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去る平成 12 年５月 20 日、社団法人日本経営士会千葉県会の定時総会が実施されました。本
年度は役員会改選の年ということで、新役員の選任が行われ金子会長の元、新体制で今後をのぞ
むこととなりました。

ごあいさつ
会長

金子

昭

定時総会も無事終了致しましたが、甚だ残念なことは役員変更時期にもかかわらず一名の立候
補者もなく、大半が留任せざるを得なかったことです。これはひとえに PR 不足と私の不徳の致
すところと深く反省しております。県会の活性化・発展には新人の登用がかかせないのではない
かと考えております。また、過去二年間の大半が経営士移行問題であり、特に昨年は一類研修に
つきまして、移行委員会の先生方には大変ご苦労を煩わし、厚く御礼申し上げる次第です。この
移行問題につきましては、来年３月をもって終了となっており、昨年度実施致しました一類研修
は、全国で当県会のみと甚だ不可解な状況にあり、何のために本部はあれほどの紙面を通じて一
類研修要綱を発表してきたのか、疑問を抱かざるを得ません。このために会員諸侯に対する研
修・研究会を極力削減してまで努力してきたのは、いったい何だったのか、何とも憤りを感ぜざ
るを得ません。愚痴はこのくらいにして、今年もまだ 20 数名の準会員の方がおられますので、
引き続き努力致す所存でおります。
ひるがえって、今年の経済白書はサブタイトルとして「新しい世の中が始まる」とういう誠に
穿った表現をしている。市場原理の導入、IT 革命など、経済環境は激変の時代にある。なかで
も会計革命は、企業自らの変革を数字という具体的な形で要求してきている。「企業が変わる」
ためには、技術の重要性もさることながら、その背景にある人間の知恵、知識をいかに効率的に
共有・総合化していくかが求められる。ドラッカーも主張するように「知識は唯一の意義ある資
源」である。このことは、企業の競争優位もまた「知識に依存」していることを示唆している。
２１世紀は、知識を基盤とする経済の時代といわれている。そこで、今われわれが真剣に考える
べきことは、知識社会の基本的特徴を把握し、現象の背後にある本質を明らかにし、その本質に
基づいた理論や概念を創り出し、それらを現実に適応するための方法論を開発することではない
かと思われる。したがって、県会としては、会員諸侯のもつ暗黙知をいかに共有・活用できるよ
うな形式知に変換できるかにかかっているともいえよう。
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最後に千葉県会活性化のためには今何をなすべきか。会員諸侯の率直なご意見を賜れば幸甚に
存じ上げる次第です。
なお、今年度以降、南総・戦略研を企業研に合体し、月例・企業研・ISO など、各担当役員
の方々には大変ご迷惑でありましょうが、時代性のあるテーマ並びに内容についてご検討の上、
一層のご尽力のほどお願い申し上げる次第です。

千葉県会平成１２年度役員
会

長

金 子

昭

副 会 長

原

弘 行

（総務担当）

副 会 長

吉 井 秀 成

（研修担当）

総務委員

宮 脇 顕 一

（会計担当）

〃

若 月 英 司

（総務・ISO 事務局担当）

〃

轟 木 一 三

（総務担当）

〃

鈴 木 伸 一

（広報担当）

研修委員

河 井 成 夫

（研修担当）

〃

佐 藤 昭 保

（MPP 担当）

〃

染 谷 文 夫

（北総地区研究会会長）

〃

鶴 岡 義 明

（企業経営研究会会長）

監

事
〃

藤 江 隆 平
淵 野

平

北関東支部委員会委員推薦者
教育研修委員会
吉井秀成 〒285-0857 佐倉市宮ノ台 4-13-1 Tel･Fax 043-462-4025
林

敬雄 〒285-0864 佐倉市稲荷台 2-3-16 Tel･Fax 043-487-2175

業務開発委員会
佐藤昭保

〒 270-0175

流 山 市 三 輪 野 山 1072-1

〒 263-0042

千 葉 市 稲 毛 区 黒 砂 3-4-9

Tel 0471-59-3419

Fax

0471-50-4538
若月英司

Tel 043-247-5078 Fax

043-247-5082
渉外広報委員会
轟木一三 〒270-1143 我孫子市天王台 5-2-1-507 Tel･Fax 0471-84-1062
鈴木伸一 〒277-0835 柏市松ヶ崎 275-7

Tel･Fax 0471-33-1303
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千葉県会定時総会
平成 12 年５月 20 日
千葉市 ほてい屋 にて

14:30〜

第 1 号議案 平成 11 年度事業報告
第２号議案 平成 11 年度収支報告および監査報告
第３号議案 千葉県会規則改正（役員構成）
第４号議案 役員改選
第５号議案 平成 12 年度事業計画(案)の承認
第６号議案 平成 12 年度収支予算(案)の承認

お客様を迎えて
瀬戸会長、斎藤事務局長、千吉良支部長

改正後 千葉県会規則 第 7 条（役員構成）
本会には次の役員を置く。ただし、役員は１５名以内とする。

(１)
(２)
(３)
(４)
(５)
(６)

会長
副会長
総務委員
研修事業委員
会計委員
監事

１名
２名
若干名
若干名
１名
２名

総会の様子

懇親会にて「乾杯」

和やかに行われた懇親会
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企業経営経営研究会 開催記
平成 12 年３月 25 日(土)〜26 日(日)

場

所

国民宿舎しおさい

ここ数年来恒例となった企業研の一泊研修は、昨年、一昨年と同様、房州千倉の国民宿舎「し
おさい」で行った。当日はデラックス観光バス（サロンカー）で、まず京成津田沼駅前で７人乗
車し、続いて千葉 NTT 前で５人乗車、一路「しおさい」へ向かった。途中上総湊で 13 人目の
参加者、藤江先生を乗せ、浜金谷で昼食をとり、14 時過ぎに目的地「しおさい」に到着した。
休む間もなく、すぐに会議室に集合し研修会を開始した。まず講師の染谷先生が自己紹介をし、
本題の「人事考課の在り方」について講義した。主な内容は①人事考課制度の動向、②構成、③
他の人事制度との関係、④目的と必要性、⑤設計・運用、⑥幹部社員としての役割、⑦考課者訓
練の概要等について非常にわかり易くかつ詳しく説明した。最後に人事考課は「絶対考課」か「相
対考課」かどちらが良いか皆で論議をしあった。
研修会は予定時間を少しオーバーして終わり、18 時から大広間で懇親会を行い「カラオケ」
等で多いに盛り上がり遅くまで続いた。翌日は８時半から再び大広間に集まり、２日目の研修、
MPP 研修(ケース：商店街を取り巻く環境変化への対応策)を 11 時半まで行い、再びサロンカー
で少し太めのガイドさんの美声を聞きながら帰路につき予定通り 16 時着。

記

鶴岡 義明
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平成１２年度行事予定
月例研修・MPP
事務局
佐藤 昭保
９日(土)
9月
13:00〜16:00
場所 大久保公民館
「買物客アンケート調査
の結果から商店街活性化
策を探る」
佐藤昭保会員他リーダー

企業経営研究会
北総地区研究会
鶴岡 義明
染谷 文夫
９日(土) 場所 大久保公民館
10:30〜12:00

ISO 研究会
若月 英司

「経営倫理と経営士の関わりについて」と医療と
福祉に関わる論文の紹介

講師 吉井秀成会員
16:00〜17:00
「今後の月例研究会の将来計画」グループ討議

担当 吉井秀成、河井成夫両会員
14 日（土）
14:00〜17:00
「最近の IT の動向
−ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを中心として−」
場所 あびこ市民プラザ
講師 鈴木伸一会員
21 日(土)、22 日(日) 経営士北関東フォーラム（群馬県会担当）
会場 安田生命前橋支社 宿泊 前橋グランドホテル
11 日(土) 場所 大久保公民館
11 月 11 日(土)
13:00〜16:00
10:00〜12:00
場所 大久保公民館
「旅行業界の動向」
MPP 研修
講師 曽我正男会員
「トライアルケース」 16:00〜17:00
佐藤昭保会員他リーダー
「中小企業指導法から支援法への改定」
講師 川崎秀雄会員
12 月 ２日(土)
三会合同研究会(経営士会千葉県会､千葉県能率協会､中小企業診断協会千葉県支部)
会場 東横イン千葉ポートスクウェア 14:00〜 「E ビジネスと流通革命」
10 月

16 日(土) 合同研究会 14:00〜

「会計革命」 場所 大久保公民館

講師 金子 昭 会員
１〜３月
13 年
①ISO14000
1月
３日(土)
３日(土)
内部監査員養成講座２回
2月
11:00〜 役員会
13:00〜17:00
講師 近江堅一会員
場所 あびこ市民プラザ
「今後の人事管理の方向性」 場所 未定
場所 あびこ市民プラザ
講師 染谷文夫会員
②ISO9000,14000 を
17 日(土)、18 日(日) 北関東支部 MPP（千葉県会担当）
活かすビジネス展開（仮題）
会場 国民宿舎「しおさい」 安房郡丸山町白子字吉田 2792
集合場所予定
講師 近江堅一会員
京成津田沼(9:30)、JR 津田沼駅南口(10:00)、千葉 NTT 前(10:45)
場所 未定
MPP14:00〜17:00、懇親会 18:00〜
17 日(土)
3月
11:00〜 役員会
13:00〜16:00
「カイロを利用した健
康管理」
場所 大久保公民館(予定)
講師 佐藤昭保会員
各詳細につきましては、各研究会の事務局までお問い合わせください。
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中小企業診断専門家派遣事業登録のお知らせ
すでに千葉日報ほか一部関係機関に掲載されましたが、千葉県産業振興センターの 専門家の
登録 について、下記要綱参照の上、ご希望の方は県会総務担当の若月会員まで申請用紙等ご請
求ください。
（若月英司 会員

電話：０４３−２４７−５０７８ FAX：０４３−２４７−５０８２）

平成１２年度千葉県中小企業診断助言等専門家派遣事業に係る専門家登録について

財団法人千葉県産業振興センターは、中小企業支援法第７条第１項の規定に基づき、同
条第２項の特定支援事業を行う者（千葉県中小企業支援センター）として、平成 12 年５
月 11 日付けで、千葉県知事の指定を受けたことから、中小企業者の経営診断、技術助言
等の専門家の派遣事業を実施することになりました。
つきましては、専門家派遣事業の支援者（専門家）としてご協力いただきたくお願い申
し上げます。
記
１．名 称 財団法人千葉県産業振興センター
２．担 当 経営支援部経営支援課
３．所在地 〒２６１−７１２３
千葉市美浜区中瀬２−６ WBG マリブイースト２３階
４．ＴＥＬ ０４３−２９９−２６５１
５．ＦＡＸ ０４３−２９９―３４１１

北総研究会開催のお知らせ
テーマ

最近の IT の動向 −ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを中心として−

日

時

平成 12 年 10 月 14 日（土）

場

所

あびこ市民プラザ（我孫子ショッピングプラザ内３F、JR 我孫子西口下車 徒歩５分）

講

師

鈴木 伸一 会員

１４：００〜１７：００

参加ご希望の方は、FAX で下記宛てまでお申し込みください。
染谷文夫 会員 Tel & Faｘ：０４７−３４１−６７７２
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会議・研究会報告
企業経営研究会
平成 12 年３月 25 日(土)〜26 日(日)

場

所 国民宿舎しおさい

テーマ 人事考課の在り方

講

師 染谷文夫 会員

参加者 宇賀田登茂男、榎田國男、大河内国治、金子 昭、佐藤昭保、佐藤光生、中田健二、
鶴岡義明、原 弘行、藤江隆平、前島英太郎、若月英司、染谷文夫

企業経営研究会、南総地区研究会、ISO ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ研究会、
経営戦略研究会、MPP 定時総会
平成 12 年４月 15 日(土)

場

所 大久保公民館

テーマ 定時総会
参加者 金子 昭、原 弘行、吉井秀成、轟木一三、河井成夫、宮脇顕一、佐藤昭保、若月英司、
鶴岡義明、原田謙司、藤江隆平、池木尊志、宇賀田登茂男、川崎秀雄、岩野邦久、
大塚末五郎、佐藤光生、林 久雄、林 敬雄、前島英太郎、松永清美
各研究会会計報告、事業報告、次年度予算案、事業計画案

ISO コンサルティング研究会
平成 12 年４月 29 日(土)
テーマ

ISO9000 内部監査員養成講座

場

所 船橋市中央公民館

講

師 近江堅一 会員

参加者 近江堅一、川崎秀雄、宇賀田登茂男、佐藤光生、河井成夫、岩野邦久、高橋善孝、
渋谷 勲、遠藤英雄、篠崎 功、林 久雄、林 敬雄、真武清志、松永清美、吉井秀成、紺
野貴裕、若月英司、松木幹雄(埼玉）
、佐藤康昌(東京)、北島万洲夫(東京)
ISO9001 規格の解釈

北総地区研究会
平成 12 年４月 30 日(土)

場

所 我孫子市民プラザ

テーマ 北総アウトソーシング研究会発表会

講

師 北総アウトソーシング研究会メンバー

参加者 榎本 均、金子 昭、宇賀田登茂男、鶴岡義明、岩野邦久、松永清美、佐藤光生、
池木尊志、河井成夫、鈴木弘道、若月英司、石渡善紹、川崎秀雄、鈴木健郎、
佐藤昭保、轟木一三、大河内国治、吉井秀成、林 敬雄、染谷文夫、佐藤康昌(東京)
研究成果報告「自社診断の手引き」
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ISO コンサルティング研究会
平成 12 年５月 27 日(土)
テーマ

ISO9000 内部監査員養成講座

場

所 船橋市中央公民館

講

師 近江堅一 会員

参加者 近江堅一、川崎秀雄、佐藤昭保、佐藤光生、河井成夫、岩野邦久、渋谷 勲、遠藤英雄、
篠崎 功、林 久雄、林 敬雄、真武清志、松永清美、吉井秀成、紺野貴裕、若月英司、
松木幹雄(埼玉）、佐藤康昌(東京)、北島万洲夫(東京)
ISO9001 規格の解釈
規定類の作り方

第 3 回役員会
平成 12 年８月５日(土)

場

所 大久保公民館

参加者 金子 昭、原 弘行、吉井秀成、佐藤昭保、藤江隆平、染谷文夫、河井成夫、
宮脇顕一、鈴木伸一
「2000 年度関東地区三支部合同 MPP 研究」参加要請について
支部委員会 委員の推薦について
拡大幹事会について
支部主催 MPP について
県会報発行予定について

月例研修会
平成 12 年８月５日(土)

場

テーマ 第 34 回経営士全国研究会議報告

報告者 藤江隆平 会員、宇賀田登茂男 会員

所 大久保公民館

「経営士会の動向」佐藤光生 会員
参加者 金子 昭、藤江隆平、林 久雄、宇賀田登茂男、遠藤英雄、原 弘行、佐藤昭保、
吉井秀成、大塚末五郎、鈴木伸一、染谷文夫、宮脇顕一、佐藤光生、松永清美、
池木尊志、石渡善紹、河井成夫

お願い
記事、投稿をお待ちしております。ご協力お願いいただける方は広報担当 鈴木まででお送りください。
TEL&FAX：０４７１−３３−１３０３
MAIL：shin_suzuki@nifty.com

