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平成２６年度 教育委員会事業始まる 

平成２６年７月４日(金)富士ゼロックス様による「ＢＳ

Ｃ研修会第一回目」が開催されました。 

ＢＳＣとは何？ 

バランスト・スコアカードとは、 

1.概要 企業や組織のビジョンと戦略を４つの視点から具体 

 的なアクション へと変換して計画・管理し、戦略の立案と 

 実行を支援するとともに、戦略そのものも市場や環境の変化 

に合せて柔軟に適合させるための経営戦略立案・実行評価 

のフレームワークの事。 

2.特徴 ４つの視点から戦略に適合した個人や部門ごとにＰＤＣＡを回し、モニタリングすることで社内の

プロセス改善や各個人のスキルアップを促し企業変革を推進するという形をとる。 

４つの視点間で一貫性のある戦略を策定するためのツールとして、戦略マップが提唱された。 

顧客の満足度や従業員のやる気など評価の難しい無形資産

の価値を明確化し、それらの指標を従来の財務的業績指標と併

用することによって、企業の将来･現在･過去の活動が適正化ど

うか判断するというのが基本の考え方である。 

第１回目の狙い：自社の課題を認識、ＳＭ（ストラテジーマネ 

ジメント）の考え方の基本を理解する。 

     効果：自社の永続的発展を考えるための視点・枠組 

        みを理解し、自社の成長に向けた経営者の責 

        任に気づかせる。 

宿題としてＳＷＯＴ分析用ワークシートを完成させる。 

毎回セミナー終了後懇親会を設け、同じ業界で活躍する他社の人

とのコミュニケーションの場作りを行います。 

このセミナーを通して自社の強みや弱みに気付き 他社の強みを

学び 将来の仲間作りの場となればよいと思います。 

第２回目は、８月１日（金）～２日（土）第３回目は、９月５日

（金）～６日（土）に、スペースα神戸において１泊２日、寝食を

共にしてのセミナーとなります。 

本紙は組合員様に組合活動を出来るだけ詳しく
お知らせし、よりご理解をしていただく目的で 
お届けしています。是非ともお読みください。 
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平成 26年 8 月 29 日（金）～30 日(土)リコージャパン様若手社員研修会 

を予定しております。                       ＝昨年のセミナー風景＝ 

昨年、一昨年と大好評なこの研修会をよりレベルアップした

内容にマイナーチェンジをしました。 

昨年、一昨年に参加頂いた方々には是非、次のレベルへのス

テップアップに、またまだ参加されていない方は、是非とも好

評いただいているセミナーですので時間を作って頂きご参加頂

けたらと思います。 

受付は先着順となっておりますので、詳しいご案内を７月２

５日情報定期便にてお配り致します。そちらをご覧頂き、お早

目にお申込み頂きます様お願い致します。 

 

引き続いてキヤノンマーケティングジャパン様・コニカミノルタビジネスソリューションズ様のセミナーも

企画しております。 

毎月１０日・２５日の情報定期便や組合ホームページをご覧頂き、奮っての御参加をお待ちしております。 

また、こんなセミナーを開いてほしい！等ご要望もございましたら 是非 組合事務局までお知らせ下さい。 

 

キヤリア形成促進助成金のご案内 

厚生労働省・都道府県労働局が案内しています助成金に「キヤリア形成促進助成金」というものが有ります。 

これは、労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、雇用する労働者に対して職業訓練などを計画に沿

って、実施した場合、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。 

そこで、この度のＢＳＣ研修会はこの助成金の②一般型訓練に該当し、この助成の対象は、中小企業に限ら

れますが（他に要件はあります）、賃金助成が１人１時間当たり、400 円、経費助成が 1/3 助成されます。 

助成申請の為には先に「職業能力開発促進法」の第 12 条において事業主努力義務とされています、「職業能

力開発推進者」を定め、また、同法第 11 条の事業主努力義務とされている、「事業内職業能力開発計画」を策

定し、それらに沿って実施することとなっています。 

他にも助成金申請時には提出書類が必要ですが詳しい内容については、「職業能力開発サービスセンター」に

て相談を受けつけ直接企業へも出向いてくれます。また、教育訓練の実施に必要な各種の情報・資料の提供も

あります。 

興味のある方は是非一度「キヤリア形成促進助成金について」 

ＨＰアドレス http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html 

 「職業能力開発サービスセンター」ＨＰアドレス http://www.osaka-noukai.jp/consult/jinzai_1.asp をご覧

になってみて下さい。 

ものづくり・商業・サービス革新補助金 第 2次公募開始 

先日一斉 FAX にてお知らせしましたが、上記補助金は、平成 26 年 7 月 1 日から 8 月 11 日まで第 2 次公募

期間と決定しています。大阪府中央会ものづくり中小企業支援室による補助金説明会は 7 月 7 日(月）に行な

われました。説明会の詳細は中央会 Hhttp://www2.tri-osaka.jp/maido/JimTebiki_H25_1_2.pdf の資料又は中

小企業庁サポートサイト「ミラサポ」等 Phttps://www.mirasapo.jp/をご覧ください。又、ご相談等がある組

合員様には支援室をご紹介いたしますので事務局迄ご連絡下さい。 
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リコージャパン株式会社「お役立フェア」開催 

去る、６月１８日・１９日にリコージャパン株式会社

主催「お役立フェア」が開催されました。 

場所：大阪市中央区谷町４丁目 11-6  

リコージャパン株式会社谷町事業所２階 

リコー様は、ＯＡ機器レンタルサービスをベースにオ

ーダーメイド型ＯＡ運用支援サービスを行っておら

れます。 

その中で２件案件をご紹介します。 

紙アプリ：紙に描いた絵でゲームができる新感覚

の“お絵描きコミュニケーションツール”です。 

各種イベントや展示会での集客や、レクリエーシ

ョンのためのツールとして活躍します。 

①絵を描く②スキャン（解析）③アプリの入った

CP④投射機等を使って行います。 

アプリは５種類 

消耗品費搬入出費用に機材やアプリのレンタル料

金が必要です。 

写真は参考に「紙レーサー」アプリ投射の模様で

す。 

その他に ＊児童館施設の学習ツール 

＊待合室・キッズコーナーのお遊びツール 

＊フェア、イベント会場の接客コンテンツとして等、体験・参加型のデジタルサイネージとして今

後いろいろな場所で活躍しそうなものでした。 

 

リコーユイファイド コミュニケーションシステム 

：さまざまな場所をカンタン・手軽に結び付け、自在なビジ 

ュアルコミュニケーションを実現するツールです。打ち合せ

スペース、モニタープロジェクターが無い小スペース、会議

室で、パソコンやスマートデバイスでのコミュニケーション

にお役立します。 

「テレビ会議」とはここが違う・・・操作は３ステップ 

              ・・・使用場所は限定しない 

              ・・・お客様や取引先とイン 

  ターネット接続で利用できる 

              ・・・ＭＣＵ（多地点接続装置）が不要 

「Ｗｅｂ会議」とはここが違う・・・シンプルで使いやすい 

              ・・・映像がリアルでスムーズ 

              ・・・多人数でリアルコミュニケーション 

一拠点、参加人数などにより機種も様々用意されています。 

興味を持たれた方はリコージャパン株式会社各担当者迄 お問合せ下さい。 
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副資材 新商品のご案内 

 

①セポールウレタン枕 5ｍｍ 白色         

 

従来の鼠色のウレタン枕 5ｍｍタイプの白色バージョンで

す。 

最近増加の白焼きに対応した、白色のウレタン枕です。 

 

サイズは 5ｍｍ厚限定ですが ６穴、１包（200本）入りで販売致します。 

価格は従来の鼠色と同額にてご用意できます。@２５円（組合員価格） 

②和紙コピー用紙 ご紹介 

和紙の素材を生かした紙質は、中性紙で、長期保存性に優れています。 

紙粉が少なく、カセットによる自動送りにて使用可能です。 

官公庁資料・契約書・会議書類等和紙の素材を生かしたお客様の御意

向にそう用紙となっています。 

詳しい内容やサンプルがご入用の方は組合事務局までご連絡下さい。 

以上 組合員様のご用命をお待ちしております。 

また、新たにお取扱い希望副資材がございましたら ご連絡下さい。 

 

組合員様ご訪問 

平成 26 年 6 月 16 日 株式会社六甲商会様を訪問。 

平成 24 年 4 月組合加入。 

住所兵庫県神戸市中央区磯上通 6-1-17 

電話 078-265-2501 

代表者 和田英剛様 

昨年「次世代」をテーマとした『ＲＯＫＯＬＡＢ』を設立 

これからの業界をけん引して行かれる若きリーダーです。 
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平成 26 年 6 月 16 日 株式会社ルネック様を訪問。 

平成 22 年 4 月組合加入 

住所 兵庫県神戸市兵庫区下沢通 4-7-30 

電話 078-576-8866 

代表者 一木光男様 

組合理事 佐々木洋之様（写真左） 

自社ビルで数社の機械をフル活動させての営業中でした。 

佐々木理事にはいつも組合事務系活動にご助力頂いています。 

 

平成 26 年 6 月 24 日 株式会社フジデジタル様を訪問。 

平成 24 年 3 月組合加入 

住所 兵庫県神戸市兵庫区上床通 2-4-27 

電話 078-671-4178 

代表者 藤喜志福様 

しっかりした奥様に将来有望な社員に囲まれている事が、大らか

な社長を作っているのだと訪問してわかりました。 

平成 26 年 6 月 24 日 光青工業株式会社様を訪問。 

平成 24 年 4 月組合加入 

住所 兵庫県神戸市灘区城内通 3-2-16 

電話 078-871-0031 

代表者 橋本玲子様 

常務取締役 橋本良平様 

社歴を尊び社員を愛する経営者と常務。 

教育熱心なお二方に敬服しました。 

 

ＰＯＤガイドブック販売中 6 月 10 日情報定期便にて各組合員様へお送りしました、「ＰＯＤガ

イドブック」はご覧頂きましたでしょうか？ 

日本複写産業協同組合連合会監修により、ポストジアゾという厳し

い業界環境の中で、ＰＯＤ業務に必須であり、指針となるガイドブッ

クを目指して編集されたものです。 

まずは手に取って頂きご覧頂けたら『ＰＯＤは何ぞや？』というと 

ころから理解できるようになっています。 

ＰＯＤと一言で言っても理解が難しく、増して説明も困難とお考え

の場合は、この本をお客様へ贈呈頂き、「この本に記載されているよ

うなことを致します」とご説明頂くと、「あ~なるほど」と。 

組合員様がお役立ち出来る事とお客様が依頼したいことがマッチ

してお話が進むのではないでしょうか？ 

是非とも営業ツールとしても活用できる「ＰＯＤガイドブック」を

ぜひご愛読下さい。残数が僅少です。お早目のご購入を！ 
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組合員企業による事例紹介＆情報交換会のご案内 

 

向夏の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご厚誼にあずかり、 

厚く御礼申し上げます。 

 さて、日に日に季節が夏へと移りつつある今日この頃、昨年ご好

評をいただきました「情報交換会」を今年も開催することとなりま

した。 

 また、今回は新企画も加わります。（詳細は下記）同業他社の取

組事例を聞き、自社の将来の参考にしていただければと存じます。 

今年も、業界の次世代を担う皆様に気軽な雰囲気の中で、交流を

育んでいただけるよう企画しております。奮ってご参加くださいま

すよう、宜しくお願い申し上げます。 

記 

事例紹介＆情報交換会 

日時：平成 26 年 7 月 30 日（水） ①18：30～  

②19：30～ 

内容：①「顧客ニーズに対応した取り組み紹介」 

          ＆意見交換会 

         発表者 コーセイプロス㈱ 田中 義雄氏 

         会場：近畿複写産業協同組合 事務局会議室 

    ②懇親会  会費：￥4,000～￥5,000（予定） 

          会場：北浜界隈  ※懇親会の詳細は、追ってご連絡致します。 

対象：業界の次世代を担う組合員企業社員及び経営者 

お申込み：参加申込欄に必要事項をご記入の上、組合事務局 八松まで FAX、またはメールにて 

お申込みください。（FAX：06-6201-4768 メール：yamatsu＠kinkifukusha.jp）         

事務局よりお知らせ 

先日第５１期通常総会にて承認されました、定款及び各規約、規程について 7 月中には、近畿経済産業局 

より認可が下りそうです。 

そこで 定款そして規約・規程集としてまとめたものを製本し組合員様へお配りする予定です。 

お手元に届きましたら ご一読頂きまして、ご不明な点は組合事務局までお問い合わせください。 

またそれらは、お手元に保管頂きまして、ご活用頂ければと思います。 

編集後記 

過日、商工会議所経営指導員が来社し、「市内のある商店さんの販売促進の企画を実行するにあたり、国へ補助金を申請した 

ところ認められました。ついては そのうちの印刷のところを協力頂きたい。」という話で、補助金は６件申請し３件通ったとの 

ことでした。金額は高額なものではありませんが、「案外とハードルが低いものもあるんだナ」と云うのが実感です。この号でも 

「補助金に関する事案」を掲載しています。組合員の皆様方、チャレンジしてみては如何でしょうか。（記・桑田） 

中小企業をとりまく環境はまだまだ厳しいですが、国も今年度は設備投資を進め色々な補助金や税施策を取っています。 

上手に活用されてアベノミクスの政策を自社に活用頂けると良いと思います。今後も情報を発信いたしますので是非参考 

にされてください。又、よい情報が有りましたらご一報ください。組合員様皆で共有し組合活性化に繋げたいと思います。（記小野） 


