大津・草津地域マネジメントスクール2013
主催：大津・草津地域産業活性化協議会 事務局：フューチャーベンチャーキャピタル株式会社

※開催日程の一部を変更したため、受講者を再度募集いたします。
大津・草津地域産業活性化協議会（※1)は、昨年に引き続き、「マネジメントスクール2013」を開催致します。第一線でご活躍されている経営者の方々を中心に講師
をお招きし、参加者の皆さまに経営全般の知識を補完していただきます。その結果、更なる事業拡大を達成いただくことが目的です。
講義の中では、参加者の皆さまとの質疑応答を盛り込み、最終回には交流会をご用意しています。是非、多くの皆さまのご参加をお待ちしております。

■受講対象■ 企業経営者または経営幹部の方など
※経営者以外の方、大津・草津地域外の方のご参加も受け付けております。

■開催時期■ 2013年11月30日（土）から2014年3月22日（土）まで全5回
■開催場所■ 下記プログラムを参照ください。
■参加費■

セット受講（全5回）：10,000円、単回受講：3,000円/回
交流会費：2,000円/回

※第5回講義終了後に交流会を予定しています。

■受講定員■ 各回 100名（定員になり次第、締切とさせて頂きます）
※お詫び
2013年
1回講義については、
2013年10月
10月26日（土）に開催を予定しておりました第
26日（土）に開催を予定しておりました第1
台風27
号の影響を考慮して中止いたしました。代替開催は、第5
5回講義
台風27号の影響を考慮して中止いたしました。代替開催は、第
として2014
年3月22日（土）に開催を予定しております。
として2014年
22日（土）に開催を予定しております。
なお、前述の通り日程を変更したため、交流会は第5
なお、前述の通り日程を変更したため、交流会は第5回講義終了後のみ
開催を予定しております。

【プログラム】※プログラムの詳細、日程は変更の可能性がございます。
】※プログラムの詳細、日程は変更の可能性がございます。
講義
回数

場所・日時

第1回

フェリエ南草津 5階 大会議室
2013年11月30日（土）
1部 14：00～15：30
2部 15：40～16：30

テーマ

講師

「口腔ケア用品の歴史と日本のものづくり」

株式会社広栄社
取締役会長 稲葉 修 氏

大阪ガスグループが推進する「オープン・イノベーション」
－新たな連携で技術開発を加速し新事業を創造する－

大阪ガス株式会社 技術戦略部 オープン・イノベーション室長
招聘教授・大阪大学大学院工学研究科ビジネスエンジニアリング専攻科
客員教授・大阪工業大学工学部技術マネジマント学科

松本 毅 氏

第2回

第3回

第4回

第5回

フェリエ南草津 5階 大会議室
2013年12月14日（土）
1部 14：00～15：30
2部 15：40～16：30

フェリエ南草津 5階 大会議室
2014年1月18日（土）
1部 14：00～15：30
2部 15：40～16：30

立命館大学 びわこ・くさつキャンパス
エポック立命21
2014年3月1日（土）
1部 14：00～15：30
2部 15：40～16：30

龍谷大学 瀬田キャンパス
RECホール
2014年3月22日（土）
1部 14：00～15：30
2部 15：40～16：30
交流会17：00～18：00

「企業経営とM&Aの活用法」
～M&A業務を通じて企業の｢存続と発展｣に貢献する～

株式会社日本Ｍ＆Ａセンター
代表取締役社長 三宅 卓 氏

「無形の強みの活かし方」
－財務情報だけでは会社の強みは分からない－

龍谷大学 政策学部
教授 中森 孝文 氏

「ベンチャー企業による自動車産業への参入」

グリーンロードモータース株式会社
代表取締役社長 小間 裕康 氏

「ベンチャー・中小企業連携による新たな価値創造への挑戦」

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 近畿本部
事業化支援プロジェクトマネージャー 東 孝一 氏

「創業145年 受け継がれてきたＤＮＡ」

株式会社写真化学
代表取締役会長兼社長 石田 敬輔 氏

「ソリューション・デザインとものづくり」

立命館大学 経営学部
准教授 善本 哲夫 氏

「イノベーションに、大切なことを、わかりやすく」

ライフネット生命保険株式会社
代表取締役会長兼CEO 出口 治明 氏

「金融機関の中小企業観察術」

株式会社日本政策金融公庫大津支店
支店長兼国民生活事業統轄 山崎 郁夫 氏
交流会

※1. 大津・草津地域産業活性化協議会とは
大津・草津地域において、大学や支援機関が数多く立地する優位性を活かして、産学官が連携することで、新産業の創出と事業の高度化を図り、産業の集積と企業立地を促進するた
大津・草津地域において、大学や支援機関が数多く立地する優位性を活かして、産学官が連携することで、新産業の創出と事業の高度化を図り、産業の集積と企業立地を促進するた
め、大津市と草津市が共同で策定し、平成20年
め、大津市と草津市が共同で策定し、平成 年12月に国の同意を得た企業立地促進法に基づく「大津・草津地域の基本計画」に関する事業を推進するための母体として設立いたしま
月に国の同意を得た企業立地促進法に基づく「大津・草津地域の基本計画」に関する事業を推進するための母体として設立いたしま
した。特に、中小・ベンチャー企業の販路開拓に資する産業展出展支援や、経営者の人材育成を図るためのマネジメントスクールの企画運営、学生と地元企業のマッチング事業等に取
した。特に、中小・ベンチャー企業の販路開拓に資する産業展出展支援や、経営者の人材育成を図るためのマネジメントスクールの企画運営、学生と地元企業のマッチング事業等に取
り組んでいます。
構成団体：大津市、草津市、滋賀県、滋賀医科大学、龍谷大学、立命館大学、滋賀大学、成安造形大学、びわこ成蹊スポーツ大学、（一社）滋賀経済産業協会、（公財）滋賀県産業支援
プラザ、大津商工会議所、草津商工会議所、瀬田商工会、大津北商工会、オプテックス（株）、フューチャーベンチャーキャピタル（株）

大津・草津地域マネジメントスクール2013 申込書
FAX：
：075-211-6965 E-mail：
：h-iwagoshi@fvc.co.jp
事務局：フューチャーベンチャーキャピタル㈱ 岩越宛 (TEL:075-257-6656)

■企業概要■

貴社名
事業概要
会社住所
電話番号

FAX番号

■参加者概要■
※万が一、ご都合が悪い場合は代理の方にご出席いただいても結構です。
↓□にチェックをご記入下さい

□単回受講

□セット受講（全5回）

（参加申込いただく講義を
右から選択ください。）

参加講義

※複数選択できます。

受講料：10,000円

受講料：3,000円/ 回

参加講義数 計（
交流会の参加有無
※事前の人数把握のため、
お答えください。
当日参加も可能です。

お役職

第５回講義後の交流会 参加 （

有

□
□
□
□
□

第１回講義
第２回講義
第３回講義
第４回講義
第５回講義

）回 、 合計受講料（
・

無

）円

） ←どちらかに○をつけてください。

※交流会費：2,000円／回
交流会では軽食・アルコールをご用意いたします。

ご芳名

E-mailアドレス

お申込いただいた方には後日、E-mailにて詳細情報をお伝えさせていただきます。
※受講料・交流会費のお支払いは参加される初回講義時にお願い致します。

大津・草津地域マネジメントスクール2013 講師紹介
稲葉 修 （いなば おさむ）氏
おさむ）氏

株式会社広栄社 取締役会長
略歴
1942年 大阪生まれ
1963年 京都外国語大学英米語学科卒業、三共生興(株)入社
1966年 三共生興(株)退社、(株)広栄社入社
1985年 (株)広栄社社長に就任
2012年 (株)広栄社会長に就任 現在に至る
つまようじの全国の独占産地、河内長野を代表する老舗でありながら、つまようじをデンタルケア用品と位置付けて、
事業領域を歯間ブラシ、舌掃除、歯のステインクリーナー、歯のピーリングスポンジなどに拡大。
「つまようじ資料室」をはじめ、つまようじの研究成果は歯科医学の専門家からも注目されている。
日本歯科人間工学会、日本口腔衛生学会に所属。

講演テーマ

「口腔ケア用品の歴史と日本のものづくり」

講演内容

河内長野は世界のつまようじの50％を生産する独占的産地でしたが、同業者が中国に生産を移管し
たため、価格競争力に勝る中国にしかない産業になりました。その中で、弊社は中国では生産出来な
いものを作ることで地場産業の活性化を願っております。
当講演では、中国には真似できない日本のものづくりを実現するためのエッセンスを、自社の事例を交
えて解説いたします。

その他講師情報

（主な著書）
「楊枝から世界が見える」（冬青社刊）

松本 毅 （まつもと たけし）氏
たけし）氏

大阪ガス株式会社 技術戦略部 オープン・イノベーション室長
（兼任）招聘教授・大阪大学大学院工学研究科ビジネスエンジニアリング専攻科
（兼任）客員教授・大阪工業大学工学部技術マネジマント学科
略歴
1981年4月 大阪ガス株式会社 入社。
1981-1983年 冷熱利用技術開発に従事。凍結粉砕機の開発、受託粉砕ビジネス立ち上げ。
1983年-1989年 総合研究所にて特別プロジェクトグループリーダー。薄膜型ガスセンサーの研究開発に従事。J
1989年-1996年 基盤研究所 研究企画リーダー。
1996年-1999年 技術部門東京駐在として、技術開発国家プロジェクトを担当。
1999年-2002年 技術企画室 課長。大阪ガスの全社技術戦略の企画立案。海外との技術アライアンス戦略などを推進。
2002年 1月～人事部 担当課長 技術系社員の採用・教育を担当。
2002年10月 ＭＯＴスクール設立。2006年 （株)アイさぽーと取締役研修・スクール事業本部長
2010年4月現職。
大阪大学大学院工学研究科ビジネスエンジニアリング専攻科・招聘教授（兼任）
大阪工業大学工学部技術マネジマント学科・客員教授（兼任）

講演テーマ

大阪ガスグループが推進する「オープン・イノベーション」
－新たな連携で技術開発を加速し新事業を創造するー

講演内容

大阪ガスグループでは、技術開発のスピードアップや効率化のために、自社技術と社外の知見を融合
する「オープン・イノベーション」を進めています。
国内外の先進事例と大阪ガスグループの具体的取り組みについて紹介します。

その他講師情報

（公職活動）
ナノテクノロジービジネス推進協議会「ナノテク事業創成会議 副議長、ビジネスマッチング推進委員会 副委員長」

近畿経済産業局「近畿地域における環境ビジネス実態調査」検討会・委員
近畿経済産業局「オープン・イノベーション・ワーキング会議」委員
大阪市「大阪グローバルイノベーション評議会準備会・委員、補助金検討部会・委員」
競争力強化に関する研究会・委員（日本政策投資銀行）
公益財団法人大阪産業創造機構 特別参与

三宅 卓 （みやけ すぐる）氏
すぐる）氏

株式会社日本Ｍ＆Ａセンター 代表取締役社長
略歴
1952年 神戸市生まれ。大阪工業大学経営工学部卒。
1977年 日本オリベッティ（コンピューターメーカー）入社。金融事業部・東海事業所長を務めた後、退職。
1991年 日本M&Aセンターの設立に参画。「中小企業M&Aのノウハウ」を確立し、 品質向上と効率化を実現。
上場時には営業本部を牽引し大幅な業績アップを実現して上場に貢献。
中堅・中小企業のM&A実務における草分け的存在であり、経験に基づく M&Aセミナーは毎回好評。
2008年より現職。

講演テーマ

「企業経営とM&Aの活用法」
～ M&A業務を通じて企業の｢存続と発展｣に貢献する ～

講演内容

数百件のM&A成約に関わって陣頭指揮を執った経験から、中堅中小企業のM&A－後継者問題、
M&Aの戦略的活用、M&A‘成功’と‘失敗’の法則等、最新の事例を交えて、M&A成功のポイントをご紹
介します。

その他講師情報

（主な著書）
「会社が生まれ変わるために必要なこと」
（経済界刊・八重洲ブックセンタービジネス書ランキング第2位〈2010年6月第1週〉）
「会社の買い方教えます。」（あさ出版）、「会社はいくらで売れるか」（同）など。
（メディア）
2012年8月テレビ東京系列「カンブリア宮殿」に出演。

中森 孝文 （なかもり たかふみ）氏
たかふみ）氏

龍谷大学 政策学部 教授
略歴
最終学歴 京都大学大学院法学研究科修士課程修了
職歴 京都工芸繊維大学地域共同研究センター助教授(准教授）、立命館大学経営学部 准教授などを経て
2011年4月より 龍谷大学政策学部 教授
現在に至る（同志社大学大学院ビジネス研究科 非常勤講師 兼務）

講演テーマ

「無形の強みの活かし方」財務情報だけでは会社の強みは分からない

講演内容

企業の競争力の源泉は、財務情報だけをみていても分かりません。一方、従業員教育やCSRに力を
注いでも、それが成果にどのように繋がるのかを見る術を持たなければ、意思決定ができません。本
講義では、中小企業における非財務情報の重要性と、その表現法などについて解説します。

その他講師情報

（主な著書）
｢無形の強み｣の活かし方－中小企業と地域産業の知的資産マネジメント－，経済産業調査会，2009．
｢型｣と｢場｣のマネジメント，日本ナレッジ・マネジメント学会編集,かんき出版，2008.
京都市政史 第2巻『市政の展開』,2012（分担執筆）
（専門領域）
知的資産経営
（公職活動）
日本知的資産経営学会 理事
日本地域政策学会 評議員
京都府｢知恵の経営｣評価に係る意見聴取会議 委員長(2013.4〜)
京都知恵産業支援共同事業 審査委員長(2013.4〜)
山口県長門市 ながと成長戦略検討会議委員 副委員長(2012.10〜)
京丹後市 水と緑の里・コミュニティビジネス支援条例検討会 副座長(2012.12〜)

小間 裕康 （こま ひろやす）氏
ひろやす）氏

グリーンロードモータース株式会社 代表取締役社長
略歴
1977年8月3日生 （36歳）
京都大学大学院経営管理教育部卒。 熊本大学臨時講師。
2000年に株式会社コマエンタープライズを設立。年商20億円まで成長させる。
国内外の家電メーカーへのビジネスプロセスアウトソーシング事業を展開。事業部門の創再生を中心に手掛ける。
2010年にグリーンロードモータース株式会社を設立。国内ベンチャー初のEVスポーツカーでの認証取得を実証。
京都府の運営する「次世代自動車パートナーシップ倶楽部」内に京都の部品メーカーを中心とした『京都電気自動車開発
ワーキンググループ』を設立し、開発を進めた。
2013年4月より大阪駅直結のグランフロント大阪にエキシビションブースを開設し、完成した車両の販売予約を開始する。

講演テーマ

ベンチャー企業による自動車産業への参入

講演内容

日本の基幹産業である自動車産業は、長らく垂直統合型の産業構造を採っています。大規模投資、流
通チャネルの確保といった参入障壁があり、新規参入は困難だと考えられるのが一般的です。
そのような重厚長大な産業に、ベンチャー企業が参入することは可能なのでしょうか。事実、当社は参
入し、その歩みを進めています。
どのようなビジョン、道筋によりこれまで進めてきたのか。そしてこれから向かう先はどこなのか。
これからのワクワクする未来についてお話します。

その他講師情報

グリーンロードモータース WEBサイト
http://www.greenlordmotors.co.jp

東 孝一 （あずま こういち）氏
こういち）氏

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 近畿本部 事業化支援プロジェクトマネージャー
略歴
1973年
1973年
1995年
1999年
2000年
2006年
2007年
2009年

静岡大学大学院工学研究科電子工学専攻修了
松下電器産業㈱入社（現パナソニック㈱）
テイチク㈱取締役奈良事業部長
㈱近畿ゼネラルサービス代表取締役社長(現パナソニックＡＶＣディスクサービス㈱)
松下電子工業㈱ディスプレイデバイス事業部事業部長
パルステック工業㈱取締役
パルステック工業㈱代表取締役社長
中小企業基盤整備機構 近畿本部 事業化支援プロジェクトマネージャー

講演テーマ

「ベンチャー・中小企業連携による新たな価値創造への挑戦」

講演内容

大企業での新製品開発責任者・事業部長、関連子会社社長・中小企業社長としての実務経験に基づく
ものづくりの考えと、中小企業基盤整備機構での事業化支援・経営支援事例等を紹介します。
特に、技術を金に換え儲ける仕組づくり・日本発世界に通じる新事業創出など、ベンチャー・中小企業
連携による新たな価値創造への挑戦についてお話しします。

その他講師情報

（受賞歴）
2002年 「ＣＤ音の匠」受賞
（1982年ＣＤ開発・普及に貢献した世界の20名が日本オーディオ協会から受賞）

石田 敬輔 （いしだ けいすけ）氏
けいすけ）氏

株式会社写真化学 代表取締役会長兼社長
略歴
1967年 2月
1968年 3月
1968年 4月
1975年 4月
1978年 5月
1978年 6月
2000年 4月
2001年10月
2005年 6月

石田旭山印刷株式会社（現：株式会社写真化学） 非常勤取締役に就任
甲南大学経営学部 卒業
大日本スクリーン製造株式会社 入社
同社・DSアメリカ 副社長に就任
同社 退社
株式会社写真化学 代表取締役社長に就任
同社 代表取締役会長兼社長に就任
株式会社エスケーエレクトロニクス 取締役会長に就任
株式会社堀場製作所 監査役に就任

講演テーマ

「創業145年 受け継がれてきたＤＮＡ」

講演内容

2014年3月、株式会社写真化学は創業145年、設立80年を迎えます。
印刷事業を出発点とし、明治、大正、昭和、平成 と変わりゆく社会のニーズに応じて、事業内容も変化
し続けてきました。先人達より受け継がれてきた145年の歴史を紹介します。

その他講師情報

（団体及び公職暦等）
京都商工会議所 1号議員
京都経済同友会 幹事
京都経営者協会 常任理事
一般社団法人関西ニュービジネス協議会 副会長
一般財団法人京都工場保健会 評議員
公益財団法人京都高度技術研究所 評議員
公益社団法人上京納税協会 常任理事

善本 哲夫
哲夫（よしもと
（よしもと てつお）氏
てつお）氏

立命館大学 経営学部 准教授
立命館大学 デザイン科学研究センター センター長
独立行政法人科学技術振興機構 領域アドバイザー
略歴
1996年 同志社大学 商学部 卒業
1998年 同志社大学大学院 商学研究科 博士前期課程終了
2004年 同志社大学大学院 商学研究科 博士後期過程退学
2004年 東京大学大学院 経済学研究科 ＣＯＥ特任助手
2005年 同志社大学 商学部 講師
東京大学大学院 経済学研究科 ＣＯＥ特認研究員
2010年 Oｘｆｏｒｄ大学 ＳＢＳ客員研究員
ENS de lyon LAO客員研究員

講演テーマ

「ソリューション・デザインとものづくり」

講演内容

昨今、日本製造業の厳しい状況を踏まえて、「コトづくり」、「製造業のサービス化」、「価値共創」、など
のキーワードが注目されています。ある種のブーム化した感もあるこれら概念は、何を論じようとしてい
るのか。それらを「デザイン科学」の発想を一つの手がかりに紐解いていきます。

その他講師情報

（研究分野）
企業システム、生産マネジメント、技術マネジメント
（昨今の研究対象）
○中堅・中小企業向け現場改善
○能力構築支援ＩＴプラットフォームの開発
○事業システムのデザイン問題：サービス及びソリューション事業のありよう
○グローバル生産体制とマザー工場
○ビジネス・エコシステム
（受賞暦）
小川紘一・新宅純二郎との共著：IEC（国際電気標準会議）100周年記念国際論文コンテスト
(Centenary Challenge) 2nd prize co-winners:
"Architecture-based Approaches to International Standardization and Evolution of Business Models"

出口 治明 （でぐち はるあき）氏
はるあき）氏

ライフネット生命保険株式会社 代表取締役会長兼CEO
略歴
1948年三重県生まれ。京都大学を卒業後、1972年に日本生命保険相互会社に入社。
企画部や財務企画部にて経営企画を担当。生命保険協会の初代財務企画専門委員長として、金融制度改革・保険業法の
改正に従事する。
ロンドン現地法人社長、国際業務部長などを経て、同社を退職。
2006年に準備会社を設立し代表取締役社長に就任。
2008年の生命保険業免許取得に伴い、ライフネット生命保険株式会社に商号変更。2013年6月より現職。

講演テーマ

「イノベーションに、大切なことを、わかりやすく」

講演内容

ライフネット生命保険は、販売をネットに特化したビジネスモデルや、生命保険業界で初めて保険料の
内訳を開示するなど、保守的な生命保険業界にイノベーションを創出し続けています。
その秘訣を、ライフネット生命保険の紹介を交えながらわかりやすく解説いたします。

その他講師情報

（主な著書）
「生命保険入門 新版」（岩波書店）、「直球勝負の会社」（ダイヤモンド社）、「常識破りの思考法」（日本
能率協会マネジメントセンター）、「百年たっても後悔しない仕事のやり方」（ダイヤモンド社）など。

山崎 郁夫 （やまざき いくお）氏
いくお）氏

株式会社日本政策金融公庫大津支店 支店長兼国民生活事業統轄
略歴
1958年 長野県生まれ
1981年 立命館大学経営学部卒業
1981年 国民金融公庫入庫
東京、横浜西口、札幌、横浜支店勤務（融資営業）を経て
1996年 弘前支店融資課長
1999年 浦和支店融資第一課長
北見、厚木、さいたま支店次長を経て
（２００８年１０月 国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、農林漁業金融公庫が統合し、日本政策金融公庫誕生）
2010年 釧路支店長兼国民生活事業統轄
2013年 大津支店長兼国民生活事業統轄

講演テーマ

金融機関の中小企業観察術

講演内容

一般的に金融機関は融資対象の中小企業の収益状況、資金繰り状況、資産負債のバランス等、財務
諸表にのっとった企業評価ばかりをしていると見られがちであるが、果たしてそれだけなのか？
３２年間の融資業務の支店前線での体験談をもとに、金融機関の中小企業観察術、人物観察術につ
いてざっくばらんにお話しします。

その他講師情報

株式会社日本政策金融公庫 WEBサイト
http://www.jfc.go.jp/

