現在はどのような仕事をされていますか？ 
　当面の目標は、HACCP取得に向けた工場の衛生面の強化
です。2020年に売上倍増という計画がありますから、問題
点を洗い出し、スピード感を持って対処していかなければな
りません。その一方で、長崎県の地場産業を盛り上げるため
にじっくりと取り組んでいきたいとも考えています。首都圏
で生活して感じたのですが、地元の産物は、果物、野菜、肉、魚
のどれをとってもおいしい。こうしたすばらしい地場の物を
使って地元の発信力を高めるような商品を開発できるといい
ですね。例えば、果物や野菜を素材にセルフメディケーショ
ンをサポートできるような商品など。九十九島グループの商
品開発に、私の技術をいかしていければと思っています。

 入社するまでの経歴を教えてください。 
　大学院修了後、３年半、製粉会社で揚げ物の衣の開発をし
ていました。ここでは米粉の製品化に向けた研究開発、調味
料の開発にも携わりました。その後首都圏の会社に就職し、
発酵工学の研究に取り組むなど、ずっと研究開発畑を歩んで
いましたが、金属加工メーカーの飲料事業立ち上げに携わっ
た時には、工場長を任されました。新規事業として水素利活
用の研究をすると共に、工場の生産管理、品質管理、工程管理
を一通り見ることができたのは貴重な経験でした。同時に、
販売企画、開発、営業など経営マネジメントの業務にも携わり
ました。
 転職のきっかけと入社を決めた理由は何ですか？ 
　３年間担当した水素水の新規事業が軌道に乗ってきた頃、
新しいことにチャレンジしたいという思いが湧いてきまし
た。学生時代から、食品を扱う会社で働きたいと考えており、
その気持ちが膨らんできたのが大きな理由です。食品には、
香り、食感、風味など五感で楽しめる良さがあり、これは、飲
料よりもお客様に訴求するポイントが多いということだと思
います。食の楽しみをいろいろな人に伝えたいという思いが
日に日に大きくなっていき、転職活動を始めました。転職先
として首都圏の会社をいくつか回っていましたが、そんなと
きお話があったのが、地元に愛され、子どもの頃からなじみが
あった九十九島グループでした。そんな会社から声がかかっ
たということに、驚きつつもたいへん嬉しかったです。また、

の課題としていた衛生管理強化に力を注いでもらっておりま
す。柴田の新しい視点が加わることで、自社だけでは気づか
なかった問題点が浮き彫りになり、食品衛生管理の国際基準
導入に向けて大きく前進しています。
　柴田の良いところは、問題点を探り出して改善策を構築で
きるところ。これは、地道な作業を積み重ねる研究経験と、前
職の工程管理の能力が発揮されているからだと思います。さ
らに地元の農産物や水産物のおいしさを理解し、地場産業を
盛り上げたいという意欲を持っているところです。販路拡大
を目指しているとはいえ、弊社のブランドは地元あってこそ。
「九十九島せんぺい」は西海国立公園内の九十九島がなければ
成り立ちません。お菓子を通して地域の発信力を高めたいと
いう弊社の思いと重なり、ぜひ柴田のような人材と一緒に働
き、共に成長していきたいと強く感じました。
　柴田は、世界基準の安心安全な商品を作り出すために欠か
せない人物です。安心安全の土台なくして弊社の発展はあり
ませんから、そういう意味では、プロ人材はまさに、目標を実
現していくための人材だと思います。さらに、品質情報管理
システムである「TOREPAS（トレパス）」の運用において、商
品、原料の規格書情報のデータベース化を行いました。原料
規格書情報や商品情報のエクセルをもとにデータベース化
し、原料一括表示作成や商品カルテ作成業務の効率化に大き
く貢献しました。弊社の多ブランド化、販路拡大への担い手
となってくれることを期待しています。

■  銘菓「九十九島せんぺい」の老舗から
  多ブランド化を確立する菓子メーカーへ
　1948年（昭和23年）に佐世保市で始めた小さなお菓子屋さ
んが弊社の始まりです。代表商品である「九十九島せんぺい」
のブランドを守りつつ、「博多まろん」「アニーおばさんのチー
ズケーキ」など観光土産菓子も手がけてきました。老舗菓子
店として地元に定着し土台は固まっていたのですが、今後さ
らに発展するためには、新しいチャレンジが必要と感じてい
ました。
　こうした販路拡大の動きに拍車がかかったのが、2005年
に寿スピリッツ（株）のグループ会社となったことでした。お
客様のニーズに細かく対応するため、オリジナル洋菓子の多
ブランド化に向けて舵を切ったのです。すでに洋菓子店とし
て展開していた「赤い風船」に加えて、ストックスイーツ（冷

凍菓子）専門の「NeufNeuf（ヌフ
ヌフ）」、フレンチトースト専門店
「Ivorish（アイボリッシュ）」など
を立ち上げました。長崎、博多な
ど九州だけでなく東京、神奈川にも店舗を広げています。

■  マーケット拡大にはHACCP導入が必須
  世界基準の品質管理に対応できる人材を求めた
　多ブランド化、販路拡大を目指す背景には、2020年に売上
高を倍増するという目標があります。しかしこれまでと同じ
ことを遂行しているだけでは達成は難しく、海外まで視野に
入れて戦略的にマーケットを広げることが必要です。つま
り、これまで以上に安心安全な商品を作るための生産体制の
確立が喫緊の課題となったのです。
　具体的には、工場の品質管理の向上です。特にマーケット

拡大においては、ISO、HACCPといった国際規格の取得が重
要ですが、こうした世界基準の視野を持つ人材となると、社
内にも寿スピリッツグループ内にも不足していました。目ま
ぐるしく変わる菓子業界の環境やお客様のニーズに対応する
には、一から人材を育てる時間もありません。そこで、「2020
年までに売上倍増を目指すための多ブランド化とマーケット
拡大」という弊社のミッションにふさわしい人材を採用する
ことにしたのです。
　課題解決のために求めたのは、世界基準の品質管理に対す
る感覚を持ち、生産現場の衛生管理、工程管理を一貫して見
通せる人材。さらに地元を愛し、マーケット拡大に向け強い
意欲を持つ人材です。とはいえ、地方だけではこうした人に
はなかなかめぐり合えないと感じ、長崎県プロフェショナル
人材戦略拠点「プロナ」にご相談することにしました。人材ビ
ジネス事業者との橋渡しをしていただき、今回、品質管理部
門と製造ラインに２名採用することができました。そのうち
の１人が柴田です。「プロナ」の助言により、スキルだけでな
く、弊社の成長戦略、ミッションを共有してくれる人物にめぐ
り合えたと思っています。

■  食品、工場管理の両方の知識を持つ人材
  成長のために土台づくりの担い手に
　柴田は、食品素材の基礎研究のほか、前職では水素水製造
の工場長として生産管理、品質管理、工程管理を担ってきま
した。まさに食品を扱う工場の生産工程を俯瞰してみるこ
とができる人物です。現在は、弊社が生産拡大のために喫緊
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拠点からの
助言等

プロ人材を採用したきっかけ プロ人材採用により得られた効果採用前 採用後

企業担当者の声

プロ人材の声 社長室  担当部長  大森 誠氏

代表取締役社長  秋葉 良孝氏

社内に欠けていた新規事業創出を担う営業企画人材として
前職での商品企画や経営管理ノウハウの発揮に期待

事例

09
茨城県

既存社員の業務運営と自分の経験やノウハウを
化学反応させることで会社を良い方向に牽引する

 前職では、どのような仕事をされていましたか？ 
　東証一部上場の、大手光学機器メーカーに30年弱、勤務し
ていました。エンジニアとして入社し、その後は製品開発や
商品企画、新規事業の推進、営業など幅広い業務を経験しま
した。その間、海外拠点での業務の経験もあります。2015
年には執行役員に就任して事業部の営業部門統括業務を手が
け、転職前までは内部監査部門の責任者を務めました。
 転職した経緯や動機についてお教えください。 
　妻が茨城の出身で、私も以前からこの地が気に入り、定年
後は茨城に定住したいと考えていました。しかし今は“人生
100年”と言われる時代。75歳までは仕事に就いていたいと
いう気持ちもあり、その思いの中で、お世話になる地域に少し
でも長く、また深く貢献できるために“早く移りたい”と考え
るようになったのです。また、私は一つの業界しか経験して
いなかったので、違う業界に移るには気力や体力が残ってい
る今しかないと思いました。
　プロフェッショナル人材事業のことは知っていたので、茨
城の拠点に問い合わせ、事業スキームを聞き、登録した人材
ビジネス事業者経由で弊社を紹介されました。B	to	Cの事
業として地域に根付いている点では、自分の希望に合ってい
ましたが、事業内容が前職時代と違い過ぎるので正直、悩み
ました。しかし、社長や管理本部長から何度も丁寧に説明し
てもらい、弊社が新しいステージに向けて変革を始めること

や、自分の業務や役割、期待につ
いて十分理解することができま
した。そして、自分の30年弱の経
験や身につけたノウハウが存分
にいかせそうなところに魅力を感じたのです。会社と地域に
貢献できる感触を得ることができたので、納得して入社を決
めました。
 今後の目標や抱負をお聞かせください。 　
　業務内容や企業風土、ルールなどすべてが前職とは大きく
違うので、毎日が勉強です。弊社は全体で110名という規模
なので小回りが利き、スピーディーに意思決定できるところ
がいいですね。また、みんなで会社を作っていこうというダ
イナミックさがある点も魅力です。こうしたいい面は、今い
る社員たちが支えてきたのは間違いありません。ですので、
私としては、そこに自分の経験やノウハウを化学反応させる
ことで、会社をさらに良い方向に牽引できればいいと考えて
います。こうした思いがあるせいでしょうか、毎日が刺激的
で、楽しく過ごしています。
　私の考えを既存の社員に受け容れてもらうためにも、誠実
かつ謙虚に取り組んでいきたいと思っています。会社は気持
ち良く働ける環境を用意してくれたので、新規事業創出で成
果を上げ、報いていきたいです。

　一方、地域密着という面では、
自社の月刊広報誌『スマイルライ
フ』をすべてのお客様にお届けし
たり、料理教室の開催やサッカー
Jリーグの水戸ホーリーホックをスポンサードしたりするな
どの地域貢献活動も行っています。

■  しっかりした組織運営と新規事業の創出に
  自社内の人的リソースだけでは限界
　しかしながら、人口減少社会に突入し、国内の家庭業務用
LPガス市場は縮小の一途。さらに、エネルギー市場の自由化
によって競争が激化しています。そんな状況下でも弊社は、
前述の強みを発揮することで、これまで顧客数や売上高、従業
員数のいずれも右肩上がりの成長を続け、茨城県においては
県内のみで事業展開するLPガス事業者としてはトップの地位

■  “安心”“安全”“安定”第一の
  事業運営が強み
　弊社は1955年に茨城県水戸市で関東プロパンガス（株）
として創業。以来、地域に密着してLPガスの提供に努めてき
ました。現在は、県内に7カ所の営業所及び3カ所のデポス
テーションを展開し、約3万世帯のお客様にLPガスをはじめ
関連機器などの販売やLPガス設備工事などに取り組んでい
ます。
　弊社の強みは、お客様にLPガスというライフラインを提供
する事業者として、“安心”“安全”“安定”を第一に事業運営を
手がけているところにあります。そのため、必要な技術はす
べて社内に有し、万が一何かのインシデントが起きても即座
に1次対応できる体制を構築。また、供給責任を果たすため、
県内最大のLPガス充填施設を擁しています。

を維持しています。ただ、弊社よりも多くの顧客数や売上を
上げる広域事業者が複数存在するのも事実。そのため、現状
のままで業績を伸ばし続けて行くのは難しくなると認識して
おり、今後は小規模事業者の淘汰が加速し、生き残りをかけた
競争が激化することは避けられないだろうと考えています。
　そうした認識に立って、改めて社内を見渡してみたとき、ま
だまだ“個人商店”の域を出ていないと自省しました。弊社は
創業以来トップダウンで成長を続けてきましたが、勝ち残る
には地域のお客様からさらに評価していただけるよう、しっ
かりした組織運営と新規事業の創出が不可欠であると判断。
とはいえ、自社内の人的リソースだけでは限界があることか
ら、外部に幹部社員を求めることを決断し、まず銀行に相談し
て管理本部長兼社長室長に出向いてもらいました。

■  会社の課題や期待する役割をしっかり伝え
  双方が納得するまで話し合いを重ねる
　管理本部長との議論の過程で、社内に欠けているのは「経
営管理」及び新規事業創出ができる「営業企画」の幹部人材だ
とわかりました。そして、仕入先や銀行など様々な採用ルー
トを探る中で、茨城県プロフェッショナル人材戦略拠点の存
在を知りました。東京圏の人材を地方に還流し地方創生を図
るというコンセプトと、拠点に相談することで弊社が必要と
するスペックの人材がより明確になり採用しやすい点から、
弊社に最適な制度だと感じました。

　一方、同時に探っていた他のルートから経営管理の人材を
採用できたので、拠点には営業企画人材の採用を相談し、人
材ビジネス事業者の紹介により大森に出会えることができた
のです。拠点とは頻繁にコンタクトを取り、弊社の経営課題
を十分理解してもらった上できめ細かいフォローをしてもら
い、非常にありがたかったです。採用にあたっては、受け入れ
側に大きな責任があるとの認識から、大森には採用の前段階
から私や管理本部長から弊社の事業内容や現状、大森に期待
する役割などを伝え、双方が納得できるまで話し合いを重ね
ました。また、奥様にも水戸に来てもらい、会長も交えて会食
するなどして理解を深めてもらいました。こうしたステップ
を踏んだので、十分納得してもらった上で入社してもらった
と自負しています。
　採用決定後は、私と管理本部長で全拠点をまわり、大森の
入社とその目的について社員への理解を求めました。大森
には、私の特命で様々な業務が可能な社長室の配属とし、さ
らに同時期に新設された保安部の業務にも携わってもらいま
した。重要業務を通じて事業への理解を深めながら、新規事
業創出へ向けての情報収集を始めてもらっています。さっそ
く、前職で身につけた企画業務の要諦や、資料作成、業務の進
め方に革新的な見本を示してくれています。弱点であった
“企画力”が一気に補強できたと満足しています。

●	幾度となく訪問して話し合い、新規事業創出の必要性と共に、それを実現させるプロ人材の採用に関して経
営陣と議論を重ねた。

●	人材ビジネス事業者を集めて求人企業の説明会を開催。採用責任者である経営幹部の登壇を要請した。

● 茨城県内の約3万世帯にLPガスを提供してい
る同社。安心・安全・安定に徹し、これまで順
調に成長を続けてきたが、エネルギー自由化や
市場縮小で競争が激化。勝ち残るには一層地
域に評価される企業になる必要があり、組織体
制の強化と新規事業創出が課題に。

● しかし、社内に当該業務を推進する人的リソー
スが欠けていたこともあり、マーケティングや
営業企画の経験のあるプロ人材を外部から採
用する必要性を認識した。

どんなプロ人材を採用？
大手光学機器メーカーにエンジニアとして入社。製品開発
をはじめ商品企画、営業、海外拠点での業務を経験。その後
は執行役員として事業部の営業部門統括や経営管理に関わ
る。妻が茨城県出身で同県内への定住も希望していた。
プロ人材の活躍状況

社長の特命で自在に業務が手がけられる社長室の担当部長
に就任すると共に、同時期に新設された保安部の業務にも携
わりながら、事業の推進を図っている。同社に不足していた
企画業務について、資料作成や業務運営にハイレベルなス
キルを発揮。

採用したプロフェッショナル人材
社長室  担当部長  大森 誠氏 〈プロフィール〉

1988年 大手光学機器メーカーに入社後、様々な業務を経験。執
行役員就任後は、事業部の営業部門統括や経営管理に関
わる。

2017年 カンプロ（株）に入社。

年　齢：52歳　　家族構成：妻

前　職：大手光学機器メーカーの執行役員として経営監査
室長を務める。

激化する競争に勝ち残るため、新規事業創出へ
大企業で営業企画などの経験を持つプロ人材を採用

カンプロ株式会社
本社所在地：茨城県／従業員数：社員110名（パート社員含む）
業種：電気・ガス・熱供給・水道業
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拠点からの
助言等

プロ人材を採用したきっかけ プロ人材採用により得られた効果採用前 採用後

企業担当者の声

プロ人材の声 開発研究第一グループ  中村 博一氏

取締役 執行役員  山田 英幸氏

2030年に宇宙分野を事業化することを目指し、
自社にない熱設計技術を持つプロ人材を採用

事例

10
福井県

地方にいながらにして最先端の研究ができる環境の中
夢のある宇宙分野にチャレンジできる幸せを感じる

術センターの担当者とコミュニ
ケーションを取るほか、宇宙ビジ
ネス関連の情報収集や、講演会に
参加して今後の方向性を考えた
りしています。超小型衛星の第一人者から最先端の技術を吸
収することができ、刺激的な毎日です。また、前職時代と環
境面でどれくらい違いがあるか気になっていましたが、その
点でも、弊社内の設備はもちろん、福井県工業技術センター
には熱真空試験機や電波暗室など、人工衛星の開発、製造に
必要な最先端の設備が整っており、福井県内だけでできるこ
とがかなりあると感じています。
 今後の目標をお教えください。 
　今回のプロジェクトで結果を出すのはもちろんですが、ゆ
くゆくは宇宙ビジネスを事業化して利益を出し、経営に貢献
していきたいと思っています。宇宙への移住開始もそう遠く
ないといわれる中、人工衛星に限らず、弊社の繊維技術をベー
スにした宇宙での衣食住にまつわる新しい分野へと事業領域
を広げていくのが目標です。
　また、私が大学院を卒業した当時は、これだと思える仕事
が福井になく、県外に出るしか選択肢がありませんでした。
しかし、今はインターネットや交通手段の発達で情報や地理
的な壁がなくなりつつあり、地方でもチャンスさえあれば自
分の技術を高めることができるようになったと実感していま
す。今回のプロジェクトを契機に、福井が宇宙産業の集積地
になる可能性も秘めており、自分もその一端を担えるのは大
きな喜びです。

 転職の動機をお教えください。 
　前職では、熱流体工学を活用した複合機などの研究開発に
携わっていました。複合機は定着ローラーで熱と圧力を加
え、トナーを紙に定着させます。その放熱量をコントロール
する熱設計を担当していました。また、5年間ほどマネジメン
トの経験もあり、プロジェクトを率いて様々な技術開発に取
り組み、省エネ性能や定着性能に優れた複合機の商品化を実
現してきました。
　前職の勤務先は奈良でしたが、福井県出身の長男であるこ
とから、いつかは実家に帰らなくてはと妻とも話し合ってき
ました。そんな中、実家に帰省した際、地元紙で県が人工衛
星の開発・打ち上げを目指すプロェクトに取り組んでいると
いう記事を目にしたのです。県にメールで問い合わせたとこ
ろ、参画している県内企業がプロジェクト終了後にも宇宙関
連の開発を継続するかはわからないとのことでした。そこで
自分でもリサーチ。事業が実際に利益を生んでいるケースは
まだまだ少なく、それだけに莫大な市場規模を持つ将来性の
ある分野だということがわかりました。しかも、県内企業に
はシステム系ハードウェア開発の技術者が不足しているとの
こと。これなら自分のスキルをいかせそうだと確信したので
す。人材ビジネス事業者に登録したところ、紹介されたのが
セーレンでした。
 現在の仕事内容をお教えください。 
　東京大学での超小型人工衛星の開発研究に参加し、研究の
お手伝いをしながら様々な技術やノウハウを学んでいます。
並行して、当プロジェクトに携わる県内企業や福井県工業技

　現在の売上の柱は、カーシート
などの車両資材ですが、これは80
年代に繊維不況に陥った際、いち
早く成長産業である非衣料分野
に着目してきた成果です。また、ITを活用した生地の染色シ
ステム「ビスコテックス」を独自に開発。データ化されたデザ
インを、染色データに変換してインクジェットプリンターに
送り、直接生地にプリントすることで、多様化する消費者ニー
ズに対応可能な「多品種・小ロット・短納期・在庫レス」を
実現しました。さらには、「ビスコテックス」に必要なハード・
ソフトウェアなども自社で開発に取り組むなど、エレクトロ
ニクス分野にも進出。今では、非繊維分野の住宅資材などに
も「ビスコテックス」のプリント技術を活用することが可能と
なっています。

■  常に将来を見据えて研究開発に取り組む
  ベンチャーマインドが弊社の社風
　1889年に創業した弊社は、絹の精練業からスタートし、各
種繊維製品の染色加工分野で存在感を発揮してきました。現
在は「総合繊維メーカー」として、原糸の生産から最終繊維
製品までの企画・製造・販売を一気通貫で行い、市場ニー
ズに即応できるビジネスモデルを構築しています。弊社の
強みは、創業130年という老舗企業でありながらも、常に10
年、20年先を見据え、粘り強く研究開発に取り組んできたベ
ンチャーマインドにあります。これまで磨き上げてきた繊維
分野の技術シーズを市場ニーズと結びつけ、車両資材、ハイ
ファッション、エレクトロニクス、環境・生活資材、メディカ
ルという非衣料・非繊維分野にまで事業領域を拡大し、企業
構造の変革を成し遂げてきました。

■  県民衛星プロジェクトへの参画を契機に
  開発力を加速させるためプロ人材を求めた
　エレクトロニクス分野における最先端技術の一つが宇宙分
野です。弊社としても、「いつかは挑戦してみたい」という思
いを以前から持ち、10年ほど前からロケットの打ち上げ時や
飛行時の爆音を吸収し、搭載されている人工衛星を保護する
「衛星ロケット用防音ブランケット」を手がけ始めました。た
だ、そこからどう発展させていくかが課題でした。そんなと
き、県が産学金官の「福井県民衛星プロジェクト」を立ち上げ、
自治体初の超小型人工衛星の打ち上げを目指していることを
知り、念願の宇宙分野でビジネスチャンスを広げる絶好の機
会だと思い、参加を決めました。
　とはいえ、人工衛星そのものの開発に適した技術力を持っ
ている人間は、社内にそう多くありません。当プロジェクト
のコーディネーターでもある、ふくいプロフェッショナル人
材戦略拠点のマネージャーに、折に触れ必要な技術や人材に
ついて相談していたところ、「限られた時間でノウハウを吸収
し、技術レベルを最大限高めていくことを考えるなら、一から
教育していたのではとても追いつかない。自社にない技術を
持ち、即戦力になりうるエキスパートを採用してはどうか」と
の提案を受けたのです。

■  技術力に加えマネジメント経験も豊富な点が
  弊社が求める人材像にマッチした

　我々が求めていたのは、単なる機械設計者ではなく、熱の
挙動も併せて設計できる熱設計の専門家です。宇宙空間は真
空で空気の対流がないため、太陽からの強烈な熱で100℃を
超えることもあれば、マイナス100℃以下になることもあり
ます。過酷な環境の中、精密機器を正確に動作させるには、
内部を一定温度に保つ必要があるのです。通常の量産機器に
はそこまで繊細な熱コントロールは必要なく、この分野の技
術者は非常に少ないのが現状です。人材ビジネス事業者に問
い合わせても、「全く当てがない」という回答しか得られませ
んでした。
　そんな中、拠点の支援を受けて出会ったのが中村でした。
福井県出身へのUターンを希望しており、大手電機メーカーで
複合機の熱設計などに携わっていた技術者。多くの開発プロ
ジェクトでマネジメント経験もあります。将来的に事業化を
目指す弊社にとっては、魅力的な人材でした。こうした希少
な専門性を持った人材に出会えたのも、国や県がバックアッ
プしているプロ人材事業ならではだと感謝しています。
　まだ入社して半年ですが、今後、中村に望むのは、一人の技
術者として弊社の技術レベルの向上に努めてもらうのはも
ちろん、2030年を目途に宇宙分野の事業化を成功させ、数
百億円規模の売上へとつなげていくことです。彼のキャリ
アなら、マネジメントでも手腕を発揮してくれると期待して
います。

●	マネージャー自身が福井県民衛星プロジェクトに大きく関わっていることもあり、衛星開発に必要な技術や
人材像について話し合いを重ね、信頼関係を構築。

●	自社にない熱設計の技術を持つ人材が必要であることを明確化し、プロ人材採用後も宇宙開発関連の人脈や
県の設備などを活用して、密な連携とアフターフォローを行っている。

● もともとは繊維の染色加工分野で成長してき
たが、自社の持つ技術を整理し、同業他社が提
供できない技術シーズを事業化しようと、中長
期的視点を持って粘り強く研究開発に取り組
み、非衣料・非繊維分野にも事業領域を拡大
してきた。

● 宇宙関連分野に乗り出し、次の展開を模索して
いたところ、福井県民人工衛星プロジェクトが
スタート。衛星の開発ノウハウや市場ニーズの
吸収を目指し参画を決めたが、自社にない熱設
計の技術を持つプロ人材を採用した。

どんなプロ人材を採用？
福井県出身。県外で就職し、熱流体工学を活用した精密機
器の研究開発に従事してきた。ただ、長男であることから、
いつかは福井にUターンしようと考えていたが、リタイア後
に帰るとなると仕事や生活がどうなるか不安な点もあり、長
年悩んできた。
プロ人材の活躍状況

技術シーズの開発と事業化を使命とする開発研究第一グループに
配属。最先端の開発ノウハウと充実した設備に触れ、地方でもトッ
プクラスの研究開発に携われることを実感。自治体初の人工衛星
打ち上げの成功にとどまらず、宇宙関連分野での事業化を目指す。

採用したプロフェッショナル人材
開発研究第一グループ　中村 博一氏

〈プロフィール〉
2000年　大手電機メーカーに入社。
2017年　セーレン（株）に入社。

年　齢：42歳　　家族構成：妻、子ども3人

前　職：大手電機メーカーの研究開発職

県のプロジェクトを機に人工衛星開発に着手
将来の事業化を見据え、熱設計のエキスパートを採用

セーレン株式会社
本社所在地：福井県／従業員数：社員5,977名（連結）
業種：製造業
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拠点からの
助言等

プロ人材を採用したきっかけ プロ人材採用により得られた効果採用前 採用後

企業担当者の声

プロ人材の声 株式会社R&Cホールディングス 情報開発室 室長（長野県連合青果株式会社より出向）  千田 雅彦氏

常務取締役  営業本部長兼長野支社長  堀 陽介氏

成長を続けるカギは「脱、市場感覚」
豊かな経験と新しい風を吹き込む視点に期待

事例

11
長野県

次世代システム構築を第一の目標に置きながら
さらにグループの機能をいかしたシステムづくりに取り組みたい

 転職を考えた理由を教えてください。 
　私は岐阜県の出身ですが、長野県の大学に進学し、卒業後
は長野県内の企業に就職しました。自宅も建てたのですが、
転勤が続いて住めないことも。40代後半で東京転勤が５年
続き、定年まで長野には帰れないだろうと感じ始めたころ、空
き家で傷んでいく家が気になり、長野に帰りたいと思ったの
です。
 転職に不安はありませんでしたか？ 
　転職をしようと決めたときは51歳。この年齢で採用して
くれるところがあるのかと不安な気持ちもありました。私
は、転職に２つのアプローチをとっていました。１つは前職
の会社にあったセカンドキャリアの相談に乗ってくれる部
署。もう１つが長野の就職先を紹介してくれる人材ビジネス
事業者です。ちょうど「銀座NAGANO」でのU・Iターン相談
会に参加したところ、その日のうちに紹介していただき、すぐ
に面接まで進むことができたので、本当に良かったと思って
います。
　私は28年間、システムエンジニアとして製造業の顧客向け
にシステム導入の支援をしていましたので、卸売業にはなじ
みがありませんでした。ただ、転職の優先順位は「①長野に帰
ること」、「②システムエンジニアとして働くこと」、「③年収」、
「④業界」だったので、業界に対するこだわりはそれほどあり

ませんでした。それよりも、面接
で堀常務から市場の将来やプロ
ジェクトの方針を聞く中で、熱い
思いと問題意識のレベルの高さ
を感じ、「一緒に働きたい」と決意しました。不安よりも、一か
ら業界の勉強をしながらシステムエンジニアの経験をいかせ
るのはチャレンジしがいがあると思いました。
 現在のお仕事と将来の目標をお聞かせください。 
　次世代システムの構築として、青果卸売業務のコアとなる
システムを考えています。会社の情報戦略を整理しながら、
ゴールに到達するまでの課題を抽出し解決しながら進めてい
ます。大きく「攻めのシステム構築」と「守りのシステム構築」
があり、「攻め」とは、売上・利益の向上につながるようなIT活
用です。例えば社員が収集した情報が蓄積され、その情報を
シェアリングすることで営業力がアップするというようなも
の。他方、「守り」は作業の効率化につながるIT活用です。卸
売業界では手書きの伝票が多いのですが、システムで管理で
きれば効率が上がり正確性も高くなります。スパンの長いプ
ロジェクトですが、着実に進めていきたいと思います。
　将来は、R&Cグループが持つ青果卸売の市場機能、青果物
の加工、物流などを有機的に結合して競合他社と差別化する
戦略を考えていければと思います。

ンドデザインを描き、プロジェクトの業務統括を任せられる
人材の獲得が求められました。
　また、弊社では成長戦略のテーマに「脱、市場感覚」を掲げ
ていますが、次世代システム構築を担う人材を外部に求めた
のも、まさにこのテーマに基づいています。私は、日本から市
場という仕組みはなくならないと思っていますが、一方では、
市場のプレーヤーは変わる可能性があると見ています。市場
感覚に執着しているようでは、生産者や顧客、社会に選ばれ
るプレーヤーであり続けるのは困難なのではないか…。こう
した危機感からシステム構築には、外部からの視点を持つ人
材が適任だと判断しました。

■  既存の価値観では思いつかない発想で
  情報戦略の先端を担ってほしい
　そんな折、長野県経営者協会の集まりなどで面識のあった
長野県プロフェッショナル人材戦略拠点に相談したところ、
人材ビジネス事業者への橋渡しなどで精力的に動いていただ
けることになりました。ちょうど同時期に、今回紹介する千
田も長野県への転職を希望して動いていたようです。銀座に
ある長野県のアンテナショップ「銀座NAGANO」でのU・I
ターン相談会において、拠点担当者に橋渡しをしていただい
た人材ビジネス事業者と千田が出会い、弊社へとつながりま

■  取引形態の変化に対応するには、
  情報戦略の構築が急務
　弊社は、青果卸売会社として多品目の青果物の供給を担っ
ています。長野県内をはじめ関東へのエリア展開を進め、流
通ネットワークを構築。産地から得た情報をもとにした販売
計画の立案や、マーケットニーズをつかんで産地と共に商品
開発に取り組むなど、長野県という大農業県における「青果
物のソリューションプロバイダ」を目指してきました。
　しかし、消費者人口の減少や農業の担い手の高齢化、消費
者の「量」から「質」への価値観の変化など、業界を取り巻く環
境は大きく変わってきています。その最たるものが、青果物
を扱うお店の変化です。販売の主役は、これまでは町の「八百
屋さん」でした。しかしここ10年で、スーパーなど量販店が
これに代わり、取引の前倒しが進んできました。また、販売

当日のセリから事前に価格を決め
る「先物取引」へと変化しました。
事前に需給バランスを予想する
ために情報が必要となったてきた
のです。このため、弊社でもビジネス形態の変化に対応する
ための情報戦略の構築が急務となりました。

■  卸売業から離れた視点を持つ外部の人材に
  次世代システムの構築を任せたかった
　こうした背景もあり、流通の多様化など社会構造の変化に
対応することを目的に、2015年10月、同業者である（株）長
印と経営統合し、共同持株会社「（株）R&Cホールディングス」
を立ち上げました。そして、グループ全体で生き残りをかけ
た変革に取り組む中で重要課題としてあがったのが「次世代
システムの構築」プロジェクトです。グループとしてのグラ

した。私との面談では、市場の将来について話をし、抱えてい
た社内システムの課題についても相談してみました。システ
ムエンジニアとしての長年の経験は魅力的であり、加えて、親
身に受け答えをしてくれた人柄、弊社のシステム構築の方向
性に共感を持ってもらえたことなどが、千田を採用した大き
な理由です。
　次世代システム構築のプロジェクトは始動したばかりで
す。千田には、ITによってグループの各企業内や個々の社員
レベルで蓄積された情報を共有し、業績向上につなげていけ
るような方策、また、社員の作業の効率化が進むようなシス
テムを考えてもらっています。第一次稼働は2019年10月
で、全体が稼働するのは2020年を目指しています。千田は
大手IT企業で製造業を顧客にシステムエンジニアをしていた
ので、卸売業界にはなじみがなく、不安な面もあったかと思い
ます。しかしそれは、私の杞憂に終わりました。現行システ
ムの相談に乗ったり改良したりするなど、社員との交流も進
んでいるようで、現場にすんなりとなじむコミュニケーショ
ン力は素晴らしいと感じています。千田には、卸売の世界に
いる人には思いつかないような発想を吹き込んで欲しいと思
います。次世代システム構築後も、グループ内の情報戦略の
先端を担ってくれることを期待しています。

●	5年後、10年後を見据えたシステム構築を進めるにあたり、任せる業務領域を明確化し、必要となるスキル
を詳細に聞き取った上で、具体的な人物像を整理した。

どんなプロ人材を採用？
新システム構築のためのプロジェクトマネージャーとして、
業務統括、グループ企業のグランドデザイン、工程管理、各
現場に応じたシステムの最適化を図ることができる人材。
かつ、構築実現に向けコミュニケーション能力が高く、リー
ダーシップを発揮できる人材。
プロ人材の活躍状況

現在、システム構築のために流通業の仕組みを研究しなが
ら、積極的に現場とコミュニケーションをとっている。次世
代システム構築は緒に就いたばかりであるが、2019年の第
一次稼働を目指してプロジェクトを進めている。

● 同社は青果卸売業大手として、安心、安全な青
果物や食品の流通を手がけてきた。しかし、近
年の流通チャネルの多様化などにより、経営変
革の必要性を感じていた。

● 2015年10月、同業者である（株）長印と経営
統合し、共同持株会社の「（株）R&Cホールディ
ングス」を設立。これを契機に中長期戦略の
一環として、次世代システムの構築を掲げ、

「新システム構築のためのプロジェクトマネー
ジャー」の獲得が急務となった。

採用したプロフェッショナル人材
情報開発室  室長  千田 雅彦氏 〈プロフィール〉

1989年 長野県内の大手ITサービス企業に入社。システムエンジ
ニアとして主に製造業の顧客向けにシステム導入の支援
を行う。

2017年 長野県連合青果（株）に入社し、（株）R&Cホールディング
スに出向。

年　齢：52歳　　

前　職：大手ITサービス企業でシステムエンジニアを務
める。

転換期を迎えた卸売業界で将来を見据えて経営統合
次世代システム構築を柱にプロ人材が変革をもたらす

長野県連合青果株式会社
本社所在地：長野県／従業員数：社員265名
業種：卸売業
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拠点からの
助言等

プロ人材を採用したきっかけ プロ人材採用により得られた効果採用前 採用後

企業担当者の声

プロ人材の声 CMO 企画開発部長  片桐 優氏

専務理事  斎藤 誠氏

分析・ブランディング・プロモーション
すべてを担うプロフェッショナルの採用で地域を活性化

事例

12
静岡県

ブランディングの旗振り役として
観光ビジネスをけん引していきたい

　2017年12月に島田市・川根
温泉で開催した「スチャバ」で
す。お茶にこだわったものを提
供する１日限定の「茶ービスエリ
ア」を提案しました。サービス提供のために20業者を誘致し
メニュー開発を提案。お茶を使用したハンバーガー、オリジ
ナルカクテル、スイーツなどを提供してもらいました。たく
さんの人に来場してもらい、地元メディアにも取り上げても
らったのでPR効果があったのではないでしょうか。
　マーケティングで私は常に、“現地、現場、現物”を大切して
おり、メンバーにも担当地域に足を運ぶように促しています。
「スチャバ」も、島田市の商工会の方と交流し「たくさんの人
を呼べるお祭りの企画を」と依頼されて誕生したものでした。
企画立案から、SNSやメディアへの働きかけなど、スタッフに
とってもマーケティング活動の実地トレーニングになったの
ではないかと思っています。また、こうした小さな成功を積
み重ねることで、「するが企画観光局」の活動が知られ、自治体
からの期待も高まってくるはずです。
 今後の目標を教えてください。 
　2017年12月まで市場調査を行い、結果を受けて2018年度
の戦略を取りまとめました。2018年度からはいよいよ私た
ちの活動が本格化します。私たちがブランディングの旗振り
役を担っていくためにも、ステークホルダーとのつながりを
深めつつ情報を先取りし、「こんな楽しいことができる」とい
うブランドを確立してアピールしていきたいと、気持ちを新
たにしています。

 これまでどんなお仕事をされてきたのでしょうか。 
　前職では、トレンド調査室の責任者としてビッグデータの
情報も活用。広告事業のマネジメントも担当し、広告事業部
長を歴任しました。現在は、副業としてマーケティングのコ
ンサルタント会社を経営しています。週１日はこの仕事に使
い、残る平日はここでの仕事にあてています。兼業について
は選考の段階で伝えており、快く了解していただけました。
本業にもネットワークを広げるなどのシナジー効果が発揮さ
れていると思います。
 現在はどんな業務を担当されていますか？ 
　「地域連携DMO」のマーケティング責任者として、静岡中
部・志太榛原地域の観光地域づくりに取り組んでいます。大
きくは地域資源を掘り起こし、地域ブランドを確立すること
で、そのための施策が３つあります。まずブランドコンセプ
ト戦略の構築です。７つの自治体それぞれの価値を掘り起こ
すため、内部ステークホルダーへのヒアリング、商工会、事業
所などから情報収集を重ねました。２つめはブランドを浸透
させるためのプロモーション活動。実際に企画を立案し、メ
ディアやSNSなどを活用して伝播することです。3つめは、プ
ロモーション活動を実践するために事業者に働きかけてサー
ビス、商品を作ってもらうこと。例えば、静岡はお茶の名産地
ですが、観光客がおいしいお茶を味わう場所が少ない。「お茶
を楽しむ場所」ができれば、「お茶」という観光資源をもっとい
かすことができるはずで、その場所づくりを働きかけていき
たいということです。
 具体的に実行されたことは？ 

実情です。しかし定住人口が減
少する中で経済を活性化させる
には、外から来ていただいてお金
を使ってもらい、実経済につなげ
る必要があります。そのためには何が必要か。観光を商品と
してとらえ、調査分析し、ターゲットを定めて施策を打つ、そ
んな“経営”の視点です。
　日本では、来訪者の情報を収集・分析して観光資源をブラ
ンディング、プロモーションするといったことを十分に行っ
ている地域は多くありません。政府は、地域観光活性化、地
方創生を目指して、マーケティングに基づいた戦略、地域と
の連携によるプロモーションを実施するDMOを推進してお
り、私たちも2016年、「地域が観光で稼げる」を掲げたDMO
候補法人となるべく、新たなスタートを切りました。

■  豊富な観光資源を活用するには
  “経営”の視点が不可欠
　静岡県中部は、お茶の名産地の静岡市や島田市、藤枝市、牧
之原市、豊かな海の幸で知られる焼津市や吉田町、SLの走る
大井川鐡道が有名な島田市などが位置し、祭りやスポーツイ
ベントも盛んに行われる地域です。エメラルドグリーンの
湖面と夢の吊り橋で人気の寸又峡も中部エリアの川根本町
にあります。（公財）するが企画観光局（旧静岡観光コンベン
ション協会）は、静岡県中部・志太榛原地域（静岡市、島田市、
焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町）の観光宣伝や
観光イベントの支援、コンベンションの誘致活動などを行っ
ています。
　この地域は豊富な観光資源があるにも関わらず、観光客を
呼び込むための情報発信が不足、今ひとつ認知度が低いのも

■  観光資源の価値を判断できる
  プロ人材を全国規模で公募
　DMO候補法人認定には、マーケティング責任者である
CMO（チーフ・マーケティング・オフィサー）の専任が必須
条件です。独自で募集したとしても、マーケティングの知識
のない私たちに、しっかりした人材を選ぶことは難しいと考
えました。そこで、静岡県プロフェッショナル人材戦略拠点
に人材募集について相談しました。プロ人材は全国から募集
したほうがいいというアドバイスを受け、人材ビジネス事業
者に橋渡しをしていただき、その人材ビジネス事業者で公募
する方法をとりました。
　求めたのは、静岡県中部エリアの観光ビジネスを生み出せ
る、マーケティング分析力、戦略的視点に長けた人材です。静
岡県内出身にはこだわりません。というのも、観光の価値を
客観的に判断できるのは、むしろ外部（県外）の目だと確信し
ていたからです。地元に住む人が認識している観光名所に、
果たして全国の人がお金を払ってまで来たいと思う価値があ
るのか。その本質を見極め、強みと弱みを分析できる視点が
必要だったのです。

■  卓越した能力と行動力を発揮
  地域産業を盛り上げるキーパーソンとして期待

　2016年7月に公募を開始し、約1カ月で333名の応募があ
りました。書類選考で25名に絞り、都内で3日間かけて1次面
接を実施。10月、3名の候補者に最終面接へ来ていただきま
した。片桐を選んだ決め手は、観光で地域を変えていきたい
という熱意を感じたからです。また、観光局の組織を活性化
するために提案したり、マーケティングの人材育成にも携わっ
たりしていきたいという高い意識にも魅力を感じました。
　着任早々、各自治体を回り、それぞれの産物、特徴の情報
を収集し、キーパーソンともつながりを作っています。その
フットワークの軽さは素晴らしく、12月には島田市・川根
温泉でお茶をコンセプトに「スチャバ」を開催、地元をうまく
巻き込みながら組織の認知度を上げてくれています。一緒
に仕事をしている職員にもそれぞれの目標を設定しマーケ
ティングのノウハウを伝えているようで、組織が活性化して
きました。熱意、能力、行動力ともに申し分なく、全国から人
材を募集したほうがいいと背中を押してくれた拠点に感謝し
ています。片桐には、マーケティングのプロとしてだけでな
く、地域産業振興のキーパーソンになってくれることを期待
しています。
＊DMO：デスティネーション・マーケティング／マネジメント・オーガニゼーション
の略。欧米発のマーケティング理論に基づき、地域の産業振興や人材育成に取り組む
組織のこと。

●	DMO創設には静岡の観光事業を担うキーパーソンが求められる。当初は「静岡県内の事情をよく知る人物
がいいのでは」という意見もあったが、むしろ外からの視点が重要だと進言。広く全国からマーケティング
人材を採用することを提案した。

どんなプロ人材を採用？
大手マーケティング企業では消費財メーカーの商品開発や
数々のプロジェクトを経験。前職では、トレンド調査、広告
事業のマネジメントに携わったマーケティングのプロ。
プロ人材の活躍状況

マーケティングの専門家であるCMO（チーフ・マーケティ
ング・オフィサー）を採用。DMO候補法人となった。
各自治体、商工会、事業者などと積極的に交流し情報収集。
島田市・川根温泉で地元のお茶業者と協力した企画を実行
するなど観光推進役として実績を作っている。
マーケティング人材の育成にも着手。

● 静岡県中部・志太榛原地域の文化・観光資源
を活用し地域活性化を促進するのが最大の目
的。地域ブランドを確立することが求められ
るが、そのために来訪者のデータを収集、分析
しマーケティング、プロモーションするノウハ
ウがなく人材が不足していた。

● 「観光で稼ぐ」ことを掲げ、観光庁が推進する
DMO＊法人への登録を目指す。観光を戦略的
に展開し、DMO幹部となるマーケティング人
材の採用が急務となった。

採用したプロフェッショナル人材
CMO  企画開発部長  片桐 優氏 〈プロフィール〉

2004年 大学院修了後、大手マーケティングリサーチ企業に入社。マーケティ
ング戦略立案プロジェクト、事業立ち上げなど携わる。

2014年 サイト運営会社に入社。トレンド調査室責任者、広告事業部長などを歴任。
2017年 （公財）するが企画観光局のCMO（マーケティング責任者）に着任。

年　齢：40歳　　家族構成：妻、子ども１人

前　職：サイト運営会社でトレンド調査室の責任者、広告
事業部長を歴任。

来訪者が魅力を感じるブランド確立が急務
マーケティングのプロの獲得で“稼ぐ観光”を目指す

公益財団法人するが企画観光局
本社所在地：静岡県／従業員数：28名
業種：観光業
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拠点からの
助言等

プロ人材を採用したきっかけ プロ人材採用により得られた効果採用前 採用後

企業担当者の声

プロ人材の声 大学広報戦略室 広報専門官  今出 知佐氏

企画監・大学広報戦略室長  佐野 義行氏

本学の広報に必要なのは「外からの新しい視点」
だから、教育機関以外での広報経験が豊富なプロ人材を選んだ

事例

13
徳島県

地域貢献に熱心な大学の活動や試みに共鳴し
その一端を担えることにやりがいを感じています

●	大学の魅力・特色を広く発信することでブランディングを確立し、結果として域内はもちろん県外からも入
学希望者が増加することを狙いとし、広報のプロ人材が必要であるという課題を共有。

● 四国大学ブランドの確立や教員・学生が行っ
ている地域貢献活動などの魅力的な取り組み
の周知を目指し、大学広報戦略室を設置。入
試広報とは異なる一般広報のあり方を学内に
啓発し、これまでとは違った切り口で学外に情
報発信できるスキルを持つ、広報の専門家を
求めた。

どんなプロ人材を採用？
東京在住時に、2社で広報を経験。徳島に移住後、記者対応
や採用広報のスキルをいかす仕事が県内になかったことか
ら、医療機関で秘書業務に就いていた。
プロ人材の活躍状況

メディア対応など通常の広報業務に加え、新設した「スポー
ツ・芸術分野特別入試」を広く県内外に知ってもらうため、
関係者とコンタクトを取り信頼関係を構築している。学内
でも教職員との人間関係を築きながら情報収集に励み、大
学広報経験者にはない新たな視点をいかした情報発信の形
を模索中。

採用したプロフェッショナル人材
大学広報戦略室 広報専門官　今出 知佐氏 〈プロフィール〉

2000年 東京の大学を卒業後、デジタルコンテンツ制作の専門学
校で学生募集・広報に従事。

2004年 リクルーティング広報の会社で企画制作に従事。
2011年 結婚・出産後、両親のいる徳島へ移住。
2013年 医療機関に秘書として勤務。
2017年 （学）四国大学で広報専門官として勤務開始。

年　齢：40歳　　家族構成：子ども1人、両親

前　職：広報、広告制作、医療秘書など

大学のブランド力確立に効果的な
広報戦略のノウハウを持つプロ人材を採用

学校法人四国大学
本社所在地：徳島県／従業員数：約300名
業種：教育・研究

試制度の対象となる陸上競技や
女子7人制ラグビーなど6つの強
化指定競技部の監督らとコンタ
クトを取り、連携を進めています。
 地域に根ざした大学で働いてみた感想は？ 
　本学は“地域貢献型人材”育成のためのカリキュラム開発
や事業展開が活発で、率直に驚きを覚えました。
　また、パンフレットなどのツール制作や記者との折衝など、
前職と同様の広報業務が多いだろうと予想していましたが、
スポーツ人材育成と地域活性化を連動させるプロジェクトの
推進など、新たな領域にも挑むことができているのは、嬉しい
誤算です。
 今後の目標をお教えください。 
　以前から本学は情報発信に熱心で、先生方や学生の活動を
県内のメディアで目にしない日はないほど。ただ、現状では
メディアに取り上げられて初めて学内関係者がそのイベント
を知ることも少なくありません。
　プロジェクトの企画・立案時、あるいは途中段階からでも
広報が関与していれば、最適なタイミングでの情報公開が可
能になり、協同できそうな部署への働きかけや、協賛獲得のた
め関連団体や企業にアプローチすることもできます。そのた
めにも、まずは学内の情報に精通し、教職員からの信頼を得ら
れるよう、任された仕事を誠実に実行し、大学のプロ人材採
用という果断と期待に応えたいと考えています。

 これまでどういうキャリアを歩まれてきたのでしょうか。 
　東京の大学を卒業し、IT関連やデジタルコンテンツ制作の
人材を養成する専門学校の広報戦略室に在籍して学生募集と
広報を担当し、記者対応なども行っていました。その後、リク
ルーティング広報の会社に転職。採用広報の企画・提案・制
作に従事していました。そこから結婚・出産を経て子育てと
仕事の両立が難しくなったため、東京から両親の故郷である
徳島に引っ越し、医療機関で4年ほど秘書の仕事をしていま
した。
 転職の動機をお教えください。 
　移住当時、徳島には広報の仕事がなく、医療機関を勤務先
として選びました。そんなとき、（学）四国大学が広報業務経
験のある人材を求めていると知りました。医療機関での仕事
も充実していましたが、主体的に動ける広報の仕事は、私に
とってやはり魅力的であり、「広報から離れて6年のブランク
があるのだから、ダメでもともとだ」と思い切って面接に挑戦
したところ、幸いにも採用が決まりました。
 現在、どのような仕事に取り組んでいますか？ 
　メディアに発信する情報や写真を先生方から収集するな
ど、通常の業務を通じて教職員との関係を構築しているとこ
ろです。日々のやり取りの中で各学科の取り組みや、先生方
の研究や学生の活動について、徐々に理解を深められている
と実感しています。また、「スポーツ・芸術分野特別入試」と、
スポーツを通じた人材育成と地域活性化への取り組みを広く
発信するため、地元の経済団体や企業、メディア関係者、本入

この中の重要施策の一つが、「四国大学ブランドの構築」です。
一例として、本学が長く教育・実習活動を行ってきた徳島の
藍染「阿波藍」の科学的な研究の推進があります。徳島県や県
内企業と連携して六次産業を創出し、「藍研究なら四国大学」
というブランドイメージの定着を図ります。また、受験生に
とって魅力ある入試制度として、国内最高レベルの奨学金を
給付するスポーツ・芸術分野特別入試制度も新設しました。
　こうした魅力的な取り組みによって、県外からの入学希望
者を増やし、経営的にも安定・継続性のある大学づくりへと
つなげていくためには、戦略的な広報活動が欠かせません。
これまでも本学は、ホームページやパンフレットなどの充実
や地元メディアへの情報提供などを通じて、高校生・受験生
や本学学生とその保護者、地元自治体・企業などのステーク
ホルダーに向け、受験情報や様々な活動の周知に努めてきま
した。
　しかし、SNSの普及などにより、情報提供の内容や手法を
アップデートしていく必要に迫られており、ブランディング
の視点からも、より魅力ある取り組みや広がりのある展開へ
とつなげていくことが急務となったのです。

■  プロ人材採用の決め手になったのは
  面接でのプレゼン力と複数企業での広報経験
　そこで、入試広報とは別に、大学の一般広報を担当する「大
学広報戦略室」を2017年4月に立ち上げ、広報のプロを採用

■  少子高齢化を見据えた大学改革で
  「先進的地域貢献型大学」へと進化
　（学）四国大学は、1925年に徳島洋服学校として産声をあ
げ、1966年には四国女子大学を開設。1992年には共学化
し、（学）四国大学へと改称しました。現在は、大学院4研究
科・大学4学部8学科１課程・短期大学部4学科2専攻を擁す
る総合大学となっています。本学の特色の一つは、徳島県内
からの入学者が8割を占め、さらに卒業生の8割以上が地元へ
の就職を希望するなど、地元との結びつきが強いことです。
少子高齢化が進むなか、県内の自治体・産業界において本学
が果たす役割は、年々重要度を増しています。
　そこで、本学では2011年度から5カ年計画で大学改革に
着手。4年間を通して学生に確実に身につけてほしい社会人
基礎力、自己教育力などを「四国大学スタンダード」と定めて

教育カリキュラムを構築し、建学
の精神「全人的自立」の体現を目
指してきました。その成果とし
て、国家試験・公務員の合格につ
ながる専門教育を充実させ、98.8％（2017年3月卒業生）と
いう高い就職率を実現。文部科学省の「知（地）の拠点整備事
業」(COC事業)に県内大学で唯一採択され、「先進的地域貢献
型大学」として地域教育や産学連携活動を積極的に展開し、
地域貢献型人材を輩出する大学としての期待が高まってい
ます。

■  SNSの普及などに伴い広報戦略も
  新たな切り口が求められる時代に
　これらの成果と経験をベースに、2017年度からは新たな5
カ年計画「大学改革ビジョン2017」をスタートさせました。

することを決めました。ハローワークなどを利用した採用で
は、応募してくる人材の能力が未知数で、書類からだけでは判
断が難しいものがあります。そこで、徳島県プロフェッショ
ナル人材戦略拠点に相談。拠点から人材ビジネス事業者に取
り次いでもらったところ、10数人の応募があり、5人ほど面接
を行ったなかで採用したのが今出です。
　当初、想定していたのは50歳代の男性であり、戦略室室長
を任せられる広報経験とリーダーシップを併せ持つ人材でし
た。しかし、面接で各応募者にあるテーマをもとに1時間ほど
で企画立案し、プレゼンをしてもらったところ、今出の出来が
群を抜いていたため、採用を決めました。複数の企業で広報
経験があり、広報戦略に長けていること、現在は県内に居住し
ており徳島の魅力を体感した上で情報発信に取り組めること
に加え、教育機関で働いた経験がなく、これまでとは違う切り
口での広報戦略を展開できる強みがあるという点も、採用の
決め手になりました。
　まだ仕事を始めて半年足らずですので、まずは日々の業務
を通じて約300名の教職員と約2,700名の学生がどんな研究
や活動に取り組んでいるのかを理解するところから始めても
らっています。学内での情報共有を進めると共に、中長期的
な視点を持ってじっくりと学内外で人間関係を築き、我々が
思いもよらなかった本学の魅力や特色を発掘・発信していっ
て欲しいと期待しています。
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拠点からの
助言等

プロ人材を採用したきっかけ プロ人材採用により得られた効果採用前 採用後

企業担当者の声

プロ人材の声 執行役員  東京支店長  網谷 育夫氏

代表取締役社長  田中 信之氏

将来を見据えた変革を成功させるため
社業全体に的確な助言をする人材が必要だった

事例

14
長崎県

海外でのビジネス経験やコンプライアンスの
ノウハウを企業の発展のためにいかしたい

　一つは、海外への販路拡大で
す。貿易会社のトレードウィンズ
では今後、海外への自社製品の売
り込みにも力を入れていく予定。
その第一歩として中国・青島市での市場開拓を計画していま
す。青島市はかつての私の赴任地。これから発展が見込める
マーケットなので衛生環境商品のニーズは高まると考えてい
ます。もう一つは安全管理です。社員の環境改善について入
社後すぐに提案し、安全衛生管理委員会も立ち上がりました。
基本の5Sを徹底し、長崎を代表する企業としてコンプライア
ンスを確立していきたいと思っています。大手タイヤ販売会
社では全国200近い営業所の安全管理を担っていましたの
で、蓄積したノウハウがいかせると確信しています。
　将来は介護事業にも本格的に取り組んでいきたい。高齢化
が進み介護分野の担い手はますます必要です。弊社でもこう
した社会ニーズに答えていくべきと考え、経営陣に、まず介
護器具や備品のレンタル事業から手がけてみてはどうかと進
言。会社としてレンタル事業に踏み出そうと方向性を定めた
ところです。社内で希望者を募り、「福祉用具専門相談員」の
資格取得者を増やす計画も進めています。いずれは長崎市民
の健康寿命を延ばすお手伝いができるように、介護事業を発
展させていくのが目標です。

 入社するまでの経歴を教えてください。 
　商社時代は海外40カ国以上を訪れ、米国と中国には駐在員
として赴任しました。米国では企画・開発部長として、M&A
やマーケット開拓に奔走しました。2002年からの3年間は
中国山東省・青島市のオフィスに赴任。食品の日本への輸出
業務を担う一方、日本企業が山東省に進出する際の誘致活動
も行い、10以上の事業体をサポートしました。出向した大手
タイヤ販売会社では、コンプライアンスオフィサーとして主
に安全管理にも取り組みました。
 転職の動機は何でしょうか。 
　大手タイヤ販売会社に４年間勤務しそろそろ後進に道を譲
ろうかと考え、商社OBの就職先相談窓口を訪ねました。その
時タイミングよく、プロナに登録している人材ビジネス事業
者から相談窓口に、「長崎の企業が人材を求めている」との連
絡が入ったようです。窓口担当者から「話だけでも聞いてみ
ませんか」と声をかけていただきました。長崎は高校生まで
過ごしていましたし、私の経験を評価してくださるのならと、
面談に臨みました。お会いした社長や幹部社員のお話には
「社業を発展させたい」という熱い思いがあふれていました。
この会社なら、私の海外経験やコンプライアンスのノウハウ
がいかせると思い、お手伝いさせていただこうと思いました。
 現在のお仕事内容と目標を教えてください。 

関係を築いてきました。しかし、
既存マーケットを守っているだけ
では成長に限りがあることから、
東京支店立ち上げを機に、販路拡
大、社内体制の見直し、新規事業の開拓など将来を見据えた
全社的な“変革”が必要と判断。変革を成功させるためには、
既成概念にこだわらず、広い視野と豊富な経験を持ったプロ
人材を社外から採用することが不可欠だと考えました。

■  プロ人材を求め「プロナ」に相談
  全国規模の募集で理想の人物に出会う
　求めたのは、経営、営業、管理面など、弊社の社業全体のア
ドバイザーとなれる人材です。2017年には東京支店を開設
する予定でしたので、首都圏への販路拡大を任せられる経験
と営業力も持ち合わせる人材が理想でした。しかし、地方で

■  地域中心の事業展開から国内・海外への販路拡大、
  さらに新事業の立ち上げを模索していた
　弊社は1975年の創業以来、環境衛生商品の開発、販売、レ
ンタルを手がけています。オリジナル商品の開発を得意と
し、レンタルマットやモップ、芳香剤やサニタリー用品などの
トイレ関連用品、空気清浄機、さらにペーパータオルなどの
消耗品まで扱うダストコントロール事業、オリジナル浄水器
の設置、メンテナンスを行うアクア事業、学校やオフィス、病
院などに環境に配慮した商品を届けるグリーンケア事業、清
掃や害虫駆除などビル内の環境メンテナンスを担うテクニカ
ル事業の４事業を中心に展開。安全・衛生面では自社工場で
レンタルマットなどレンタル商品の徹底したクリーニングを
行っています。
　これまで弊社は長崎、佐賀、福岡を中心にお客様との信頼

こうした人材を探すのは難しく、そこで、人材活用セミナーや
勉強会などを通じて知っていた長崎県プロフェショナル人材
戦略拠点「プロナ」に、希望にあう人材をどうやって募集すれ
ばいいか相談したのです。「全国に採用の目を向け、プロ人材
を獲得したほうがいい」との助言を受け、早速、活動を開始。
相談した約１カ月後、「長崎県出身で大手総合商社に勤務して
いた人材が、クリーン・マットの事業展開に興味を持ってい
る」という連絡が人材ビジネス事業者からありました。それ
が今回採用した網谷です。
　2016年９月に初めて網谷と面談し、これからの事業展開に
ついてお互いの考えを話し合いました。10月に行った長崎
本社での面談では、プロナ担当者からの助言で、入社後の具
体的なイメージを持ってもらえるように海外展開や国内販路
開拓に向けた弊社の考えを伝え、さらに11月の役員会に同席
してもらい、最終的な意思確認を行いました。網谷は総合商
社時代、営業に携わり海外経験も豊富な素晴らしい経歴の持
ち主。にも関わらず、誰とでもすぐに打ち解ける人柄に惹か
れました。このような人材に出会えたのは、迅速な対応をし
ていただいたプロナのおかげだと感謝しています。

■  豊かな経験から得たノウハウを
  戦略立案、コンプライアンスに発揮
　網谷には、経営や事業面で精力的にサポートしてもらって
います。その一つが中国・青島市での販路拡大です。青島進
出は、現地でのビジネス経験があり人脈を持つ網谷のアドバ

イスで、2017年に設立した弊社の貿易会社「トレードウィン
ズ」での一事業としました。トレードウィンズは海外製品の
輸入が中心でしたが、今後は弊社製品の海外売り込みにも力
を入れていきます。中国でのビジネスには慎重だったのです
が、「これから発展する青島市なら弊社が入り込むチャンスが
ある」という網谷の進言を受け、決意しました。商業施設、ホ
テルを対象にサニタリー商品の「レディボックス」など弊社商
品を売り込む予定で、網谷には現地のマーケティングを進め
てもらっています。
　網谷はまた、社内コンプライアンスの強化にも大きな力を
貸してくれています。5S（整理、整頓、清潔、清掃、躾）は安全
管理の基本ですが、社員に意識が行渡らない部分があり、弊
社の課題となっていました。そこで社内に安全衛生管理委員
会を設置し、網谷には前職でのコンプライアンスオフィサー
経験を存分に発揮してもらっています。自身の経験と“社外”
からの視点で弊社を見てもらうことで、社員の安全意識も向
上していると感じます。
　弊社では今後、福祉器具のレンタルを中心に介護ビジネス
にも事業を広げていく方針です。網谷を中心に方向性をまと
めた結果、介護へのニーズがますます高まると予測されるこ
とから、弊社の新しい成長分野だと判断しました。網谷はす
でに、弊社の事業展開におけるキーパーソンです。これから
も、積み上げてきた知識や経験をいかしてもらいたいと期待
しています。

●	国内、海外ともに販路を拡大しマーケット構築を目指すには、即戦力として実行できるプロフェッショナル
人材の登用がもっとも成果を出しやすいと判断。当該事業を担える人材の採用を助言した。

● 環境衛生分野でオリジナル商品開発・販売に
取り組んでいるが、今後事業を発展させるには
世の中の動向を瞬時にキャッチできる広い視
野と見識を持つ人材が必要と判断。

● 2017年に東京支店を立ち上げる計画を早期
に実現するため、国内、海外共に事業を拡大で
きる即戦力人材が必要になった。

どんなプロ人材を採用？
総合商社勤務の38年間は営業部門一筋。米国に赴任中は
買収したセメント工場を中心にM&A、販路拡大を担いマー
ケットの仕組みを構築。中国では日本向けの食品輸出、日本
企業の誘致も行うほか、コンプライアンスオフィサーとして
安全管理を担う。
プロ人材の活躍状況

総合商社時代の経験をもとにコンプライアンスの徹底に
着手。安全管理委員会を立ち上げ、将来に向けての体制構
築のきっかけをつくる。東京支店の支店長として国内マー
ケット拡大、新たに中国市場獲得に動いている。

採用したプロフェッショナル人材
執行役員  東京支店長　網谷 育夫氏 〈プロフィール〉

1975年 大学卒業後、大手総合商社に入社。1988年から米国に
６年間赴任。

2002年 中国・青島オフィスに赴任。
2013年 大手タイヤ販売会社に出向。
2017年 （株）クリーン・マットに入社。執行役員東京支店長に

就任。

年　齢：65歳　　家族構成：妻、子ども３人
前　職：大手総合商社に38年勤務。米国駐在６年間にはM&Aなどに

よる事業拡大を担う。中国の青島オフィスにも3年間赴任。
出向したタイヤ販売会社では全社の安全管理を統括するコン
プライアンスオフィサーを務める。

販路拡大、社内体制の見直し、事業戦略立案など
“キーパーソン”の採用で社内変革に成功の道筋が

株式会社クリーン・マット
本社所在地：長崎県／従業員数：271名（正社員64名、パート社員207名）
業種：サービス業
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拠点からの
助言等

プロ人材を採用したきっかけ プロ人材採用により得られた効果採用前 採用後

企業担当者の声

プロ人材の声 製造本部製造第３グループ  生産支援室  主任  槇 博志氏

代表取締役社長  鬼柳 一宏氏

職務経歴など募集条件の幅を広めに設定し
多くの応募者の中から6名のプロ人材採用に成功

事例

15
岩手県

金属加工のプロフェッショナル企業で、
全員が能力を最大限に出せる生産管理システムを構築したい

以前の会社では、どういった仕事をされていたのでしょうか？
　青森県十和田市の出身で、高校卒業後に地元の電気メー
カーに就職し、工場で22年間働いていました。入社当初は製造
ラインの工員でしたが、経験を積むうちにライン管理を任され
るようになり、その後ラインを離れて生産管理部に移ります。
3年後にまた製造ラインに戻って現場管理を手がけました。そ
の後、ソフトウェア製品のテスト業務に取り組むことになり、
その業務標準化や品質管理を任されます。退職前の1年は、海
外生産から一気に国内回帰した製造ラインの立ち上げと、100
名ほどの製造部門のマネジメントに従事していました。

転職した経緯とは、どういったことでしたか？
　父親が地元で保険の代理店を経営しており、その承継を前
提に入社する話が進んでいました。会社と相談し、2016年の
夏に12月の退職を決めたのです。ところが、諸事情により、
私の転身話は断念せざるを得なくなりました。そこで、経歴
をいかした転職をするしかないと人材ビジネス事業者に登録
し、地元・青森で職を探しました。ところが青森に生産管理
の仕事がなく、東北地方に強い人材ビジネス事業者に変えて
岩手県まで広げたところ、弊社を含め5社ほど紹介してもら
いました。その中で、最も前職に近い業態であることと、生産
管理の新たな施策を聞いて、ぜひやってみたいと思いました
ね。そして、第50回グッドカンパニー大賞のグランプリ受賞
企業という実力や可能性にも惹かれて、弊社を志望しました。
　前職では計画生産で電気製品を組み立て、一方弊社は受注
生産で金属部品を加工しています。生産方法に違いがありま

すが、モノをつくるプロセスでは
共通点も多く、ある程度仕事をイ
メージできたので、自分のスキル
はいかせるだろうと考えました。

入社後の仕事内容をお教えください。
　お客様から受注すると製造する加工品の図面を受け取るわ
けですが、私は、その時々の工場の稼働状況を見て生産効率
を最大化させる順番を決め、現場に生産指示を出すのが主要
な業務です。工場全体の状況は、品目ごとや工程ごとのバー
コード入力による工程管理表などを基にして把握します。生
産指示を出す際には、個々の製造品目の生産条件や特徴など
を把握する必要があり、従来は品目ごとに入力した管理票を
プリントアウトしてアナログで管理していました。しかし、
品目、材質、サイズなど数多くの条件をアナログ管理するのは
非効率的。そのため、今は、工程管理のデジタル化に取り組
んでいく計画を進めています。2018年度中の12月までに、
まずは条件を絞った簡易版を作ってテスト導入し、少しずつ
条件を増やしていきたいと思っているところです。

今後の抱負をお聞かせください。
　弊社は金属加工のプロフェッショナル集団です。全員が持
てる能力を常に最大限に出せるような生産管理システムの構
築を強力に推進していきます。弊社のような“変種変量・超
短納期生産”を手がけているところは他にあまりないようで
すので、この分野で最先端の仕組みづくりにチャレンジした
いと思っています。

中国やアジアに流れてしまいまし
た。そこで、先代社長（現・会長）は
先々を考えて少量多品種生産への
シフトを決断。「ロットがまとまら
ない」「不定期」「短納期」など、“どの会社もやりたがらない”市
場で、自社の生き残りを賭けた挑戦を始めたのです。
　戦略転換は功を奏し、徐々に依頼が増えてくると、オーダー
メードでありながらサイズや形状が近いものがまとまるよ
うになり、“マスカスタマイゼーション”が可能になりました。
そこで製造法を工夫し、コストダウンも重ねた結果、付加価
値を高めることができるようになってきました。さらにここ
数年は、国内での人手不足や新興国における人件費の高騰も
あり、工場の自動化や省力化ニーズが急加速。弊社製品の受
注も増加し2ケタ成長が続いています。

■  “どこもやりたがらない”市場での
  生き残りに賭けて成功
　弊社は、主に工場のファクトリー・オートメーション（FA）装
置に組み込まれる精密機械部品や特注パーツの製造販売を手
がける金属加工メーカーです。特徴は、“変種変量・超短納期生
産”。1個のオーダーメードから受け付け、受注から３日後まで
に納品しています。これを実現するため、24時間365日、見積か
ら加工、処理、検査、出荷に至るすべてを社内で一貫処理する体
制を構築。約400名の技術者が約700台の各種工作機械群を
使いこなして対応しています。材料在庫もアイテム、サイズと
もにバリエーション豊富に揃え、常時ストックしています。
　2017年、弊社は設立40周年を迎えました。創業当初は金属
部品を計画的に大量生産する“町工場”でしたが、1985年の
「プラザ合意」で一気に円高となり、大量生産ニーズは軒並み

■  弊社自身の生産能力向上のため
  生産管理をシステム化する人材が必要に
　ハイペースで増える仕事に対処するため工場の増改築を重
ね、生産能力の向上に努めてきました。2017年には新工場を
建設。これを機に新たな施策を策定し、本社周辺の工場4棟を
中心に、複雑さを極める生産管理のシステム化・デジタル化・
自動化を推進し、効率化を図ることにしました。しかし、社内に
はこのミッションを担えるような適任のマネジメント人材が
おらず、また業容の拡大に伴って、複数の職種で人材が不足し
ていました。弊社では従来、新たな人材確保は新卒募集と中途
募集とを併用してきましたが、必要要件を満たす即戦力人材
の採用は難しく、育成に時間を要していました。しかし、今回の
課題解決をこれまでと同じ時間軸で考えているようでは、成
長する市場やお客様のニーズに対応することはできません。
　そんなとき、岩手県の県南広域振興局から岩手県プロフェッ
ショナル人材戦略拠点を利用してはと勧められる機会があっ
たのです。また、時を同じくして弊社の工場新設を知った拠点
からもアプローチがあり、さっそく相談することにしました。

■  採用した6名全員が期待以上の動き
  生産管理でのさらなる成果に期待
　弊社を訪れた拠点の方は、20社弱の人材ビジネス事業者に
プレゼンできる「北東北3県協議会」への登壇を勧めてくれま
した。東京会場には私が赴き、盛岡と仙台の会場には総務部長
に対応してもらいました。それぞれプレゼンは1回でしたが、

人材ビジネス事業者各社から計300名ほどの応募が集まりま
した。拠点のアドバイスもあって、プレゼンの際に「求める要件
に完全合致するキャリアではなくても、それをいかせる職場と
マッチングさせる」という意向を表明していたことが、奏功し
たようです。
　応募者の職務経歴が弊社の求める要件にどの程度近いかと
いうこと、現在の居住地が遠すぎる場合は優先順位を下げる
といった観点で、30名程度まで書類で絞り込みました。そし
て面接を経て、3名の生産技術要員をはじめ計6名を採用する
ことができました。6名は、経歴や適性が最もいかせそうな
職場に配属したこともあり、期待に応える働きぶりを見せて
くれています。そのうちの1人が今回紹介する槇です。
　槇は、前職では計画生産を手がけていましたが、いろいろ
工夫をしながら業績を上げていたことが伝わってきました。
弊社の生産管理における新たな施策について話すと、非常に
興味を持ってくれたのです。期待を込めて採用しましたが、
入社後は期待以上に前向きに取り組んでくれています。さっ
そく業務改善に着手し、生産性を10％以上アップさせる成果
を上げました。3カ月間の仮採用期間終了後からは、主任の
ポストを任せ、新規採用した若手メンバーとチームを結成し
て本格的に始動してもらっています。今後、デジタル化・シ
ステム化に向けて、さらにハイレベルの成果を上げてもらう
ことを期待しています。

●	工場を新設する計画があることを知り、事前に人材ニーズを確認した上で訪問。話し合いの中で多分野にわ
たる課題を抽出し、複数の職種における募集を提案。

どんなプロ人材を採用？
大手電気メーカーのグループ企業で22年間、製造現場や生
産管理、製造ラインの立ち上げに携わってきた。
担当する製造部署で、100名ほどの部下のマネジメントにも
従事していた。
プロ人材の活躍状況

前職では電気製品を計画生産していたのに対し、同社では
受注生産で金属部品加工をしており、生産スタイルに違いが
あった。しかしそれをものともせず、新たな施策に非常に興
味を持って取り組んでいる。入社後、生産効率が10％以上
高まる成果を挙げ、試用期間後すぐ主任職を任じられた。

● FA装置用部品の“変種変量・超短納期生産”
を手がける同社。ここ数年来、国内での人手不
足や新興国の人件費高騰で、工場の自動化や
省力化ニーズが急激に高まってきたことから、
同社としても工場の生産効率向上が大きな課
題となっていた。

● 工場の新設に伴い、従来手法による生産管理
をデジタル化・システム化する必要性が浮上。
しかし、対処できる人材が不在であったため、
外部からのプロ人材採用を決めた。

採用したプロフェッショナル人材
製造本部製造第３グループ  生産支援室  主任  槇 博志氏 〈プロフィール〉

1994年 大手電気メーカーのグループ企業に入社。製造現場や
生産管理、製造ラインの立ち上げ、及び製造部署100名
ほどのマネジメントに従事。

2017年 （株）アイオー精密に入社。

年　齢：41歳　　家族構成：妻

前　職：電機メーカーで製造現場の管理職を務める。

工場における自動化・省力化ニーズに応えるため
生産効率の向上を実現するプロ人材を採用

株式会社アイオー精密
本社所在地：岩手県／従業員数：社員 488名
業種：製造業
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拠点からの
助言等

プロ人材を採用したきっかけ プロ人材採用により得られた効果採用前 採用後

企業担当者の声

プロ人材の声 生産管理部長  中野 馨氏

代表取締役社長  和田 廣氏

最重要課題の製造現場の生産性向上のため、意識改革と“5S”の徹底、
従業員満足をもたらす職場づくりをプロ人材に期待。

事例

16
山形県

より良い作業の進め方を自分で考える習慣が根付き始め、
若手従業員の意識の変化に手応えを感じる。

“5S”運動も取り入れていたよう
ですが、現場は雑然としていて不
徹底でした。また、注文が好調の
ため仕事が多く残業も多かった
のです。生産現場は“安全、品質、生産”という優先順位で取
り組むべきですが、“生産”が第一優先になっているように見
えました。生産計画の策定や対外的な折衝もこなす工場長
に負荷が集中して現場の管理に手を回し切れていなかったの
で、私が内部のマネジメントを分担する形にしました。
　そこでまず取り組んだのは、“5S”以前の“2S”である整理・
整頓の徹底です。それと共に、既存のやり方に対して「どう
してそういうやり方をするの？」「こうしたほうが早くできな
いか？」という投げかけを次々に実行していきました。慣れ
切った環境で深く考えずに作業を行っていたところに、自分
の頭でもっといいやり方がないかを考える大切さに気付いて
もらいたかったからです。すると「なるほど。そんなことは
考えもしなかった」といった反応が返ってきたのです。手応
えを感じましたね。常に考えていると、ある時パッとひらめ
くもの。そういう意識づくりが大切だと思います。
 これまでの手応えと、今後の目標や抱負についてお教えください。
　私の話を素直に聞き入れてくれる若い従業員は、明らかに
動きが変わってきました。ものを探したり、材料を運んだり
する時間が減っているように思います。そのような小さな成
功体験を少しずつ積んでいけるようにしていきたいですね。
また、すべてがカスタムメイドなので生産性を測るKPIは特に
設けてこなかったようですが、何らかの指標を作って従業員
の励みにしたいと思っているところです。

 以前はどういった仕事をされていましたか？ 
　高校卒業後、カーディーラーに就職しフロント業務を担当
しました。しかし、そこで働いていくうちに将来が想像でき
なくなりました。23歳の時に大手家庭用電気機器メーカー
が郡山に工場を増設して従業員を募集していることを知り、
応募すると回路基板の製造要員として採用されました。そ
の現場には、自分の設備は自分で直すという文化があり、私
は知識の幅を広げていろいろなことができるようになろうと
貪欲に取り組んだのです。
　一貫して回路基板製造ラインの生産管理や品質管理、5S推
進などに携わり、管理職も経験。気がつくと53歳になってい
ました。将来のことを考え、限られた時間をやりがいのある
仕事に就こうと55歳で退職し、中国に渡って現地の企業に入
社したのです。しかし、安全や品質に対する考え方が違った
ため、1年で帰国しました。そして、登録していた人材ビジネ
ス事業者から弊社を知り、転職したという次第です。
 入社を決めた理由はどういったことでしたか？ 
　社長と会ったとき、会社をもうワンステップ上げることに
行き詰っている印象を受けました。何か障害があって、それ
を取り除く手段が見つからないといったような印象を受けま
した。そして工場見学をしたとき、モノが乱雑に置かれてい
るといった改善点が目についたのです。これはやりがいがあ
りそうだな、と。そして決め手になったのは、従業員の表情が
明るかったこと。初対面の私に明るく挨拶をしてくれて、こ
こならやれそうだとの直感がありました。
 社長からはどんなことを期待され、どのように取り組みましたか？ 
　製品の歩留まりを上げて生産性を向上させることです。

いやすさを高めるため、それを左
右するパーツはできるだけ高品
質のものを採用することも重要
です。

■  生産性の向上と従業員満足が経営課題
  外部の人材を導入し課題解決を目指す
　業務の多くを手作業が占めていることにより、生産性の向
上が積年の課題となっています。というのも、量産品ではな
いので、ロボット導入などの機械化がそぐわないためです。
したがって、弊社の最大の財産は製造を手がける人材。いか
に技術を後進の人材に伝承し、製品の歩留まりを上げ、生産
性の高い作業員を育成するかが最大の経営テーマです。
また、経営者としては、従業員を幸せにすることも重大な使
命。従業員満足があって、初めてお客様満足につながる製品

■  一流ホテルや居酒屋チェーンに向けた
  カスタムメイドの厨房機器を製造
　弊社は、私が1975年に当地で創業以来、シンクや水切台、
ラックなどの業務用厨房器具を中心に、建築用金物などの各
種ステンレス製品の加工を手がけてきました。製品は、業務
用厨房機器の専門商社などを通じて、誰もがその名を知るよ
うな一流ホテルや大手居酒屋チェーンの約300店舗、ファミ
リーレストランチェーン、テーマパークなどの飲食施設、病院
や学校の給食施設、コンビニエンスストアの調理設備など各
方面に納入しております。
　製品は一品一品がカスタムメイドで、客先から提供される
完成図面より展開図を作成するところからスタート。ステ
ンレス板の切断は機械で行いますが、それ以降の組み立てや
溶接、仕上げは手作業でまさに職人技の世界です。強度や使

をつくることができると考えているからです。そのため、こ
のほど本社及び工場を建て直すことで作業環境の向上を図り
ました。また、退職金についても地域の企業としては破格と
言える1000万円以上得られるように、「401Kプラン」も導入
しています。
　創業以来42年間、自分の考えで経営を続けてきましたが、
大きく間違ってはいなかったのでここまで続けてこられたと
自負しています。しかし同時に失敗も多く、必ずしも自分の
考えだけが正しいわけではないこともわかっています。これ
からも社業を発展させていくためには、他の会社はどこに目
をつけ、どんな考え方で会社を動かしているのかを知り、自
分にはない考え方も取り入れる必要があると考えていまし
た。そんなときに、山形県プロフェッショナル人材戦略拠点
のマネージャーの訪問を受けたのです。生産性を高めるため
には、他社を経験した人材を導入することが重要とのアドバ
イスを受け、そのとおりと納得、人材ビジネス事業者を通じて
プロ人材を採用することにいたしました。

■  考え方が合うプロ人材を採用
  入社半年で雰囲気が変わり始める
　拠点を経由して2社の人材ビジネス事業者から1名ずつの紹

介を受けました。経歴書などの書類では違いが良くわかりま
せんでしたが、面談して各自の考え方などを聞き、中野に決め
ました。生産性の高い人材を育成しなければならないという
考え方が合っていたからです。一緒にやっていくイメージが
湧いてきたのが大きな理由です。
　以前から進めていた“5S”（整理・整頓・清掃・清潔・躾）
が不徹底で、私の考えを現場に浸透させるパイプ役たる管理
職の機能が弱いと感じていました。中野には、上司となる工
場長を補佐してその機能を強化してもらうことと、これまで
の経験をいかし、弊社のやり方を客観的に見て改善すべきと
ころを改善していくよう要望しました。中野はそれに応えて
社員にいろいろと働きかけてくれており、入社して半年で若
い社員を中心に雰囲気が前向きに変わってきたように思いま
す。作る製品が一つひとつ違うので、生産性を数値的に比較
することが難しいのですが、着実に向上し始めていると思い
ます。ただし、ベテランの中には「自分が正しい」と思ってい
る者も少なくないので、改善策が浸透するには時間がかかる
かもしれません。中野には、これからも粘り強く取り組んで
いってもらいたいと思います。

●	山形銀行の紹介で拠点が同社に訪問し、経営課題・人材ニーズを把握。拠点が同社に訪問する際、山形銀行
の支店長が帯同するなど、拠点と銀行が連携してプロ人材獲得に向けてサポート。

どんなプロ人材を採用？
大手エレクトロニクスメーカーの郡山工場で34年間一貫し
て回路基板の製造ラインの生産管理や品質管理、5S推進な
どを担当。管理職も務めている。
プロ人材の活躍状況

社長からは、課題である生産性の向上に向け、外部の目から
問題点を見つけて改善することを要請される。まずは製造
現場の“2S”（整理・整頓）の徹底から始め、若手社員を中心
に徐々に意識改革が進展。

● 業務用厨房機器の製造を手がける同社。現社
長が創業し、42年間地道に経営を続けてきた。
しかし、自社の考え方がすべて正しいわけで
もなく、これからさらに生産性を高めるには他
社の考え方やノウハウを吸収する必要がある
と感じていた。ちょうどその時に、山形県プロ
フェッショナル人材戦略拠点マネージャーの
訪問を受け、他社を経験した人材の導入に向
けたアドバイスを受けた。

採用したプロフェッショナル人材
生産管理部長　中野 馨氏 〈プロフィール〉

1978年 カーディーラーに入社、フロント担当を務める。
1983年 家庭用電気機器メーカーの郡山工場に転職、一貫して回

路基板の製造ラインの生産管理や品質管理、5S推進など
を担当。

2017年 （株）三陽製作所に入社。

年　齢：56歳

前　職：大手総合エレクトロニクスメーカーで品質管理な
どを担当

会社を良くしていくためには、他社のノウハウや
考え方を取り入れる必要があると生産・品質管理のプロを採用

株式会社三陽製作所
本社所在地：山形県／従業員数：社員95名
業種：製造業
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プロ人材を採用したきっかけ プロ人材採用により得られた効果採用前 採用後

□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□

□□□□□□  □□□□氏企業担当者の声

□□□□□□  □□□□氏プロ人材の声

顧客が求める品質基準に応えるためには
品質管理の知識を持ったスペシャリストが必要だった

専務取締役  安藤 嘉浩氏

品質部 品質保証課  山田 誠治氏

企業担当者の声

プロ人材の声

事例

17
栃木県

□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□
品質への意識を全員で共有できれば
会社の信頼も業績も、もっと良くなる

■  顧客の要望に応じ、塗装作業も手がけたが
  外注・内製とも求める品質に応えられなかった
　弊社はプリント基板などの電子機器の設計・組立を主たる
業務として創業しました。現在では電子機器製造はもちろ
ん、レーザー精密加工、一般機器製造、治工具製造などを展開
しています。具体的にはバスや電車の内外部品、公園の遊具、
公共施設の椅子やベンチなどがあります。これら幅広い製品
を設計し、切削から板金、溶接、塗装までの加工を一貫生産で
行い、北海道から沖縄まで全国にお届けしています。
　元々の業務は製品を加工し、曲げて溶接するところで完了
だったのですが、お客様から「ワンストップで納品して欲し
い」というご要望があり、最終工程である塗装作業まで行うこ
ととなりました。当初、塗装は外注委託していたのですが、塗
装の品質が安定せず、手直しに手間がかかっていました。特

に公園に設置する滑り台などの
遊具は、安全性への配慮から塗装
の耐候性、耐久性がハイクラスの
乗用車と同等の規格。そんな高
度な要求をクリアするには手間もコストもかかります。そ
の後、塗装工程を内製に切り替えましたが、塗装の質は思う
ようには改善できず、売上も停滞という厳しい状態が続いて
いました。

■  経営計画書の作成を通して品質管理強化の
  必要性を痛感し、品質管理のスペシャリストを採用
　そんな折、栃木県産業振興センターから「栃木県プロフェッ
ショナル人材戦略拠点のマネージャーに会ってみないか」と
お話がありました。さっそく相談すると「塗装の品質が不安
定なのは、塗装技術ではなく、使う塗料に問題があるのでは

ないか」とアドバイスをいただき、優れた塗料メーカーを紹介
していただきました。あわせて塗装工程も見直した結果、不
具合の発生率が年間2.7%から0.4%に改善され、塗装分野の
売上は80%も向上しました。
　また、マネージャーからは「会社の強みや弱みを棚卸してみ
ると良いのではないか？」との助言がありました。そこで、今
ある姿と3年後にあるべき姿といった中長期の経営ビジョン
とともに、経営理念や社風・企業文化、企業理念を織り込ん
だ「攻め」の経営報告書を、マネージャーと相談しながら自ら
作成しました。
　報告書の作成をするうち、気づいたことがありました。経
営ビジョンを実現するには、製品全体の品質を向上させる必
要があること、そのためには、品質の善し悪しを判断・選別で
きる検査・管理能力と、品質管理を専門に行うチームが必要
である、ということです。しかし、残念ながらそのときの弊社
には、責任をもって品質管理を担える人材がいませんでした。
そこで、こうした能力をもった人材を新たに獲得することと
し、品質管理担当者として山田を採用。女性3人で構成する
チームを統括する責任者になってもらいました。

■  プロ人材の提言が「結果」に表れるうち
  社員の品質への意識も確実に高まる
　山田には、自身の経験から品質管理のやり方を見直しても
らい、発生した不具合の問題解決や、求められる品質基準を設

けるなど、社内ルール作りに取り組んでもらっています。弊
社のような受注生産型メーカーでは、会社としての品質基準
を打ち出して社内に徹底し、実現させ、それをお客様にアピー
ルしていくくらいの姿勢が必要です。これまで弊社は、検査
で不具合が発生してもどの工程に問題があったのかを深く掘
り下げることをせず、抜本的な再発防止などに向けた対策で
はなく、その場しのぎの修正をやってきたところがありまし
た。品質管理ルールは私が一人で作ってはいましたが、それ
を現場に浸透させるところまでには至れなかったからです。
　そんな私の代わりになって、山田は社員に対しPDCAを
しっかりと回して行く必要があることを説明し、品質管理工
程の改善にあたっています。おかげで不具合の発生率は低い
数値で安定するようになりました。山田が入った当初は、彼
の提言に抵抗感を示す社員もいました。しかし、工程能力ま
でしっかり調べて説明し、しかも結果が目に見えて表れてく
るうちに次第に受け入れられ、今では社員も品質を意識する
ことの大切さを、真に理解し始めています。
　現在、山田とは製造の初期工程から品質をどう担保してい
くかについて話し合っているところです。受注型のメーカー
として、お客様が求めているレベルは当然のこと、それ以上の
高品質の製品を迅速かつ安定的にお届けしていきたい。その
ため、山田と共に、社員個々の品質への考え方や技術のスキ
ルも磨いていきたいというのが、今後の目標です。

●	品質面で課題となっていた塗装の問題は、「技術」ではなく、使用する「塗料」が問題なのではないかと助言。
塗料メーカーを紹介した。

●	中長期の経営ビジョンを見直すことを提案。そこで具体的な課題が品質管理にあると改めて認識し、品質管
理の知識と経験が豊富なスペシャリストの獲得が急務だということが浮き彫りとなった。

● 電子機器や一般機器などの設計・組立を行う同
社。塗装工程も依頼されるようになったが、顧
客が求める品質に達することができず、苦心し
ていた。そこで、拠点の助言を受けて塗料メー
カーを替えたところ、塗装の品質は改善。これを
契機に拠点から中長期経営ビジョンの見直しも
勧められる。

● さらなる品質向上の実現には製造工程を監視し、
不具合が発生した場合には要因を解析・調査し、
具体的な改善策を検討できる経験豊富な人材が
必要だと認識。品質管理のプロ人材を求めた。

採用したプロフェッショナル人材
品質部  品質保証課  山田 誠治氏 〈プロフィール〉

1987年 大学卒業後、大手ミシンメーカーに入社。設計開発に携
わる。

1994年 工場と設計開発部門が栃木県大田原市に移転。それに
伴って転居する。

2016年 ヨシ電子（株）に入社。

年　齢：53歳　　家族構成：母、妻、子ども1人

前　職：大手ミシンメーカーで設計開発に携わる。

拠点からの助言を受け、「攻め」の経営報告書を作成
課題が明確になり、品質向上のための人材獲得に成功

ヨシ電子株式会社
本社所在地：栃木県／従業員数：92名
業種：製造業

どんなプロ人材を採用？
大手ミシンメーカーで培ってきた豊富な品質管理の知識と
スキルを持ち、QCサークルに即した品質向上の取り組みに
長けている。
プロ人材の活躍状況

品質管理の責任者として従業員の先頭に立ち、指導してい
る。製造の各過程で発生する不具合の背景を調査し、再発
の防止と改善の促進に従事。従来の品質管理方法の改善を
通して、製造現場の抜本的な改革に取り組み、さらに踏み込
んで、品質保証のための基礎となるルール作りや、品質管理
体制の確立にも携わっている。  入社までの経緯を教えてください。 

　大手ミシンメーカーで26年間、設計開発を担当してきまし
た。このメーカーでは、設計開発部門が中心となって商品企
画部門と一緒に国内外を問わず市場調査に出かけたり、資材
部門と取引業者を交えて製造方法を検討したりするほか、展
示会があれば営業部門と共に来場者に対してアテンダーをや
るなど、多くの部署と関わりを持ちました。そのため設計開
発だけでなく、営業、広報、調査などの業務について、幅広く
理解を深めることができました。
　また前職では、製品設計は国内で行っていましたが、コスト
ダウンのため試作品は中国で作っていました。私は試作品の
品質検査を任されることも多く、この経験を通して品質管理
のノウハウが培われたと思っています。
 転職の動機は何ですか？ 
　ものづくりの上流から下流まですべてに関わってきたこと
から、メーカーで即戦力として貢献できるような仕事に就き
たいと、新たな活躍の場を探してきました。しかし、東京と
違って栃木では技術職はなかなか見つかりません。前職で
は市場調査で中国に出張する機会も多かったので、中国語は
日常会話レベルなら話せます。中国の工場の求人に応募しよ
うかと検討したこともありましたが、家族のこともあるので
躊躇していました。そんなときに住んでいるところからも近
く、私のやりたいことと一致する弊社の存在を知り、応募した
ところ採用となったわけです。
 今後の課題や目標を教えてください。 
　出荷前の品質検査が仕事の中心です。検査をしながら製品

に不具合がないかを見極め、不完
全な点があれば要因を解析調査
します。その後、具体的な改善策
をあらゆる角度から検討し、再発
防止策を練ります。QCサークルの手法ですね。もちろん、
不具合は会社全体の信用にかかわる問題ですから、すぐに関
係者を招集し、迅速に対応して解決していくように努めます。
今はこうした対応をするための体制づくりの段階で、問題解
決のための活動をリードすることも、私の重要な役割です。
　不具合が低減されてきたとはいえ、まだ、品質管理には「ム
リ、ムダ、ムラ」があることは否めません。しかし、課題があ
るということは、言い換えれば改善されればもっとお客様か
らの信頼が高まり、業績も向上する可能性がある、というこ
と。少しずつでも改善を進め、高品質の製品を生産すること
が、当面の目標です。そのためには、社員全員の理解が必要。
趣旨を理解し、共通認識を得られたらきっとうまくいくと確
信しています。
　私にはまた、自分の知識を若い人に伝授する使命があると
思っています。自分の経験を「教える」ことが、私の夢でもあ
りました。とはいえ、若い社員に無理矢理に押しつけても良
くないので、徐々に伝えていきたい。そのためにはまず、自ら
率先して行動し、その姿を見せる。そしてやってみてもらっ
て、結果がうまくいかなくとも褒める。そうすることでやる
気を引き出していけるのではと思っています。
　好きなものづくりに関わりながら、教えることもできる今
の仕事に、とてもやりがいを感じています。
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プロ人材を採用したきっかけ プロ人材採用により得られた効果採用前 採用後

企業担当者の声

プロ人材の声 取締役  富士ファーム  工場長  平澤 一範氏

代表取締役社長兼CEO  朝倉  行彦氏

古紙パルプ工場から野菜工場へと転換
会社の未来に向けてマネジメント能力をいかして欲しい

事例

18
静岡県

生産性の向上、改善は奥が深く興味が尽きない仕事
若い社員に自分の技術を伝えたい

 入社までの経緯を教えてください。 
　大手総合化学メーカーに勤務し、生産技術開発を中心に携
わっていました。特に繊維関係を担当し、再生繊維や合成繊維
や不織布など生産性を高める開発に取り組みました。2004
年に会社の組織改革があり、私たちの部門は全員、関連会社へ
出向。以後、そちらで社内の生産技術開発や設備投資計画に
取り組んできました。そして、2012年からは社長に就任し、プ
ラント建設や設備診断、生産装置、生産管理ソフトなどの外販
も統括することで経営にも携わりました。
　2017年に定年を迎えることになり、会社に残る道もあった
のですが、「会社では後進が育っている。それより自分が培っ
てきた技術を他のところでいかせないだろうか。」と考えるよ
うになり、別会社での就職を意識するようになりました。
 就職した動機は何ですか？ 
　私がいた大手総合化学メーカーの人事部には、転職をサ
ポートする部門があります。私の家は静岡にあり、静岡から
会社のあった神奈川県川崎市まで新幹線通勤をしていまし
た。転職に当たり勤務場所にはこだわらなかったのですが
「できれば家に近い方が良い」という話を相談員に話したとこ
ろ、静岡県プロフェッショナル人材戦略拠点を教えてもらい、
そこを通じて弊社と出会うことができました。
　勧められた弊社は野菜という全く未知の分野。不安もな
かったわけではありませんが、工場を見学してみてすぐに「自
分とマッチする」と思いました。野菜の生産性を上げるため
には早く育てなければいけません。とはいえ早急に成長させ
ようとすると生理障害が起き、それによって品質が落ちるこ
ともあります。こうした課題の改善は、まさに私がやってき

た仕事と同じです。「面白い」と
感じました。また、若い社員が多
いので、自分が身につけてきた技
術を伝えることもできます。「こ
の会社に少しでも貢献したい」という思いが強くなり、入社さ
せていただきたいと思うようになりました。
 現在の仕事と今後の課題や目標を教えてください。 
　工場長として生産部門の責任者を務めながら、レタスの生
産性と生産技術を向上させること、そして生理障害の発生を
改善することが主な業務です。
　同じようにやっていれば同じようなレタスが生産できるも
のと思われるかもしれませんが、決してそうではありません。
同じレタスが生産できないときには、要因を探るために栽培
環境や作業品質をモニタリングして管理することが重要です
し、配合肥料の成分も総合的・定量的に見る必要があります。
設備のメンテナンスも欠かせない上、クリーンで衛生的な環
境の整備は常時徹底させる必要があります。個々の作業の均
一化、作業の品質アップも極めて大事です。以上のように、
やるべきことは多岐にわたり、非常に奥が深いのです。これ
まで培ってきた知識をもとに、一つひとつの課題に対処しな
がら努力しているところです。
　今後の課題は生産性と作業品質の向上、そして優れた製品
を作ることです。そのために早く地下環境を改善していく
技術を作りたいと思っています。最終的な目標は地下環境
だけでなく地上環境の条件をも総合的に改善して利益を上
げていくことです。その部分で会社に貢献したいと考えて
います。

　幸い、弊社には富士山の麓とい
う地の利があり、農業をするには
最適な環境にあります。首都圏に
も近く物流のアクセスも便利。そ
して何より、弊社の理念である「地球環境を大切にしたい」と
いう考えにも合致しています。そこで2014年にパルプ工場
から野菜工場へと事業を大転換し、新生イノベタスとしてス
タート。試行錯誤を重ね、3年かけて高品質の野菜を提供で
きるところまで成長することができました。ここからさらに
生産性を向上させ、収益を増大させるためには工場をマネジ
メントする能力の高い人材が必要と考えました。

■  経営者の視点と生産技術者の実績を併せ持つ人材
  「ぜひこの人に任せたい」と思った
　相談したのは、静岡県プロフェッショナル人材戦略拠点の

■  3年かけて成功させた野菜の工場栽培
  さらなる拡大にはプロ人材が必要だった
　弊社は2014年に設立した農業ベンチャー企業です。野菜
工場として「フリルレタス」「グリーンリーフ」「ロメインレタ
ス」「レッドリーフ」という４種のレタスを生産し、スーパーな
どで販売しています。
　元々は、古紙パルプ製造工場として50年以上にわたり事業
を行ってきましたが、紙からデジタルへの移行が進み、紙の
需要は減少。そこで全社員に対し、今後どのような事業に取
り組めば良いか公募したのです。様々な意見が集まり、その
中に「野菜工場」というアイデアがありました。従事者の高齢
化や後継者不足など、日本の農業が切実な問題に直面する中、
野菜の工場栽培という発想は、これからの時代に適している
と思いました。

サブマネージャーです。拠点のことは、以前、メインバンクで
ある静岡銀行に新事業として野菜の工場栽培を始めるときに
相談した際に聞いて知ってはいました。事業は一定の成果を
上げつつありましたが、さらにステージを上げるには、設備面
や作業面のいっそうの改善と効率化が求められます。栽培環
境や生産状況を定期的に把握するなど、工場を総体的に見る
ことができるプロ人材が必要であることを話しました。これ
を受けてサブマネージャーがプロ人材事業でパートナーシッ
プを締結している大手総合化学メーカーの人事部にコンタク
トを取り、関連会社で代表取締役社長を務めた平澤と出会う
ことができたのです。
　平澤は社長経験もありマネジメントの実績は申し分ありま
せん。経営者の視点で事業全体をトータルに見られるうえ
に、生産技術開発に携わってきたので細部まで目が届きます。
しかも、穏和で人柄も良く、すぐに「この人に任せて大丈夫だ」
と思いました。農業経験はありませんが、若手社員の中に農
学部出身者や実家が農業従事者という者がいますから、農業
に関しては彼らの能力をいかせば問題ありません。ただ、平
澤は社長まで務めた人物。創業間もないベンチャー企業に入
社してくれるとはとても思えず、断られることも覚悟してい
ました。しかし、私はこの事業に「夢」をかけて取り組んでい
ます。新しい事業、まだ出来上がっていない事業を完成させ

て行く過程を共に歩みたい、という気持はしっかりと伝えま
した。そのことに平澤も共感してくれ、前職の退社を機に入
社してもらうことになりました。

■  事業がさらに上向けばもうひとつ工場を建て、
  高付加価値、高品質な野菜を生産したい
　これまで弊社には、管理担当者が自らの作業に没頭してし
まって若い人をまとめきれないということや、栽培工程のコ
ントロールミスがあってもすぐにケアできなかったなど、課
題も散見されました。しかし平澤は、若い社員と年齢が離れ
ていることもあって、常にドンと構えて指導してくれるので、
社員に安心感を与えてくれ、皆が落ち着いて適切に対処でき
るようになってきていると感じます。
　今後、平澤には、生産の効率化や設備の改善を通して、利益
拡大に貢献することを期待しています。また、食品を扱うの
ですから安心・安全な商品の供給は至上命題です。加えて、
社員育成も託していて、「工場の次代を担う幹部候補生を育て
て欲しい」と伝えています。もちろん平澤にも、できるだけ長
く勤めてもらいたいと願っています。
　平澤の加入によって事業がさらに上向きになれば、もうひ
とつ工場を建てたいと考えています。どんな野菜にするかは
未定ですが、初期投資に見合う付加価値が高く、高品質な商品
を生産したい。そんな話も平澤と交わしているところです。

●	栽培環境や生産状況を把握し、野菜工場を総体的に管理できる人材はいないだろうかという相談を受ける。
農学的・工学的な知見のある人材が最善だが、獲得には難しい面があることから、工場運営を改善しマネジ
メントしていける人材という切り口で人材を採用することを提案。同時期に地域企業と大企業との人材交流
支援を目的に大手総合化学メーカーとの連携を強化していたことから、双方の橋渡しをすることとした。

● 古紙パルプ工場を手がけてきた國光（親会社）
は、紙の需要低下に伴い新たに野菜の工場生
産事業へ参入することを決めた。2014年に

（株）イノベタスを設立し、試行錯誤を重ね、高
品質野菜を全国販売できるまでになる。

● 生産性をさらに高め、より一層の利益増大を図
るための対策を考えた結果、工場全体を総体
的に管理し、生産技術の向上や生産技術者の
育成といった課題に対して迅速に改善、行動で
きる高いマネジメント能力を有した人材が必
要であるとの結論に至る。

どんなプロ人材を採用？
大手総合化学メーカーで生産技術の開発に携わってきたほ
か、関連会社で代表取締役まで務め、技術面のみならず、従
業員のマネジメントの経験も豊富。経歴としては申し分な
い人材。
プロ人材の活躍状況

工場長として生産部門の責任者を務める。商品の生産効率
と生産技術の向上を加速させる一方、栽培技術の改善、生産
技術者の育成など、工場全体の運営に対して指揮を取る。
工場長として手腕を発揮した結果、会社の生産性、品質とも
に向上した。

採用したプロフェッショナル人材
取締役  富士ファーム  工場長  平澤 一範氏 〈プロフィール〉

1982年 大学院修了後、大手総合化学メーカーに入社。工務生産技術部で生産技
術開発に携わる。

2004年 部門統合した関連会社に出向し、同社部長に就任。生産技術開発を推進。
2012年 関連会社の代表取締役社長に就任。プラント建設や設備診断、生産装置、

生産管理ソフトなどの外販を統括。
2016年 定年に伴い退社。
2017年 （株）イノベタスに工場長として入社。

年　齢：60歳　　家族構成：妻

前　職：大手総合化学メーカーで生産技術開発に従事。そ
の後、関連会社勤務となり、同社の代表取締役社長
を務める。

野菜工場の生産性を向上し収益拡大を図るため
総合的なマネジメント能力に優れた人材を獲得

株式会社イノベタス
本社所在地：静岡県／従業員数：正社員7名　パート75名　派遣10名　
業種：製造業
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拠点からの
助言等

プロ人材を採用したきっかけ プロ人材採用により得られた効果採用前 採用後

企業担当者の声

プロ人材の声 開発部  部長  井澤 浩一氏

代表取締役社長  後藤 恵一氏

国際的な大手企業に負けない、
高度な製品の開発にチャレンジしなければ成長はない

事例

19
三重県

「ブルー・オーシャン」に狙いを定め
製品開発を通して社名を広く知らしめたい

い商品を、お客様に提案していく
という業務を担うことになったの
も、そうした背景があります。
　営業担当者と一緒にお客様を
訪問し、お客様から開発テーマをいただくこともあれば、逆
に、お話を聞いた上で、私たちの側から「御社の課題を解決す
るために、このようなモータを作ってはいかがでしょうか」な
どと提案して、新しいモータの開発・納品につなげていくこ
ともあります。
　訪問の際には、若い技術者への教育も兼ねて同行してもら
うこともあります。お客様の声を直接聞けるのは、特に若い
技術者にとって非常に良い機会です。本当に求めていること
を聞けるのですから。前職のときも部下がいたので、同様の
ことをしていました。
　これからの時代は、ただ「モータが作れる」というだけで商
売になるようなビジネスは通用しなくなるでしょう。小型
モータを使ったユニットの規模を大きくし、市場の動向も見
極めながら、付加価値も高く、より高利益が期待できる製品
の開発にシフトして行くことが重要です。
　社長からは「ブルー・オーシャン（競合相手のいない領域）を
狙え」と言われていますし、私も社長の考えに共感しています。
世の中の話題になって、広く役立つような新しい製品を作り、
銀河電機工業という社名を多くの人に知らしめたいですね。

 前職での仕事や実績について教えてください。 
　大手電機メーカーの小型モータの開発部門で、精密モータ
の研究開発に携わり、その後は、小型モータなどを家電製品
に応用する業務に従事しました。この中で私がミッションと
していたのは、モータの新技術を開発し、それを製品にどう組
み込むか、ということです。コピー機などのOA機器や、洗濯
機、掃除機、冷蔵庫などの家電機器といった数多くの製品に
関わり、世に送り出してきました。それらの技術開発で、電機
工業技術功績者表彰の優秀賞をいただいたこともあります。
 転職の動機は何ですか？ 
　定年も見えてきた時期であり、役職定年を機に、自身の小
型モータの研究開発の知識をいかす、新たなチャレンジを行
いたいと思っておりました。そこで勤めていた会社の制度を
利用し、弊社がプロ人材を求めていることを知りました。
　弊社の仕事内容は理解できましたし、やっていける自信は
ありました。実は弊社は前職の会社とも昔から関わりがあっ
たのです。この会社で働こうと決めたのは、今までの仕事を
十分にいかせるので、自信を持ってやっていけると思ったこ
とが一番大きかったです。通勤面で、現在住んでいるところ
と近隣だったことも後押ししてくれました。
 現在の仕事と今後の課題や目標を教えてください。 
　ひと言でいえば高付加価値商品の開発です。ただ、弊社が
これまで受託開発だったこともあって、定着してしまってい
る“受け身”の体質を改善することが求められています。新し

また、将来の弊社の技術力を担っ
ていく人材の育成も課題です。外
部講習を受けるなどして技術教育
は行っていますが、やはり外部頼
みには限界もあります。そうしたことから、技術があって経
験もあり、新しい製品の開発に挑戦してくれる意欲的な人材、
教育面でも、会社に良い影響を及ぼしてくれるようなプロ人
材を獲得したいと考えました。

■   細部にまで丁寧にサポートしてくれた拠点の
    おかげで、望んでいたプロ人材に出会えた
　三重県プロフェッショナル人材戦略拠点のことは、県の広
報で知りました。こうした仕組みの必要性は以前から感じて
いたので、すぐに拠点に連絡を取りました。採用までの手順
に関しては、細部にまで助言をもらいました。企業アピール

■  更に高度な製品を開発していくには
  高い技術を持ったプロ人材が必要だった
　弊社は1948年に創業し、送信機器用のトランス、チョーク、
ステータ巻線類の製造、販売からスタートしました。現在は
直径約20ミリから約200ミリの小型モータを設計製造販売
しています。物流機器や、ビルなどにある開閉式のドア、レン
ジフード、医療用ポンプ、クリーンルームのファン、産業用ロ
ボットなど、様々な場面で使用されています。生産するモー
タは、それぞれ用途に合わせた小型モータが必要になるため、
扱う小型モータは500～600種類にも達します。
　弊社は中小企業ではありますが、国際的な大手企業と競合
することもあります。ライバル企業に勝つためには、より高
度な製品に挑戦していくことが重要で、挑戦していくために
は、しっかりとした技術を持った人材が必要だと考えました。

についても、「この表現では、こちらの意図と見た人の受け取
り方にズレがあるから変えた方がいい」、「企業の目指すべき
経営方針をもっと具体的に」などのアドバイスを受けました。
人材ビジネス事業者への伝え方についても一字一句チェック
してくれ、これもまた、私には驚きでした。
　求めていたモータ設計経験者の応募はたくさんありまし
た。ただ、技術の世界は日進月歩。「以前やっていました」で
は役には立ちません。他にも、開発プロジェクトの進捗管
理はできるが自分はプレイヤーとしては動けないとか、設計
経験はあるが専門分野外ということもありました。約20人
と面接しましたが、適任と言える人材に会うことはできず、
「我々の要望が高すぎたのかな」と思いました。
「モータの設計経験者というのはそうは簡単には見つからな
いものだな」と半ば諦めかけていたとき、井澤から届いた履歴
書を見ました。「これは待った甲斐があった」と思いました。
井澤は小型モータの設計経験者で、応用開発にも関わってい
ます。面接してみると、人柄も良い。我々の仕事はチーム作
業なのでコミュニケーションも重要です。技術力もあってコ
ミュニケーション力もある。両方を兼ね備えている井澤は、
まさに弊社の求めていたプロ人材の姿でした。

■  ３年先、５年先を予測し、小型モータを
  いかした高付加価値製品を開発したい
　モータというのは、あくまで何かを動かすための「部品」に
すぎません。しかし我々は、顧客ニーズに応えるためにも、
モータ単体を製造するのではなく、そこに何か付加価値をプ

ラスして商品として提案していきたいのです。こうしたこと
を今、井澤と一緒になって検討しているところです。
　高付加価値製品を開発するには、技術力の向上は絶対不可
欠です。弊社には、技術や性能の面で課題を抱えた企業が、
小型モータの開発相談によく来られます。その要求のハード
ルは高く、応えるには相当の技術力が求められます。しかし、
「できない」とチャレンジを諦めていては、ライバル企業には
勝てません。その点においても、豊富な経験のある井澤は、
顧客の期待に応えてくれます。開発を通して弊社の技術力が
レベルアップし、それが新しい製品の開発につながっていく。
井澤の姿勢と精神は、すでに他の技術者たちに良い影響を及
ぼし、社内に浸透してきたと実感しています。
　どんなヒット製品にも、サイクルがあります。ピークが来
る前に次の開発に向けた準備をしなければなりません。同じ
ものばかりを作っていても進歩はありませんし、どこでも作
れる製品なら弊社が作る必要はありません。だから弊社は、
常に３年先、５年先を予想してチャレンジしていきたい。こ
の方針についても、井澤は共感し理解してくれています。
　井澤には常時20件ほどの案件を受け持ってもらっていま
す。入社してまだ1年過ぎたところですが、小さい案件で4機
種、大きな案件で1機種を開発してくれました。これは大き
な成果です。仕事を通して若い社員への技術指導も担っても
らっていますが、こちらも順調です。すぐに現場に溶け込み、
その姿はずっと前から会社にいるようで全く違和感がありま
せん。

●	同社が求める専門性の高い人材は限られていることから、プロ人材獲得の可能性を少しでも高めるため、企
業の詳細な技術や新規製品を開発したいといった経営方針などをアピールするようきめ細かいアドバイス
を行なった。

どんなプロ人材を採用？
大手電機メーカーで精密小型モータの研究開発と小型モー
タの応用開発に長らく従事。
経験に裏打ちされた高い技術を持ち、電機工業技術功績者
表彰の優秀賞を受賞するなど、多くの実績を有している。
プロ人材の活躍状況

小型モータの開発を担当。顧客個々の課題を解決する製品
を製作し、提案。また、技術者の育成にも取り組むほか、業
務改善にも携わる。

● 小型モータの製造販売を手がける同社では、
物流機器やビルのドア、レンジフード、産業用
ロボットなどに組み込む製品を設計・製造し、
その精度が高い評価を得ている。

● 高性能のモータ開発、新規製品の開発を進め
るため、小型モータの高い技術と実績を持った
プロ人材の採用が課題だった。

採用したプロフェッショナル人材
開発部  部長　井澤 浩一氏 〈プロフィール〉

1981年 高専卒業後、大手電機メーカーに入社。家電やOA機器
で扱う精密小型モータの研究開発に関わる。

2000年 家電部門に転属。小型モータ等の電装ユニットを家電製
品に応用することに携わる。

2016年 大手電機メーカーを退社し、銀河電機工業（株）に入社。

年　齢：57歳　　家族構成：妻、子ども2人

前　職：大手電機メーカーで小型モータの研究開発に従
事。その後、小型モータなど電装ユニットの家電
製品への応用に尽力。

課題はライバルに勝つための自社製品開発
小型モータ分野で実績豊かなプロ人材を求めた

銀河電機工業株式会社
本社所在地：三重県／従業員数：110名
業種：製造業
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拠点からの
助言等

プロ人材を採用したきっかけ プロ人材採用により得られた効果採用前 採用後

企業担当者の声

プロ人材の声 人事部 主査  西田 真梨子氏

代表取締役社長  小笠原 康正氏

前職時代の経験を発揮しメンバーを引っ張りテキパキ行動
快活な対応で好イメージを発信、入社早々新卒採用で成果

事例

20
北海道

モチベーションリソースは“人”
変革期の人事として、やりがいのあるテーマは尽きない

もあることから、堅い印象があり
ました。しかし、役員面接で率直
に現状の課題や「これから変えて
いきたい」という思いを聞いてイ
メージがガラリと変わり、共感とともに面白そうだと感じた
のです。私は教育学部の出身で、仕事におけるモチベーショ
ンリソースは“人”にあります。前職で人事を経験し、人をい
かす制度づくりで大切な部分をしっかり吸収しました。それ
を故郷の会社に還元し、できることをやりながら貢献するこ
とに自分の価値があると思えたのです。待遇も望んでいた以
上のもので、ぜひ弊社で頑張りたいと思いました。
 入社後の業務内容と、今後の目標や抱負についてお聞かせください。
　10月に入社してすぐ、新卒採用業務を引き継いで学生への
コンタクトや選考を進めました。2名の候補者を社長面接に
つなぎ、「良い人材」と評価してもらいました。
　私に課されたミッションは、「採用」と「教育」だと認識して
います。ホールディングスとグループ各社の採用力をいかに
強化するか、そして、人材が各社において成長していける教育
体系をいかに整備するかにあると思っています。人事制度を
変えたばかりなので、まさにこれから形をつくっていくとこ
ろ。腕の振るい甲斐があると感じています。また、今後も積
極的にM&Aに取り組んでいくので、買収先との融合という大
きなテーマも浮上するでしょう。やりがいのある仕事は尽き
ないとワクワクしています。

 前職時代は、どういった仕事をされていたのでしょうか？ 
　実家は函館にあり、当地の大学を卒業後、上京して大手ス
ポーツ用品店チェーン入社しました。店舗に配属され3年ほ
ど販売職に就いた後、人事部門に異動。4年ほど主に教育研
修業務に取り組みましたが、オンシーズンなどは採用にも携
わりました。その後、新設された店舗に移り、売り場を持ちな
がらマネージャーとしてメンバーのマネジメントにも携わり
ました。
 転職を決めた経緯についてお教えください。 
　家族の変化が契機となり、それまでの仕事生活を見直す機
会がありました。時間の使い方などを反省する部分があり、
これからはもっと良い働き方や生活をしていこうと考えたの
です。いろいろな選択肢がありましたが、函館にUターンす
ることに決めました。
　前職の会社は函館にも店舗展開しており、会社は配属先と
して考慮すると言ってくれました。しかし、一つの店舗だけ
で働くことに、窮屈感のようなものを覚えたのです。そこで、
「もっと選択肢を広げたい」と思い切って外に出ることにし、
人材ビジネス事業者に登録しました。とはいえ函館には企業
は少ないので、業種や職種は絞らずに、年収減も覚悟をして
転職活動をしていました。
 入社を決めた理由は？ 
　人材ビジネス事業者から20社ほど紹介され、函館勤務の
会社は3社ありました。その中で弊社を選んだ決め手は、人
事部門の募集であったことです。ただ、弊社については歴史

は、亀吉の「兄弟仲良くやりなさい」という意向のため。また、
異質の事業を2本柱とすれば、どちらかが不調になっても片
方が支えられるという計算もあったようです。
　木材生産・販売業はその後、枕木や電柱の加工業、さらに
それらがコンクリート化すると建材業へと時代と業態を変
化・発展してきました。一方の衣料品販売は、自転車に布地
を積んで顧客を訪問し、スーツ用として販売するところから
スタート。その後、自店舗を持つようになり、1962年にはデ
パートへと発展しました。さらにホームセンターにも進出
し、「イエローグローブ」を展開するに至ります。
また、総合サービスの各事業は、1972年に設立した住宅ロー
ンを手がける会社や、1980年設立のスイミングスクール運
営会社が母体となっています。

■  持株会社における人事のプロ人材として
  採用やコンプライアンスなど多方面の活躍に期待
　それぞれの事業は、小笠原一族が経営を担う典型的な同族
グループで、特に株式上場後はパブリックカンパニーとして
家族経営的な体質から脱却する必要がありました。そこで私
が2004年に社長に就任後、外部人材の積極的な採用を通じ
て徐々に経営陣の入れ替えを進め、その総仕上げとして、ホー
ルディングス体制化を掲げたのです。これには、分社化によ

■  総合生活企業グループ７社を統括する
  持株会社として2017年に商号変更
　(株)テーオーホールディングスは、総合生活企業グループ
7社を統括する持株会社です。各社が展開する事業の内容と
しては、フローリングの製造・施工から戸建住宅やマンショ
ンの開発まで、及び公共施設や商業施設などの土木・建築工
事を手がける建材・建設分野、ホームセンター「イエローグ
ローブ」を道南地区に13店舗、食品スーパーの「テーオースト
ア」を同じく2店舗、函館市の中心市街地で百貨店「テーオー
デパート」などを運営する小売分野、保険及びオフィス機器・
用品の販売・リース、スポーツクラブやサービス付き高齢者
向け住宅、駐車場を運営する総合サービス分野、日産自動車
の正規ディーラーを手がける分野に渡っています。
　2017年6月、(株)テーオー小笠原の4事業部門を4社に分社

化し、ホールディングス体制に移
行しました。さらに総合建設会社
と自動車ディーラーを買収により
グループ入りさせています。なお、
(株)テーオー小笠原は1991年にJASDAQに上場しています。

■  木材生産・販売と衣料品の訪問販売が祖業
  時代と共に現在の企業グループに発展
　私たちのグループは、1950年に小笠原亀吉が北海道函館
市松川町に木材生産・販売と衣料品販売を手がける小笠原商
店を創業したことが始まりです。造船メーカーの函館どつく
（株）を退職したばかりの亀吉は、製材業と衣料品販売業にそ
れぞれ奉公していた長男と二男がそれぞれの事業で独立した
いという希望を聞き、退職金を元手に家業としてそれぞれの
事業を担わせる形を取りました。別々の会社にしなかったの

る権限移譲で意思決定スピードを速めることや、それぞれの
専門性を明確にすることで、プロ人材の採用や育成をしやす
くする狙いもありました。
　しかし、体制確立を進める過程で、ホールディングスに人
事や財務、ITのプロ人材が不足していることが課題であると
判明。そこで、北海道プロフェッショナル人材センターに採
用に係る相談をしました。函館という地方都市の企業である
弊社は、ここ数年は採用が困難となっていたからです。
　拠点の支援の甲斐あって、各分野のプロ人材として20名ほ
どの応募者があり、書類と一次面接を経て5名と最終的に面
接をし、全員の採用を決めました。人事要員として採用した
西田は、前職時代の経験を発揮し、メンバーをグイグイと引っ
張りながら精力的に動いてくれています。喫緊の課題だった
新卒採用では、早くも2名の優秀な学生を獲得してくれまし
た。快活な対応で学生に好イメージを与えてくれているの
も、獲得成功の大きな要因ではないかと思います。
　グループは拡大志向を取り、M&Aにも積極的に取り組んで
いきます。1年前に導入した新人事制度の定着と運営、コン
プライアンスや内部統制の徹底のための教育など、人事がや
るべき課題は山積しています。西田の今後のさらなる活躍を
期待しています。

●	2017年1月、同年6月に予定された分社化・ホールディングス体制への移行の検討開始に際し、同族会社か
らパブリックな企業グループに体質改善するには、外部からのプロ人材採用が必要であると助言。

●	新体制に必要な人材ニーズを整理するにあたり、同様の人材ニーズの事例を提示するなどしてニーズの顕在
化と整理を支援した。

● 創業68年の企業グループ。もともとは各事業
部門のトップを親族が占める同族企業。

● しかし、拡大成長にはパブリックカンパニーへ
の体質改善が必要と判断。権限移譲とスピー
ディーな意思決定のため分社化し、ホールディ
ングス体制への移行を決定。

● 東証一部上場も視野に入れ、コンプライアンス
徹底も課題となったが、要となる持株会社に、
人事、財務、ITの各プロ人材が不足しているこ
とが明らかとなる。

どんなプロ人材を採用？
大手スポーツ用品店チェーンで、販売職からキャリアをス
タート。その後は社員への教育研修を中心に人事業務に携
わる。また、新設店舗でプレイングマネージャーとして売り
場を担当した経験も持つ。
プロ人材の活躍状況

入社直後から、喫緊の課題であった新卒採用業務において
即座に行動を開始。社歴では先輩にあたるものの当該業務
経験のない“部下”に対しても臆することなく的確に指示を
出し、早くも2名の候補者を社長面接につなげるなど即戦力
として活躍。

採用したプロフェッショナル人材
人事部  主査　西田 真梨子氏 〈プロフィール〉

2008年 大手スポーツ用品店チェーンに入社、店舗で販売職に従
事した後、本社の人事部に異動し、主に教育研修業務に
従事。その後は新規オープン店舗のマネージャーとして
売り場を持ちつつ、スタッフのマネジメントに関わる。

2017年 （株）テーオーホールディングスに入社。

年　齢：31歳　　家族構成：独身

前　職：大手スポーツ用品店チェーンの店舗マネージャー。

同族会社からパブリックな企業グループへと体質改善
要となる持株会社に不足していた人事のプロを採用

株式会社テーオーホールディングス
本社所在地：北海道／従業員数：社員40名（グループ全体：約850名）
業種：総合商社
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拠点からの
助言等

プロ人材を採用したきっかけ プロ人材採用により得られた効果採用前 採用後

企業担当者の声

プロ人材の声 総務部企画担当  丹野 清和氏

代表取締役社長  関場 啓氏

社内の高齢化で時代遅れの事業運営体制が課題に
世代交代とともに刷新し、今後の事業継続に期待

事例

21
福島県

経営改善と事業承継に向けた取組内容や
承継後の新社長の右腕への期待にやりがいを感じる

 前職では、どういった仕事をされていたのでしょうか？ 
　大手電機メーカーに入社して、生産管理の仕事に従事しま
した。その後、親が病気で倒れたことを機に福島県いわき市
の実家にUターンして、当地にあった外資系部品メーカーの
工場で担当製品のプランナーとなりました。ところが、別資
本に買収され工場は閉鎖。いわき市に工場のある大手化学
メーカーのグループ会社に転じ、グループリーダーを経て、
埼玉や宮城、福島の各工場で工場長を歴任しました。しかし、
同社も震災の影響でいわき工場が閉鎖したことから、やむな
く外壁材メーカー系の物流会社に移って、いわき市の物流拠
点の事業所長に就きました。
　ここでは総勢50名ほどの従業員を監督する業務でしたが、
90％以上は下請会社の社員で、外壁材メーカーの担当者と
下請業者の間で仕事を進めている状況にありました。そのた
め、自分たちの職場で自分たちが何かを生み出しているとい
う実感が得られず、もっと自分の力を試したいという思いが
生じたことから、転職先を探すことにしました。
 転職を決めた経緯や動機をお聞かせください。 
　介護が必要な親がいたので、自宅からの通勤圏内という条
件で複数の転職サイトに登録しました。すると、拠点と連携
している人材ビジネス事業者から弊社を紹介されたのです。
建設業という全くの畑違いに当初は戸惑いましたが、まずは
話を聞いてみようと関場社長との面接に臨みました。そこ
で、経営改善と事業承継に向けた取り組みや、承継後、新社長
の右腕として期待しているとの思いを聞いたのです。その言
葉に、大いにやりがいがありそうだと感じました。いわきか
ら南相馬までは高速道路を使って片道1時間半。単身赴任す
るにしても実家との行き来が楽な距離であることも考慮し

て、入社を決意しました。
 入社後はどういった業務に取り組
んでいますか？ 
　弊社が契約する経営コンサル
ティング会社主催の幹部候補者研修に参加し、月1回、1泊2日
で受講しています。そこで経営全般の知識を学ぶ一方、社内
では副社長がリーダーを務める業務改善プロジェクトの事務
局を任されています。各部署から選抜されたメンバーと、部門
の垣根を越えて会社の問題点や改善策などをいろいろ議論す
ることを通じて、現状や今後の方向性に対して社員がどのよう
な認識を持っているのかを深めることができました。議論の
内容は、漸次経営への提言としてまとめ、プレゼンテーション
することになっています。
 今後の課題や目標をお聞かせください。 
　関場社長が現状問題として最も意識されているのは、「時代
にキャッチアップできていない」ということです。景気の長
期低落傾向の後、震災後の極端な特需への対応で、社内の各
所に“ゆがみ”が生じています。その一方では、社員の高齢化
が進展。各人にパソコンが支給されているとはいえ、システ
ム整備は進んでいませんし、建設業務の積算システムは導入
されていてもあまり使われていません。業務改善プロジェク
トでは、まずはシステム整備から着手し、次に事業承継カレン
ダーを作成して、世代交代の“見える化”を進めていきます。
　弊社は今後も浜通りに密着して事業を運営していくと思い
ます。市場規模は減少する前提で、どう存続を図るかを皆で
考え推進していきたい。その点で、私がこれまでの業務経験
で身に付けた段取りや調整という“得意技”を発揮していきた
いと思っています。

もなく、“身の丈”に合った堅実経
営に徹するとともに、技術力を研
鑽。こうした取り組みが、優良工事
福島県知事表彰11回はじめ、建設
省（現・国土交通省）東北地方建設局表彰や地域振興整備公団
（旧）総裁表彰など数々の受賞に結実していると思っています。

■  経営経験の少ない次期社長の“右腕”となる
  人材として、外部から採用することを決断
　とはいえ、政府の構造改革による公共事業削減などの政策
や景気低迷などによって、市場環境にはしばらく逆風が吹く
状態が続きました。売上高は最盛期だった1989年度の約80
億円から、2011年度には約30億円まで、20数年で3分の1近
くまで減少。そんな折、2011年３月に東日本大震災が発生
し、浜通り地区は未曽有の津波に襲われたのです。始まった

■  浜通り地区に密着し地域の発展に貢献
  “身の丈”に合った堅実経営で創業110周年を迎えた
　弊社は、道路や河川・海岸・港湾・上下水道工事などの公
共事業を中心とする土木事業、工場や事業所、学校、病院など
の民間及び公共施設の建築事業のほか、新築の注文住宅や店
舗などの住宅事業を手がける総合建設会社です。福島県南
相馬市を本拠地として、北は宮城県仙台市、南は福島県いわ
き市に至る、いわゆる“浜通り”地区で事業を行っています。
1907年に創業し、2017年で110周年を迎えました。
　これだけ長く続けてこられたのは、「品質・価格・スピード・
サービスをモットーにして、よって会社は地域の支援で存立
するものなり」との社是を実践してきたことに尽きると思って
います。創業以来、地域に密着し、浜通りから域外への展開を
試みることは一度もありませんでした。無理な投資を行うこと

復旧・復興事業という“特需”によって、2016年度の売上高
は約200億円へと急激に増加。この間、従業員も約60名から
現在の130名まで倍以上に増えました。
　しかし、復興需要は早晩落ち着きます。現在の規模まで拡
大した会社を今後も継続させるには事業運営体制の見直しが
必要で、高齢社員の退職に際しての技術継承や人事管理体制
の再構築、情報システムの構築など、取り組むべきテーマは
山積していました。
　加えて、経営陣の円滑な世代交代も必要でした。3代目社
長の私は80歳を超え、役員は75歳以上、その下の幹部社員は
60代と高齢化しています。次期社長は現在43歳の副社長で
ある息子に承継すると決めていますが、経営経験の乏しさは
否めません。経営面での“右腕”を担える人材がすぐに思い
浮かべばいいのですが、残念ながら社内では、毎日の業務に
追われて専任として担当できないと判断して、外部からプロ
人材を採用する必要性が生じたのです。

■  “三顧の礼”の気持ちを持って拠点に自ら足を運び
  経営サポートを期待できるプロ人材獲得に結び付ける
　独自に公募することも考えましたが、ただでさえ人材の採
用が難しい上に、福島第一原子力発電所の事故による風評被
害もあり、まさにダブルパンチの状態。そんな時に新聞で福

島県にプロフェッショナル人材戦略拠点ができたことを知
り、さっそく事務所に訪問してみたのです。その時の私には、
『三国志』で劉備が諸葛亮孔明を迎える際に三度訪ねたという
“三顧の礼”の気持ちがありました。
　求める人材の要件としては、経営サポートというミッション
を満たす経歴のほかは、年齢と南相馬への居住だけとしました。
その後、人材ビジネス事業者から4～5名の候補者の情報提供
があり、応募書類から丹野を選考。「今後の建設業について」「人
材育成について」などのテーマでレポートを書いてもらい考え
方を確認した後、副社長や役員が面接して最終決定しました。
　丹野には入社後、副社長をリーダーとする社内改善プロ
ジェクトの事務局を務めてもらい、各部署のリーダーと交わ
る機会を設けています。会社に慣れ、課題を把握するまでに
は1～2年はかかると見ており、その後は改善策を積極的に提
言し自主的に進めていって欲しいと思います。
　交通機関や文化施設、商業施設などの生活インフラを整備
し、原発事故により南相馬で20～30％、原発周辺地域で70％
も減った人口を取り戻して地域を再興することが、弊社の願
い。その実現のため、次期社長への承継に合わせて右腕とし
て経営全般をフォローする活躍をしてくれることを期待して
います。

●	社長自らのプロフェッショナル人材戦略拠点訪問を受ける。以降、数回の面談を重ね、事業承継などの課題
と取り組むべき内容を具体化していった。

●	社長の考えをまとめ、浮かび上がった経営課題からプロ人材が果たすべきミッションを明確化した。

どんなプロ人材を採用？
電機メーカーや部品メーカーでは、生産管理のほか生産設
備の立ち上げ、海外への出荷までを一通り運営する業務を
経験。化学メーカーでは工場長、物流会社では事業所長に
就任。最大50名の従業員をマネジメントした経験があり、
現場にも管理にも精通している。
プロ人材の活躍状況

入社後は幹部候補者研修を受講するとともに、副社長がリー
ダーを務める業務改善プロジェクトの事務局を任せられ、各
部署からの選抜メンバーとともに会社の課題や解決策を議
論、会社への理解を深めている段階。

● 創業以来110年にわたり、建設業として福島県
の“浜通り”に密着して堅実経営に徹してきた。
地域からの信頼と技術力で生き残ってきたが、
市場環境は長期低落傾向に。

● 東日本大震災の復興特需に追われる中、経営
幹部の高齢化もあり復興需要後の事業継続に
おいて事業運営体制の見直しが不可欠の状況
に。迫る次期社長への事業承継に際し、その

“右腕”となるプロ人材が必要となった。

採用したプロフェッショナル人材
総務部企画担当　丹野 清和氏 〈プロフィール〉

1985年　大手電機メーカーで生産管理業務に従事。
1997年　外資系部品メーカーで担当製品のプランナーに従事。
2003年　大手化学メーカーのグループ会社で工場長などに従事。
2015年　外壁材メーカー系物流会社で事業所長に従事。
2017年　関場建設（株）に入社。

年　齢：50歳　　家族構成：妻、子ども4人

前　職：物流会社で従業員約50名の事業所長を務める。

事業承継と事業運営体制の見直しという課題解決のため
次期社長の“右腕”となる経営幹部人材を採用

関場建設株式会社
本社所在地：福島県／従業員数：社員130名
業種：建設業
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拠点からの
助言等

プロ人材を採用したきっかけ プロ人材採用により得られた効果採用前 採用後

企業担当者の声

プロ人材の声 電装技術部 部長  中村 真二氏

代表取締役  竹鼻 達夫氏

一技術者としてだけでなく、マネジメント経験も豊富で
進取の精神を社内に根付かせてくれるリーダーを求めた

事例

22
石川県

業界初の製品開発や技術者の教育に取り組んだ経験をいかし
新しいことに挑戦する企業風土を醸成したい

有に成功すれば、会社全体のレベ
ルアップにもつながります。そこ
で、今は電子回路基板の開発など
に従事しながら、技術者の勉強会
を開いたり、最新技術についての情報共有のため、毎朝メー
ルを配信したりするなど、情報共有の仕組みづくりをしてい
るところです。前職でも技術者のノウハウをまとめてデータ
ベース化し、協力会社も含めて繰り返し教えるなど、現場の
教育には熱心に取り組んできたので、その経験をいかせれば
と思っています。心がけているのは、自分が率先して挨拶や
情報共有に務めること。言葉で伝えるだけでは人は動かない
と、これまでのマネジメント経験を通じて実感しているから
です。
　私は北陸出身ではないため、地域での人間関係づくりも欠
かせない部分です。地域のセミナーや学会には極力参加し、
取引先にも積極的に顔を出しています。
 今後の目標をお教えください。 
　弊社の技術者たちは、勉強会で私が新製品を開発するため
のプロセスやノウハウを伝えると、すぐに普段の開発に取り
入れる柔軟性を持っています。一方、まだ“指示待ち”といい
ますか、自ら進んでゼロから新しいことに取り組む積極性に
欠ける面はあるかもしれません。そのため、大きな声での挨
拶を奨励するなど、人間力を高める取り組みも行っています。
技術力と人間力は「両輪」ですから。この２つの力を伸ばし、
世界で通用する技術者を育てていくのが目標です。アイデア
が生まれやすい社風を確立し、新製品のシーズを見つけて新
製品開発部門に引き継ぎ、業績向上にも貢献していければと
思っています。

 入社前は、どういった仕事をされていたのですか？ 
　大手電機メーカーに35年勤務し、ナースコール用のシステ
ムや監視カメラを始め様々な新製品開発に従事。ソフトウェ
ア開発のほか、ハードウェア開発やSE、原価低減活動などに
も携わり、40歳以降はマネジメントも担当。現場教育も好き
でした。転職直前はカスタマーサービス部門の部長として、
お客様対応も経験しています。
 入社を決めた理由は？ 
　あと４年で定年という時期に差しかかったとき、やはり自
分の本分は技術者であり、管理者として仕事をするにせよ、
自分自身も現場で勉強し続けたいという思いがありました。
また、私自身が両親の遠距離介護などで苦労したため、富山
県で暮らす長男一家に同じ思いはさせたくないと、早いうち
に富山県周辺に移住しておきたかったというのもあります。
出向ではなく、転職という道を選んだのもこうした理由から
です。
　弊社は、新しいことに挑む企業体質への転換を目指してい
ました。これまで業界初、会社初という新製品を手がけるこ
との多かった私の経験が役に立つかもしれないと思い、弊社
に決めました。北陸に移住するという気持ちは揺るぎのない
ものでしたし、現場で技術者とふれあいながら指導にあたり、
自分も学び続けられる理想的な環境だと感じたことも、弊社
に決めた一因です。
 仕事内容をお教えください。 
　入社当初は担当部長として電装技術部長を補佐し、半年後
の10月からは部長を務めています。入社して感じたのは、私
が太刀打ちできないほどの高い技術力を持つ技術者がいなが
ら、それをきちんと共有できていないということでした。共

フェッショナル人材戦略拠点に相
談。開発の即戦力となる技術者
を２名採用しました。それでも、
採用の効果は開発分野では大い
にあったものの、会社全体の風土を変えるようなものまでに
は至りませんでした。「一段高い位置から技術者を教育・指
導し、新分野に挑戦する風土に変革してくれるリーダーが欲
しい」。そんな思いをますます強くしていきました。

■  大企業連携という仕組みを活用し
  大手で幅広いキャリアを積んだ理想の人材に出会う
　そこで、石川県プロフェッショナル人材戦略拠点のマネー
ジャーに再度相談。「技術者としての現場経験が豊富で、マネ
ジメントももちろん経験している」「上から目線ではなく、社
内に溶け込み開発マインドを育ててくれる」など、弊社が求め

■  自社製品の開発という課題に自ら積極的に
  立ち向かう社風の確立へ向け、プロ人材の採用を決意
　弊社は、1946年に共和電機商会という電装部品メーカー
としてスタート。1992年に主要取引先である繊維機械メー
カーに株式の60％を譲渡し、オーナー経営から組織的経営へ
と移行しました。以来、親会社向けの繊維機械関連の電装部
品を手がけるエレクトロニクス事業が社業の中核となってい
ます。また、“非親会社”領域として産業機械関連のメカトロ
ニクス事業にも進出し、現在では２つめの柱に育っています。
とはいえ、「仕事は親会社からくるもの」という企業風土はす
ぐ消えるものではありませんでした。
　自社製品開発や新規事業の立ち上げを推進したいという思
いは、折にふれ社員に伝え、啓蒙に励んできました。しかし機
運はなかなか高まりません。そこで、2015年に石川県プロ

るリーダー像を具体的にイメージしていきました。
　マネージャーとの話の中で、プロ人材事業には、都市部の
大企業人事部と地域企業との人材交流をバックアップする大
企業連携という仕組みがあることを知りました。大企業人材
の交流であれば、私の思い描く人材に会えるかもしれないと
思い、是非検討をお願いすることにしました。
　結果、ある大企業から推薦頂いた人材が、中村でした。中
村は技術者として業界初の製品開発など多くの新製品開発に
携わり、100人規模のプロジェクトをマネジメントした経験
もあるほか、カスタマーサービス部門でお客様相手の業務も
担当している、まさに弊社が理想とする幅広いキャリアの持
ち主でした。実際に面接で顔を合わせてみると、現場で技術
者と関わるのが好きで、自分も成長し続けたいという意欲に
あふれていることがわかりました。

■  安心して技術統括を任せられる人材を得て
  組織として新製品開発に挑む体制が整いつつある
　中村には入社後、電装技術部・担当部長のポストを任せ、

半年ほど経過後に部長になってもらいました。任せても大丈
夫だと確信できたのは、多くの社員から「ミーティングで前向
きな話が増えた」「技術部門は明るくなって、会話が増えてい
る」という声を聞いたからです。チームで技術力を高めよう
とする「姿勢」を感じました。中村を電装技術部の部長にし、
前任の部長を新設した新製品開発部門の責任者に据えたこと
で、自社製品開発に特化した部門を整えることができました。
　弊社はいち早く「働き方改革」や「女性活用・障がい者雇用」
に取り組み、2015年には障がい者雇用優良事業所として厚生
労働大臣表彰を受賞。2016年には経済産業省「新・ダイバー
シティ経営企業100選」にも選定され、県下では働きやすい企
業として知られています。しかし、働きやすい環境は、業績を
伸ばしてこそ実現できるもの。中村が勉強会などを通じて、
社員に開発マインドを浸透させていく試みはまだ始まったば
かりですが、社員のチャレンジ精神が自社製品として結実し、
会社の一層の成長へとつながることを願っています。

●	経営トップとの対話を通して、新規事業を推進するためのマネジメント力強化の重要性を共有し、求める人
物像を明確化。マネジメント能力の高い人材が多い、大企業からの人材交流を提案した。

●	プロ人材は、転職を希望。そのため、拠点と一体となって活動し、人材ビジネス事業者と提携してU・Iター
ン人材を県内企業に紹介している「いしかわ就職・定住サポートセンター（ILAC）」がサポートした。

● 親会社向けの繊維機械関連の電装部品を手が
けるエレクトロニクス事業が中核の同社。親
会社への依存度が高く、自社製品比率の拡大
や新規事業の立ち上げが課題だった。新たな
電装部品などの開発を目指し、理系大学院卒・
30代の技術者を2名獲得した。

● 一方、自社製品開発や新規事業立ち上げへの
機運が思うように高まらなかった。そこで、社
員の開発マインドを醸成・喚起するため、技術
開発とマネジメント両面で豊富な経験を持つ
プロ人材を求めた。

どんなプロ人材を採用？
前職では、ナースコール用のシステムや監視カメラの開発に
従事。100人規模のプロジェクトを束ね、CS部門長を務め
るなど、マネジメント経験も豊富。息子家族が富山に住んで
いることもあり、北陸地方にIターン。現場で技術者を育て
ながら、自らも学び続けたいという意欲が高い。
プロ人材の活躍状況

電装技術部の部長に。最先端技術の情報・開発の基礎知識
の発信や、勉強会の開催など、社員のチャレンジ精神を喚起
し、新製品開発や業績向上につなげるべく奮闘している。

採用したプロフェッショナル人材
電装技術部 部長　中村 真二氏 〈プロフィール〉

1982年 大手電機メーカーに入社。ソフト・ハードウェアの開発
や技術部門の部長職を務める。

2016年 人事部のキャリア支援制度を利用し、息子さんが住む富
山県周辺へのIターンを申し出る。

2017年 共和電機工業（株）に入社。

年　齢：57歳　　家族構成：妻

前　職：大手電機メーカーで技術統括部長やCS部長など
を歴任。

親会社依存の企業体質を改革すべく
開発志向のマインドセットを醸成するリーダーを採用

共和電機工業株式会社
本社所在地：石川県／従業員数：社員253名
業種：製造業
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拠点からの
助言等

プロ人材を採用したきっかけ プロ人材採用により得られた効果採用前 採用後

企業担当者の声

プロ人材の声 営業部  片岡 太郎氏

代表取締役社長  村田 弘司氏

関連分野の営業経験が豊富で、問題意識の高い人材として
社内に大いに刺激を与えてくれることを期待

事例

23
滋賀県

“ワンストップ・ソリューション”の提供を担い
環境ビジネスとしてさらなる成長を目指す

　弊社は4事業に分かれて、それ
ぞれ専門性の高い業務を手がけ
ています。これまで当社には総合
営業的なセクションは存在せず、
各事業はそれぞれ単独または既存のネットワークや紹介を通
じて業務を受託して、連動することなく動いていました。こ
れはもったいないことです。4事業には関連性があるにも関
わらず、“ワンストップ・ソリューション”として一つの取引
先に弊社のサービスをトータルに提供できる機会を逃してい
るからです。
　私に与えられたミッションは、個々で活動している4事業に
横串を通し、“ワンストップ・ソリューション”をご提案する
総合営業。このミッションを遂行するためには、4事業に精通
する必要があります。そこで入社後半年間、各事業の現場に
順番に入り込んでサービスの内容を徹底的に勉強する機会を
いただいています。
 今後の抱負を聞かせてください。 
　一般的に中途入社の人材は即戦力として採用されると思い
ますが、日吉の業務範囲は多岐にわたるため、その概要を把
握できるようにとの配慮を頂き、半年間という異例の導入研
修期間を頂いています。これも、プロ人材への期待の表れと
受け止め、それぞれの部署の概要把握及び先輩方との人間関
係の構築を行うと共に、研修明けからは早期に期待に応える
成果を挙げていきたいと考えているところです。また、弊社
には若くて優秀な社員が多く集まっているので、自身の経験
を伝えることで彼らの成長にも寄与したいと思っています。

 以前は、どのような仕事をされていたのですか？ 
　大学卒業後、化成品原料の専門商社で20年弱、営業をして
いました。その後、外資系原料メーカーに転職して国内販売
部門の立ち上げに従事。３年ほどの後、環境系の商社で水処
理機器のコンサルティングセールス部門の立ち上げを手がけ
ました。
 転職した理由は？ 
　前職で環境ビジネスに携わり、「これからは環境の時代」と
いう思いを強くしました。環境をビジネスとして成長させて
いくためには、何が原因なのかを確実に測定・計測・分析し、
ソリューションを提供することが不可欠です。しかし、原因
の多くは一つではなく複合的ですから、まずは、これを一つひ
とつ突き止められるだけの技術力が問われます。ところが、
前職では原因把握が後手に回り、自社商品を売ることが先
立ってしまったために、お客様が本当に求めているソリュー
ションを提供し、社会に貢献できるまでの状況に到達できず、
ジレンマを感じていました。
　そんな折に以前からお世話になっていた人材ビジネス事業
者から「面白いセミナーがある」と勧められ、滋賀県主催のUI
ターンセミナーに出席しました。当日は５社による説明があ
りましたが、その中で唯一、環境ビジネスを手がけていたの
が日吉でした。登壇した村田社長のお話を伺い、「この会社が
持っている技術力は素晴らしい。日吉なら自分のやりたかっ
た『問題の原因を正確に把握して、必要なソリューションを提
供する』という仕事ができそうだ」と感じました。
 入社後、どういった仕事をしているのでしょうか？  

有資格社員を擁し、高度な専門技
術と運営ノウハウを強みとして
います。特にダイオキシン類の
簡易測定では国内トップシェア
を誇っています。
　また、「環境問題に国境はない」との考えから、約30年前か
ら海外の研修生の受け入れを始め、これまでに30カ国・700
名以上に達すると共に、外国人社員も採用。障がい者や高齢者
も積極的に採用し、2017年には、経済産業省「新・ダイバーシ
ティ経営企業100選」に県内企業として初めて選ばれました。

■  “ワンストップ・ソリューション”という
  付加価値を提供し成長を果たしていく
　1989年から続けている国際貢献活動では、途上国での環境
保全の取り組みを定着させて、継続していくには、ボランティ

■  「社会立社、技術立社」との社是を掲げ
  一貫して環境の“困り事”の解決に取り組む
　弊社は1955年、滋賀県近江八幡市でゴミやし尿などの生
活系廃棄物処理事業から創業し、1958年に（有）日吉更生社
として設立されました。当時の社会的ニーズのキーワードは
“衛生”でしたが、高度成長に伴って“公害”に変わり、今日で
はより幅広い“環境”から“生態”に移り変わっています。今
後は“共生”がキーワードとなると見ています。
　この間、弊社は「社会立社、技術立社」との社是を掲げ、一
貫して当該領域における社会の“困り事”の解決に取り組ん
できました。現在では、「分析・測定」「施設維持管理」「工業
薬品販売」「環境保全」の4事業で環境ビジネスをトータルに
手がけています。当該事業に必要な許認可や資格の取得に
力を入れ、合計80以上の事業許認可、211種のべ約1900の

ア活動に加えてビジネス化の必要性があるとわかりました。
そこで海外事業活動の拠点として、2011年にはインドに現地
法人を設立。今後は研修生受け入れなどで培った人脈や人材
育成のノウハウをいかして、アジア各国への拠点設立を加速
させていく考えです。また国内においては、これまで弊社が
主に取り組んできた廃棄物全般の収集・運搬といった環境保
全や施設維持管理、農産物や環境試料の分析・測定といった
“川下”領域から、ITを活用した情報提供やコンサルティング
など“川中・川上”の領域への拡大を目指します。
　ただ、4事業の専門性の高さゆえ、各事業が効果的に連動せ
ずに動いていた面も否めません。特に営業窓口が各部門の個
別対応となりがちで、複数の事業にまたがるお客様にはご満
足して頂いてないことがわかりました。また同時に、4事業の
シナジー（相乗効果）を発揮できる余地が十分にあることに気
づいたのです。そこで、4事業を横断する総合営業部門を設
け、お客様に対して“ワンストップ・ソリューション”という
付加価値を提供することで成長を目指していく方針を定めま
した。こうしたことから、総合営業、海外事業、IT、内部管理
のプロ人材を採用する必要に迫られたわけです。

■  「プロフェッショナル人材戦略拠点」の提案で
    UIターンイベントに登壇し採用成功へ
　しかしながら、弊社は近畿圏とはいえ滋賀県の中小企業で
す。事業内容はB	to	Bの環境ビジネスという黒子的な事業で

一般の方に業容がわかりにくく、採用にはこれまで苦労してき
ました。そんな折、県のプロフェッショナル人材戦略拠点から
アンケート調査が入り、本事業を知ることとなりました。さっ
そくマネージャーに相談したところ、拠点が主催する東京・大
阪でのUIターンイベントへの登壇を勧められ、必要な人材の
条件を明確にすることを助言されました。そして、同拠点経由
で人材ニーズを人材ビジネス事業者に伝えてもらうと、合計
で100名以上の応募があり、うち数十名と面接することができ
たのです。結果的に2名を採用することができました。
　このうちの一人が、総合営業を任せている片岡です。彼は、
先のイベントに来場し最前列で最後まで熱心に聞き入って
いました。後日、私がイベントで話した内容に基づき、“ワン
ストップ・ソリューション”実現への提案もしてくれました。
弊社と関連性の強い化学薬品や環境関連での営業経験が豊富
で、改善意欲の高い人材として社内に大いに刺激を与えてく
れると感じ、採用を決めました。入社後は、持ち前の大きな
声で挨拶を励行し、海外研修生を趣味の釣りに連れていって
くれるなど、積極的に溶け込もうとしてくれています。また、
弊社にとって重要な会長社内講話の際には、会長が片岡にス
ピーチをさせるという異例の対応をしました。これも、社内
では期待感の表れと受け止められています。
　今後も引き続き拠点の協力を仰ぎつつ、必要なプロ人材の
採用を続けていきます。

●	B	to	Bであることからビジネスの内容がわかりにくく、生活系廃棄物処理事業ゆえのマイナスイメージも
あった。さらに、立地などの事情から、ハローワークなど従来のルートでは採用が困難だった。そこで、拠点
が主催するU・Iターンイベントへの登壇を促し、来場者への事業の意義などの説明を勧めるとともに、求め
る人材像を明確にして人材ビジネス事業者へ発信することを助言。

どんなプロ人材を採用？
化学原料や環境機器の分野で25年間、営業や販売部門の立
ち上げを手がけてきた。環境ビジネスへの関心が極めて高
い。
プロ人材の活躍状況

総合営業職として4つの事業全体に精通すべく、入社後半年
間の研修の機会を与えられ積極的に取り組んでいる。
これまでの業務経験をいかし、若い社員を育成していくこと
にも意欲的である。

● 分析・測定、施設維持管理、工業薬品販売、環
境保全という４事業による環境ビジネスを手
がける同社。それぞれの専門性の高さから各
事業の独立色が濃く、顧客窓口や報告書など
が不統一という問題があった。

● さらに、今後の成長のために海外市場へのシフ
トも強力に推進する必要があり、4事業を横断
しての総合営業や海外事業、IT、内部管理など
担うことのできるプロ人材に対するニーズが
生じた。

採用したプロフェッショナル人材
営業部　片岡 太郎氏 〈プロフィール〉

1992年 化成品商社で原料の営業職に従事。
2011年 外資系原料メーカーで国内販売部門の立ち上げを手が

ける。
2013年 環境系商社で水処理機器のコンサルティングセールス

部門の立ち上げに従事。
2017年 （株）日吉へ入社。

年　齢：48歳　　家族構成：妻、子ども2人

前　職：環境系商社で水処理機器のコンサルティングセー
ルス部門を立ち上げる。

“ワンストップ・ソリューション”という付加価値向上のために
改善意欲の高いプロ人材を採用

株式会社日吉
本社所在地：滋賀県／従業員数：社員  295名
業種：サービス業
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拠点からの
助言等

プロ人材を採用したきっかけ プロ人材採用により得られた効果採用前 採用後

企業担当者の声

プロ人材の声 代表取締役  山口 健氏

参事  内山 昇氏

会社の代表は任期を限定すべきとの信念から
獲得した経営のプロ人材に次代を任せた

事例

24
山口県

 入社までの経緯を教えてください。 
　前職では大きく分けて二つの仕事を経験しました。一つは
ソリューション営業です。メーカーや医療機関向けに、運営
の基幹となる基幹業務のプロセスを、IT活用によって改革す
ることに従事してきました。会社全体に関わる案件のため、
すぐに受注に至ることはなく、契約まで１～２年間かかりま
す。予算も億単位になりますので、最終的な交渉相手はトッ
プをはじめCFOやCIOの経営陣。おかげで、トップセールス
の経験を積むことができました。
　二つ目は、経営改革業務です。業績が低迷していたパート
ナー会社を立て直すため、４年間、事業部長と兼務しながら
経営企画本部長として体質改善に取り組みました。業務プロ
セスを精査することで業績低迷の要因をつきとめ、赤字体質
からの脱却に成功しました。
 転職の動機と入社の決め手を教えていただけますか 
　前職での業務が一定の成果を収め軌道に乗った時、新たに
チャレンジすることを見つけたくなり、転職を決意しました。
チャレンジとは、“困難なことに正面から対峙すること”。こ
れまでも、経験とは「強烈な体験をしてこそ身につくもの」と
肝に銘じ、超えるハードルが高いほど頑張れたように思いま
す。大学時代からコーチを務めてきた母校のラグビー部を、
千葉県内屈指の強豪校へ導くことができた経験が、どんな苦
境にも立ち向かえるベースとなっているように感じます。
　転職にあたっては、経営参画できる仕事を探していました。
前職で培ってきた経験が役立つと考えたからです。業種は、
分野を問わずメーカーを希望し、民間人材ビジネス会社に登
録しました。弊社は、同じメーカーでも前職とは真逆といえ

る会社。制御盤の製造工程は自
動化が難しく、すべてに人の手を
要します。そこが私には新鮮で、
“未体験のハードル”を飛び超え
てみたいと感じました。
 入社後の仕事と今後の目標を教えてください。 
　まずは従業員との対話に力を注ぎました。時間がある限り
工場内を巡回し、昼休み時間には休憩室で従業員と食事をと
りながら、午後の休憩時間にもお茶やお菓子を共にしながら
従業員たちの会話の輪に入り、会社や担当業務についての率
直な考えを聞きました。同時に、業務プロセス・管理体制や
経営状態の把握にも努め、集めた情報を整理して自分の考え
をまとめたものを「NTビジョン2020」として、全従業員の前
で発表。同時に配布したアンケートを見る限り概ね賛同して
もらえましたが、２割程度からは同意を得られませんでした。
しかし私は、この２割の声を大切にしたいと思っています。
これまでの業務改革の経験上、彼らは、簡単に妥協しない強
い意志を持っているため、今後の向きあい方次第で大きな戦
力になってくれるという確信があったからです。
　2018年2月には、組織改編と人事異動を敢行。新たにビ
ジョン推進室を設け、ここにはっきり自分の意見を述べた２
割の人を起用しました。新たな経営計画は同年3月末に発
表する予定で、創業者であり現在も弊社の舵取り役の一翼を
担っている参事とは、日々疑問や課題の確認を行っています。
参事からは失敗を恐れるなと言われています。人事評価制度
や教育制度など具体的な方策を盛り込んだ経営計画にしたい
と思っています。

社長就任時に3年後の会社の姿を提示
新たな経営計画策定に向け準備を加速

■  制御システム関連会社として
  「正直なものづくり」に徹して信頼を獲得
　制御システム関連会社として、鉄鋼・非鉄金属・食品など
の製造設備や、環境関連設備で使用する制御盤・分電盤・操
作盤などの制御システムを、設計から制作、試運転調整まで
一貫して手がけてきました。
　製造における弊社の基本姿勢は、「正直なものをつくる」と
いうことです。正直とは、お客様が求める以上の製品を納め
ること。ただ仕様通りに造るだけでなく、例えば、配電工事な
ど設置後の工程に関わる業者が作業しやすいように、設置現
場をよく見た上で細部を設計することを心がけています。そ
れがお客様への信頼となり、次の受注につながると考えるか
らです。現在の商圏は山口県西部から北九州を中心とする福
岡県です。この距離なら１、２時間程度で訪問できますから、

調整やメンテナンスなどの細か
い要望にも迅速に対応できます。
地域密着型であることも、正直な
ものづくりの一環です。
　以前から、「代表の任期は限定すべき」という思いがありま
した。一人が長く社長を続けていては、組織が硬直し成長が
停滞すると考えたからです。現在、社長の任期は「長くて3期
12年」と定め、後任社長には社員の中から適任者を登用しま
した。その社長も2017年11月には任期が終わります。次の
社長について考え始めたのは、3、4年ほど前からでした。

■  既成の社内常識にとらわれない発想で
  人と会社をけん引するリーダーを社外に求めた
　次期社長も社員からと考え、複数の候補者に声をかけまし
たが、よい返答は得られませんでした。そこで発想を切り替

え、社外からの獲得を決めたのです。社員から起用した場合、
従来の経営手法に引きずられてしまう面があります。前任者
も一定の成果は収めましたが、会社の体質を変えるところま
では至りませんでした。しかし、外部人材であれば、既成の社
内常識にとらわれない新しい発想で業務全般を見直し、経営
計画を立案してくれることが期待できます。
　求めた社長像は“欲がある”人でした。出世欲、仕事欲、技
術の向上欲。一歩でも前に進みたいという想いを強く持った
人です。欲がなければ会社は成長しませんし、社員もけん引
できません。経営ができる人を求めたので、技術的なスキル
は条件に加えませんでした。経営者にふさわしいマネジメン
ト力に長け、今後の会社の方向性を見出してくれる人、という
のが条件でした。
　ただ、どのようにして募集活動をすればいいかわかりませ
ん。気づいた時には前社長の任期が終わる半年ほど前。半ば
すがるような思いで山口県プロフェッショナル人材戦略拠点
に相談しました。話の中で求める人材像を共有し、すぐに人
材ビジネス事業者６社をつないでもらいました。そして面談
で各社に要望を伝えたところ、その中から１社、具体的な候補
者を推薦してもらいました。それが山口でした。

■  新しい視点で中期経営計画を策定し
  社員個々の能力向上と売上倍増に期待

　新社長に対して具体的に期待していたのは、トップを相手
に営業活動ができることと業務改善でした。その点で山口は
まさに適任といえる人材。前職では長年経営トップを対象に
した営業に従事し、また、企業の経営改善で成果を残していま
す。実際に面接で山口に会ってみると、どんな質問にも的確
に答える姿に自信が感じられ、非常に好感を抱きました。私
自身も経営に携わってきたので、彼の発言には共感を覚えま
した。「この人なら社長を任せられる」。そう思いました。
　千葉県に住まいがありますが、出身は西日本の佐賀県。名
字も「山口」で、本人も山口県には縁を感じると言ってくれま
した。山口には、社長としての12年間、自身の持てる能力の
すべてを出して欲しいと思っています。最も期待しているの
は、社員個々の能力を伸ばすことです。弊社は少数精鋭の技
術者集団。設計だけ、製造技術だけではなく、すべての技術
者がオールラウンダーであることが理想です。この課題がク
リアできれば、業績は自ずとついてくるはずです。
　12月の社長就任時には、さっそく「NTビジョン2020」を発
表しました。現在は会社の次の中期経営計画の策定に取り組
んでもらっています。経営計画を見れば、山口がどんな会社
にしたいのかが、より具体的にわかります。会社に新しい刺
激を与えてくれることを楽しみにしています。

●	同社の経営状況や社長任期などの考え方を理解した上で、ヒアリングを通して求める経営者像を確認・共有。
●	経営者人材に強い人材ビジネス事業者を面談によって選定することを提言。選定した人材ビジネス事業者
が厳選した人材とは、個別面接によって採用判断することを提案した。

どんなプロ人材を採用？
前職では、メーカーや医療機関を対象としたソリューション
営業に従事。また、パートナー会社の経営立て直しのために
経営企画本部長を兼務し、4年間業務改善に取り組み、赤字
体質から脱却させた実績がある。
プロ人材の活躍状況

入社後は営業部長として管理体制や経営状態の把握に努め
る一方、従業員との面談や対話を通して会社の課題の洗い出
しに取り組む。入社4カ月後に社長就任し、３年後の会社の
あるべき姿をまとめた「NT（西日本テクノ）ビジョン2020」
を発表。新たな経営計画は同年３月末に発表予定。

● 各種製造設備の制御盤や操作盤などの設計・
製作を手がける同社は、地元・山口県を中心と
した地域密着型の事業を展開してきた。

● 会社設立時からの方針として、社の永続的な活
性化を目的に社長の任期を最長3期12年と定
め、定期的に社長交代が行われてきた。これま
では社内人材から登用してきたが、2017年の
交代期には、“新しい風”を期待して外部からプ
ロ人材を求めることを決断した。

採用したプロフェッショナル人材
代表取締役　山口 健氏 〈プロフィール〉

1986年 大学を卒業後、メーカー系ITソリューション会社に入社。ソリュー
ション営業として生産、販売、会計、人事など基幹業務システムのIT
活用による業務改革に従事。経営難に陥ったパートナー会社の経
営企画本部長を兼務して経営立て直しにあたり、赤字脱却に成功し
た経験あり。最終役職はソリューション事業部長。

2017年 （株）西日本テクノに8月に営業部長として入社後、12月１日付で代
表取締役に就任。

年　齢：56歳　　家族構成：妻、子ども2人

前　職：メーカー系IT企業でソリューション営業PJM（プ
ロジェクトマネジメント）やパートナー会社の経
営改革に従事。

社員の成長と会社の業績向上に期待を込め
経営のプロフェッショナルを社外に求めた

株式会社西日本テクノ
本社所在地：山口県／従業員数：33名
業種：製造業
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拠点からの
助言等

プロ人材を採用したきっかけ プロ人材採用により得られた効果採用前 採用後

企業担当者の声

プロ人材の声 社長室長  矢野 琢磨氏

代表取締役社長  高畑 富士子氏

社内管理体制を改善し売上規模の拡大を目指す
経営方針の策定のため、会計士経験のあるプロ人材に期待

事例

25
徳島県

人材採用・育成、経理事務の改善など
課題を見つけ、会社をより成長させたい

者や衣裳やレストラン利用も考
えると延べ8万人にもなるでしょ
う。そんな多くのお客様に喜ん
でもらえる仕事なら、きっとやり
がいも大きいはずだと入社を決めました。
 現在の仕事と今後の課題や目標を教えてください。 
　具体的にやっていることは説明しづらいのが正直なところ
です。社長室長として社長のスケジュール管理や講演資料の
作成、また、ステークホルダー向けのディスクロージャー資料
作成などの仕事はありますが、その他は自由にさせてもらっ
ています。社長からも「自分でテーマを見つけて自由にやり
なさい」と言われていますし、そのやり方が自分にあっている
とも思います。
　目下の私のテーマは人材採用と育成です。私が思うに弊
社は、人の集積産業。そのため、新卒のリクルーティングや、
OJTなどの研修も担当させてもらっています。社員との交流
もそのためで、皆さんとのコミュニケーションを通して課題
を洗い出し、改善に取組んでいます。経営面でも課題はあり
ます。社長自ら「うちは数字に弱い」と話されていましたが、
経理資料を見ると原価計算が甘く、仕入れ価格などは改善し
なければいけないことが多々あるとわかりました。
　少子化の時代となりブライダル産業は厳しいと言われます
が、私はまだまだ伸びていくと思っています。そのためにも
「会社を強くする」ことが、私のミッションだと考えています。
２人の娘が大きくなって「ときわに入社したい」と言ってくれ
たら嬉しいですね。

 入社までの経緯を教えてください。 
　「自分のお店を持つ」ことが夢であり、大学卒業後もラー
メン店で修業していていたのですが、あるとき公認会計士と
して活躍していた大学の友人に触発され、魅力を感じて資格
に挑戦を開始。一度は不合格となりましたが翌年合格し、大
手の会計事務所に入社。会計事務所では100社ほどのベン
チャー企業などを経営管理面から支援しました。その後は、
出向契約で徳島県のベンチャー企業にCFO（最高財務責任
者）として、期間限定で勤務していました。
　埼玉県からの転勤で、出向期間満了の際に会計事務所から
は「帰ってこい」と言われたのですが、妻から「このまま徳島
に住みたい」と言われ、私も仕事を通して県内事情には多少
とも明るかったことから、徳島で仕事を探すことにしました。
ただ、納得できる就職先が見つからなければ個人事務所の設
立も考えてはいました。
 転職の動機は何ですか？ 
　まず、この会社の規模です。個人事務所でできる仕事より、
100人以上の会社の中で働くほうが仕事の幅も、自分ができ
ることの可能性も広がると感じ、魅力的に思いました。もう
一つは、会長と社長の人柄です。お会いしたとき、とても発想
力が豊かな方だと感じました。また、弊社は“攻め”の経営で、
61年もの歴史があるのに現状に甘えず、新しいことを開拓し
ていこうというマインドがあり、そこにも共感しました。
　ラーメン店で修業していたとき、一番うれしかったのはお
客様の「美味しい」のひと声でした。弊社は、ブライダルだ
けでも年間500件のお客様に幸せを提供していますし、参列

る人材」が必要不可欠であるという結論に達しました。今、会
社は新業態開発や県外展開などドラスティックに動いている
時期でもあり、良い意味で刺激を与えてくれる人材を外部に
求めようと思いました。そのようなとき、徳島県プロフェッ
ショナル人材戦略拠点のことを知り、相談したところ、やはり
私の考えと同様、経営戦略に強い人材は外から採用するのが
良いだろうとのアドバイスをもらいました。そこで、会社全
体を俯瞰し、経営戦略、事業計画をしっかりと考えられるプロ
人材を募集することにしました。
　採用した矢野は、前職でベンチャー企業の支援を手がけて
おり、かつ公認会計士の資格もあります。ただ、今まで中間管
理職を中途採用したことがなかったので、役職をどうするか
で迷いました。そこで社長室というポストを新たに作り、私の
スケジュール管理や対外的な仕事をやってもらうことにしま
した。矢野はとても優秀な人材で、本当に助かっています。最
終的には弊社の経営戦略の立案に貢献してもらいたいと思っ
ています。今後、4～5年ほどを目安に、矢野を中心とした経営
管理体制を地道に構築していければ良いと考えています。

■  社内交流を通して会社の資源や社風などを理解し
  売上30億円達成のためのシナリオを作ってもらいたい
　また、40代に入ったばかりの矢野に対して、周囲の反応が

■  ブライダルビジネスの県内市場縮小に伴い、
  社長就任を機に県外展開を積極的に推進
　弊社は1956年に貸衣装店として創業しました。現在では
ブライダルビジネスを中心にコスチューム事業、バンケット
事業、コンシェルジュ事業、レストラン事業、宿泊事業と幅広
く展開しています。2015年に社長だった夫が会長に、私は専
務から社長に就任しました。
　就任して取り組んだのが、徳島県外への展開です。香川県
にウエディング＆イベントスペースとブライダルショップ
を、沖縄県には宿泊施設をオープンさせました。県外進出に
踏み切った最大の理由は、少子化に伴う県内市場の縮小です。
結婚するカップルの減少や結婚式の形態の変化は、私自身、
肌で感じています。幸い、弊社にはまだ体力があります。今
のうちに、新しい大きな柱を作り、県外にも打って出る必要が

あると考えました。
　弊社はこれまで、新卒採用を原
則として人員を拡大してきまし
た。ブライダル企業は離職率が
高いと言われますが、弊社は高い定着率で、長く勤めてくれて
いる人ばかりです。一方、営業志向の強い会社なので、管理
や経理面に弱いという課題もあると認識しています。私自身
も、今まで“攻め”の姿勢で会社をけん引してきました。社員
を見ても、仕事にスピード感があると感じます。しかし振り
返ると、“思いつき”だけのアイデアが良い結果を残してきた
にすぎなかったのかもしれません。

■  会社全体を俯瞰し、経営戦略、事業計画を
  立案できるプロ人材を獲得
　そう考えたとき、会社の未来のためにも「経営戦略を担え

気になりましたが、彼自身の人柄でしょうか、古参社員にも
すんなりと溶け込んでくれています。驚くほどの順応力があ
り、例えばレストランの人手が足りないときには、進んで応援
に行ってくれます。高度な専門スキルを持った人がなかなか
できることではないと思います。
　矢野には「自分で仕事を見つけて欲しい」と伝えています。
その矢野が自分でミッションとしているのは、全社員を知る
ことのようです。弊社の“商品”は社員です。サービス業のク
オリティは人のクオリティ。仕事以外でも社員と食事をする
機会を持つなどして「この人のスキルをどうすれば伸ばして
いけるか」を考えてくれています。
　矢野が実際に経営戦略に関わっていくのは、会社の資源や
培われてきた社風、仕事への価値観を理解してもらってから。
その意味ではまだテスト期間だと思っています。私も何か具
体的な業務を任せるのではなく、矢野の可能性を見極めてい
るところです。彼のような“仕事ができる人”は、自分で自分
のポジションを見つけると思っています。
　とはいえ、４～５年後には、少なくとも売上規模を現在の
24億円から30億円に伸ばしたいと考えています。その一翼
を担ってくれることを、矢野に期待しています。

●	急激に変化するブライダル業界にあってビジネスを県外に展開するのであれば、マーケティング力や数値管
理などに長けたプロ人材が必要と判断。

●	管理部門で優秀なプロ人材を獲得して新たな経営戦略を策定し、将来は経営の一翼を担わせるべきとの助言
をした。

どんなプロ人材を採用？
大手会計事務所で公認会計士として数多くのベンチャー企
業を支援してきたことから、経営戦略に対する知識と経験は
豊富にある。会計事務所から県内のベンチャー企業にCFO
として出向しており、地元の情報にも明るい。
プロ人材の活躍状況

社長室長として社長の補佐をしながら、会社の経営課題の
洗い出しと改善に着手する。また、人材採用や教育などの業
務にも取り組んでいる。

「会社を強くする」ことがミッションだと受け止め、少子化時
代におけるブライダル産業のあり方を模索している。

● 県有数のブライダル企業。4～5年後には、売
上高を現在の24億円から少なくとも30億に
まで増やすことを目指している。

● 実現のために重要なのは、確かな経営戦略だ
と判断。そこで、会社の経営戦略を担える人材
を求め、ベンチャー企業支援を手がけてきた知
識と、公認会計士のスキルを持つプロ人材を
採用した。

採用したプロフェッショナル人材
社長室長　矢野 琢磨氏 〈プロフィール〉

2001年 大学卒業後、アルバイトをしながら公認会計士を目指す。
2004年 公認会計士試験に合格。大手会計事務所に勤務し、ベン

チャー企業支援などを担当。
2015年 徳島のベンチャー企業にCFO（最高財務責任者）として出向。
2017年 出向期間満了と共に会計事務所を退社。（株）ときわに入社。

年　齢：41歳　　家族構成：妻、子ども２人

前　職：大手会計事務所に公認会計士として勤務。ベン
チャー企業の支援を多く手がける。

激変するブライダルマーケットに対応し、近未来の
業績拡大のために経営戦略を担えるプロ人材を求めた

株式会社ときわ
本社所在地：徳島県／従業員数：123名（正社員100名　パート23名）
業種：サービス業
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拠点からの
助言等

プロ人材を採用したきっかけ プロ人材採用により得られた効果採用前 採用後

企業担当者の声

プロ人材の声 高松駅前店  法人営業課  ルームアドバイザー  山田 武志氏

代表取締役  冨田 稔氏

前職時代の営業経験、組織マネジメントの経験を発揮
将来の幹部候補としての活躍を期待

事例

26
香川県

故郷で地に足をつけた活動を
スピード感を持ってスペシャリストの道を歩みたい

喜んでくれているとは思います。
 入社後の業務内容と、今後の目標や
 抱負についてお聞かせください。 
　今は高松駅前の店舗で賃貸営
業の仕事をしています。スタッフは8名。個人のお客様のほ
か、ビジネス街なので法人契約のお客様が多いです。法人契
約は、個人のお客様とは違い、代行会社経由でお話が来ます。
「転勤で部屋を探しているという情報が来れば、お客様のニー
ズに合った物件を探して代行会社に候補を送り、物件を見に
来られて決められる」と、そういう流れです。当店は8割が法
人客ですが、大学の近隣であれば大学生のお客様が多いです
し、本店は法人個人が半々くらいなど、地域によって性質は異
なります。
　ここはなかなか難しいお店だと思います。法人契約の場
合、レギュレーションが厳しい場合があり、転勤の時期は時間
との戦いになります。代行会社も複数社あり、競合他社がど
ういうところを勧めてくるか、など、いろいろと駆け引きも。
難しい反面、そこが面白いところでもあります。
　自分の中では、今回が最後の転身だと思っていますので、
賃貸以外にも売買、管理など、いろいろな知識を身につけ、資
格もとって、スペシャリストの道を歩みたいですね。私も含
め、「プロ人材」はこれまでのキャリアがベースにあって採用
していただけたと思っています。ですから私も、普通に入ら
れた方の倍くらいのスピード感を持って業務を覚えたり数字
を出したりして、早く相応の地位に行く必要があると認識し、
日々活動しています。

  前職時代は、どういった仕事をされていたのでしょうか？ 
　大手の通信会社で10年働き、ここ3年ほどは東京の本社で
エリアマネージャーを務めていました。家電量販店を担当
し、自社商品の拡販を図るほか、管理職としてアルバイトを含
めた部下80名のマネジメントを担当していました。
 転職を決めた経緯についてお教えください。 
　私は香川の出身です。家族はこちらに住んでいて、東京勤
務の3年間は単身赴任でした。多忙な仕事でしたので、二人の
子どもと会えるのは半年に一回程度。仕事が辛かったとか辞
めたかったとか、そういうことはありませんでしたが、やはり
Uターンのことは考えておりました。家族一緒の充実した環
境のもとで、しっかり地元で地に足をつけてスキルアップ、ス
テップアップしたいと…。それがきっかけではありました。
 入社を決めた理由は？ 
　人材ビジネス事業者経由で当社の情報に接して、こういう
仕事もいいなと思いました。社長とお会いして、前職の社風と
は全然違うというところに惹かれた面もあります。以前の会社
は、まさに「完全実力主義」でした。数字こそがすべてという世
界ですね。今は「お客様第一主義」。もちろん営業職ですから数
字は出さなければなりませんが、お客様はもちろん、仕事仲間
を家族のように想い、地元香川を心から愛する気持ち、人を大
切にする気持ち、こういうところで働きたいと思いました。
　子どもは息子と娘ですが、父親がいつもいて、喜んでくれて
いると思います。以前の実力主義の会社に比べれば給与は下
がりました。ただ、単身赴任の二重生活でもお金はかかります
し、休みの日は家族のフォローもきちんとできるので、家内も

得のやり方ではなかなか出会うことのできなかった人材では
なかったかと思います。マネージャーにはたいへん感謝して
います。

■  経験を積んで、「人間力」をさらに磨いて
  若手をリードしていってほしい
　不動産の仕事には、いろいろな側面があります。例えば、
管理オーナーさんの相手をする仕事では、賃貸の現場を知っ
ているだけではダメで、いろいろな経験を積んで、「人間力」を
しっかりと身につけていかないと、なかなかオーナーさんの
信頼を得ることはできません。まるで「親戚」のような関係に
なる場合もあります。アパート・マンションの委託を受けて
から、何十年も、代替わりをしても取引関係が続き、長いお付
き合いの中で、相続など様々な相談を受け、アドバイスをして
いく…。そこまでの関係性は一朝一夕で構築できるものでは
ありません。
　山田は不動産業としての経験はまだ浅いので、まだまだ覚
えていかなければならないことはたくさんあると思います
が、早く上の立場に立って会社を引っ張っていって欲しいで
すね。営業職として活躍してきただけでなく、大企業の管理
職として大きな組織を束ね、スタッフの育成にもあたってき
た山田は、幹部候補としてもうってつけの人材。会社に新た
な風を吹き込み、若手を引っ張る存在になれると思っていま
す。将来の活躍を大いに期待しています。

■  家内と二人で創業した不動産会社
  いまや120名を超える組織にまで成長
　人との縁を大切にすることをモットーに、大手建築会社や
地元の商社で営業キャリアを積み、グローバルセンターをス
タートさせたのが平成元年。当時は家内と二人での創業で
した。当初は10年ほどでも7、8名の陣容でしたが、現在では
120名を超える従業員を擁するまでになりました。
　賃貸管理業をメインとし、現在は高松市内で６店舗、仲介
件数は年間で4,325件（平成28年9月～平成29年8月）、管理
戸数は約8,537戸（平成29年8月現在）をお預かりするまでに
拡大・成長。不動産業としては、県内トップクラスの規模の
企業となりました。そして、売買仲介業・賃貸仲介業に加え、
最近はリフォームなどへと事業の領域を広げ、オーナー様・
入居者様に、よりご満足いただけるよう、日々改革に取り組ん

でいるところです。
　私たちの社名ですが、地元密着
の志向でありながら、なぜ「グロー
バル」と名付けたか、ご説明いた
します。グローバルとは、ワールドワイドでバランス感覚あ
ふれる視野のことですが、私たちは地域の暮らしをそういう
幅広い視野で見つめ、“本当に価値のある何か”を提案し続け
ていく、視点と行動力、そして精神を持つことを目標としてい
るところからそう名付けました。
　中心にあるのは「人」です。私たちの仕事はサービス業な
ので、何より「人」が大切であり、何かに気付くのも、考えるの
も、実行するのも全て「人」。そのためには、社員にいかに成
長してもらうか、ということを常に考えていかなければなら
ないと思っています。

■  店舗が増え、人が増え、会社としての規模が拡大
  組織マネジメント強化を見据えた人材の獲得が明確に
　社員に成長していただく。もちろん大切なことですが、新
卒社員を一人前に育てるには、やはり相応の時間を要します。
中途採用で人材の確保も図って来ましたが、仕事はどんどん
広がっていて常に人材不足の状態で、十分とは言えませんで
した。人材を獲得することの難しさは痛感しております。
　そんな折、香川県プロフェッショナル人材戦略拠点のマ
ネージャーの訪問を受けました。マネージャーが金融機関の
支店長であった16年前からの付き合いで、私の性格や経営方
針など、よくわかってらっしゃる間柄でもありました。中小
企業診断士の資格をお持ちでもあり、その機会にいろいろと
相談をさせていただきました。会社の事業拡大のために即戦
力となる人材、将来の幹部候補となり得る人材の獲得をアド
バイスしていただき、人材ビジネス事業者に橋渡しをしてい
ただきました。そうして獲得できた人材が、現在は高松駅前
支店で活動してもらっている山田です。山田を含め、4名の
人材を獲得することもできました。
　山田はもともと香川の人間で、東京の大手通信会社で活躍
していた人間です。まさに当社の求める人材イメージに合致
していました。もともと同業者からの獲得ではなく、幅広い
人材を得るため、県外から獲得したいという思いはありまし
た。しかし、全くの異業種の方でもあり、当社の従来の人材獲

●	マネージャーが丹念に経営課題をヒアリング。
●	企業が急拡大している背景から、組織マネジメントに長けた、中間管理職の補強が必要であることを明確化
し、人材像を洗い出した。

● 平成元年創業の不動産会社であるが、ここ数
年で急成長・急拡大を遂げた。

● 不動産会社からライフスタイルカンパニーへ
と業容変化を図っている。

● 会社のさらなる発展のためには、同業者・他業
者を問わず、営業経験のある中堅職、将来の幹
部候補となり得る人材の強化が急務だった。

どんなプロ人材を採用？
大手通信会社で営業職を勤め、約80名在職する部門を束ねて
きたマネジメント経験がある、セールス・管理職のプロフェッ
ショナル。3年間の東京勤務の間は単身赴任。出身地であり、
家族も住んでいる香川県に戻り、地元で地に足をつけて、さら
なるスキルアップ、ステップアップする道を模索していた。
プロ人材の活躍状況

高松駅前の重要店舗で営業活動に携わる傍ら、スペシャリス
トを目指して、日々不動産の知識の習得、資格取得へ向けた
活動を実施。店舗で付属商品販売の担当リーダーとしても
活躍し、当該商品の売り上げ倍増に貢献。

採用したプロフェッショナル人材
高松駅前店  法人営業課  ルームアドバイザー  山田 武志氏 〈プロフィール〉

2006年 大手通信会社へ入社。香川出身で当初は地元勤務で
あったが、ここ3年は東京の本社でエリアマネージャー
を勤める。家電量販店を担当し、自社商品の拡販を図る
ほか、約80名の部下のマネジメントを担当。

2016年 （株）グローバルセンターへ入社。

年　齢：39歳　　家族構成：妻、子ども２人

前　職：大手通信会社のエリアマネージャー

不動産会社からライフスタイルカンパニーへと成長・拡大
人材の拡充を図るなか、将来の幹部となり得るプロを獲得

株式会社グローバルセンター
本社所在地：香川県／従業員数：122名（関連会社を含む）
業種：不動産業
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拠点からの
助言等

プロ人材を採用したきっかけ プロ人材採用により得られた効果採用前 採用後

企業担当者の声

プロ人材の声 事務長  滝 秀之氏

校長  荒川 操氏

少子化の時代には学校は魅力的でなければ生き残れない
厳しい状況でも積極的に取り組む人材が必要

事例

27
高知県

再就職では社会に貢献する仕事がしたかった
良い意味で“外から来た人”を意識し業務に取り組む

 入社までの経緯を教えてください。 
　大学卒業後、大手の電機メーカーに入社しました。基本的に
営業一筋です。最初の約10年間は国内営業で、後半の約20年
間は海外を対象に開拓営業を担当していました。扱っていた
のは、最初の頃はファクシミリや固定電話、ビジネスフォンと
いった通信機器。後半では携帯電話やインターネット機器関
係で、膨大な商品群の中でも特に新商品の提案営業に注力し
ていました。
　海外では、アジア大洋州管轄部門に所属し、その後、シンガ
ポールに海外駐在員として赴任。アジア広域をカバーするた
め、シンガポールから他国に出張していました。そして、東京
に戻り、日本から出張という形で欧州各国を中心に開拓営業を
行ってきました。扱う商品や有する技術をどのような形にし
たら新しいビジネスになるかを検討。各国の大手通信会社に
アポイントメントを取って現地販売会社に協力を得ながら提
案していきました。精神的にも体力的にもタフな仕事でした
が、商談が決まれば数十億というスケールのビジネス。非常
に醍醐味はありました。
 転職の動機は何ですか？ 
　55歳が役職定年、60歳が定年でしたが、退職後も活躍した
いという社員には再就職を支援してくれる制度があったの
で、その制度を利用することにしました。
　私は民間企業のビジネスの世界にいたので、リスタートに
際しては、「社会に貢献しているということをより実感できる
仕事がしたい。今までの経験を公的な活動にいかしたい」と
考えました。先輩が学校法人に転職したという話を聞いたこ
ともあり、教育に貢献する道を模索しました。学校もIT化を
推進していたり海外留学などのグローバル化を図ったりして
いるので、今までのキャリアをいかせると考えました。
　最後は福岡での勤務で、福岡に自宅がありましたので、地元

の学校の職を探しましたが、学校の
多くは誰かが辞めない限り、募集は
ありません。そのため広く全国を対
象に探していたところ、「高知県に
募集の話がある」と再就職制度の相談員から教えてもらいまし
た。校長との面接では、学校を変えて行きたいという校長の思い
に惹かれ「役に立ちたい。挑戦してみよう」と思いました。
 現在の仕事と今後の課題や目標を教えてください。 
　経営計画の作成や予算管理といった事務業務は継承しなが
らも、学校内の業務が効率的なのか、生徒募集などの対外的
なアピール活動は効果的に図られているのか、などについて、
客観的な視点から検証し改善案を提案しています。
　具体的には、職員や教員が手作業で行っていることをシス
テム化したり、アウトソーシングしたりする。作業に費やし
ていた負担を減らし、その分の時間を授業や生徒のケアに充
ててもらう。また、営業やマーケティングで培った効果的な
アピールのノウハウをいかして、学校案内や生徒募集の広告
の出し方などをアドバイスしています。
　私が考える事務長の仕事は、職員、教員の皆さんの意見に
耳を傾け、困りごとを解決することです。事務というルー
ティンワークだけをやっていても、学校を変えていくことに
はなかなかつながりません。本来の事務長としての業務の枠
を越えてしまうかもしれませんが、できるだけ多くの方と協
力しながら、良い意味で“外から来た人”として発言するよう
に努め、外部からの客観的な視点で仕事に取り組んでいます。
　私の大きなミッションの一つは、生徒を増やすこと。生徒
が増えないことには学校の経営も安定しません。当校の魅力
を高め、発信する。そして全国的に有名にする。大学や企業
から「卒業生を採りたい」と言ってもらう。今まで培ってきた
経験や知識を活用して、日々取り組んでいるところです。

■  新校舎建設や教育改革などの課題解決のため
  発信力、コミュニケーション力に長けた人材を求めた
　当校は2017年に設立115年を迎えた中高一貫教育の女子
校。時代の変遷と共に教育観も変化してきましたが、変わらな
いのは「自立した生き方ができる女性を育てる」という教育目
標です。世間からは進学校として認知されていますが、自由な
雰囲気も併せ持ち、文武両道を掲げて部活動も盛んです。
　プロ人材を採用することになった契機の１つは、事務長の
退職です。知り合いを頼って後任を探す選択肢もありました
が、私には「応募者の母集団を広げてより良い人材を探した
い」という考えがあり、一般企業の勤務経験者も対象としまし
た。というのも、当校では2018年春に完成予定の新校舎の
建築事業が進行中で、他にも教育改革、IT化やグローバル化へ
の対応、生徒の募集対策など、様々な課題があったからです。

そのため、事務にとどまらず、課
題に対して自ら活発に動ける人材
が必要だと考えました。教員とも
コミュニケーションが取れ、円滑
に業務を推進してくれる人を望んでいたのです。
　「（一社）高知県移住促進・人材確保センター」に相談したと
ころ、同センター内に設置されている高知県プロフェッショ
ナル人材戦略拠点を紹介してもらいました。

■  大企業との連携や「高知求人ネット」を活用し
  希望の人材に巡り合う
　採用にあたっては、広くUターン希望者を視野に入れて採用
活動をしたいと考えていました。学校というのは、良くも悪
くも“狭い世界”です。教員たちは限られた世界だけに関わっ
ているので、社会経験に乏しい一面もあります。「私たちの知

らない世界から来た人の考え方が役に立つ」と思いました。
　面接で会った滝は、前職で長年営業に携わっていたことも
あってか親しみやすい印象で、「コミュニケーション力に長け
ている」と感じました。海外で生活経験があることも頼もし
く、何より積極性がありました。課題の一つである生徒募集
に関しても、自分の考えを資料にまとめて用意しており、この
学校で自身ができることを説明してくれ、「一般企業と学校の
違いについてどう思いますか？」など、私があらかじめ準備し
た質問への回答も実に明解で、すべてに好感を持てたことか
ら、「この人なら」と採用することにしました。

■  課題に積極的に参加してくれる期待感
  職員、教員とも信頼関係を築く
　私学の学校経営は非常に厳しくなってきているというのが
率直な思いです。少子化が進行する日本の中でも、高知県は
全国トップクラスの人口減少県。当校は女子のみが教育対象
である上、経済的な理由から当校への進学を諦め、公立校に
通わせるご家庭も増えています。そのような状況下で入学し
てもらうためには、当校がより魅力的でなければなりません。
「歴史がある」「自立した女性の育成」だけでなく、さらにプラ

スアルファの魅力をどうやって作っていくのか、今後の教育
改革に対してどう取り組んで行くのかなど、様々な課題があ
ります。そんな状況にあって、共に前を向いて進んでくれる、
課題に対して積極的に対処してくれるという期待感が、滝に
はあります。
　また、滝は前職で通信機器やインターネット機器を扱って
きたのでITにも詳しく、海外経験もあるので、IT化やグローバ
ル化の時代において適任の人材と言えます。業務に役立つIT
システムは数多くあり、導入すれば業務の効率化が実現しま
す。教員の煩雑な事務的作業もシステム化すれば簡素化で
き、その分教員は、日々の授業だけでなく、生徒に対して手厚
いサポートができるようになります。滝のITの知識は、そん
なところにも助けになると期待しています。
　滝も自分の果たすべき役割については十分に自覚してお
り、事務職員に限らず、教員たちとの信頼関係を大切にして、
積極的にコミュニケーションをとってくれています。教員
から「パソコンの調子が悪い」と連絡があれば、すぐに飛んで
行って直してくれる。これも、営業経験からでしょうか、フッ
トワークが軽いのも滝の魅力です。

●	校長からは「Uターン人材を募集対象としたい」という意向があったが、解決すべき課題から、「大企業の2nd
キャリア人材の活用が効果的と考えられる」と助言。

どんなプロ人材を採用？
国内外を舞台に長年にわたり幅広く市場開拓型のマーケ
ティング営業活動を行ってきたことから、コミュニケーショ
ン能力は高く、海外生活の経験もあり、これからのグローバ
ル化時代に適任。主に担当したのがIT関連商品であること
から、ITの知識も豊富。
プロ人材の活躍状況

経営計画の作成や予算管理などの事務業務のほか、教職員とも円滑な
コミュニケーションを図りながら、学校事務の効率化、IT化の推進や教
育改革にも尽力。生徒募集についても、前職で培ってきたマーケティ
ングの知識を活用し、現場の状況に即した助言を行い、貢献している。

● 同校では新校舎の建築や教育改革、IT化やグ
ローバル化への対応、生徒の募集対策など、学
校を発展させる上で様々な検討すべき課題が
あった。

● 前任の事務長が定年退職することもあり、これ
らの課題解決に向けて積極的に取り組んでく
れる、ITの知識や海外経験の豊富なマネジメン
ト力のあるプロ人材を求めた。

採用したプロフェッショナル人材
事務長　滝 秀之氏 〈プロフィール〉

1984年 大学卒業後、大手電機メーカーに入社。国内を対象にマーケティング
営業に従事し、主に通信機器の提案営業に携わる。

1996年 シンガポールに海外駐在員として赴任。アジア広域を担当し、開拓型のマー
ケティング営業活動を展開し、ドキュメント機器の提案営業に携わる。

2000年　帰国。引き続き海外向けの市場開拓営業活動を担う。
2016年　早期退職制度を活用し退社
2017年　土佐女子中学高等学校に事務長として就任

年　齢：57歳　　家族構成：妻

前　職：大手電機メーカーで国内外のマーケティング営業
を担当。海外駐在員の経験もある。

生徒に魅力ある学校を創造するために、
「ビジネス」分野の知識・経験が豊富な人材を獲得

土佐女子中学高等学校
本社所在地：高知県／従業員数：100名（教員90名、事務員10名）
業種：教育・学習支援業
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　工場の自動化製造装置の部品製造で超多品種少量短納期の
生産管理を立ち上げるためにプロ人材を採用しました。
　今までは蓄積した経験から独自の手法で生産指示書の投入
管理を行っていましたが、今のやり方がベストとは思っていな
く、もっと他にいい方法があるのではないかと疑問を感じてい
ました。そこで生産管理を強化するため、ハローワ一クや求人
広告紙なども活用しましたが、思い通りの人材が集まらずプロ
人材の活用に踏み切りました。プロ人材採用後は当社の製品
や製造工程を学んでもらい前職の経験を引き出し思い切った
改革にチャレンジするためプロジェク卜チームを結成し活動を
開始。その過程で新たな発想を取り入れたり、リーダーシップ
を取りプロジェクトが計画通りに進みメキメキと頭角を現し短
期間で我々が目指す生産指示書の投入管理の形をつくること
が出来ました。生産管理のスキルに長けていたのは勿論のこ
と、	課題に対する打ち手やメンバーを巻き込んだ取組みが期待
以上に成果につながったと思います。今後についてもプロ人
材を中心にリードタイム短縮、生産性向上、デジタル化に向け
た改革を目指し一つ上のステージへ駆け上がっていきたいと
思います。	 （岩手県／プロ人材の上司より）

プロフェッショナル人材の
家族の理解、上司・同僚の声

プロフェッショナル人材は、海外での勤務経験等、多様な経験をいかして、地域の中堅・中小企業で経営課題の解決に
向けて活躍しています。しかし、プロフェッショナル人材にも、仕事だけではなくそれぞれのプライベートや家庭での
生活があり、転職先企業での新しい上司・同僚たちとの出会いがあります。では、プロフェッショナル人材の家族や新
たな上司・同僚たちは、地域の企業への転職についてどのように受け止めているのでしょうか。

COLUMN

　私自身もフルタイムで働きながら子育てをしてい
ます。	前職場では、夫から転勤になる同僚の方たち
の話や夫も転勤になり得ることを聞いていたので、夫
が本当に転勤になったら私自身の働き方・キャリア・
家計等、様々なことを見直さなくてはならないと不安
を抱えておりました。また、夫との会話から前職場で
は夫自身のキャリアがいかしきれていない職務内容
であることも感じており、夫の心身の健康に影響が出
るのではないかと心配しておりました。
　そんな折、夫から「転勤のない職場に転職を考えて
いる」と聞いて、正直、家族を優先する思いへのあり
がたさと、転職がうまくいかないのではという不安が
入り混じって、複雑な思いでした。しかし、夫と転職
エージェントの方との度重なる面談の様子を傍らで
見守る中で、転職エージェントの方が夫の意向を理解
し、それを尊重していただいている様子がうかがえ、
この転職は私たち家族にとって良い決定となると感
じるようになりました。
　現在の職場では、最低でも子どもが大きくなるまで
は転勤なしということで理解をいただいたうえで入
社させてもらったようです。また、夫が入社して間も
ないころ、	現職揚の“人”を大切にする風土を実感し
感激していたのが印象に残っておりますし、	何より
夫自身が仕事へのモチベーションを高く持っている
事が日々の様子から感じられます。生き生きと不安
なく仕事ができることは、個人の人生だけでなくその
家族にとっても大変意義深いことと実感しています。	
転職エージェントの方、現職場の方に大変感謝してお
ります。	 （山梨県／プロ人材の奥様より）

　今回の転職が決定した当初は、主人のア
パレル業界での経験を、金融機関に籍を置き
ながら、どう地域創生コンサルタントとして
いかしていくのか、正直イメージが出来ませ
んでした。しかし業務内容や募集背景等を
詳しく聞くにつれて、合点がいきました。ま
た鞄という製品をファッションアイテムと
して捉えると、20年以上に渡って携わって
きたアパレル業界に改めて向き合い、地域創
生という観点からアプローチをしていくこ
とは、愛着のあるファッション業界との係り
方として、	主人の年齢を考えるといいこと
だと思いました。これからのキャリアを地
域の活性化に貢献しながら形成していくこ
とは非常に意義のあることだ思いました。
　ただ金融業界とは全くの異業種、異文化で
育ってきた主人が、職場環境に馴染むのか不
安もあります。これから職揚や地域に馴染
むよう、自ら歩み寄る姿勢を持ち、行動して
欲しいと思います。
　「プロフェッショナル人材」という言葉は
あまり馴染みがはありませんが、これまで縁
の無い土地に行き、平日は単身で働くのです
から、お互いにとって不便もあり、生活のリ
ズムも変わりますが、これまでの経験を徹底
的にいかし、その道のプロとして地域の皆さ
んと喜びを分かち合える、働き甲斐のある仕
事であることを願っていますし、応援したい
と思います。
	 （兵庫県／プロ人材の奥様より）

【入社に対して感じたこと】
　豊富な経験と知識に基づいたアドバイスに感謝！
　公認会計士という難易度の高い有資格者ということ
で、経営の中枢に関与する方が入社されることに期待
度が高く、実際、入社直後から新規事業について専門的
なアドバイスや交渉等あらゆる場面で上司としてご指
導いただき、部下として学ぶことが多く、感謝していま
す。
【入社前後で変化したこと】
　曖昧だったことがクリアに、そして新たなチャレン
ジに！
　以前はイベントや新規プロジェクト、商品開発等、
自己流で予算組をしていたものが、入社いただいてか
らは予算が必要な事項に関して全て相談できる安心
感があります。また、財務的なこと以外にも採用プロ
ジェクト顧問として新たな視点で参加いただきまし
た。合同説明会、インターンシップ、会社説明会すべ
てにおいてフィードバックいただくことができ、プロ
ジェクト自体が活性化し、来年度、採用についてチャ
レンジしたい事項も明確になりました。
	 （徳島県／プロ人材の上司より）

　「前職を辞める」と聞いたときは、あまり驚
きませんでした。
　入社から何度も転勤をし、そのスパンも1
年～2年以内で短い期間での異動が多かっ
たので、ハードな日々だったのではと思いま
す。なので、転職には賛成でした。
　再就職は、少しゆっくり休んでからするの
かと思っていたら、娘の性格なのか決めたら
行動が早く、あっという間に決まり、それに
は驚きでした。でも地元の企業に就職でき
安心しています。
	 （北海道／プロ人材のお母様より）

　前職を離れる際に先の予定が崩れ大分苦労していたようで
すが、岩手に活躍の場を見つけられて、私もホッとしていると
いうのが正直なところです。
　前職も製造業でしたので大きな括りでは変わりませんが、
取り扱う商品が全く違うため、新たな発見が多いと話してい
ました。
　職場の仲間や業務環境にも恵まれているようで、	本人なり
に頑張れているみたいで安心しています。
　プロフェッショナル人材という立場で入社したからには、実
力を発揮し成長スピードもそれに見合ったものである必要があ
ると思います。
　妻としての支えと夫の頑張りは比例すると思いますので、	
私自身も支えのプロになれるよう夫と共に頑張ります。
　ともかく、健康で前向きに仕事に励んでほしいと思います。
	 （岩手県／プロ人材の奥様より）

　一言で申し上げますと、とても誠実で真面目な方です。何事
も正面で受け止め、冷静沈着に判断されます。大きな組織にい
らした時は、部下に指示すれば済んだことでも、今は現場に足
を運び、直接社員あるいはパートさんに接する場面が多いと思
います。その際も肩書きで仕事をせず、親切丁寧に応対されま
す。よく口にされる言葉に「欠点ばかり見ないで、長所をみな
さい」がありますが、人間性をあらわしていると思います。
	 （静岡県／プロ人材の先輩より）

　過去の経験をいかしながらさらに新しい事に挑戦す
る機会を得ることができるのは本人にとって良い事だ
と思いました。社会と繋がり貢献できることもすばら
しい事だと思います。ただデスクワークと違い身体を
使うことも増えて、腰が痛いと言い出したことは心配
しています。以前のように仕事上でのつき合いで飲む
ことは減りましたが、自宅での飲酒が増えたようにも
思っています。仕事場と自宅が近くなり、オンとオフ
の区別が以前より曖昧になっている気もします。
	 （静岡県／プロ人材の奥様より）
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　プロフェッショナル人材という事で、大きな期待ととも
に迎えられ、ご本人はプレッシャーを感じられているので
はと思います。
　職種が違うと今までのキャリアをすぐにいかせる機会が
少なく、大変ではないかと思いますが、その機会を作るこ
とが、既存の体制に変化を生じさせるのに必要な事だと感
じます。	 （高知県／プロ人材の部下より）

　経歴を先に聞いていたので、すごい人が入社してくるな
と思っていました。研究開発畑を歩んできているとの事
だったので、お堅い感じの人ではないかと思っていました
が、実際入社して一緒に仕事をしてみると、気さくで、すぐ
に打ち解け、杞憂に終わりました。特に会社の役員初め、管
理職の方々とは、上手に付き合いが出来ているようで、信頼
も厚く、すばらしいなと感じています。
　3月より品質管理のマネージャーになり、自分の意見を
きちんと言える人なので、以前と比べ会議の中で、品質管
理としての考えをしっかりと伝えてもらえるようになりま
した。また、他部署への働きかけについて、すぐに考働して
いただけるようになり、業務を進める上で、非常に助かって
います。
　また、何事に対しても、これまででは思いつかないような
新しい発想をお持ちなので、私たちに対して、今一度良く考
えさせられるきっかけ作りにはなっていると思います。こ
れまでに無かった事なので、入社してからすごく変化して
いるところではないかと思います。
　HACCPの導入については、今期新しい動きとして工場の
統廃合、生産ラインの移設などがあり、生産部での従業員の
移動とも重なり、今期は集中して進める事が出来ず、認証取
得出来ずに終わりそうです。しかし、全社挙げての目標で
すので、来期中には必ず認証を取得すべく、プロ人材を中心
に、ここに積極的に力を注いでいただき、生産部・品管一致
団結して進めていければと思っています。

（長崎県／プロ人材の部下より）

　最初に主人から滋賀県蒲生郡に転居すると聞いたときは驚きました。私は中国・上海の出身で、日本でも
地方に住んだ経験がないので生活面での不安が大きかったのです。日本での友人と離れてしまうさみし
さ、子どもの幼稚園がすぐに決まるかどうかという心配など、気掛かりなことが頭に浮かびました。ただ、
それまでの主人はとても忙しい生活をしていたので、仕事が安定し、毎日いっしょに夕食を食べることが
できるようになれば喜ばしいことだとも感じていました。
　実際に転居してみると、想像よりはるかに住みやすく、サプライズがたくさんありました。物価、住居
費の安さはもちろんですが、一番うれしかったのは子どもの入園先がすぐに決まったことです。また、以
前住んでいた場所の幼稚園はビルの一室だったのですが、ここでは子どもが広々とした園庭でのびのび
と遊ぶことができ、幼稚園に行くのが楽しみで毎朝一番に起きるほどです。こちらに来て家族で一緒に
過ごせる時間が格段に増えたのはとてもうれしいですね。家族みんなで、自然豊かな地方での暮らしを
楽しんでいます。	 （滋賀県／プロ人材の奥様より）

　息子は留学先の大学を卒業し、帰国後に東京
の不動産会社に就職しました。数年して、転職
致しましたが、私らの年代から見れば“辛抱が
足らん！”・・・と思うのですが、本人曰く、“色々
な事を体験してみたい”とのこと。成る程と納
得せざるを得ませんでした。
　そうしているうちに、東日本大震災の発生と
なりました。息子の会社の社員寮が被災者の仮
住まいとして提供されていることを聞き、大変
嬉しく思いました。そして、被災者と社員の交
流がなされていることも聞きました。
　間もなくして、息子はタイに赴任することに
なり、家族で上京して見送りに行くことになり
ました。その時に息子と交流のある被災者の
方々も埼玉より上京して下さり、お会いできま
した。思ってもみなかったことです。
　私は還暦を迎え、先々のことを心配する機会
が多くなってきました。息子に、行く行くは地
元に帰ってくるように話しますが、現実、こちら
に帰っても希望するような職もなし、どうすれ
ばいいのだろうか・・・と思案に暮れる日もあ
りました。
　そんなある日、青森に転職するかもしれない
という連絡が入りました。“嘘でしょ！”と疑
いました。縁あって、現在の会社に御世話にな
ることになりました。まさかの大転職でした。
果たして、全くの異業種、違いすぎる日々の生
活環境、日常の空気感・天候の推移の差異等、
心配は尽きません。
　しかし、時が経つにつれて、そんな心配は吹
き飛んでしまいました。今、私は安堵していま
す。青森市での生活にも慣れてきたようです。
なにより、会社の歯車として噛み合っているこ
とが一番の安心です。大都会からのＵターンと
いう、本人としては、清水の舞台から飛び降りる
ような気持ちではなかったかと感じています。
　会社では、新商品の開発に取り組んでいるよ
うですが、必ずやこれまでに培った経験とスキ
ルが役立つことでしょう。そして、会社の今後
の発展に寄与できるものと確信致しておりま
す。
　故郷を思い、故郷に根付き、故郷の為に頑張
る若者を応援したいと思っております。
　青森の若者の皆さん、精一杯頑張ろうではあ
りませんか！！

（青森県／プロ人材のお父様より）

　私は恥ずかしながら「プロフェッシュナル人材
戦略」の存在を知りませんでした。社長より資料
を貰い説明を受け入社すると聞いたときは、「前向
きに進みだした…」と安堵したことを思い出され
ます。
　弊社の社長は、土木・建築・事業所・子会社等
の業務、経理業務や人事は勿論、社内外の環境や
室内配置の果てまで、目の届かないものは全くあ
りません。しかし、高齢なので不測の事態が到来
するのでは…との心配と後継者の育成と組織の
充実が待たれる日々があったのも事実です。
　プロ人材は、業界の経験はないので業務に慣れ
てもらうため、総務部の企画担当として就業規則
の見直しや不足する諸規程類の補足や整理をし、
入社10カ月を経過する今日、戦力として徐々に実
力を発揮しております。社内の雰囲気・環境・人
脈などいち早く溶け込み、積極的に取り組む様は
本当に心強い限りです。今は、コンサルタント指
導のジュニアボード企画に取り組み、前期を終え
て後期の取り組みに向けて切磋琢磨しておりま
す。今後原価管理システム導入プロジェクト、グ
ループウェアの取り組み、後継者の副社長のアド
バイザ一相談役として、弊社にはなくてはならな
い存在になることは目に見えており、	間もなく1
年を迎え独立した部門の長としてその手腕を発
揮して貰う日が近いことを感じながら、老骨に鞭
を振るう機会が減少して行く期待と今後の展望
が見えてきた光明を感じて来ているところです。	

（福島県／プロ人材の上司より）

　我々のような中小企業にとって懸案事項の一つが人材
の確保です。特に海外に事業展開している当社にとって
は海外要員の確保はまさに喫緊の課題としてここ数年来
の大きな課題として認識していたものの中々有効な対応
策を打つことができませんでした。
　当社にとって、プロ人材を採用するのは、初めてではあ
りませんでしたが、これまでの経験を踏まえ今回の採用に
際しては、当社のことをしっかり理解していただいた上で
現地に赴任してもらうことを当初の方針としてまず考え
ました。
　今回、採用できたことの一つに、上記のような当社の考
え方と本人の考え方が一致したことが大きなポイントで
あると考えています。3年程度をかけて会社の「ひと」「も
の」「文化」をしっかり理解していただいた上で現地責任者
として赴任いただくということを本人もよく理解しても
らっていますので、特に焦ることもなくじっくりと本社業
務の習得に取り組んでもらっています。「将来は現地法人
へ赴任する」という将来ビジョンがあるので本人もそのた
めの業務ローテーションということを理解した上で、現在
の業務に真剣に取り組んでくれています。
　採用に当たってもう一つ重視したのが、「人柄」です。業
務知識や経験はもちろん重視しましたが、将来的に中国現
地法人の責任者を任せるにあたってはやはり「人柄／人
格」を重視すべきと考えました。1度や2度の面接ではな
かなかその人物の本質はわかりませんが、人を変え複数回
面接をする中で面接官が共通して感じるものが大事であ
ると考えました。今回の場合3回の面接を経て最終的に採
用に至りましたが、今では、他の社員の評判も非常によい
ので、採用者としては安堵しています。
　当社の「ひと」「もの」「文化」をしっかり理解してもらい、
1日も早く中国の現地法人に赴任してくれることを期待し
ています。	 （滋賀県／プロ人材の上司より）
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　営業企画、顧客提案についての能力が魅力であると認
識していましたので、その能力について、多様で専門的な
弊社の商材に、どのように取り組むかに関心があった。
　それには、まず弊社の企業理念を理解し、合わせて商材
を理解することが必要となります。現在その部分におい
ては、研修を通じて理解を深め知識の習得に努めている
積極的な姿勢が見られます。
　また、会社の上層部とも積極的に意見交換を行い、意向
を確認した上で、与えられたテーマについて、社内プレゼ
ンテーションにそつなく対応しました。
　営業企画、顧客提案について必要な弊社の商材の理解
を進めるためには、原理原則の理解が必要であることが
認識できたと思います。
　また弊社の企業規模と	研修を通じて理解した商材の
情報から、会社の取り組むべき対応が見えつつあるレベ
ルになってきたかと思います。
　来社当初の意見では一般的な当たり障りのない企画提
案を表現しておられましたが、研修が進んだ段階で取り
組まれた社内プレゼンテーションでは、社内情報と今ま
での知見を融合させ、	良いものであったと思います。	

（滋賀県／プロ人材の上司より）

　異業界への転職は、なかなか勇気のいることで、高揚
感と共に得られた違和感は、これまでの価値観を一度見
つめ直してみると視野は拡がっていくかもしれないし、
素直に受け入れることができるようになるかもしれませ
ん。入社当時より好奇心旺盛な印象があり、新しい知識
を丁寧に貪欲に吸収している姿を日々見ていて、わたし
も以前より前向きな気持ちになれたような気がしていま
す。
　「コミュニティをつくる発想をもつ」ということがとて
も重要で、わたしたちが売りたいのは商品そのものではな
く、商品によって生まれる価値です。デザインの力から、
これまでになかったモノ・コトを発見することや創造する
楽しさを知って、それを伝えるコミュニケーション能力を
スピード感もって、経験と知識の価値で高めてくれること
を望んでいます。
　今回の採用で、グローバル成長の基盤づくりの体制・
環境が整いつつあります。
　前職との共通点のグローバルな視点と営業スキルが
成果を上げられるよう、わたしも出来る限りフォローし
ていきたいと思っています。社員一同期待しています。
	 （青森県／プロ人材の上司より）

　私の職場では、業務上の仕組みに不明確さや
不足が見られ、担当者は主業務をこなすことで手
いっぱいの状態で人材育成もままならず困ってい
ました。
　プロ人材入社後、前職の経験や培ってきたスキ
ルをいかし、即戦力として職場の課題であった仕
組み等の改善に取り組んでいただき円滑に業務を
進められるよう現在も第一線で活躍してくれてい
ます。その際、分からないことは積極的に質問す
るという仕事に向ける姿勢にとても好感を持てま
した。
　また、自分がいつかやらなければと思っていた
ことをすぐに実行できる行動力には「さすがプ
ロ！」と思わされ、見習わなければならない部分が
たくさんあり、私にとってとてもいい刺激になっ
ています。
　さらには、人柄が良く、なれない環境であるはず
なのにコミュニケーションを進んでとっていただ
いたおかげで職場の雰囲気が明るくなり、業務も
やりやすくなったと感じています。
　今後は彼の培ってきた経験やスキルを次なるプ
ロ人材の育成へとつなげ会社の発展に共に頑張っ
ていきたいと思います。

（栃木県／プロ人材の上司より）

　流石に今回の夫の転職には驚きを隠せませんでし
た。これまで単身赴任は経験がない中、千葉県から本
州の西端の山口県下関市への赴任ですから。	
　ただ、仕事の内容を聞いたときは、夫の経験がいき
ると確信しましたし、何より目の輝きを感じた時に
は、すぐに応援する気持ちになれたのは幸いでした。	
　夫も、覚悟を決めたのですから、オーナーの方や社
員の方の声に耳を傾け、居心地のいい職場環境で健康
には十分留意しながら期待に応えて欲しいと切に願っ
ております。	 	（山口県／プロ人材の奥様より）

　まず率直に感じたことは人間が出来ているとい
うこと。
　二つ目に各部署の研修で状況に応じて臨機応変
に対応する能力があり、すぐに信頼感を得て頼ら
れる存在になっていることがすばらしいと感じ
た。
　三つ目にこちらが方向性を示すだけで、自分は
何をしなければならないか、課題や目標を設定し
それを実行、達成する能力がすばらしいと感じた。
　またプロフェッショナル人材の方が入社したか
ら専門はその方に任せばという考えでなく我々も
さらに勉強、専門知識の向上などを目指し一緒に
向上していこうという会社内の雰囲気にも変化が
ありました。	 （山梨県／プロ人材の上司より）

　自分自身も68歳という年齢に達しているので、でき
るだけ速やかに営業の後任者を探したいという状況
下にありました。特に我が社の海外ユーザー向けの製
品の拡販、海外商社・顧客との英語でのコミュニケー
ションをしないと顧客の真意が十分汲み取れないで、
工場の設備新営等の経営判断へあいまいな状況報告
になってしまいます。
　これまでの海外顧客担当の英会話能力は乏しく、通
常のコミュニケーションは翻訳機の使用で実施、顧客
訪問に際しても聞いているだけで全く会話できない状
況でした。その状況を打開するために英会話の問題な
いレベルの実力者を探していました。
　今回我が社がプロフェッショナル人材の採用に成功
して以来営業の通常業務については概ね問題なく仕事
の移管が完了しました。日常業務担当者も英会話の
できる人材を採用しことにより我が社の海外営業体制
は従来に比べより確実なものとなりました。	

（島根県／プロ人材の上司より）

　これまでも単身赴任期間が結構あり、一人暮らしに
ついての心配はあまりありません。
　今回は海外や首都圏と異なり自宅とそれほどは離
れておらず、距離的には安心感があります。仕事のこ
とはわかりませんが、体調（食事とお酒）に気をつけて
くれればと思っています。	

（滋賀県／プロ人材の奥様より）

　入社したプロ人材と一緒に地域活性化に取り組ん
でいる者です。
　プロ人材が入社されて変わったことは大きく2点あ
ります。
　一つは事業性評価に関係する目利きの部分です。
　私共の地域は鞄の生産量日本一を誇っております。
当然、鞄産業に従事されるお客様も多いです。ひとく
ちに鞄といっても、性別、世代、用途、素材、使用する
シーンなどによって様々な鞄があり、それぞれの企業
で得意なもの・不得意なものがあります。これらを
適確に分けられ、それぞれの課題にあった提案をされ
ています。
　例えば、若年層向けの若者の鞄をデザインしてい
る会社には、大学生とコラボして商品を提案していま
す。また販路開拓を課題としているお客様には、その
技術力を見極め、京阪神や関東圏の取引先とのビジネ
スマッチングを提案されています。私たちが企業の
課題解決を提案するためには、知り得た事実情報をよ
り正確な評価情報に転換する必要が有ると腹落ち致
しました。
　二つ目は、金融機関と顧客のリレーションについて
です。
　例えば、金融と鞄産業という異業種がリレーション
を図るには、共通の言語が必要となります。その共通
言語は決算書や資金繰り表など財務的なものを中心
としたものになりがちです。しかし本当は業界独特
の情報やネットワークを共通言語とすると、急速に密
接な関係を構築することができます。
　産業のブランド化を進めるために新規顧客を一緒
に訪問したとき、“金融機関が何しにきたんや”という
疑念の目を持ったまま、お客様は話をされていました
がプロ人材の方との間で専門的な共通言語でコミュ
ニケーションが取れた瞬間に、疑念が信頼へと変わ
り、話が大きく進展することがありました。
　最後に、少し業務とは離れますが、仕事着の着こな
しがとても素敵です。私は一回り年下の同僚になり
ますが、人生の先輩として、いつもいろいろな教示を
いただきます。いろいろな悩みも聞いていただいた
り、時には愚痴も聞いていただいたりと、本当に頼り
になる先輩です。	 （兵庫県／プロ人材の同僚より）
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　二人の娘が同時に高校と大学に進学が決まりこ
れから新しい春を迎えようとする最中、突然、主
人から早期退職に応募することを告げられまし
た。その時私は何も発せずただ呆然として頷いた
と記憶しています。毎日遅くまで仕事仕事で時に
は急な海外出張。帰国時はいつもボサボサ髪で疲
れきった様子、娘達に出張先の現地人みたいとか
らかわれていたのを思い出します。そんな日々が
続き、いつも無理しないでと云う気持ちがありま
したから不思議と反対はしませんでした。また、
リーマンショックの影響で『いつか社員へのしわ
寄せが来るよ！』と言われていたので心の準備は
出来ていたのかもしれません。
　自ら早期退職に応募しなければ退職することは
なかった様ですが、長年培ったものを指導者の立
場としていつかは活躍したいと口癖の様に言って
いましたので、ここは主人の人生のターニングポ
イントだと思い、気持ち良く次の道へと送り出し
てあげることにしました。
　それから色々と大変な時期を経て、ある夏の日
に採用通知が届き二人で喜んだことを憶えていま
す。前職時は仕事を家に持ち込むのを嫌っていた
主人ですが、今はパソコンに向かって『仕事だから
…』と何かコツコツやっている姿が時として見ら
れ、以前より生き生きしている様に感じています。
仕事の事は自分から話さないのできっと『やりが
い』を感じているものと思います。
　今は、上の娘も無事就職し、下は医療の道へと大
学へ進学、私も家計の為にと正社員となり家族全
員で助け合っています。

（栃木県／プロ人材の奥様より）

　これまでの経験を、当社に合った形で落とし込ん
でもらえることに、みんな期待しています。	
　これまでの習慣を変えることに抵抗もあると思
いますが、新たな風が吹いたのですから、私たちも
その風に乗っていろいろなことに取り組んでみた
いと話しているところです。力をあわせていけば
実現すると思いますのでよろしくお願いします。
	 （山口県／プロ人材の部下より）

【入社に対して感じたこと】
　出向という形で徳島へ来ていたため、何かが
あっても出向元（東京都や大阪府）に戻れるとい
う安心感がありました。今回は、転職及び完全に
徳島へ移住という形での入社になるため、多少の
不安はありました。ただし、本人がやりたい事（関
わった多くの人を幸せにできる事）をやって欲し
いということを優先し、激励しているところです。
【入社前後で変化したこと】
　生活スタイルに変化がありました。入社前は土
日祝日がお休みでしたが、ブライダル関連の会社
のため、平日が休みとなり、子どもの休みと合わ
ないため、余暇の過ごし方など少し戸惑っていま
す。一方で、自宅と会社がとても近いため、通勤
にかかる時間が少なく、帰宅時間が早くなり、出
勤日の夜における家族との触れ合いが増えまし
た。また、中抜け制度があるため、急な用事など
に対応できる点がとても安心できるところです。
	 （徳島県／プロ人材の奥様より）

　入社され早々に、現場の業務現状分析に着手
され、現場に密着した膨大な詳細業務フロー資料
を作成されていました。また、その過程において
は、現場社員からのシステム関連の細かい要請に
も応えることでコミュニケーションを深め、現場
と開発部門との信頼感の醸成にも注力されてい
た様子を拝見し、外部コンサルタントではけっし
て真似できない取り組み姿勢が印象的でした。ま
た、情報システムの推進においては、導入する会
社側と開発ベンダー側との親密なコミュニケー
ションと信頼関係ができているかどうかが重要な
鍵と思われますが、現在、弊社役員とシステムベ
ンダーとの通訳的な役割を果たしながら、何のた
めの次世代システムなのかを常に意識し、“やりや
すい方向”ではなく“やるべき方向性”を常に導い
ていただいていると感じています。また同僚とし
ても、次世代システム会とは直接関係ない様々な
IT分野全般についての相談にも快く応えていただ
いており、大変頼りにしています。　

（長野県／プロ人材の同僚より）

Ⅲプロフェッショナル人材
戦略拠点について

現在、全国でプロフェッショナル人材戦略拠点が立ち上がっ
ており、地域企業の想いの実現を支援しています。次頁から
は、各拠点のマネージャーのプロフィールと地域企業の経営
者の皆様に向けたメッセージをご紹介いたします。
まずはあなたの地域のプロフェッショナル人材戦略拠点に
ご相談ください！
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北海道プロフェッショナル人材センター
では、潜在的成長力の高い道内企業の成長
戦略を実現するため、プロ人材の活用を促
し、採用をサポートしています。

広い北海道ですが、地方企業へも訪問し、
対話を通じて「攻めの経営」を後押しします。 
「攻めの経営」に意欲ある経営者の皆様、

当拠点までお気軽にご相談下さい。

北海道は日本の最北に位置し、広大な土地、冷涼な気候、資源の豊富さといった特性がありま
す。北海道ならではの特性をいかした産業分野（食や観光）のポテンシャルは高く、潜在的な地
域資源が豊富にあると考えられます。さらに「ものづくり」「バイオ」「IT」等の産業間連携を強化
することで、より「高付加価値」を生み出し「稼ぐ力」を引き出すことが課題となっています。

北海道プロフェッショナル人材センターは、このような地域特性や産業特性も踏まえ、拠点活
動に取り組んでいます。しかし、北海道は広く、さらに道内の地域ごとに特性が異なるため、各
関係機関との連携が拠点活動において不可欠となっています。具体的には行政機関、地域金融
機関、業界団体、地域の経済団体等と連携しながら、拠点活動の情報発信、さらに地域の成長力の
高い企業の発掘等につなげています。

北海道プロフェッショナル人材センターについて

北 海 道
略 歴

1956年生まれ
1979年 立命館大学経済学部を卒業後、
 北海道銀行に入行
 本部、本店、月寒支店、南一条支店等、
 主に営業畑を中心にキャリアを積む
2009年7月 コクヨ北海道販売㈱に出向
 同年12月同社代表取締役に就任、
 同時に銀行を退職
2013年12月 同社の親会社である日藤㈱
 取締役就任
2015年11月 日藤㈱退職

専門領域・強み：道内の主要企業に関する知識
営業面での押しの強さ

趣味・特技など： ゴルフ
音楽鑑賞

好 き な 言 葉： 有言実行
誠心誠意

堀　敦志
ほり　あつし

私たちが応援します！

拠点を活用していただいている企業経営者や人事担当者からは、「近年技術者の充足が出
来ない状況において、将来の事業成長を見据えた
技術体制強化を図ることができた」「生産性向上が
長年の課題であったが、自社内だけでは限界を感じ
ていたことから、プロフェッショナル人材の採用に
よって、スピード感を持って体質強化に取り組むこ
とができた」といった評価をいただいています。

プロフェッショナル人材を活用した経営革新や
生産性向上等についてご興味のある企業経営者の
皆様、お気軽にご相談ください。

青森県プロフェッショナル人材戦略拠点は、平成27年11月に、一般社団法人青森県工業会内
に開設され、以降、県内商工団体、金融機関、行政機関のほか登録人材紹介事業者の協力のもと、
県内企業の人材戦略や人材ニーズへの相談対応を行い、食品製造業、電子機器製造業、情報通信
業、宿泊・サービス業、小売業等の業種において着実に成約実績を上げてきました。

これまで、青森県人財還流政策連絡会と連携し、各種移住関連イベントへ出展するなど、首都
圏等で活躍するプロフェッショナル人材の方々の青森県への還流促進のための取組を行ったほ
か、平成29年度には、企業経営者の雇用環境に対する意識向上を目的とした「働き方改革戦略セ
ミナー」を開催しました。

また、ホームページ「スタンバイ 躍動！青森の求人」を開設し、県内企業のプロフェッショナ
ル人材情報のほか、青森で働くことの魅力などを随時発信しています。

青森県プロフェッショナル人材戦略拠点について

青 森 県
略 歴

１９５７年生まれ
１９７６年 ㈱みちのく銀行入行
２００５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

専門領域・強み：融資渉外業務に取り組んだ銀行員の経験

趣味・特技など： ウォーキング、ゴルフ

好 き な 言 葉： 誠心誠意

久米田　勝
くめた　まさる
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岩手県の人口減少は全国最先端。2040年には現在の7割まで減少する見込みです。各企業様に
おいては、全社員が危機感をもち、求人にあたる姿勢が重要です。

中小企業の求人には三大シバリがあります。1. 地元シバリ、2. 
年齢シバリ、3. 給与シバリです。1と2は間口を思い切って広げる
のが成功の秘訣。3も工夫次第です。いろいろとご相談ください。 

また、求人成功のコツは1. 求職者の心情に沿った対策⇒採用&
定着促進。2. 拠点活用をはじめ多様な求人方法を駆使。3, 先ず
は面談実施の3点です。少々ターゲットから外れていても、なぜ
か「ピッタリ、ラッキー！もう一人！」という企業様が続出中。「課
題解決型求人」がコツです。

七色に輝く県内企業。その紹介方法に工夫を凝らしています。マネージャーは数十年の企業
支援経験（技術、経営、投資）がありますが、この事業で初めて知った「アッと驚く企業」も数多く
あります。「世界シェア52%のNo.1企業」、「創業××年、15年で国内6拠点の急成長企業」、「3人
で年商3億円」、「〇〇市の水産リーディング企業」等、全ての企業様にキャッチフレーズを付け、
記憶に残るよう紹介しています。 

拠点メンバー機関との連携も特徴の一つです。マネージャー達の出身母体である岩手県や（公
財）いわて産業振興センターから協力をいただき、人材紹介会社とも情報収集や意見交換を行
い、Win-Winの関係に努めています。 

北東北3県連携協議会（人材紹介会社への求人企業説明会）という連携形態もあります。青森・
秋田両拠点と合同で平成28年5月から盛岡と仙台、東京で月例の説明会を開催しており、人材紹
介会社にも各企業様にも好評です。説明会では4社に1社は、社長自らが熱くプレゼンテーショ
ンを行っています。

岩手県プロフェッショナル人材戦略拠点について

略 歴

1951年岩手県生まれ
・東北大学農学部修士修了後、農業試験場、醸造食品試験場、工業技術センターで研究職、企画

部長、プロジェクト研究監、副理事長
・県庁で補助金業務等。いわて産業振興センターで起業支援・ベンチャー支援の課長
・岩手県初で、県職員に在職しながら博士課程に進学し博士号取得（農学：酒造米研究）
・所属の岩手県工業技術センターが全国初の独立行政法人化。一人あたりの研究補助金獲得額
（共同研究）が全国一位に

・現在：放射線測定・研究の㈱サイエンススタッフ顧問、㈱北日本銀行営業統括部顧問。農林水
産省産学官連携、東経連ビジネスセンター、県建設業協会、いわて産業振興センター、盛岡商工
会議所などのアドバイザーとコーディネータ。他に岩手・木質バイオマス研究会委員、経産省補
助事業審査業務など。

専門領域・強み：技術系（農業、食品、工業）
統計解析
放射線

趣味・特技など： 趣味：岩手県郵便物、同絵葉書の収集
特技：統計解析。科学、社会問題、医療等なんでも解析します

好 き な 言 葉： 人生無駄なし

齊藤　博之
さいとう　ひろゆき

岩 手 県

月例の北東北 3 県
連携協議会マネージャー、

時に社長が解説と PR

地域企業の皆様の社外人事部とし
て信頼される事業活動を心掛け、宮城
県雇用対策課、人材紹介事業者との連
携を強化し、期待に応えるサポートに
取り組んでおります。

更に、平成29年度は産業支援機関、
地域金融機関との連携をますます活
発化させてオール宮城で取り組んで
まいりますので宜しくお願い申し上
げます。

社長面談にこだわる事が本事業の核心部分となっています。忙しい社長にアポイントの了解
を取ることは難易度が高く、日時決定の瞬間に大きな達成感を伴うのは宮城県だけではないで
しょう。社長との面談時間は1時間以上と決めています。経営者の皆さんが持っている話題は多
岐にわたり、実体験に裏打ちされているので聞き入ってしまいます。面談では人材に関する話が
ポイントですが、面談時間が長くなれば自然と人材の話に行き着くことも分かってきました。

ヒト・モノ・カネは経営の三要素です。この中でアウトプットに大きく影響を与えるのはヒ
トです。ヒトがどの企業にとっても常に重要課題に入りますが、特に中小企業にとっては大企
業以上、人材が企業経営に影響します。企業経営ではいろいろなリスクがありますが、ヒトは想
定外のリスクにもなり得ます。

プロ人材戦略拠点は中小企業の経営者の皆様のご期待に少しでも応える取組を心掛けており
ますので、宜しくご活用の程お願い申し上げます。

宮城県プロフェッショナル人材戦略拠点について

略 歴

1947 年生まれ
1965 年 白石工業高校を卒業後、ソニー㈱入社
 記録メディア部門で開発、製造技術、製造、品質保証部門を経験する
1989 年 MFD 事業部次長
1991 年 MFD 生産技術部統括部長
1995 年 ソニーエレクトロニクス・オブ・アメリカ SVP
 （兼）ソニー SNL プレジデント（赴任）
1999 年 ソニー㈱記録メディア事業部
 オーディオ・ビデオ・メディア部統括部長（帰任）
2000 年 同、蒸着メディア部統括部長
2002 年 同、応用磁気製品事業部長
2005 年 同、マイクロデバイス＆ストレージ事業部長
2007 年 ソニー㈱退職後、エルナー㈱コンデンサー事業本部長
2008 年 エルナー㈱役員定年で退職
2011 年 グリムエナジー㈱特別顧問等

専門領域・強み：品質保証　人材教育、育成　事業所運営

趣味・特技など： ゴルフ

好 き な 言 葉： 物事は細部で決まる

宮 城 県

加藤  新一郎
かとう　しんいちろう
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経営者及び経営幹部の方々と経営課題を考え、
その課題解決に寄与するプロフェッショナル人材
の獲得をサポート致します。

ホームページ、ハローワーク等で募集しても応
募がなかった人材でも出会えた、採用出来たとい
う報告を多数頂いています。

どうぞお気軽に声を掛けてください。

当拠点は県内の中小企業等の経営基盤の強化及び創業支援に関する事業を担当している「公
益財団法人あきた企業活性化センター」内に設置されています。

マネージャーは秋田県移住10年目を迎えた民間企業出身者。サブマネージャー2名は県の中小企
業支援機関で経営支援業務歴約40年+αのベテラン。アシスタントは行政の事務経験が豊富。3者
3様ですが互いにリスペクトしつつ、秋田県企業の伴走者NO.1を目指し県内を飛び回っています。

少子高齢化、人口減少、消滅可能性都市80%を超えるなど社会動向は大変厳しい地域ですが、
新事業に進出、ビジネスプロセスの抜本的改革、新技術/新製品開発など「攻めの経営」に取り組
む企業が多数あります。

当拠点はそれらの企業の成長戦略をサポートするプロフェッショナル人材の採用に、民間人
材紹介事業者と連携して積極的にコミットしてまいります。

企業の経営改善・成長戦略をサポートするプロ人材の採用を決めるのは経営者自身です。ま
ずはお気軽にご相談ください。

秋田県プロフェッショナル人材戦略拠点について

吉崎　和夫
よしざき　かずお

略 歴

1952年生まれ
1971年 ㈱日立製作所　半導体事業部
 半導体メモリIC設計業務に約30年従事
2004年 ㈱ルネサステクノロジー メモリ事業部
 副事業部長戦略製品PJリーダ等経験
2009年 ㈱アキタ電子システムズ　取締役社長
 中小企業経営及び地元工業会活動を経験
2013年 秋田精工㈱顧問
 行政・大学等と連携し企業活性化をサポート

専門領域・強み：大企業での戦略製品開発PJリーダ、中小企業経営者、本県の中堅
企業の顧問等の経験とよそ者の視点で県内企業の経営全般の課題
に対応

趣味・特技など： 読書
海釣り

好 き な 言 葉： 人間万事塞翁が馬

秋 田 県

経営目標達成、経営課題解決のためには人材
面でも現状の棚卸をし、「働き方改革」の取り組
みや人事戦略の構築がポイントとなります。

人件費は会計上の経費ですが、「人材は投資」
と考えることが重要です。優秀な人材（人財）を
抱えるほど含み益、すなわち簿外資産が増え企
業価値がアップすることとなります。また、外
部の血を入れることで新たな気づきがあり、会
社の改革が可能となります。

プロ人材採用は自社の魅力の発信と社長の本気度合・熱意が一番大切です。

当拠点では、マネージャー・サブマネージャーとも金融機関出身であり、金融機関との連携は
大変スムーズです。支店長会議・研修、銀行主催セミナーでの事業概要説明も実施しています。
また、認知度を高めるため、マスコミとの連携・協力依頼にも注力し、地元紙への掲載、TV・コ
ミュニティラジオへの出演を行っています。県・企業振興公社との連携により、企業振興公社の
賛助会員、調査機関の売上高に基づくアンケートを実施し、レスポンス先への訪問も継続中です。

マッチングを通して見えてきた課題は、都市圏との年収格差、雪などの生活環境格差、また有
料人材紹介会社利用が少ないため抵抗があることから、UIJターン、特にＵターンに注力してい
ます。
『ものづくり山形』らしく業種別成約は製造業が7割弱、年齢別では30～50代で8割を占めて

います。また、県外からのマッチングが5割超で首都圏からの成約割合が大きいことも特徴の一
つです。

山形県プロフェッショナル人材戦略拠点について

吉田　勉
よしだ　つとむ

略 歴

1950年生まれ
1974年 中央大学法学部卒業後、㈱山形銀行に入行
2003年 ㈱ヤマコー
 （不動産賃貸業、子会社にバス会社等）に出向（常務取締役）
2006年 ㈱山形銀行取締役融資部長
2008年 同、常務取締役
2011年 山銀リース㈱取締役社長
2014年 両羽協和㈱取締役社長
2016年 同上　退任

専門領域・強み：銀行時代は融資畑で企業再生・事業再生
銀行、リース、保険代理店・不動産事業を通して得たネットワーク

趣味・特技など： 楽器演奏（ギター）
作曲

好 き な 言 葉： 一隅を照らす
立場の交換

山 形 県

人材紹介会社と打合わせ中
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福島の震災からの復興、地方創生を進めるため
には、地域経済が元気でなければならず、そのた
めには県内企業の活性化が不可欠です。

県をはじめ、各支援機関とも連携し、オーナー
経営者等と直接お話をすることで、必要な人材の
ニーズを明確にし、その採用をサポートしていき
たいと思います。

福島県の経営者の皆さまが、一人でも多くの県
内外のプロ人材採用による攻めの経営で、「新生
ふくしま」づくりにチャレンジしていただけるよう、全力を尽くしたいと思います。

福島県は、東北地方の一番南、東京から約200km圏内にあり、高速道路、空港、港湾も整備さ
れ、発展の潜在的可能性は高いものがあります。同県には、コンピューター理工分野に特化した
会津大学、日本大学工学部、福島大学や、福島工業高等専門学校があり、高校の工業科学生数は東
北・北関東随一。このような特性から、現在は工業集積が進み、製造品出荷額は東北6県の3分
の1を占めています。

震災からの復興を確実に成し遂げるため、商工業・観光業の振興はもとより、再生可能エネル
ギー、医療機器、ロボット、航空宇宙関連等、新しい産業の集積を進めています。県内の潜在成長力
の高い中堅、中小企業を中心に、商品開発、販路開拓等新たなチャレンジを積極的に促し、その実現
に必要なプロ人材の採用を支援することで、地域経済全体の成長力を高められると考えています。 

人材ビジネス事業者との連携のみならず、地域金融機関や各支援機関等と緊密に連携を取り、
経営者の方々が「攻めの経営」に挑戦していただけるよう、積極的に企業を訪問し、成長戦略の実
現に向け全力で取り組んでおります。

福島県プロフェッショナル人材戦略拠点について

略 歴

1951年生まれ
1975年 東北大学経済学部卒業後、北海道東北開発公庫に入庫
1980年 旧経済企画庁総合計画局地域経済班　出向（2年間）
1995年 北海道東北開発公庫　営業部営業第一課長
1998年 北海道東北開発公庫　総括参事役（業務企画担当）
1999年 ㈱日本政策投資銀行　環境・エネルギー部次長
2001年 一般財団法人北海道東北地域経済総合研究所（ほくとう総研）
 理事事務局長兼主席研究員
2002年 同、専務理事兼主席研究員
2005年 ㈱JWAY　取締役管理本部副本部長（出向）
2006年 同、常務取締役管理本部本部長（出向）
2007年 栗林商船㈱監査役に（２０１７年退任）
現在  公益社団法人日本港湾協会 監事、一般財団法人北海道東北地域経済総合研究所 

監事、福島県企業誘致アドバイザー

専門領域・強み：多年にわたり金融機関に籍を置き、また、監査役も経験し、会計監
査・企業診断等に強み
地域経済振興に約40年関与し、学生時代、社会人を通じて得た人脈
ネットワークを有しており、福島県企業誘致アドバイザーとしての
実績もあり

趣味・特技など： ゴルフ　スポーツ観戦

好 き な 言 葉： 誠心誠意
いつでも出来る事は後にして、その時しか出来ないことに全力を尽くす

上遠野  和則
かとおの　かずのり

福 島 県

当拠点は、企業オーナーとのフェイス
トゥフェイスで、「ヒト」「モノ」「カネ」に
関する企業経営課題解決に向け、よろず
支援拠点など公的支援機関や金融機関等
と連携したワンストップサービスによ
り、企業の人材ニーズに応えてまいりま
す。是非、当事業をご活用ください。

茨城県は、陸（圏央道開通・つくばエクスプレスなどの交通網整備）・海（茨城港区など港湾整
備）・空（茨城空港）のネットワークを活用した地域活性化等、更なる発展が期待される地域です。

産業特性としては、アグリビジネス・ものづくり・ベンチャー企業など、更なる成長可能性を
秘めた企業が多く存在しています。その技術や品質を日本全国に、そして全世界に広げていく
ことが、茨城県内企業の成長と地域活性化につながります。アグリビジネスはブランド価値の
向上、ものづくりは大企業とともに培ってきた技術を更に活用した新商品企画や販路拡大、ベン
チャー企業は先進的技術製品の販路拡大と更なる技術革新を進めることで、さらに産業や企業
の成長が期待できる可能性を秘めています。

当拠点は、茨城県産業や企業の飛躍に向けて、プロ人材を活用した地方創生を実現させてまい
ります。

茨城県プロフェッショナル人材戦略拠点について

略 歴

1950年生まれ　（茨城県水戸市出身）
1972年　㈱常陽銀行入行
1996年　県庁支店長
1999年　法人事業部長
2003年　執行役員東京営業部長
2005年　常務取締役
2009年　専務取締役（代表取締役）
2011年　常陽保険サービス㈱社長
2015年　常陽保険サービス㈱会長　現職

専門領域・強み：金融機関にて、主に法人営業を担当、取引開拓、地元への企業誘致に
も携わりました

趣味・特技など： ゴルフ
ウォーキング

好 き な 言 葉： 至誠一貫
常在戦場宮永　芳行 

みやなが　よしゆき

茨 城 県

茨城県プロフェッショナル人材戦略拠点
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栃木県プロフェッショナル人材戦略拠点について

これまで多くの中小企業経営者の
方々からご相談を頂戴し、地域の持続的
発展への貢献に対する熱い思いが強い
ことに気付かされました。しかし同時
に、今後の経営に対して多くの経営者が
悩んでおられることにもまた気付かさ
れました。

こうした企業に対し、当拠点では今後と
も、スタッフ全員の知恵を寄せ集め攻めの
経営と人材採用を支援していきます。

当拠点では、｢攻めの経営｣と｢攻めに必要な人材確保｣の両面を通じ、地域創生に貢献する元気
な中小企業を支援しています。

まずは攻めに必要な見えざる強みを見える化することが重要です。企業は独自の強みを持っ
ており、それが製品やサービスに、顧客が求める付加価値を付けているのです。特に外部からは
見えにくい技術やノウハウ、人材、組織力といった｢見えざる強み｣が企業の競争力の源泉を支え
ています。その見えざる強みこそ攻めの経営の「武器」です。経営者の暗黙知の中にある見えざ
る強みを、「知的資産経営」という考え方に従って見える化します。なぜ自社の製品やサービスが
顧客に受けるのか？その源泉は何か？今まで当たり前だと思っていた自社の強みを抽出します。

その過程を経て、今度は「攻めの経営報告書」と攻めの人材像を提供します。見える化された
強みをまとめた「攻めの経営報告書」を作成・提示した上で最重要「武器」であるプロ人材像も明
確にし、その採用支援も行います。

森　和男
もり　かずお

略 歴

1980年 東北大学大学院工学研究科
 博士課程修了後、通産省工業技術院機械技術研究所（現産業技術総合研究所）に入所
 生産システムのインテリジェント化などものづくりの高度化研究に取り組む
2001年  中小企業庁委託のデジタルマイスタープロジェクトで本格的に中小企業の競争力強

化に取り組む
・ ものづくり先端技術研究センター長を務めた後、2005年より栃木県産業技術センター所長と

して、地域中小企業の育成に努める
・ 現在、ものづくり中小企業を中心として、競争力強化を目的に、つくばや都内企業を対象に知

的資産経営の導入を支援

専門領域・強み：高度情報処理技術を用いた生産システムのインテリジェント化、も
のづくり技能の分析技術、企業の知的資産分析・評価による企業の
競争力強化支援

趣味・特技など： 近所の農家から借り受けた70坪もの畑で野菜作り
ものづくりと相通じることを実感中

好 き な 言 葉： Take time by the forelock（チャンスは前髪でつかめ）

栃 木 県

製造力の強化、新技術開発や販路開拓、
海外進出、社長の後継者等をはじめとす
る経営課題に取組む企業の相談をお待ち
しています。

競合他社と切磋琢磨し、さらなる成長
を目指す中小企業の皆様方が、これから
大きくはばたけるよう支援を続けてまい
ります。

どうぞお気軽にお声がけください。

開設以来、県内中小企業を中心に、1社1社丁寧な企業訪問を重ね、併せて経済団体や地元金融
機関との連携により、会員企業・取引先企業への周知活動及び経営課題の発掘とその解決に向
けたヒアリングを実施してまいりました。結果として、県外から移住を伴うプロ人材の受け入
れや「県内プロ人材と県内企業」のマッチングによるプロ人材の技術・経験・ノウハウを県内に
繋ぎ止める活動により成果を上げてまいりました。

群馬県のものづくり産業は「昔から世界レベル！」、現在でも自動車産業を中心に「ものづく
り」が大変盛んな土地柄です。観光資源や農畜産物も豊富であることに加え、本県発の全国的な
流通・サービス業の成長は、まさに群馬クオリティの「証」です。

群馬県は都心から100㎞圏内に位置し、県内を縦横に結ぶ高速道路と上越・北陸の両新幹線
による高速交通ネットワークが充実。また災害が少なく、豊かな自然と良質な水資源に恵まれ
た環境で活躍する県内企業の「さらなる成長戦略の実現」と「地方創生」向けて、積極的に取り組
んでまいりました。

群馬県プロフェッショナル人材戦略拠点について

略 歴

1939年生まれ
1964年 早稲田大学大学院商学研究科修了
1964年 三共電器㈱入社（現サンデンホールディングス㈱）
1995年 同社、常務取締役
1997年 同社、専務取締役
2001年 同社、代表取締役副会長
2007年 同社、特別顧問
2010年 群馬県経営者協会　副会長
2013年 群馬県教育委員会教育委員

専門領域・強み：入社時より、原価計算・原価管理で力を発揮
現在は、社内外の各種改善活動で活躍
群馬日仏協会と群馬県の共催で群馬フランス祭を実施

趣味・特技など： ゴルフ歴は60年、年間25回以上プレー
スキーは県内で活動、年間25回が目標
楽しいゴルフ･スキーがモットー

好 き な 言 葉： 感謝

群 馬 県

天田  淸之助
あまだ　せいのすけ

　　　　　　　　戦略マネージャー　　アシスタント
　　　　　　　　　天田　淸之助　　　 天沼　陽子
サブマネージャー　　　　　サブマネージャー
　猪俣　勝弘　　　　　　　　 大桃　浩一　
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本事業を開始してわかったことは、製造業
をはじめ、建設・不動産業や運輸業、卸・小売
業、サービス業など県内の中小企業経営者の
多くの方々が人材を必要とされていること
です。これまでの活動から多くの求人案件を
いただき、成約件数も全国でトップクラスの
実績を上げることができています。「人への
投資」は経営戦略のトップに位置付けるべく
重要なテーマです。優秀な人材が必要とお考
えであれば、当拠点にご相談ください。

当拠点は、埼玉県の指定出資法人である公益財団法人埼玉県産業振興公社の中にあります。
公社がお付き合いしている会社には、潜在成長力のある魅力的な会社がたくさんあります。ス
タート時は、こうした企業を中心に訪問し、順次、公社会員以外の多くの企業にも訪問し、県内各
地域の中堅・中小企業のプロ人材採用支援活動を行っております。県内企業は、製造業が多く、
これまでの成約事例も製造業が60％と高くなっていますが、卸売・小売業、運輸業、建設業、不
動産業、サービス業、情報通信業等、多岐にわたっております。

県内中堅・中小企業の経営者の方々から「良い人材が採用できた」「どこに頼めば良いかわか
らなかったが、安心して頼むことができた」「プロ人材が入社したことで、会社が活性化した」等
の声をいただいております。こうした声を励みに、今後とも、県内中堅・中小企業のプロ人材採
用支援に努力していきたいと思います。

埼玉県プロフェッショナル人材戦略拠点について

略 歴

1948年生まれ
1971年 大学卒業後、ボッシュ㈱（旧ヂーゼル機器）に入社、人事部門に長く勤務
2004年 同社執行役員人事部門長
2009年 退職し、埼玉県労働委員会労働委員、埼玉県立学校評価委員、労働審判員等を経験

専門領域・強み：人事関係の幅広い経験、知識。会社合併、外資系会社への移行等様々
な変革に対応。労働委員、労働審判員として多くの労働問題の解決
処理経験

趣味・特技など： 囲碁
ゴルフ
ハイキング

好 き な 言 葉： 逆命利君

北風　良雄
きたかぜ　よしお

埼 玉 県

当拠点では首都圏に隣接する千
葉県の特性や強みをいかし更に成長
していくため、企業の皆様とのプロ
人材導入のご相談のほか、プロ人材
に対する情報発信に努めるとともに
地方に移住しやすい条件の整備を市
町村に働きかけていきます。これま
でプロ人材を導入したくてもなかな
か人材確保ができなかった企業の皆
様、お気軽に拠点にご相談ください。

当拠点は千葉県産業振興センター内に平成27年12月に設置されて以来この事業が企業及び
地域の活力を増大させ、地方創生を推進するプロジェクトであることを常に念頭に活動してき
ました。東京と接する県北西部や千葉市を中心とする中央部はもとより、地域の活性化がより
必要とされる県東部及び南部にも目配せしながら企業相談を展開しています。千葉県において
も中小企業の人材不足は厳しいものがあります。とりわけ即戦力となるプロ人材に対するニー
ズは高いものがありますが、プロ人材に千葉県に来ていただくためには、企業の魅力だけでなく
地域の魅力と受け入れ態勢をアピールしていくことが必要です。今後は千葉県で盛んな農水産
業や豊かな観光資源をベースとした地域商社等の立ち上げに人材面からバックアップを行うな
ど市町村との連携を強め、地方創生を推進してまいります。

千葉県プロフェッショナル人材戦略拠点について

略 歴

1958年生まれ
1981年 明治大学商学部卒業後、㈱千葉銀行入行
1995年 人事部調査役
1997年 秘書室主任調査役
2001年 白井支店長
2003年 経営企画部東京事務所長
2006年 川間支店長
2008年 秘書室長
2009年 東金支店長
2011年　 経営管理部担当部長
2012年 人材育成部担当部長
2013年 ㈱未来設計出向
2013年 ㈱総武出向
2014年 広報CSR部主任調査役
2014年　　　〃　　専門嘱託（千葉県経済同友会事務局長）
2016年　ちばぎんキャリアサービス㈱　取締役
2017年　　　〃　　取締役スタッフサービス部長　　

専門領域・強み：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

趣味・特技など： 写真　ウオーキング　囲碁

好 き な 言 葉： 誠心誠意

山口　荘一
やまぐち　そういち

千 葉 県
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日本の生産年齢人口（15～64歳）は、今後20年で
約1,340万人減少し、40歳以上の割合が６割近くに
達すると予想されています。絶対数の減少、年齢構
成の大きな変化は地域企業にかつてないインパクト
をもたらします。これまでの20年とは全く違う世
界、雇用したくても「人がいない」時代の到来です。

経営者として今、何をすべきでしょうか。5年後、
10年後、「どういう会社にするのか」といったところ
から、ご一緒に考えませんか。

成長戦略のためのプロ人材の採用は、我々にご相談ください。

神奈川県プロ人材活用センターの特徴は、地域金融機関と連携しながら、戦略マネージャー、
サブマネージャーが、企業との面談を通じて新事業の展開や販路開拓等を促し、新たな経営戦略
の実現に必要な能力を持つ人物像を明確にし、地域企業の『攻めの経営』支援を実施している点
です。

地域企業からのご相談を受け、民間人材ビジネス事業者への取り繋ぎ、人材の採用・定着化と
いった支援過程において、戦略マネージャー、サブマネージャーは、きめ細かい対応を心掛けて
います。その結果、多くの企業から支援依頼があり、プロ人材の採用に結びついています。

神奈川県はヘルスケア・ニューフロンティアを推進するため、「最先端医療産業の創出」「ヘル
スケア・ロボット産業の創出」等の取組みを行っており、またロボットと共生する社会の実現に
向けて、「様々な分野におけるロボットの普及促進」「ロボットが溶け込む社会の実現」等といっ
た取組みを行っていることから、この分野で『攻めの経営』を行っている地域企業の成長が期待
できます。

神奈川県プロ人材活用センターについて

略 歴

1952年生まれ
1975年3月　上智大学卒業
1975年4月　横浜銀行入行
2003年6月　同　取締役経営管理部長（CPO最高人事責任者）
2004年6月　同　代表取締役（CRO最高リスク責任者）
2006年4月　同　代表取締役（管理部門担当）
2007年4月　同　取締役
2007年6月　浜銀総合研究所　代表取締役社長　
2007年7月　横浜商工会議所　副会頭
2012年6月　産業貿易センター　代表取締役社長
2017年6月　朋栄　取締役会長

専門領域・強み：長年の地域金融機関での経験とシンクタンク、経済団体での活動を
通じた知見とネットワーク

趣味・特技など： 登山

好 き な 言 葉： 活かされて生きる

神奈川県

太田　嘉雄
おおた　よしお

プロが企業を変えます！
プロ人材の活用を決めるのは経営者

自身です。プロ人材を採用し潜在的な
力を呼び覚ますことで、あなたの会社と
地域の経済を、次のステージへ！

これまでの主な取組として、まずは支援機関等との連携強化が挙げられます。金融機関、商工
会議所、経営者協会などの関係機関や民間の登録人材会社と連携し、経営者のニーズを具体化し
たうえで採用をサポートしています。他にも、従来の単独開催のセミナーに加え、平成28年度
後半からは、対象者を絞り、銀行と共催のセミナー、相談会を開催したほか、複数の市役所と連携
し、市役所主催の異業種交流会や技術開発懇談会の中でプロ人材戦略拠点の広報、相談会を開催
し、事業の周知に努めています。

新潟県は、人情味あふれる人々や豊かな自然、おいしい食材、充実した交通網など高いポテン
シャルを誇っています。また産業分野では、金型や精密加工をはじめ、ものづくりには欠かせな
い高度な基盤技術が集積し、オンリーワン技術を持つ企業が多数存在しています。

新潟県プロフェッショナル人材戦略拠点について

略 歴

1956年生まれ
1980年 慶應義塾大学
 法学部法律学科卒業
1980年 ㈱第四銀行入行
2003年 東港支店長
2005年 会津支店長
2006年 人事部副部長
2009年 金融サービス部長
2010年 柏崎支店長
2012年 だいし経営コンサルティング㈱
 代表取締役
2015年 第四リース㈱執行役員

専門領域・強み： 36年余りにわたり、地域金融機関で培った知見と人的ネットワーク

趣味・特技など： 旅行
サッカー観戦

好 き な 言 葉： 人間到る処青山あり
須藤　一

すとう　はじめ

新 潟 県

新潟県プロフェッショナル人材戦略拠点の事務局
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御社の優れた技術力を活用し「攻めの経
営」（経営課題解決、成長戦略実現、新商品
開発、販路拡大等）のために必要なプロ人
材のマッチングをサポートします。

当拠点は、公益財団法人富山県新世紀産
業機構内に設置しています。同法人は富山
県や産業支援機関等と連携・協調を図りな
がら、企業の様々な課題に対する各種支援
を実施しております。本部にご相談いただ
ければ、同法人が実施する支援と併せて御社を強力にサポートします。

富山県プロフェッショナル人材戦略本部について

富山県は、日本海側屈指の工業集積を誇る「ものづくり県」です。
当拠点では、「ものづくり企業」を中心に経営課題解決や成長戦略実現のためのプロ人材ニー

ズに関する相談を受けています。28年度からは、都市部大企業と県内企業の出向等人事交流を
進めるにあたり、県内企業のニーズ調査や都市部大企業との打ち合わせを密に行い、マッチング
の支援をしています。また、希望する企業には都市部大企業との交流会を開催する予定です。

富山県には世界や日本全国でトップシェアを誇る優れた技術を持つ企業が多数あります。一
方、それらのトップランナーだけでなく、優れた技術を持ちつつもその活用方法について悩みを
抱える企業もあります。そのような企業が「攻めの経営」に転換していくことができれば、優れ
た技術に裏付けされた「ものづくり県」のさらなる発展が期待できます。本部はそのような経営
革新等に積極的に取り組もうとする企業のプロ人材の獲得を全力でバックアップします。

川合　哲
かわい　さとし

略 歴

1971年  一橋大学商学部卒業後、㈱北陸銀行入行（富山駅前支店長、浅草支店長、支店部
長を歴任）

1998年 同、取締役支店部長兼営業企画室長
1999年 同、取締役本店営業部長
2002年 同、専務取締役
2004年  同、代表取締役副頭取
2013年 堤商事㈱代表取締役会長兼社長
2016年 堤商事㈱代表取締役会長兼社長退任

専門領域・強み： 45年間にわたる地元金融機関勤務で培った、北陸、北海道、東京、大
阪、名古屋等での人的ネットワーク

趣味・特技など： ゴルフ
読書

好 き な 言 葉： 不易流行

富 山 県

グローバル化、国内市場の縮小や少子
化を背景に企業の外部・内部環境はとも
に加速的に変化し、社員一人ひとりが“一
人二役以上”のパフォーマンスを期待さ
れる一方で、個人の価値観や仕事への考
え方は多様化しています。

そうした状況の中で企業成長を実現して
くためにはプロ人材の存在が不可欠です。

是非、貴社のさらなる発展のために当
拠点が設置されている「いしかわ就職・定住総合サポートセンター」をご活用ください。

石川県の企業課題は、グローバル化が進む中、下請から脱却して自立・自走できるだけの事業
計画や戦略が十分に作成されていないことです。

今までは、既存取引先との関係を維持することが第一でしたが、不確実性の今は、リスク分散
を考慮した経営が求められます。そこで、県内中小企業の個々の状況に合わせて丁寧に人材ニー
ズを掘り起こし、県内、県外のプロ人材とのマッチングを支援させていただいております。

石川県は優れた固有技術を有する企業が多くあります。さらに、「企業革新請負人」が一人加
わり、強みの意識化（見える化）と戦略立案を行えば、企業成長もさらに加速、前進していきます。
もともと「伝統は革新の連続」を実践してきた加賀百万石の地。変われる底力は無限大です。

石川県プロフェッショナル人材戦略拠点について

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）

専門領域・強み：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

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

石 川 県

村　弘行
むら　ひろゆき
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当拠点では、県外大企業等での豊富な経
験を有するマネージャーを中心とする拠点
のスタッフが、地域企業の皆様との対話を
通じて、新事業や新販路の開拓といった「攻
めの経営」を後押しします。

また、民間人材ビジネス事業者やパート
ナーシップを結ぶ大企業・地元企業等と連
携し、「攻めの経営」に向けたプロ人材の採
用を支援します。

「幸福度日本一」に選ばれた、全国でも有数の住みやすいまち「福井県」。
福井県は、製造業の割合が高く、繊維や眼鏡、機械などの「ものづくり技術」に加え、炭素繊維

複合材料やレーザー高度利用などの先端技術の蓄積があります。
また、産学官金が一体となって企業を応援する「ふくいオープンイノベーション推進機構

（FOIP）」を設置し、革新的な研究、製品開発支援を行うとともに、事業化に向けた技術営業を推
進しています。

当拠点では、製造業を中心に、卸小売業、観光業など、県内企業の強みをいかした「攻めの経営」
を応援しています。

ふくいプロフェッショナル人材総合戦略拠点について

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

専門領域・強み：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

趣味・特技など： 読書　絵画鑑賞　釣り　ゴルフ

好 き な 言 葉： 夢夢夢！　（技術屋の前に）　まず人たれ！

保坂　武文
ほさか　たけふみ

福 井 県

“オール山梨で企業の「魅力」を創造し発信”します。
山梨はここ数年、都心から移住したい県のTOPラン

クに位置していますが、移住就職となるとさほど高く
ありません。我々山梨の企業には高度な生産技術や
進取の精神の伝統が存在しております。首都圏に隣
接し、豊かで住みやすい自然環境と産業資源や地域固
有の伝統・文化等の強みをいかして変革していくこ
とが求められています。

各企業が顧客の価値を創造し、「攻めの経営」を追求すると同時に、魅力度を向上し、地
域全体が活性化するよう我々も精進していきます。

当拠点は以下の特徴をいかし、「数多くの地域のモデル企業創り」による地方創生を目指し前進します。
1点目の特徴は「チーム山梨」のスローガンの下、地域金融機関等（月1回）、登録人材紹介会社

（3か月に1回）の当事業展開と企業発展戦略会議を開き、的確でタイムリーな求人確保に努力し
ていることです。

2点目は、求人企業経営者による、企業概要とプロ人材を切望する姿勢を20数社の登録人材会
社を前にPRする機会として、2か月に1回「企業マッチングプレゼン会」を実施。成果を上げてい
ます。また、求人企業の潜在的なニーズを発屈するため、各マネージャーが「経営課題解決」と

「人材ソリューション」のアプローチ展開を、「専門家派遣制度（数回無料）」と併用し実施してい
ます。また「UIJターン促進」の県各機関と連携し、求人企業に県等の補助金を提供しています。

3点目は、当拠点の基本姿勢として、「求人企業ファースト」の立場で事業者と経営の品質・体
質強化を志向し、採用後もプロ人材がいかされ企業発展に貢献できるよう、きめ細やかで継続的
なフォローを心掛けています。

山梨県プロフェッショナル人材戦略拠点について

略 歴

1952年山梨県生まれ
1976年　早稲田大学商学部卒業後、富士ゼロックス㈱入社
  営業・マネジャーを13年間経験後、本社にて12年間商品企画・マーケティング・販

売教育マネジャーを務める
2001年　25年間の富士ゼロックス㈱退社後、約2年間経営コンサルティングファームに勤める
2002年　 経営コンサル会社退社後、エコ・ワークス研究所（地域中小企業の顧客価値創造経

営）を起業し、現在に至る

専門領域・強み：経営戦略策定
マーケティング/営業力強化
マネジメント/組織力強化
環境ビジネス

趣味・特技など： 温泉巡り
写真撮影（富士山）
家庭菜園
ラグビー・サッカー（VF甲府）観戦

好 き な 言 葉： 3MIND（OPEN  ・TOUGH・ TENDER　MIND）
鬼手仏心

廣瀬　典仁
ひろせ　のりひと

山 梨 県
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県内企業経営者様のご理解により、これま
でに600名を超える求人案件を頂きました。
一口に言いますと全国的に技術者の人材不足
が露呈しておりまして、皆様のご期待に沿え
ない状況が生じておりますことをお詫び申し
上げます。

優秀な人材を獲得できるか否かは企業競争
力の現れですので、より強力な人材獲得意欲を
表明して頂くとともに、当拠点、並びに人材紹
介会社に対する叱咤激励をお願いいたします。

当拠点は、経営者団体等の経営者の集いにて本事業を説明するとともに、金融機関のご支援を
得ながら、県内の企業を訪問し、プロ人材の求人発掘を行っています。

本事業の周知には新聞・テレビ・ラジオ等の広報も積極的に活用しています。求職者向けに
は民間の人材紹介会社のご支援の下、合同面談会を実施。Webに長野県特集求人サイトを設け、
人材会社による指導を受けた求人のみを掲載する等の取組みを行いました。

さらに、金融機関の支援を受け、東京・大阪などの大企業を訪問。長野県内企業の求人状況を
紹介し、各社のポテンシャル人材への働きかけを依頼しました。マッチング実績では、幸いにも
6割超の方が県外からの移住となりました。 

長野県は「信濃の国は十州に　境連ぬる国にして聳ゆる山はいや高く　流るる川はいや遠
し・・」と詠われ、地域毎に産業構造や交通事情、気候が大きく異なります。そのため、ひとくく
りに”信州で働きましょう”では、求職者への訴求力は弱くなります。そのため成約実績の約5割
は、地域の事情に精通した地域人材会社からの紹介によるものです。

長野県プロフェッショナル人材戦略拠点について

三浦　義正
みうら　よしまさ

略 歴

1944年生まれ
1973年 東北大学大学院工学研究科
 博士課程を修了後、㈱富士通研究所に入社
 磁気記録技術、情報ストレージ機器技術の研究開発に従事
1999年 富士通㈱のストレージプロダクツ事業本部技師長
2003年 信州大学工学部教授
2005年 信州大学地域共同研究センター長として、教員と企業間の共同研究推進に取り組む
2009年  信州大学理事・副学長として、研究と産学官の連携、および地域連携業務を担当し、

大学の研究力強化と地域産業の振興に取り組む

専門領域・強み：研究開発マネジメント及び産学官・社会連携業務ですが、磁気記録
技術のエンジニアでもあります

趣味・特技など： 歴史などの読書ですが、ゴルフを始めたいと思っています

好 き な 言 葉：「愚直に」がモットーです

長 野 県
略 歴

１９５６年生まれ
１９７９年 岐阜県庁入庁
２００９年 税務課長
２０１１年 監査課長
２０１６年 飛騨県税事務所長
２０１７年 中小企業総合人材確保センター長

専門領域・強み： 38年間の地方公務員の経験

趣味・特技など：スキー、ウォーキング

好 き な 言 葉：有言実行

嶋崎　満
しまざき　みつる

岐 阜 県

織田信長公岐阜入城・岐阜命名からおよそ450年。岐阜は信長公が天下統一を目指すように
なった地と言われています。そして現在、岐阜県は時代の先端を行く航空宇宙産業、自動車産業
等を中心に全国に羽ばたこうとしています。

企業人材に目を向けると、県内の有効求人倍率は1.9を超えてきており、人材の確保が喫緊の
課題となっています。そこで、県では平成29年度に「岐阜県中小企業総合人材確保センター」を
設置し、企業の人材確保支援に本格的に乗り出しています。そしてプロフェッショナル人材戦
略拠点は、センター事業を支える重要な柱のひとつとして積極的に活動しています。

当拠点は、サブマネージャー2名が金融機関から出向しており、連携を取りながら事業を進め
ています。また、「企業情報シート」も岐阜県独自の様式を用い、企業の人材に対する要望を出来
る限り詳しく聞き取っています。

今後とも金融機関・商工会議所等との連携を強化し、企業の必要とする人材の成約につなげ
ていきたいと考えています。

岐阜県は大変な求人難です。待って
いるだけでは誰も来ません。

自社の強み・特徴を積極的に発信し
ましょう。

人は会社の礎です。優秀な人材の確
保が企業の行方を決めると言っても過
言ではありません。

当拠点は今までには無い手法で人材
の確保にあたっています。

どの様なことでもご相談ください。いっしょに良い人材を探しましょう。

岐阜県プロフェッショナル人材戦略拠点について
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経済・社会環境が大きく変化する中、企業に
は、変革、挑戦が求められています。この変革、
挑戦を実践するのは、経営資源の中で“ヒト”以
外にありません。経営戦略は市場開拓、新製品
開発、財務戦略、海外戦略等々無数にあり、企業
に求められているものも千差万別です。しか
し、いずれにしてもその戦略を実践するのはヒ
トであるということです。にも関わらず、人材
戦略が下位に置き去りになっていないでしょうか。企業変革をプロ人材を活用して実現
する、人材戦略にもっと光を当てる必要があるのではないでしょうか。

当拠点では、マネージャー1名、サブマネージャー3名、アシスタント1名で活動しています。
事務所は静岡商工会議所清水事務所内にありますが、浜松商工会議所の分室にもサブマネー
ジャー1名が常駐し、西部地域を中心に活動しています。

協力人材紹介会社は43社。ワンストップで求人ニーズを一斉送信し、各社保有の求職者情報
とのマッチングが可能となっています。

また、静岡県が「プロ人材確保事業費補助金」を制度化しており、県内の企業が県外からプロ人
材を採用したうえで要件が合えば補助金の対象となります。

静岡県は「3%、10位の経済圏」と称され、多くの経済指標が全国シェア3%、都道府県別順位
が10位に位置しています。産業にも恵まれ、多種類の農産物を生産する農業、自動車生産に代
表される製造業、さらには観光をはじめとしたサービス業まで多様な産業コンプレックスを形
成しています。気候も温暖で健康寿命も全国トップクラスです。「住んで良し、働いて良し」の
静岡県に多くのプロ人材を還流させるべく、拠点メンバー一丸となって頑張っております。

静岡県プロフェッショナル人材戦略拠点について

略 歴

1952年生まれ
1976年 早稲田大学商学部を卒業後、㈱静岡銀行に入行
1980年 財団法人静岡経済研究所に出向
1993年 同研究所 研究部副部長
1996年 同研究所 研究部長
2005年 同研究所 理事
2007年 同研究所 常務理事
2010年 同研究所 専務理事
2014年 同研究所
 顧問・シニアエコノミスト就任

専門領域・強み：地方シンクタンクで30年以上静岡県をフィールドに地域経済の調
査・研究を行ってきた

趣味・特技など： 写真撮影

好 き な 言 葉： 着眼大局着手小局

静 岡 県

中嶋　壽志
なかじま　ひさし

今まで企業訪問をして経営者の方々とお
話をする中で気がついた点は、1. 事業領域
が、過去の延長線上にあり、経営戦略が、時
代の変化に対応できていないこと、2. 経営
者自身に問題があり「素直に聴く」ことをし
ていないこと、3. 人間尊重経営をベースに
して、社員の潜在能力が全面的に開花する
風土をつくることが大切ということです。

一緒に真の経営課題を発見し企業体質を
強化しましょう！！

「現地・現物・現認」を基本に企業訪問を行い、経営者からヒアリングを行う中で、第3者の視
点から本質的な経営課題を発掘していきます。中小企業は現在所有している経営資源が有効的
に活用されていないケースがあることから、まず「経営資源の有効活用」を図っています。次に、
企業体質強化策として「市場創造と人材育成」の観点から、さらに具体的な課題を発掘し、その中
から会社にとって本来必要な人材像が浮かび上がるようにします。

要するに、自社の経営課題を我々が第3者の視点で発掘し、同時に経営資源を最大限活用する
方法を見出して、業績を拡大する体制づくりを考える。その上で、社内に足りない人材を明確に
し、プロ人材のニーズの発掘とマッチングをサポートします。

愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点について

略 歴

1947年生まれ
1969年  大阪工業大学工学部工業経営学科を卒業後、加藤精機㈲（現エイベック

ス㈱）に入社
 創業者の二代目として経営の修行に励む
1984年～2010年 代表取締役社長
2010年～現在 代表取締役会長
2011年～2015年 愛知中小企業家同友会　代表理事
2016年～現在 愛知中小企業家同友会　会長、 中小企業家同友会全国協議会　副会長
 中小企業の発展と地域の活性化に取り組む

専門領域・強み： 27年にわたる社長経験をいかし、経営者の目線で課題を診る

趣味・特技など： 家庭菜園

好 き な 言 葉： 人生の行路に　あまた道しるべ　　
われ迷いなく　今日も旅せん

加藤　明彦
かとう　あきひこ

愛 知 県
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人材活用・育成は経営の要です。解決す
べき課題と必要な人材について「どんな人材
をどのように活用するか」一緒に考え、導き
ましょう。

拠点では、「つなぐ」を合言葉に、「人と企
業」「企業と企業」の新たな出会いを支援しま
す。拠点が産業支援センターに設置されて
いるメリットを最大限いかし、経営者の皆様
に負けない熱い思いを持って応援します。

お気軽に何でもご相談ください！

三重県は日本のほぼ中央に位置し、石油化学、輸送用機械器具、電子部品等、主要な大企業が多
数立地、関連する技術力のある中小企業が集積しています。県も「中小企業・小規模企業振興条
例」を制定し、成長分野への展開やサービス産業の生産性向上に取組み、新産業の創出・育成な
ど雇用創出に注力しています。また自然環境に恵まれ、転入者に対する移住サポートの体制も
充実しています。

拠点の設置されている「三重県産業支援センター」は、専門知識を持ったスタッフが経営上の
あらゆる相談に対応する公的機関です。現在拠点では、チャレンジ精神のある経営者を種々の
方法で発掘し、経営課題等について整理解決のための面談を実施しています。

今後も、当センターの技術力、情報収集力、人脈を最大限活用し、県庁はじめ、関係団体、金融
機関、人材会社等とも、連携を図って、活動の充実を図ります。

事業の重要性を痛感しており、経営者の皆さんと同じ目線で丁寧な対応をしたいと思ってお
ります。

三重県プロフェッショナル人材戦略拠点について

略 歴

1949年生まれ
1972年 名古屋大学工学部電気工学科を卒業後、中部電力㈱に入社
  主に、火力発電部門で計画・建設・運営・保守・管理全般に従事（4年間、組織、人

事・要員管理部門に従事）
2001年 同社支配人三重県川越火力発電所長
2003年 同社支配人火力センター所長
2005年 同社監査役（常勤）
2009年 ㈱トーエネック 常任監査役（常勤・社外）
2015年　辞任

専門領域・強み：技術管理
品質管理
経営管理 
培った人脈・知識をいかし 情熱と誠意で取り組む

趣味・特技など： ウォーキング
スポーツ観戦
へたなゴルフ

好 き な 言 葉：「変わらなくちゃ」
「誠心誠意」

三 重 県

浅田　耕太
あさだ　こうた

雇用情勢が改善している一方で、人材不足が顕著となるな
ど、人材の確保が大きな課題となっています。今こそ、企業
にとっての最大の経営資源である「人」への投資が必要です。

当拠点のスタッフが、産業支援機関、金融機関など関係機
関と連携し、企業様の成長戦略に必要不可欠な「中核人材」
の採用を支援いたします。中核となる人材の採用で、共に

「新しい滋賀発の産業・雇用の創造」を目指しましょう。

滋賀県は、日本のほぼ中央にあり、古くから近畿、中部、北陸の３圏域の要所として発展してき
ました。江戸時代に全国で活躍した「近江商人」の発祥の地としても知られ、「三方よし」の精神
は、今も滋賀県内の企業で大切に引き継がれています。

近畿の貴重な水源となっている琵琶湖があることから、環境意識の高い企業が多く、日本の環
境ビジネスの発展に貢献してきました。また、自動車やエネルギー関連をはじめとするグロー
バルな先端モノづくり産業から地域に根差した地場産業まで多様な産業が集積しています。

当拠点では、地域金融機関や経済団体等との連携を進めるとともに、企業向けのセミナーや、
首都圏での企業ＰＲイベントを開催するなど、積極的な取組を展開しています。また、大企業と
の人材面での連携の推進や、後継者の育成・確保にも力を入れて取り組んでいます。

それぞれのスタッフが、金融機関やモノづくり企業でのビジネス経験をいかし、相談から成約
まで丁寧な対応を心がけて活動しています。

滋賀県プロフェッショナル人材戦略拠点について

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

専門領域・強み：企業審査
案件審査

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

滋 賀 県

黒川　幹生
くろかわ　みきお
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「企業は人なり」とは言い古された
言葉ですが、「人材」は企業経営者の
皆様にとって最も重要な経営資源と
考えます。しかも、組織の要となり、
成長戦略を遂行する「中核人材」の活
躍なくして、「攻めの経営」は成り立
たないとも言えます。この「中核人
材」採用に関するご相談にのるのが
私達の役割です。何なりとお気軽に
ご連絡ください。

京都府プロフェッショナル人材戦略拠点は、平成27年12月１日に公益財団法人京都産業21
京都中小企業事業継続・創生支援センター内に開設されました。この拠点をサブマネージャー
３名以下、６名体制で運営しております。

私共の特徴としては、雇用創出を推進する「京都次世代ものづくり産業雇用創出プロジェク
ト」及び就労支援を担う「京都ジョブパーク」と施策面での協力関係を築きながら、京都府内産業
支援機関や金融機関と連携する「オール京都」の体制で、「攻めの経営」を行う府内中小企業の皆
様への成長支援を行う事です。新規事業の立ち上げや生産・内部管理体制の強化等、「攻めの経
営」を引っ張っていく中核人材採用へのサポートが私達のミッションであり、京都府の企業支援
施策を活用しながら、現場感覚に重点を置いた伴走支援を特徴としております。

京都府プロフェッショナル人材戦略拠点について

略 歴

1943年生まれ
1972年 大阪教育大学大学院修士課程修了
1975年 京都セラミック㈱ （現京セラ㈱）入社
1999年 代表取締役社長就任
2005年 代表取締役会長兼CEO就任
2008年 富士通マイクロエレクトロニクス㈱（現富士通セミコンダクター㈱）非常勤取締役
2009年  同志社大学大学院総合政策科学研究科博士課程を修了し、博士号（技術経営）

を取得
2013年～  公益財団法人京都産業21・京都次世代ものづくり産業雇用創出プロジェクト・

ディレクター
2015年～ ㈱ソシオネクスト 代表取締役会長兼CEO

専門領域・強み：企業経営
技術経営

趣味・特技など： 音楽鑑賞
ゴルフ

好 き な 言 葉： 創意工夫
西口　泰夫

にしぐち　やすお

京 都 府

企業の維持・成長を図るため、積極的に
外部人材を活用しませんか！設備投資に
加えて「人材投資」に目を向けていくこと
が成長戦略の今や要となっています。

当拠点では、戦略マネージャーの下、
採用戦略アドバイザーが貴社を訪問
し、経営課題等を共有しながら適切な
人材採用戦略をご提案いたします。お
気楽にご連絡・ご相談下さい。

当拠点では、中堅・中小企業の経営課題を明確化した上で、それを解決できるプロ人材の獲得
を支援するため、

1．「登録」人材紹介会社を通じた有料職業紹介（顧問等による業務委託を含む）
2．「登録」再就職支援会社と連携した再就職支援（合同企業面接会方式など）
3．大手企業との人材交流（出向・研修制度の活用）
を3本柱として人材獲得支援サービスを展開しています。
その特徴は、大阪の基幹産業である製造業を中心に、エンジニアなどの製造現場を支える中核

人材だけでなく、経理や労務人事などのバックオフィス人材など多様な人材ニーズに応えるべ
く取組みを進めていることです。平成28年1月の拠点開設以来、金融機関などと連携し、約180
件を超える成約を実現しています。

今後は事業承継など、産業施策と一体となった取組みも進めていきます。

大阪府プロフェッショナル人材戦略拠点について

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
1998年4月 企画調整部企画室主幹
2004年4月  商工労働部新産業課長、新分野育成課長、企業誘致推進課長等
 商工労働部の主要な課長を歴任
2008年12月 水都大阪2009実行委員会　事務局次長に就任
2010年4月 商工労働部金融担当副理事
2012年4月 商工労働部雇用推進室長
2016年1月  4日 大阪府退職
2016年1月  5日 商工労働部理事（大阪府プロフェッショナル人材戦略マネージャー）に就任
2018年3月31日 商工労働部理事退職
2018年5月  1日 大阪府プロフェッショナル人材戦略マネージャーに再任

専門領域・強み：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い、
技術開発や企業誘致、制度融資の活用、人材確保のサポートなどに
取り組んできた

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

乾　俊人
いぬい　としひと

大 阪 府
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人材採用は中小企業にとって大きな課
題である一方、近年ますます難しくなって
います。中小企業が人材採用が進まないの
は、人材採用に関わる情報が少ないことが
大きな要因になっています。

当拠点は、人材採用の情報を提供し、そ
の企業にとって最適な採用サービスを提示
させていただくことで、企業の課題解決の
支援を行っています。

兵庫県は日本の縮図と呼ばれ、阪神地区を中心とした沿岸部は都市が広がっています。一方
で日本海に近い県内北部は多自然地域であり優秀な人材の採用・確保が困難な状況にあります。
当拠点では県内全体を支援対象とし、要請があれば県内各地へ訪問し、人材ニーズの掘り起こし
を行っています。

中小企業にとって有料職業紹介の手数料は優秀な人材確保を目指す中で大きなハードルに
なっています。当拠点は、この対策として「ダイレクトリクルーティング」や「ワークシェアリン
グ（顧問型）」を積極的に啓蒙・推進しています。

多様化する採用手法を中小企業にとって身近なものとし、様々な方法で求める優秀な人材を
採用できるように支援してまいります。

兵庫県プロフェッショナル人材戦略拠点について

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

専門領域・強み：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

趣味・特技など： 趣味は、読書、スポーツ
現在、兵庫県立大学でMBAの客員教授をしながら経営学の博士課程
で中小企業経営の研究中

好 き な 言 葉： 人間万事塞翁が馬

亀井　芳郎
かめい　よしろう

兵 庫 県

奈良県の人口は平成11年から17年間で92,188
人減少し、65歳以上の人口は29.5％と高齢化が急
速に進んでいます。就業者人口では1次産業：2
次：3次＝3％：22％：72％となっています。ま
た、一人当たりの県民所得は253万円で（全国36
位）、県外就職率は28.8％（全国2位）です。

人口減少は止まりません。奈良を維持するには
さらに魅力ある企業に転身することが重要です。
是非、企業が協力しあい、補完しあって、生産性を向上させるとともに経営革新で産業を強
くし、雇用を創造し、奈良の歴史や文化を核とした魅力ある街づくりに取組みましょう。

世界遺産や国宝を多く有し、連綿と続く伝統行事、木々の葉の色づき、旬の食材、時を告げる鐘
の音、五感で感じる季節や時間が奈良にはあります。

これまでの取組としては、グローバルニッチトップを目指す製造業や農業法人、奈良の伝統産
業である薬品業等を訪問し、経営者の方々に現状・今後の取り組み・解決すべき経営課題をお
聞きし、経営課題を解決できる人材の登用について支援してきました。奈良は歴史ある企業が
多く、文化や伝統を重んじながら、時代に即した新たな産業を拡大し発展・進化できればと考え
ています。

今後の取組ですが、奈良の豊富な歴史遺産と伝統文化を単なる「観光」から「観光産業資源」に
変えるべく活動します。観光産業は、地域産業の集合体であり、神社仏閣、食品製造業や6次産業
を含む飲食業や、旅館業、伝統産業品、交通インフラ、旅行業など多岐にわたります。これらの産
業が結びつき、点が線に、線が面となることにより、必ず奈良を創生できると考えています。

奈良県プロフェッショナル人材戦略拠点について

略 歴

1952年福岡県生まれ
1970年  山口県下関工業高等学校電子科を卒業後、松下電器産業㈱に入社（現パナソニック㈱）

オーディオ・電子楽器・メディアの事業を通して技術・ものづくり・新規事業に取り組む
1999年 蒸着DVD-R開発プロジェクトリーダー
 世界初蒸着方式DVD-Rの開発量産化に成功
2001年  DVD-ROMカテゴリーオーナーDVD（映画・ゲーム・ROMディスク）のソフト製造販

売事業を担当
2004年 パナソニックAVCディスクサービス㈱社長（奈良県内）メディア事業を推進
 （ハリウッドの映画会社やゲーム会社と契約しDVD/BDソフト製造販売事業を展開）
 奈良工業会理事（現奈良経済産業協会）
2011年 パナソニック㈱、
 パナソニックAVCディスクサービス㈱を定年退職
2015年 奈良県就労あっせん・起業支援センター
 就労コーディネーター

専門領域・強み：事業経営力向上　財務体質強化　中長期事業計画策定
ものづくり力強化　ISO（環境・品質・情報）　人材育成

趣味・特技など： 音楽（演奏・鑑賞）
スポーツ（ゴルフ・ジム・鑑賞）

好 き な 言 葉： 素直な心
青春は心の若さである！

奈 良 県

中﨑　宏平
なかざき　こうへい
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プロ人材は、けっして高給取りではあ
りません。魅力ある仕事、職場、社長さま
がいらっしゃれば、喜んで和歌山に来て
頂けます。いまの人手不足の中、プロ人
材を採用して、社長さまの夢を実現しま
せんか?　是非、私どものサービスをこの
機会にご活用ください。

和歌山県の魅力はなんと言っても、「パンダ」、和歌山の白浜では「パンダがごろごろ」といま
す。ある企業経営者のお話では、「和歌山は日本のカルフォルニア」と絶賛しております。さら
に、ミカン、桃、柿などフルーツ王国です。観光では「高野山」「熊野三山」「熊野古道」「あらぎ島」
など観光資源を多く抱えております。県下企業様とご一緒に「魅力ある仕事」づくりのお手伝い
をさせて頂いております。

和歌山県プロフェッショナル人材戦略拠点について

略 歴

1957年生まれ
1981年  神戸商科大学商経学部を卒業後、ノーリツ鋼機㈱に入社
  海外営業部にてアジア地域の営業を担当 

その後、フィリピン、香港、中国にて現地経営に従事
2004年 上海悦勤企業組織諮詢有限公司で人事・業績管理コンサルタントとして、勤務
2013年 ㈱ヤマトヨジャパンにて日本の商材の海外輸出に従事

専門領域・強み：企業の職務給給与制度の設計・構築、社員業績評価制度の設計・構
築、中長期計画の作成・進捗管理、海外販路開拓の支援

趣味・特技など： オートバイによるツーリング

好 き な 言 葉： 一期一会　Do my best under the given condition

和歌山県

吉田　敬
よしだ　たかし

とっとりプロフェッショナル人材戦略拠点について

実際の採用活動に変化が起こっ
ていないという経営者の方は、一
度、当拠点にご相談ください。プ
ロのコーチはスポーツの世界だけ
のものではありません。将来を担
う人材の確保を進めていく採用活
動の現場にこそコーチが必要で
す。そして、私たちは経営者の皆
様と同じ目線の高さで一緒に考え
ます。

プロ人材の方々にとって最も気になるのは、「自分の価値を受け入れてくれるモノサシがその
会社や地域にあるかどうか」ということではないでしょうか。私自身は鳥取県の出身でもなけ
れば、家族や親戚がいるわけでもありませんから、地元企業の社長さんから必要だと言ってもら
えることはとてもありがたいです。UIJターンに関しても、プロ人材の力はかなり大きいと思い
ます。

少子高齢化によって過疎化が進む今の鳥取県の課題として、「プロ人材が鳥取で働く」ことの
価値が大きくなってきています。確かに若い時に一度は東京や大阪など都市部で力試しにチャ
レンジしてみることも大事ですが、働き方の選択肢として、地域の人たちとより近い距離で対話
をしながら自分の生きる場所を創っていくことも重要になってくると思います。地域の人たち
と一緒に少子高齢化、過疎化などの大きな課題に立ち向かっていくことには大きな価値があり
ます。そういう意味でも、鳥取県は大変やりがいのある場所です。

略 歴

1996年　 ソフトバンク㈱入社、直後に米国Ziff-Davis社発行のパソコン雑誌の日本版「コン
ピュータショッパー」を新創刊する。その後、㈱電通との合弁会社で日本初のイン
ターネット広告のメディアレップである㈱サイバー・コミュニケーションズの立ち上げ
に参画。同社退職

2014年　 ㈱コンパスを設立し、【誰にも相談できない社長のコンシェルジュ】という看板を掲げ
て「経営と心の安心感」を提供している。

専門領域・強み：中小企業の販路開拓コンサルティングやマーケティング支援、経営
者向けの心のメンテナンス、心理カウンセリングなど

趣味・特技など： 文章を書くこと（地元新聞のコラム連載）
人の話をじっくり聞くこと

好 き な 言 葉： 人間万事塞翁が馬
Do Something Different

鳥 取 県

松井　太郎
まつい　たろう
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いい会社づくりに向け、「経営者の本気力」
「収益体制の確立のための企業努力」「長期視
点で雇用・人材育成・成長の種まき」「教え合
う文化・共に成長する組織風土」が必要です。

当拠点は、経営者と各社の課題解決のた
めに何が必要かを共に考え、人財の採用・
活用を中心に熱くサポートします。

またいい会社づくりに取り組む経営者
同士の横のネットワークづくりをサポート
し、共に歩む環境を作ります。

 当拠点では、以下の取組を行っております。興味をお持ちの方はお問合せください。
1. 経営者のマインドチェンジを後押しし、プロ人財の採用・活用・定着を図るために、一過性

のセミナーでなく継続的な学習機会が必要と考え、経営者・後継者・幹部社員対象の経営塾
（トップ経営塾、チェンジリーダー塾）、採用担当者対象の採用戦略塾を開催してきました。

2. 首都圏をはじめ大都市圏で働くプロ人財と県内企業との中・長期的な関係づくりのため、「し
まコトしごとカレッジ」を東京で継続開催し、県内企業でのインターンシップを行い、プロ人
財の採用、兼業・副業、2拠点居住という観点からアプローチをしています。

3. 県内企業のプロ人財採用を手助けするために、求人企業が人材会社に対し、我が社の思いや求
人内容を伝える「プレゼン会」を開催し、人材会社とのリアルな交流の場を提供しています。

4. 地域金融機関の支店等の現場との連携を強め、地元企業の人材に関する課題解決を始め、様々
な経営課題の解決を協力しながら取り組んでいます。

5. 県行政や各種支援機関と連携し、諸施策を活用して県内企業の人材課題の解決の手助けをし
ています。

島根県プロフェッショナル人材戦略拠点について

略 歴

1973年　立命館大学1部法学部卒業
1982年　業界紙記者等を経て、島根県商工会連合会経営指導員
2004年　島根県商工会連合会事務局次長
2008年　島根県産業人材育成コーディネーター

専門領域・強み：中小企業の組織イノベーションに関するコンサルティング
異種組織間の連携コンサルティング
学校・企業のキャリア教育指導

趣味・特技など： 音楽評論（ブルース、ブラックミュージック）読書（歴史物）

好 き な 言 葉： 才より徳～徳なき才は、組織を滅ぼす

島 根 県

佐藤　夏雄
さとう　なつお

「攻めの経営」を目指す県内中堅・中小企業
の方々！！

当拠点にご遠慮なくご相談ください。拠点
では都市部で働く経営豊かなプロフェッショ
ナル人材の採用を支援します。
「がんばれ中小企業！！」を理念に、「開かれ

た拠点」、「スピード拠点」、「頼られる拠点」を
目指しています。

是非とも当拠点を有効にご活用いただき、成
長の実現に向け、第一歩を踏み出してください。

拠点開設以来、問合せ企業や中国銀行等の金融機関から紹介のあった企業・岡山県産業振興
財団と関わりのある企業を中心に会社訪問を行い、経営企画部門の強化、製造力アップ、新事業
展開、海外への事業展開や首都圏への販路開拓など積極的経営を奨めています。その上で必要
なプロ人材像を明確にし、その人材にかける経営トップの思いを直接民間ビジネス事業者に伝
えるプレゼンテーション方式を導入し、マッチングの効率アップを図っています。

今まで県内中堅・中小企業を訪問する中で、特にものづくり企業ではプロ人材以外にSE・設
計者等高度な技術人材の要望が強いことから、平成28年11月に別組織である「岡山県エキス
パート人材支援センター」が設置されました。

拠点では「プロ人材」と「エキスパート人材」の二枚看板で県内中小企業の人材確保を支援して
います。

岡山県プロフェッショナル人材戦略拠点について

略 歴

1944年 岡山県生まれ
1967年 名古屋工業大学金属工学科卒業
1967年 日本冶金工業㈱入社
1969年  岡山県入庁（工業技術センター、中小企業総合指導センター工業振興課、産業企画課等）
2003年 岡山県商工部長
2004年 ㈱倉敷ファッションセンター代表取締役社長（非常勤、～2009年）
2005年 公益財団法人岡山県産業振興財団　理事長（～2009年）
2008年 ㈱トマト銀行監査役（非常勤、～2015年）
2009年 学校法人就実学園相談役（非常勤、～2012年）
2011年 国立大学法人岡山大学監事（非常勤、～2016年）
2012年 独立行政法人中小企業基盤整備機構
 中国本部チーフアドバイザー（非常勤、～2017年）

専門領域・強み：経営戦略全般、なかでも新分野進出、販路開拓、産学連携の支援

趣味・特技など： 家庭菜園
（約2反、野菜、花、果物など春夏秋冬、畑の土が最良の友です）

好 き な 言 葉： 退路を断つ　がんばれ中小企業!!

岡 山 県

青井　賢平
あおい　けんぺい
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拠点設置以来、県内をこまめに移動し数多くの企業経営者と面談しています。広島県
では層の厚い産業群が形成され、優れた商品・サービ
スや、成長のポテンシャルの高い企業など首都圏のプ
ロ人材にとっても魅力的な企業が多くあること。併
せて、企業の業種・規模に拘らず、組織の原動力は、
やはり“人”だということを改めて実感しています。

社内では養成し難い経験と知見を持つ人材を積極
的に採用し、更なる事業の成長につなげていただき、
地方創生の一翼を担っていただきたく、当拠点はその
お手伝いを精一杯行いたいと存じます。

当拠点は平成27年10月５日　広島県庁内組織として設置されました。全国で設置第一号と
なりました。

キャッチフレーズは、「プロの登用で、勝ちに行く」。メンバー構成は、自動車メーカー＆地元
金融機関出身 + 監査法人コンサルタント + 県職員のユニークな4名体制です。

当拠点の特徴として、民間人材紹介会社との「協業」による、大都市圏人材向け「転職フェア」、
「転職サイト」での広島県企業合同公募企画、帝国データバンクとの連携など、先駆的な取組が挙
げられます。また、年収600万円以上でのプロフェッショナル人材採用を積極支援（県の補助金
対象）しており、首都圏等で知見を積んだ人材の役員（後継者候補）、経営企画、海外事業統括、工
場長、人事責任者等のポジションでの採用例が蓄積中です。平成30年３月末までの実績（累計）
は、相談件数648件、成約件数121件（うち採用時年収600万円以上は68件、全成約件数の半数
以上）、県外からの転居比率７割以上となっています。

広島県プロフェッショナル人材戦略拠点について

略 歴

1951年12月30日山口県宇部市生まれ
1974年  九州大学法学部を卒業後、東洋工業㈱（現マツダ㈱）に入社
 法務部門に長く在籍
1989～1992年 米国駐在
2000年 海外販売本部長
2004年 常勤監査役
2007年 執行役員　総務・法務・病院担当
2008年 常務執行役員　人事・監査・総務・法務・病院担当
2013年 取締役専務執行役員　法人営業・人事・総務・法務統括、監査・病院担当
2015年6月 退任

専門領域・強み：ビジネス・人事労務の法律知識並びに事案を客観的・合理的に分析
すること

趣味・特技など： サッカー
野球観戦

好 き な 言 葉： Fair & Reasonable 
頭はクールに心はホットに歩歩是道場

広 島 県

黒沢　幸治
くろさわ　こうじ

カープの本拠地スタジアムにて

県内企業経営者の皆様の協力によ
りまして、これまでに約300件のプ
ロフェッショナル人材ニーズをいた
だきました。今後は、若者就職支援セ
ンター（山口しごとセンター）内に拠
点を設置することにより、センターの
様々な人材確保ツールとも連携しな
がら、県内企業の皆様のニーズを充足
していくように努力してまいります。

ご要望やお悩みの点がございましたら、当拠点までお気軽にご相談ください。

◆ ～ 人材紹介会社・地域の支援機関との密接な連携構築 ～
県内中小企業の「攻めの経営」をサポートするため、或いは、多様な経営課題の解決を図るため

の有用な人材確保に向けて、山口県プロフェッショナル人材戦略協議会のメンバーである各金
融機関や関係支援機関ならびに当拠点に登録している人材紹介会社との県内企業への同行訪問
を進めるなど、密接な連携体制の構築を進めています。
◆ ～ 「山口しごとセンター」との連携によるマッチング支援の強化 ～　

当拠点は、これまで（公財）やまぐち産業振興財団を母体として、そのネットワークを活用し
て、県内企業のプロフェッショナル人材ニーズの掘り起こしに努めてまいりました。平成30年
4月以降は、更に、このニーズをマッチングに結び付けていくために、県内就職と産業人材の確
保の中核を担う若者就職支援センター（8月以降は機能強化のため、「山口しごとセンター」に改
組）に拠点を移転し、県内企業とプロフェッショナル人材のマッチングを強力に推進してまいり
ます。

山口県プロフェッショナル人材戦略拠点について

略 歴

１９５７年山口県防府市生まれ
１９８１年 東北大学法学部  卒業
 東洋工業（株）（現 マツダ㈱）入社
 広島本社にて財務・企画関係業務に従事
１９９１年　防府工場にて総務関係業務に従事
１９９８年 マツダ㈱防府工場  総務グループマネージャー
２００６年　㈱日本マンパワー  入社
 山口県若者就職支援センターの運営業務に従事
２０１０年　山口県若者就職支援センターセンター長

専門領域・強み：・若者の県内定着と中小企業の人材確保の支援
・労務管理領域における働き方改革の推進
  （特定社会保険労務士、国家資格キャリアコンサルタント）

趣味・特技など： 旅行（温泉巡り、食べ歩き）
ドライブ

好 き な 言 葉：「前へ！」

重永　敬二
しげなが　けいじ

山 口 県
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「攻めの経営」を目指す徳島県の中堅・
中小企業の皆さん、人材不足でお困りでは
ございませんか。そんな時は、是非とも当
拠点にご相談ください。経験豊かな、本物
のプロ人材の採用をサポートさせて頂き
ます。当拠点をご活用頂き、新たな成長の
第一歩を踏み出してください。

当拠点は、この事業を通じて、「ふるさと創生」「VS 東京」を目指します。
当拠点は、プロ人材の判定基準を、マネージャー経験者、または概ね 10 年以上の経験があり

高いスキルを有する者で、年棒 500 万円以上の人材とし、主として東京を中心とした都市部か
らの、U I ターンによる還流を目指します。

当拠点は平成 27 年 12 月 1 日に設置され、事業を開始してから 2 年半近くになりますが、引
き続き県内の企業のニーズは高く、これまで事業内容を説明した約 400 社のうち、2 社に 1 社
はプロ人材の採用を望んでおり、中には 1 社で 2 人目・3 人目 を募集している先もあります。
業種別では、やはり製造業が半数近くを占めますが、卸売業・小売業・建設不動産業・サービス
業など、業種は多岐にわたっています。

すでに 40 件以上成約していますが、我々は、徳島県の中堅・中小企業が有能なプロ人材を得て、
より一層飛躍することを心から願いつつ、日々活動しています。

徳島県プロフェッショナル人材戦略拠点について

略 歴

1974年 住友信託銀行㈱入行　
  主として法人営業部門・企業調査部門・審査部門を担当し、その後審査第二部

長、本店支配人等を歴任、取引先や関係会社の企業再生・経営指導等を行う
2007年  ㈱千趣会に入社し、法務審査部長兼監査部長として、企業法務やコンプライア

ンス業務を担当
2009年 執行役員法務本部長　
2011年 常勤監査役
2015年3月 非常勤顧問
2016年3月 顧問退任

専門領域・強み：法人営業
企業法務
企業再生等

趣味・特技など： 第九を歌うこと
水彩画
自転車（休止中）

好 き な 言 葉： 日々是好日

徳 島 県

山本　誠
やまもと　まこと

拠点でのサポート体制を強化することはもちろん、各企業の努力も必要だと思います。
社員が働きやすい職場環境を整えることや、自社の技術力や強みをしっかりアピールす
ることも大切です。香川の暮らしやすさも併せ
てPRできれば、県内企業で働きたい人をもっと
増やせると考えています。

人材を梃子に中小企業が元気になれる手助け
をすること、それにより地域の企業が活性化し、
UIJターンをした人も幸せになれるよう、企業訪
問を地道に続け、中小企業の求人ニーズの掘り
起こしを引き続き行っていきたいと思います。

うどん県（香川県）は、都会の便利さと田園や海の広がる田舎のような生活がほどよくマッチ
しています。県都高松は、瀬戸の都とも呼ばれ、国の出先機関や企業の支店も多く四国の拠点都
市です。「希少糖」、「オリーブ」、「K-MIX（かがわ遠隔医療ネットワーク）」、「ものづくり」、「アー
ト」の5つを重点プロジェクトとして掲げ、地域の強みをいかした、新たな活力と付加価値を生み
出す成長産業の育成・集積に積極的に取り組んでいます。

拠点では県内の中堅・中小企業を訪問し、経営者から課題を聞き取っています。各社が必要
とする人材の情報を、民間人材紹介会社に提供し、マッチングを図り、拠点開設以降、90名以上
の成約が実現しました。

全国の成約件数と比較し、香川県の成約率は非常に高く、関東などからのUIJターンが多いの
も特徴です。多くの企業は、あと一歩踏み出すきっかけとなる人材、社長の右腕になる人材、後
継者をサポートする人材を求めています。また、設計システム「CAD」などの技能を持つ人材や
語学が堪能な人材のニーズも高く、これらのニーズに応えるよう活動しています。

香川県プロフェッショナル人材戦略拠点について

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
 香川県中小企業団体中央会　ものづくり支援アドバイザー
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

専門領域・強み：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

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

香 川 県

梅澤　秀樹
うめさわ　ひでき
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当拠点では、中小企業様が「攻めの経
営」に転換するための、プロ人材のニーズ
を明確化していく過程において、1社1社
訪問し、経営者様と同じ目線に立って人
材面でのお悩みを解決いたします。

プロ人材の活用によって、企業様の経
営革新を実現していきましょう。是非、
当拠点にご相談下さい。

本事業は「基本に忠実に、一歩一歩進んで行く」こと以外に王道は無しと考え、愚直な努力を
積み重ねていくことを心がけています。当拠点は企業先への訪問件数が多いという点において、
一応のご評価を頂いておりますが、それ以上に経営者お一人お一人と質の高いリレーションを
保ち、お話しを深く掘り下げ「真の課題」をあぶり出していくことに注力しております。そして、
ヒアリングした内容はできうる限り臨場感あふれるものに仕上げ、人材会社の皆様に良く理解
頂けるよう作成しております。

特に、本事業の大切なパートナーである人材紹介事業者様には「頼りにされる拠点」となって
いけるよう引き続き、連携強化に努めているところであります。

我々の事業を形成する基本的なところ、つまりお客様である企業先からは高い信頼を勝ち取
り、川下行程を委ねていく人材紹介事業者とは喜びを分かちあえるような関係を構築すること
によって、この事業を深化させていきたいと考えております。

愛媛県プロフェッショナル人材戦略拠点について

略 歴

1957年生まれ
1981年 ㈱伊予銀行入行
1992年 新宿支店長代理
1992年 本店営業部長代理
2001年 砥部支店長
2003年 松前支店長
2006年 大阪北支店長
2009年 西条支店長
2013年 いよぎんリース㈱専務取締役
2015年 いよぎんリース㈱退職

専門領域・強み： 伊予銀行時代は、主に融資渉外業務に取り組んできました
その過程で培った交渉力やリレーション能力には、自分なりに自信
を持っています

趣味・特技など： ゴルフ（まだまだ未熟ですが）
ドライブ
水彩画（へたくそですが時々描きます）

好 き な 言 葉： 任運騰騰
加藤　有作

かとう　ゆうさく

愛 媛 県

平成 28 年度第 2 回セミナー（今治市）

【企業を深く理解する】
Ｕ/Ｉターンに加え、県内在住の求職者に

とっても、求人票にある文字だけの情報は、
応募を決心するに十分とは言えません。　
求める経験や技術、仕事内容や想定する人
物像に加え、募集に至る背景、企業風土や文
化、社長の思いなどを十分に聞き取り、仕
事、企業、社長の魅力を添えてプロ人材に伝
えます。

平成29年10月、新たに当拠点の設置先法人となった『（一社）高知県移住促進･人材確保セン
ター』の取組みとの連動を軸とした「地域の潜在的人材ニーズを掘り起し、都市部への情報発信」
を行っています。併せて、センターの求人求職サイト『高知求人ネット』や、東京駐在の『人材確
保コーディネーター』による県内企業への就職支援、県『移住・交流コンシェルジュ』による移
住相談対応、国の移住施策に連動する取組みとも連携し、ALL 高知のワンストップ窓口としてサ
ポートしています。

さらに人材視点だけでなく、高知県の第三期産業振興計画に基づき、『高知県産業振興セン
ター』をはじめ各支援機関と共に、企業ごとの事業戦略に寄り添い、一層「攻めの経営」に転ずる
に必要な人材像を企業経営者と一緒にあぶり出す支援を続けています。安易な労働条件（給与
水準や休日数など）の比較に終始せず、高知から全国・海外へ果敢に飛躍する、これからの‘ い
ごっそう’ 企業に欠かせないプロフェッショナル人材との出会いを創出します。

高知県プロフェッショナル人材戦略拠点について

略 歴

1957年生まれ
1982年 パイオニア㈱に入社
 入社後約10年、エンジニアとして生産技術・開発・設計に携わる
  その後米国駐在を含め20余年、事業企画部門にて商品および事業企画立案～推進に従

事
2015年  退職後、これまでのモノを通じた貢献や達成感から、ヒト/コトを通じた社会/地域貢

献の途を模索。
 12月より高知県事業継承・人材確保センター（高知商工会議所）に勤務

専門領域・強み：事業企画
商品企画
モノゴトを斜めから見つめ直す

趣味・特技など： ハイキング
温泉めぐり

好 き な 言 葉： 切磋琢磨

宇野　勝之
うの　かつゆき

高 知 県
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「忙しいから出来ない･･」「やる人が
いない･･」これでは、経営者自らが自
社の成長のチャンスの芽を摘んでい
ると言っても過言ではありません！

私たちと一緒に思い切った人材戦
略に取り組んでみませんか!?

人への投資は経営者の責務です！

福岡県プロフェッショナル人材センターについて

本拠点の方針として、長期的視野に立ち、下記の3点を重視して進めてきています。
① 事業の対象である企業側の立場に立ち、効率的で効果的な仕組みと取り組みを進める。
② 当事業の存在を県内にくまなく周知し、多くの企業にプロ人材獲得への意欲を喚起させる。
③ 業種や企業規模に拘らず、多くの現場（企業）を自分たちでしっかりと回り、ファンを作る。

連携する関係機関を増やし、充実したセミナーを開催することで、2年目の活動は大きな飛躍
を遂げました。従業員20人以下の小企業から中堅企業まで万遍なく採用につながり、成約の累
計は75名を超えました。当事業に対する期待が益々大きくなってきていると実感しています。

センター開設以来頑張ってくれている頼りになる3人のサブマネージャーとアシスタントに
加えて、昨年女性コーディネーター1名を迎えました。大都市に偏在するプロ人材を地方へ還流
させるというビジネスモデルを、中堅・中小企業を支援する地元の関係団体や金融機関に伝承
すべく、日々頑張って参ります！

杉山　新治
すぎやま　しんじ

福 岡 県
略 歴

1951年熊本県生まれ
1974年 熊本大学工学部卒業
1974年 トヨタ自動車工業㈱入社
２０００年 同社元町工場品質管理部部長
2005年 トヨタ自動車九州㈱取締役就任
2010年 同社常務取締役就任
2012年 同社専務取締役就任
2015年～　北九州市立大学ビジネススクール特任教授
２０１７年 トヨタ自動車九州㈱退任

専門領域・強み：ものづくり
品質管理
工場経営

趣味・特技など： ゴルフ
バトミントン
映画鑑賞

好 き な 言 葉： 挨拶・思いやり・感謝

10年後を見据えた人事政策、克服すべ
き経営課題を明確にすることが必要で
す。また、事業計画の策定と具現化に向
けてトップ自らの行動とPDCAの回転力
を高めることも必要となってきます。

人を大切にする経営は業績も伸びます
当拠点では地域・企業ファーストでプロ
人材のマッチング支援を行い、地方創生
のお手伝いを行っています。

当拠点は「都市圏のプロ人材を佐賀県の企業へ」のキャッチフレーズで活動し、県内の企業へ優
秀な人材を数多く還流しています。佐賀県の企業の中には世界に目を向けている企業も多く、そ
のポテンシャルは非常に高いものがあり、高度な人材、プロの人材を必要としています。それら
の人材が戦力になれは、企業の大きな活力となり、業績も伸び、働き甲斐のある人生を送れます。

地方創成は地域企業の活力が、原動力となります。その活力を生み出すのは　「人」であり、そ
の「人」を探し出し、企業とのマッチングを支援いたします。

佐賀の企業は明治維新より培われた高度な技術、人柄が脈々と続いています。
「佐賀さいこう」を目指し、県民こぞって来訪を歓迎しています。

佐賀県プロフェッショナル人材戦略拠点について

略 歴

1949年生まれ
1968年 ㈱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　『オフィス川原』設立
1977年 中小企業診断士登録
 現在佐賀県中小企業診断協会副会長
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

専門領域・強み：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

趣味・特技など： ゴルフ

好 き な 言 葉： 信念は強く、志は高く、されど、頭は低く
川原　明実

かわはら　あきみ

佐 賀 県
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当拠点ではベンチャーから大企業まで、そして
製造業、食品加工業、サービス業など業種を問わ
ず様々な県内企業を支援させて頂いております。

他地方の県と同様、長崎は人口減少・働き手不
足の状況が顕著で、人材採用での課題も多い中、

「プロ人材の採用を契機とし、是非高い企業成長
を実現したい」と、本気でお考えになられている
経営者様からのご相談をお待ちしています。

これまでの経営を基礎にしながら、経営に革新的な転換を図り、力強い成長戦略を実現
し、共に「活気ある長崎づくり」を進めて参りましょう。

長崎県は観光を始め、造船業を筆頭に様々な海洋関連の資源や技術を保有しており、アジアと
の距離が近いという地理的な優位性も持っています。

当拠点で支援させて頂く際には、企業の成長力の確認と共に、企業規模に関わらず、「経営者が
企業成長に強い意欲があるか？」を指標にしております。強い成長意欲がなければ、プロ人材を
獲得しても経営が革新せず、飛躍的な成長を遂げる事はできません。経営者との対話では、「プ
ロ野球に例えるならば、優勝したいから、4番バッターを呼ぶ。力強い企業成長を実現するため
に、プロ人材を採用しましょう！」とお伝えします。

実際にプロ人材を採用された企業からは、「これで3年後には売上倍増の計画が現実のものに
なった！」や、「プロ人材の活躍で、若手だけでなく中堅クラス社員の成長も見られ、会社全体に
成長の気運が高まった」などのお声を頂いています。

長崎県プロフェッショナル人材戦略拠点について

略 歴

1976年　青山学院大学経済学部寡占経済理論専攻卒業
 専門分野
 ①中小企業の企業再生、新事業開発
 ②デザイン家電、総合玩具等 企画開発
 ③キャラクタービジネス全般
 　㈱キデイランド 取締役副社長（企業再生）
 　ハウステンボス㈱ 執行役員商品本部長（調達部門・テナント事業部門を担当）
2014年  （独）中小企業基盤整備機構（長崎県担当チーフIM）

専門領域・強み：経営統括全般
企業再生
商品企画開発

趣味・特技など： ゴルフ、スキー、
ワインソムリエ検定シルバークラス認定、
二級船舶免許

好 き な 言 葉： 元気、やる気、本気渋谷　厚
しぶや　あつし

長 崎 県

プロ人材の活用は必要と感じつつも、
中小企業にとっては相当の投資であり、
慎重にならざるを得ません。

また、経営はプロ人材だけで状況が好
転するような単純な話でもありません。

当拠点では、経営に関する現状把握や
課題の抽出、解決策の検討など様々なご
相談に対応しますので、是非お気軽にご
相談下さい。

平成28年4月の熊本地震を経て有効求人倍率は全国平均1.43を上回る1.50。新規の求人に
至っては2.30 と高いレベルで推移しています。これは、多くの企業の皆さんが、震災による厳
しい環境にありながらも、新たな目標に向かって力強く前進されていることを表しているものと
考えます。当拠点でも、こういった前向きな企業の復興支援を目的として、みやぎ工業会理事長
をお招きし、「東日本大震災から学んだこと」をテーマに講演会を開催しました。

県内約300社の経営者の方々と、経営課題や成長戦略に関する意見交換を行い、多くの企業が
事業の維持・拡大に向けて新たな試みに取組まれていることを確信しました。当拠点では、地域
金融機関や商工関係団体、民間の人材ビジネス事業者のみならず、県のUIJターン事業や企業成
長促進人財マッチング支援事業（あてる）等と連携を図りながら、より多くのプロ人材の熊本へ
の還流に取組んでまいります。

熊本県プロフェッショナル人材戦略拠点について

略 歴

1950年生まれ
1973年 熊本大学工学部電気工学科卒業後、
 沖電気工業㈱入社　電子機器開発に従事
1984年 東京エレクトロン㈱に入社し半導体・液晶製造、検査装置開発に従事
2003年 東京エレクトロン九州㈱事業所長取締役を経て代表取締役社長に就任
2006年 同社取締役会長に就任、翌年東京エレクトロン㈱取締役副社長就任
2014年 東京エレクトロン㈱退職
現在 熊本県産業政策顧問、国立大学法人熊本大学大学院先導機構　客員教授

専門領域・強み：半導体及び製造装置の開発、ものづくり活動
IT、知財管理

趣味・特技など： テニス
ガーデニング

好 き な 言 葉： Stay Hungry
Stay Foolish

岩津　春生
いわつ　はるお

熊 本 県
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略 歴

1955年生まれ
1979年 早稲田大学商学部を卒業
1984年～1990年 ㈱ヌーヴ・エイ（パルコ直営店）にて店長兼直営店グループ統括長
1990年～2016年 ㈱アートプロセス（熊本、広告・制作）で営業経験
1994年 同社福岡事業所長
2010年  同社取締役専務、経営管理全般（財務分析、経営計画立案、人事組織採用教育担当）

に従事

専門領域・強み：経営実務経験
中小企業診断士としての知識等

趣味・特技など： 音楽（鑑賞、演奏）
フライフィッシング
ラグビー

好 き な 言 葉： 人間万事塞翁が馬

福田　吉真
ふくだ　よしまさ

大 分 県

大分県プロフェッショナル人材活用センターについて

企業が人口減少時代を生き抜き、成長して
いくためには、その中核となる人材の力量が
ますます重要です。

大分県プロフェッショナル人材活用セン
ターでは、企業の安定経営や成長のため必要
な人材の獲得を、民間人材ビジネス事業者と
ともにお手伝いしていますので、ご要望があ
れば、お気軽にご相談下さい。

大分県は、大企業が立地する九州屈指の工業県＆日本一の源泉数と湧出量を誇る温泉で知ら
れる観光県であり、IoTやドローンなど新たなイノベーションにも積極的に挑戦しています。ま
た、移住希望地としても年々その評価が高まっています。

具体的には、九州唯一の大分コンビナート、自動車、半導体などの産業集積が進み「日本のもの
づくりの縮図」といわれる工業県です。また、別府、由布院に代表される人気の温泉観光地を抱
え、温泉の源泉数、湧出量はともに日本一。温泉をベースにした観光サービス産業が基幹産業の
1つでもあります。

近年では、“OITA4.0”を掲げ創業支援やクリエイターの交流促進に注力しているほか、IoTや
AI、ドローンなどの革新的技術やそれを有する人材を、外からも呼び込むことを目指しています。

人材紹介会社向けセミナーの開催

これまでの拠点の活動により、多数の
県内企業経営者の方々との面談を実施
し、プロフェッショナル人材の採用に結
びつけ、経営者の方々から、「期待以上の
経験と実績を有した方の採用を実現でき
た」との喜びの声を頂いております。　　

企業の成長には“人財”が不可欠です。
私たちと共に、将来を見据えた企業の成
長を図っていきましょう。

宮崎県は、温暖な気候や豊かな自然のもと、農林水産業をベースとしたフードビジネスや医療
機器産業、新エネルギー分野等の成長産業や新たな産業の振興に力を入れて取り組んでいます。

特に平成28年度には産学金労官が連携した「企業成長プラットホーム」を構築し、県内経済を
牽引する企業の成長に力を入れています。しかしながら、県内企業の99.9％は中小企業であり、

「労働生産」や「付加価値額」は依然として厳しい状況にあります。
このような状況の中、地方創生を推進していくためには、中小企業が自らの経営力を強化し、

地域経済の底上げを図っていくことが重要でありますが、そのためには企業の成長戦略を構築
し、実践することができる人材の確保や育成が何よりも重要です。

当拠点では、金融機関や商工団体との連携をより一層強化し、「人材の確保によって企業の成長
のお手伝いをする」ことを目標に、地域経済の状況に精通したスタッフが、企業の皆様のニーズ
に寄り添い、全力でバックアップいたします。　

宮崎県プロフェッショナル人材戦略拠点について

略 歴

1957年宮崎県生まれ
1981年 宮崎県庁入庁
2009年 県民政策部総合政策課長
2011年 農政水産部 畜産・口蹄疫復興対策局長
2013年 総合政策部次長・政策推進
2015年 商工観光労働部長
2016年 総合政策部長
2017年 宮崎県庁退職

専門領域・強み：県庁職員として、商工業、農林水産業、観光業等幅広い分野の産業振
興、企業成長に従事してきた経験をいかします。

趣味・特技など： 読書、音楽（ギター演奏）
スポーツ（サッカーなど）

好 き な 言 葉： チャレンジ、邁進

永山　英也
ながやま　ひでなり

宮 崎 県
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各求人相談会やイベントは、優秀な人材獲得に向けた企業の皆様の熱気に満ちていまし
た。企業の成長は「人材」にかかっているという思いを
あらためて強くしています。 

一方、都市部などから本県企業に転職する人材確保の
困難さも実感しています。企業の皆様が自社の魅力を
しっかりアピールすることも重要です。

当拠点は、これらの後押しやお手伝いをしています。
地方の企業こそ人材は必要です。拠点を活用してプロ
人材を獲得し企業の成長をともに目指しませんか。

拠点事業に対する理解促進、協力体制の構築のため、特に地域金融機関への重点的な事業説明
や連携した企業訪問の推進を行っています。また、飛躍のカギである「核となる人材」をテーマ
にセミナーを開催しています。

効率的な人材マッチング環境実現を目指し、人材紹介事業者との連携の強化、定期的な意見交
換の他、合同での求人相談会開催により県内企業と人材紹介事業者間の相互理解促進を図って
います。

県内や都市部での求人相談会も積極的に開催しています。
　「鹿児島県プロ人材求人相談会」 平成29年8月、平成30年2月（鹿児島市）
　全九州プロ人材合同企業説明会 平成29年11月14日（福岡市）
　九州6県合同企業説明会 平成30年2月24日（東京都）
　かごしま転職フェアーin東京 平成30年3月11日（東京都）
また、金融機関との連携をより深めるため、拠点協議会に「地域金融機関部会」を設置しています。

鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点について

略 歴

1955年生まれ
1977年　熊本大学法文学部法学科を卒業後、鹿児島県庁に入庁
2010年　東京事務所長
2012年　知事公室長
2013年　企画部長
2015年　鹿児島県教育委員会教育長
2018年7月～  ㈱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　

専門領域・強み：行政マンとして、長年にわたり、県内の各分野の社会経済活動と関
連するセクションを経験し、経済界等を中心に幅広いネットワーク
を有している

趣味・特技など： 釣り、読書、登山、温泉めぐり、ウォーキング、そば打ち

好 き な 言 葉： 日々新たにして、日に新たなり

古川　仲二
ふるかわ　ちゅうじ

鹿児島県

「かごしま転職フェア in 東京」
平成30年3月11日開催

参加求人企業 11社／参加プロ人材 44人


