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マネージャー

お名前
堀 敦志
ほり あつし

担当拠点 北海道

専門領域
強みなど

道内の主要企業に
関する知識
営業面での押しの強さ

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、南一条支店など、
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

マネージャー就任の経緯
 北海道で生まれ育った人間として、いつかは地元北海道に直接的にお役に立てる仕事
に就きたいと考えておりましたところ、マネージャーの募集を知りました。自分なりに熟慮の
結果、10月に前の職場の退職を決意し、金融マンとしての30年、一般法人の役員と
しての約6年間の経験をいかせる職場として応募したところ、ご縁をいただくこととなりまし
た。

本事業に対する抱負

 地方の衰退が顕著になっている北海道において、地方創生は何としても成し遂げねば
ならないテーマとなっており、本事業を通じて地域社会へ貢献したいと思います。
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
久米田 勝
くめた まさる

担当拠点 青森県
融資渉外業務に取り組んだ

略
歴

１９５７年生まれ
１９７６年 ㈱みちのく銀行入行 ２０
０５年 八戸支店次長 ２００７年
深浦支店長２０１０年三戸支店長
２０１４年 ローン業務部上席担当役

銀行員の経験
専門領域
強みなど

ウォーキング、ゴルフ
趣味・特技
など

誠心誠意

好きな言葉

マネージャー就任の経緯

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

本事業に対する抱負

 青森県内の中小企業は後継者不足という大きな問題を抱えており、事業承
継を含めて企業の発展を考えていかなければなりません。企業の発展なく
しては地域の活性化はありません。プロフェッショナル人材事業を通じ地
元企業の新たな展開に貢献して参りたいと思います。
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マネージャー

お名前
関口 等

せきぐち ひとし

担当拠点 岩手県

専門領域
強みなど

・中小企業支援
・金融

略
歴

・岩手県職員
・商工労働観光部経営支援課
新事業団体支援担当課長、企
業局経営総務室予算経理担
当課長、農林水産部団体指導・スポーツ観戦

趣味・特技
など

課指導検査課長、商工労働観
光部経営支援課総括課長を
経て、R3/4より（公財）いわて
産業振興センター 常務理事
兼事務局長好きな言葉

・あせらず、くさらず、あきらめ
ず

マネージャー就任の経緯

 岩手県職員として企業支援分野を中心に、さまざまな業務を経験してまいりました。 令
和3年度よりいわて産業振興センターの常務理事兼事務局長に就任すると同時に、マネ
ージャー職を拝命しております。

本事業に対する抱負

 東日本大震災から11年経過しましたが、県内被災地域の復興は道半ばです。岩手
県全体を見ても、コロナ禍で経済的な落ち込みはみられますが、プロ人材事業を推進
し、県内企業を活性化したいと思っております。プロフェッショナル人材戦略拠点マネージ
ャーとして、これまでの経験を活かしてまいります。
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
佐藤 章吾
さとう しょうご

担当拠点 宮城県

専門領域
強みなど

・製造工場の運営
・製造技術開発による生産性
向上
・省エネ、再エネ支援
・その他、企業支援

略
歴

1980年 石川島播磨重工業株式会社（IHI）に
入社 航空宇宙事業本部配属

1982年 ソニー株式会社に入社
長年、オーディオ用およびビデオ用の記録メ
ディア製造部門を担当

2000年から４年間、フランスの工場に海外赴任
（家族帯同）

2012年 ソニー株式会社を退職
その後ベンチャー企業（２社）を経験

2015年 宮城県環境生活部環境政策課・環境産
業コーディネーター着任

2022年 宮城県環境生活部環境政策課・環境産
業コーディネーター退任

趣味・特技
など

・旅行
・散歩（愛犬と一緒に）

好きな言葉

「慎重かつ大胆に」

マネージャー就任の経緯

 前職の宮城県環境政策課のコーディネーターを2021年度末で辞めることにしていまし
た。ちょうど“みやぎ工業会”からプロ人拠点のマネージャー交代の声を掛けていただき、こ
れほどの大任とは知らずに引き受けてしまいました。

本事業に対する抱負
 企業時代に担当部門を世界No.1にすることを目指していましたので、迷惑を顧みずに
ついつい宮城プロ人拠点を全国トップクラスの成績に維持向上することがプロ人事業の
継続に貢献できるものと誤解して取り組んでいます。拠点を工場と見立てて製造マンとし
て徹底的に調査して、拠点の強みを活かしつつ新しい取組みも進めたいと考えています。
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マネージャー

お名前
佐藤 隆夫
さとう たかお

担当拠点 秋田県

専門領域
強みなど

金融全般
コ－ポレ－トガバナンス

略
歴

・昭和５４年 秋田銀行入行
情報開発部次長、県庁支店長、事務統括、監査
部長を経て監査役に就任。

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

趣味・特技
など

美術鑑賞
スポーツ観戦
ドローン撮影
柔道５段

好きな言葉
急がば回れ
三人寄れば文殊の知恵

マネージャー就任の経緯

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

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

本事業に対する抱負

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

マネージャー

お名前
吉田 勉

よしだ つとむ

担当拠点 山形県

専門領域
強みなど

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

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

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

マネージャー就任の経緯

 山形県は全国平均を上回るスピードで少子高齢化が進んでいます。地方創生におい
て、「企業ニーズの把握」「攻めの経営」そして「ヒト・人財」の問題は重要です。「山形か
ら元気に」をモットーに、魅力ある県にして、企業価値・地域価値を上げることに少しでも
お役に立ちたいと思います。

本事業に対する抱負
 山形県は100年超の長寿企業輩出率が京都に次いで2位であり、伝統ある「ものづく
り県」と捉えています。

 また、企業存続が大命題であり、不易流行の考え方、すなわち「変えてはならないも
の」「変えるべきもの」を見据えて対応します。

 さらに、人的資本経営が注目されてる中、「外部人材活用が企業体質を変える
好機」と捉え、行動します。
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マネージャー

お名前
渡部 速夫

わたなべ はやお

担当拠点 福島県

専門領域
強みなど

マクロ経済
金融知識
産業集積（クラスター）
企業経営・財務
等々

略
歴

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

福島県企業局相談役
2018年ABLIC（株）常勤監査役

（現職）東邦銀行取締役
喜多方市政策推進顧問
きたかた大使等

趣味・特技
など

野球，卓球
MLB観戦
自動車,万年筆
等々

好きな言葉

それでも人生にイエスと言う
（V.E.Frankl）

マネージャー就任の経緯

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

本事業に対する抱負

 現在、コロナ禍等大変な思いをしている県内の企業の方々のお役に少しでも立ちたい
と思っております。

プロフェッショナル人材戦略全国事務局 8



プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー（代行）

お名前
大内 勝博

おおうち かつひろ

担当拠点 茨城県

専門領域
強みなど

企画・調査分析業務

経営計画策定支援

人事賃金制度設計

・日本生産性本部認定
経営コンサルタント
・中小企業診断士

略
歴

1964年生まれ
1987年 立教大学経済学部卒業、常陽銀行入行
1997年 社会経済生産性本部（現日本生産性本
部）へ出向
1998年 グループ会社の常陽産業研究所に勤務、
コンサルティング業務等を担当
2007年 銀行に戻り、本部にて内部監査やチャネ
ル戦略の企画、および支店運営に従事
2021年 ひたちなかテクノセンターに出向、茨城拠
点のサブマネージャーに就任趣味・特技

など

ゴルフ、野球観戦、ワイン

好きな言葉

苦あれば楽あり

堅忍力行

マネージャー就任の経緯

 2021年4月から、サブマネージャーとして地域中小企業の課題解決に向けた
人材マッチングに従事してまいりました。前任のマネージャーが急遽退任された
ため、マネージャー業務を代行することになりました。後任マネージャーの着任
まで、しっかりと拠点をまとめて行きたいと考えております。

本事業に対する抱負
 茨城県は、東京圏から近く地形にも恵まれ、ものづくりやアグリビジネス等では

全国トップクラスにあります。ポテンシャルを生かして、更なる発展を遂げるには、
人材戦略が不可欠となっています。本事業を通じて、地域社会の発展に少しで
も貢献できればと思います。
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マネージャー

お名前
坂入 武司
さかいり たけし 写

真
担当拠点 栃木県

専門領域
強みなど

栃木県職員として、企業誘
致、ものづくり技術支援、財
政運営、環境森林、教育
関係等、様々な行政分野
に携わり、栃木県の状況を
幅広く捉えています。

略
歴

栃木県職員
環境森林部環境森林政策課総務主幹
教育委員会事務局施設課長
環境森林部次長兼環境森林政策課長

令和3年度から
（公財）栃木県産業振興センター専務理事
（株）とちぎ産業交流センター常務取締役
（一社）栃木県発明協会専務理事

趣味・特技
など

楽器演奏（吹奏楽団所属、
チューバ奏者）
映画、ドライブ

好きな言葉

至誠
一期一会

マネージャー就任の経緯

 令和３年４月から（公財）栃木県産業振興センター専務理事を務めておりますが、
中小企業の支援機関として当産業振興センターが有する多様な相談・支援機能と、
「プロフェッショナル人材戦略拠点」の取り組みの連携を強め、シナジー効果を発揮するた
めに、令和４年４月から就任いたしました。

本事業に対する抱負

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

プロフェッショナル人材戦略全国事務局 10
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マネージャー

お名前
近藤 潤

こんどう じゅん 顔写
真

担当拠点 群馬県

専門領域
強みなど

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

略
歴

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

兼群馬製作所長
2004年 同社 常務執行役員 原価企画

管理本部長
2008年 同社 取締役専務執行役員

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

マネージャー（～現在）
2021年 国立大学法人群馬大学理事（学長特

命（産学連携））・非常勤

趣味・特技
など

ゴルフ・スポーツ観戦（特に
野球）

好きな言葉

随所に主となれば、立つとこ
ろみな眞なり

マネージャー就任の経緯
 群馬は、私の前職であるSUBARUが国内唯一の生産拠点を置く県であり、40年超の職業

人生を過ごす中で、多くの企業そして様々な人と密接な関りをもった第二の故郷です。
 企業経営に携わってきたなかで 「企業は人なり、人は会社の財産」との想いは強く、“人材確

保という切り口から群馬を元気にする”という視点で、少しでも故郷のお役にたてればと思い、就
任を承りました。

本事業に対する抱負
 就任以来約4年、延べ250人超の経営者とお目にかかり、中小企業の現場を拝見し、経営

について意見交換を行ったうえで、“優秀な人材の確保”は企業経営の生命線であるとの思
いを益々強くしています。

 我々は、当拠点が設置された群馬県産業支援機構と連携して、人材紹介に限ることなく
様々な課題解決方法を考えながら中小企業を支援しています。
元気な群馬を造り出すため、是非我々を活用していただきたいと思います。
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マネージャー

お名前
原田 忠禮
はらだ ただみち 顔写

真

担当拠点 埼玉県

専門領域
強みなど

経営企画から現場管理ま
で全般
特に生産技術・品質管理・
5S活動

略
歴

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

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

（～2011年）
2014年 プレス工業㈱取締役（非常勤）

（～2018年）
2017年 上尾市企業連携チーフコーディネータ

（～2021年）

趣味・特技
など

読書・水泳・ゴルフ

好きな言葉

至大至剛

マネージャー就任の経緯

 経営全般に関する知見が豊富。

 生産技術に関する経験を活かしたサプライヤー指導の経験が長い。
 上尾市の企業連携チーフコーディネータとして中小企業との接点が多い。
 上記を評価されて要請があり、引き受けさせていただきました。

本事業に対する抱負

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



マネージャー

お名前
山口 荘一

やまぐち そういち

担当拠点 千葉県

専門領域
強みなど

千葉県内の産業に関する
知識
営業面でのコミュニケーション
能力

略
歴

・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 株式会社未来設計出向
・2013年 株式会社総武出向
・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株式会社 取締役
・2017年 〃 取締役スタッフサービス部長

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

マネージャー就任の経緯
 千葉銀行勤務の中で、千葉県経済同友会の仕事をする機会があり、圏央道建設促
進県民会議事務局、成田空港活用協議会等の委員など千葉県の発展に多少なり
とも関わることができました。

 今回プロフェッショナル人材戦略拠点の事業内容をお聞きして、また地域発展のお役
に立てる思いお引き受けすることに致しました。

本事業に対する抱負

 国と千葉県が取り組んでいる地方創生事業に対して、人口減少が進んでいる地域が
少しでも活性化できるよう、これまでの経験を生かしてぜひとも貢献したいと思っています
。
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マネージャー

お名前
望月 淳

もちづき あつし

担当拠点 神奈川県

専門領域
強みなど

・長年の地域金融機関での
経験と経済団体や観光協
会などでの活動を通じた知
見とネットワーク

略
歴

・1958年生まれ
・1981年3月 横浜市立大学商学部卒業
・1981年4月 株式会社横浜銀行入行
・1999年4月 同 ロンドン駐在員事務所長
・2003年4月 同 経営企画部広報IR室長
・2005年10月 同 秘書室長
・2008年4月 同 執行役員 協会担当部長
・2009年4月 同 執行役員横須賀・横浜南

ブロック営業本部長
・2010年6月 同 取締役執行役員
・2013年4月 同 取締役常務執行役員
・2015年4月 同 代表取締役常務執行役員
・2016年6月 同 代表取締役副頭取
・2017年6月 同 退任 同 顧問（現職）
・2017年6月 浜銀ファイナンス株式会社

代表取締役会長（現職）
・2018年6月 公益社団法人神奈川県観光協会

会長（現職）
・2021年6月 株式会社民間資金等活用事業

推進機構 社外取締役（現職）

趣味・特技
など

・ウォーキング

好きな言葉

明鏡止水

マネージャー就任の経緯

 長年にわたり地域金融機関でMOF担や地方創生担当など、経験とネットワークを構築し
てきたこと、また、横浜商工会議所副会頭、神奈川県観光協会会長や経済同友会幹
事などで活動してきたことなどから、就任の打診になったと思っています。自分自身神奈川
県の活性化に資する活動に貢献したいと思っており、引き受けさせていただきました。

本事業に対する抱負

 現在われわれが直面している大きな環境変化（コロナ禍、脱炭素、DX推進など）のな
かで中小企業が持続的に成長していくためには変化に応じた経営戦略をスピーディーに
構築する必要があります。そうした中小企業の生き残りをかけた経営のサポートをしていき
たいと思います。
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マネージャー

お名前
古屋 哲彦
ふるや てつひこ

写真

担当拠点 山梨県
・人事労務全般

略
歴

・1956年
・1988年

・2013年
・2018年

山梨県生まれ
東京エレクトロングループ入社
以降、東京エレクトロンを始め
東京エレクトロングループ各社で人事
総務業務をマネジメント
(公財)産業雇用安定センター参与
(公財)産業雇用安定センター山梨事務所
所長

・総務全般

専門領域
強みなど

・労務問題や個別労働
紛争の未然防止への助
言、および解決への提言
・国家資格キャリアコンサル
タントに基づくカウンセリング

・四季の山歩き

趣味・特技
など

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

・プランドハプンスタンス

好きな言葉
・段取り八分仕事二分

マネージャー就任の経緯

 企業で人事経験の後、社会貢献を意図して再就職支援の仕事をしておりました。そこを退任する際に、プロ
フェッショナル人材戦略拠点のお話をいただきました。地方創生を目的として、県内企業様の人材確保を
ご支援するというミッションに魅力を感じ、微力ながらお役に立てればとの思いで就任させていただきま
した。

本事業に対する抱負

 企業求人と人材のマッチング経験や、そこで培った各業界の企業様とのパイプが、そのままこの仕事にも活きて
いると実感しています。人材不足感が一層深刻さを増している今、企業TOPの想いを的確に感じ取り、プロ人
材確保へのご支援を提案型でアクティブに行ってまいりたいと考えています。またこの活動を通じ、UIJターンの
就職希望者自身が「山梨での就職は魅力的!」と思えるよう、企業様の魅力発信や課題解決、発展に寄与
できればとも考えております。企業様とプロ人材就職者、双方のwin-winのために貢献できれば嬉しい限
りです。

・2022年 山梨プロフェッショナル人材戦略
拠点長マネージャー
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マネージャー

お名前
須藤 一
すとう はじめ

担当拠点 新潟県

専門領域
強みなど

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

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(現㈱第四北越銀行)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㈱

(現第四北越リサーチ＆コンサルティング㈱)
代表取締役

・2015年 第四リース㈱(現第四北越リース㈱)
執行役員

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

マネージャー就任の経緯

 地方銀行で培った経験をプロフェッショナル人材事業で活用することになりました。

本事業に対する抱負

 県内企業の成長と活性化に資するべく、微力ながらも精一杯尽力する所存です。
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マネージャー

お名前
川合 哲か
わい さとし

担当拠点 富山県

専門領域
強みなど

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

略
歴

・1971年 一橋大学商学部卒業後、
株式会社北陸銀行入行

・2004年 同、代表取締役副頭取
・2013年 堤商事株式会社代表取締役会長兼社
長
・2016年 堤商事株式会社代表取締役会長

兼社長退任

趣味・特技
など

ゴルフ
読書

好きな言葉

不易流行

マネージャー就任の経緯

 地元金融機関に通算45年間勤務し、地域に大変お世話になりました。今後の地域
発展に少しでも貢献したいとの思いから引き受けさせていただきました。

本事業に対する抱負

 社会構造、経済構造が激しく変化している中、5年後、10年後の新たなビジネスモ
デルの構築に取組んでおられる県内企業経営者にこの事業を通じ、成長戦略の具
体化に向けたお手伝いをしていきたい。
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マネージャー

お名前
村 弘行

むら ひろゆき

担当拠点 石川県

専門領域
強みなど

生産技術、品質管理、クレ
ーム対応、顧客管理、特に
特殊歯車設計を長年担当

略
歴

・1946年生まれ
・1969年 富山大学工学部を卒業後、

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

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

戦略産業雇用創造プロジェクト統括コー
ディネーターへ(現在に至る)

趣味・特技
など

釣り
ウォーキング(町歩き)

好きな言葉

運鈍根

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

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

本事業に対する抱負
 今年3月に金沢まで新幹線が開通し、金沢の町は大変にぎわっています。加賀百万
石の土地柄か、伝統工芸が盛んであるとともに、ニッチトップ企業が多いのも一つの特色で
す。今回、大役を担わせていただきますが、これまでの企業でのマネジメント経験をいかし
ながら、さらに地元業界に深く溶け込み、石川県下の企業成長のため、最大限の努力を
尽くしたいと思います。
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マネージャー

お名前
保坂 武文ほ

さか たけふみ

担当拠点 福井県
研究開発（自動車）

略
歴

・1972年

・1976年

・1981年

・1987年
・1993年

・1995年
・1997年

・2001年
・2010年
・2013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
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
シビックUS燃費車開発
3年連続世界一に
5気筒アコード用エンジン開発
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
アメリカホンダR&D駐在副社長
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
東洋電装㈱ 副社長
HSK東京コンサルティング代表
福井県プロジェクトマネージャー

企画・マーケテイング
専門領域
強みなど

技術戦略構築
チーム・組織運営

読書

趣味・特技
絵画鑑賞
釣り

など ゴルフ

夢追いかけて

好きな言葉
雲外蒼天

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

本事業に対する抱負
 これまでの福井県中小企業の支援・サポート経験を通し、県下中小企業の素材開発
力や個々の技術では高い技術を持ちながら、完成品、商品化への今一歩の踏み込み
不足を、技術のサポートはもちろんのこと、この度は人的視点を加え、福井県の産業振
興に協力し、地域新産業創生（人工衛星宇宙事業）にまでつなげて参りたいと思っ
ています。
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マネージャー

お名前
濱田 州博
はまだ くにひろ

写真

担当拠点 長野県
・大学における教育・研究、

略
歴

・1959年
・1987年
・1988年
・1996年
・2002年
・2010年
・2012年
・2015年

神戸市生まれ
繊維高分子材料研究所研究員
信州大学繊維学部助手
同 繊維学部助教授
同 繊維学部教授
同 繊維学部長
同 副学長
同 学長

産学官連携活動及び大学
専門領域 の経営管理に関する経験
強みなど

趣味・特技
・街歩き

など

・「古今無二路（ここんにろ
なし）」という禅語で、やり

好きな言葉 方は違っても、賢者たちの行
く道は今も昔もひとつだという
教え

マネージャー就任の経緯
 地元大学で教育・研究に携わりながら、産学官連携に取り組んできました。その間、
長野県をはじめ多くの市町村の皆様、経済団体の皆様にご支援、ご協力をいただき
ました。

 この度、プロフェッショナル人材戦略マネージャーの要請をいただき、これまでとは異なる
立場で、地元企業の発展、地域の活性化に少しでもお役に立ちたいとの思いで承る
こととしました。

本事業に対する抱負

 大学でも首都圏人材を地元企業とマッチングする事業や大学生の長期インターンシッ
プに関わっておりましたが、人材側、企業側共に、適合した相手を見つけることが重要
だと感じております。人材と企業とのマッチングを一番に考え、地域企業の活性化に繋
げていきたいと思います。
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マネージャー

お名前
増田 雅彦
ますだ まさひこ

担当拠点 岐阜県

専門領域
強みなど

企業診断、経営分析
中小企業診断士
行政書士

略
歴

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

センター長

趣味・特技
など

手品、ウォーキング

好きな言葉

人生、今が最高位

マネージャー就任の経緯

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

本事業に対する抱負

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

お名前
石渡 和美

いしわた かずみ

担当拠点 静岡県

専門領域
強みなど

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

略
歴

1954年生まれ
1977年 東京都立大学経済学部卒業後、

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

趣味・特技
など

音楽鑑賞
スポーツ（シニアサッ
カー）

好きな言葉

不易流行

マネージャー就任の経緯

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

本事業に対する抱負

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

お名前
中川 宏

なかがわ ひろし

担当拠点 愛知県
企業経営を通じて培った幅

略
歴

1954年生まれ
広い視点からの課題発掘、 1977年 トヨタ自動車工業（株）に入社

専門領域
強みなど

真因追及、課題解決進捗
管理

2001年
2006年
2008年

タイ国トヨタ自動車
トヨタ自動車（株）堤工務部長
(株)トヨタキルロスカモーター(インド)社長

2014年 中央精機（株）社長（2019年退任）
2020年 愛知教育大学 監事

旅行、ウオーキング、スポー

趣味・特技
ツ観戦

など

有言実行

好きな言葉

マネージャー就任の経緯

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

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

お名前
浅田 耕太
あさだ こうた

担当拠点 三重県

専門領域
強みなど

技術管理 品質管理
経営管理 熱意・誠意

拠点設置当初から従事
培った経験と知見で相談、
真に必要とする人材のマッ
チングを、総合力を活用し
て支援します。 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、全社の組織、人事制度・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
・2016年三重プロ人材戦略拠点マネージャー
～

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

[人事を尽くす」
[心のタスキ」

マネージャー就任の経緯
 三重県主催の三重県北勢地域企業の競争力強化を目的とする『北勢地域経済振
興会議』 のメンバーに選定され、それ以来、三重県の地域産業の掘り起こしによる地域
活性化の熱心さに感銘を受け、地域貢献に寄与できる新たなチャレンジがしたいと思っ
ていました。本件の募集を知り、ここで期待されるマネージャーの業務は、地域企業に眠
る潜在成長力を見極めいかし、企業の成長を後押しする大変やりがいのある仕事である
と考え応募致しました。

本事業に対する抱負
 中小企業の育成は、地域活性化の要であり、今まで培った経験や知識、人脈をいかし
、これまでの地域への恩返し、地域貢献に尽力したいと思います。地域の産業、観光、
伝統工芸等を背景に潜在力や他にない特徴を見定め、新しい発想で経営を改革した
企業が生き残ると思っております。環境醸成だけの総論、総花的支援とならないよう経
営者と同じ目線で面談し、各関係機関とのネットワークを構築・連携しながら、総合力
で支援、推進したいと考えます。
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マネージャー

お名前
黒川 幹生
くろかわ みきお

担当拠点 滋賀県

専門領域
強みなど

企業審査
案件審査

略
歴

・1953年生まれ
・1977年 ㈱滋賀銀行に入行

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

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

大津神領郵便局長退職

趣味・特技
など

スポーツ
（ゴルフ、スキー、野球）

好きな言葉

実るほど頭を垂れる
稲穂かな
すべてに全力で

マネージャー就任の経緯

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

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

お名前
岡本 圭司
おかもと けいし

担当拠点 京都府

専門領域
強みなど

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

略
歴

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

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

専務理事

趣味・特技
など

料理

好きな言葉

守・破・離

マネージャー就任の経緯

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

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

本事業に対する抱負

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

マネージャー

お名前
乾 俊人

いぬい としひと

担当拠点 大阪府

専門領域
強みなど

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

略
歴

・1958年生まれ
・1980年3月 神戸大学法学部卒業
・1980年4月 大阪府入庁
・2004年4月より、商工労働部新産業課長、新
分野育成課長、企業誘致推進課長を歴任
・2016年１月４日 大阪府退職
・2016年１月５日 大阪府プロフェッショナル人材戦
略マネージャー（商工労働部理事）に就任
・2018年４月 府理事退任、個人事業主としてマ
ネージャー業務を継続中

趣味・特技
など

テニス
ガーデニング
ランニング

好きな言葉

我思う、ゆえに我あり

マネージャー就任の経緯

 昭和55年４月に大阪府庁に入庁し、主に商工部で勤務。
 大阪の多くの中小企業経営者の皆様を支援していく中で、生涯を通じて中小企業さ
んを応援したいと思っていたところに、ライフワークとも言える「プロフェッショナル人材事業
」のマネージャー公募が実施されたところ、退職前提でこの事業に応募したもの。

本事業に対する抱負

 ８年間のマネージャー経験を通じて、中小企業の人材支援対策がこれからの経営支
援対策の１丁目１番地であることを確信。引き続き、スタッフメンバーと一緒に大阪の
中小企業さんを全力で応援したいと思います。
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マネージャー

お名前
亀井 芳郎
かめい よしろう

担当拠点 兵庫県

専門領域
強みなど

専門領域︓戦略策定・経営管
理・マーケティング・新業態開発

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

略
歴

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

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

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

・2005年 目標であったIPO(大阪証券取引所ヘラ
クレス)を実現する

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

上梓する

趣味・特技
など

趣味は、読書、スポーツ。
兵庫県立大学大学院非常勤
講師、博士（経営学）。

好きな言葉

人間万事塞翁が馬

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

本事業に対する抱負

 中小企業の経営者としての実績と経験、兵庫県の支援機関における中小企業支援
の経験、そして中小企業診断士、MBAの理論と知識をいかして、兵庫県の企業成長
に貢献したいという、強い思いを持っています。
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マネージャー

お名前
田中 淳司
たなか じゅんじ

担当拠点 奈良県

専門領域
強みなど

マーケティング
商品企画
事業企画

略
歴

• 1956年生まれ
• 1981年 大阪府立大学 電子工学科(修士）
卒業後 シャープ株式会社入社
電卓・日本語ワープロのソフト開発に従事。
（モノづくりの楽しさと厳しさを学ぶ）

• 2003年 同社 通信システム事業本部
IP通信事業部 商品企画部 部長
家庭用FAX・電話機、ブロードバンド機器など通
信機器の商品企画・マーケティング担当
（モノからコトへ付加価値の創出、マーケティングの
重要性を学ぶ）

• 2012年 同社 通信システム事業本部
モバイルソリューション事業部 事業企画部 部長

• 2014年 同 副事業部長
（事業計画、構造改革、事業運営を学ぶ）

• 2016年 奈良県プロフェッショナル人材戦略拠点
サブマネージャーに就任

趣味・特技
など

サイクリング
写真撮影

好きな言葉

如実知見

マネージャー就任の経緯

 2016年１月に奈良県プロフェショナル人材戦略拠点 サブマネージャーに就任し、４
年と４ヶ月 奈良県の中小企業様を訪問し、経営者の方々とお話させていただきました
。企業を存続・成長させ、従業員や顧客の皆さまに満足いただけるよう事業活動に取
り組まれている姿を拝見し、少しでもお役に立てればと、応募させていただきました。

本事業に対する抱負
 奈良は、文化遺産と自然に恵まれた非常にゆったりとした地です。しかし、人口減少や
後継者問題など、企業存続が大きな課題となっております。変化が激しい昨今、従来
の考え方では立ち行かなくなっています。勇気と決断を持って、新たな発想や仕組みを
取り入れることにより、次のステージに立てるのではないかと考えております。プロフェッショ
ナル人材戦略事業を通じて、奈良県内の企業様の成長に貢献させていただきたいと思
います。
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
山口 誠

やまぐち まこと

担当拠点 和歌山県
・事業計画、経営理念、商

略
歴

・1952年生まれ（神奈川県川崎市出身）
・1975年 大学を卒業後、ソフトウェア開発企業を経
て、松下電器産業株式会社（現パナソニック）に入
社。ソリューション事業部門で提案営業を担当、その
間、数度の転勤後、グループ企業の出向経営幹部を
歴任し、本社人事部門にて人材教育及びシステム
担当
・2011年 早期退職後、個人事業を創業（経営コ
ンサルタント）
・2014年 公益財団法人えひめ産業振興財団プロ
ジェクトマネージャーに就任
・2017年 公益財団法人わかやま産業振興財団
和歌山県プロフェッショナル人材戦略拠点 サブマネ
ージャーに就任
・2020年 公益財団法人わかやま産業振興財団
和歌山県プロフェッショナル人材戦略拠点 マネージ
ャーに就任

品企画、販路開拓、

専門領域
強みなど

管理者教育、組
織マネジメント
ISO（9000/27000）、
IT導入支援

・温泉めぐり、寺社巡礼、

趣味・特技
など

写真（飛行機、船）、
こよなく地酒を愛す

・The only easy day

好きな言葉
was yesterday.
・万里一空

マネージャー就任の経緯

 生まれは神奈川県ですが、元職で和歌山県に関わる仕事を幾つか担当させていただ
きました。住まいが大阪南部であり休日に和歌山県を訪れる機会も多くあります。平成
29年6月より当拠点のサブマネージャーに就任し２年と９か月間、その後、マネー
ジャーとして4年間、本事業の重要性をあらためて認識しております。

本事業に対する抱負
 豊かな自然と海産物や農産物に恵まれた本県ですが、交通アクセスの不便さと県内に
大学が少ないこと等から若者の県外流出に歯止めがかからない現状に危機感を感じて
ます。今回、身の引き締まるような役割を担わせて頂きますが、企業でのビジネスと経営
職経験や、コンサル経験を活かしながら、微力ではありますが、和歌山県下の企業が元
気になるように貢献したいと思います。
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プロフェッショナル人材戦略全国事務局

マネージャー

お名前
松井 太郎
まつい たろう

担当拠点 鳥取県
・自治体との協働によるビジ
ネス人材誘致事業の企画
及び実施

略

歴

大阪府出身。ソフトバンクを経て、2016年から
現職。全国最年少のプロフェッショナル人材戦略
マネージャー

地方版ハローワーク「鳥取県立ハローワーク」の無
料職業紹介機能と「プロフェッショナル人材戦略
拠点」の人材スカウト機能を組み合わせた全国
初のビジネス人材誘致プラットフォームを構築し、
19年に「とっとり副業・兼業プロジェクト～鳥取県
で週１副社長～」を立ち上げ、高度な専門性
や豊富な経験を有する都市部大企業のビジネス
人材等を副業・兼業や移住就職等により県内
企業へ数多く誘致

また、17年には鳥取銀行との共同出資により、
鳥取県八頭町の「隼Lab.」（旧︓隼小学校）
に地方創生の総合商社「あきんど太郎」を設立。
事業承継を活用して若手経営者を100人創出
する「あきんど百人計画」を推進

専門領域
強みなど ・副業・兼業等による都市

部ビジネス人材の働きがい
改革を支援

・筋力トレーニング

趣味・特技
など

・自ら機会を創り出し、機会
によって自らを変えよ

好きな言葉
・人間万事塞翁が馬

マネージャー就任の経緯

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

本事業に対する抱負

 鳥取県内に外部人材を受け入れる企業文化を醸成したいと考えています。今後も都
市部で活躍するビジネス人材を副業・兼業等で呼び込みことで、地元企業の新たな事
業展開を促し、鳥取県全体が地域イノベーションの先駆者となるよう尽力します。
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マネージャー

お名前
鶴島 健治
つるしま けんじ

担当拠点 島根県

専門領域
強みなど

・人事全般の知識・経験、
キャリアコンサルタント、メンタ
ルヘルス

略
歴

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

企業年金基金常務理事
2009年 ㈱福井村田製作所管理部長、

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

サブマネージャーに就任趣味・特技
など

・トレッキング、旅行
ゴルフ・読書

好きな言葉

美点凝視（良い面をしっか
り見ていこう）

マネージャー就任の経緯

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

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

お名前
鳥井 正夫
とりい まさお

担当拠点 岡山県

専門領域
強みなど

・中小企業金融における
営業分野
・現場での実践経験と
目標管理

略
歴

・1949年生まれ
・1971年 近畿大学商経学部卒業後株式
会社山陽 相互銀行(現トマト銀行)入社。

・1999年 取締役倉敷支店長
・2006年 常務取締役
・2008年 同社退社後関連会社であるトマトリ

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

リース株式会社中四国地区担当
顧問に就任。

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

趣味・特技
など

・ゴルフ
・マージャン

好きな言葉

・人生意気に感ず

マネージャー就任の経緯
 私は岡山県で生まれ、大学4年間と社会人となって約6年の計10年間は関西地区で、それ以外は

岡山県で生活してきました。銀行と関連会社を通じて一貫して金融面から地元中小企業を支え、メ
ガバンク系リース会社に勤務して資金力、組織力などの大手としての強みを活かした営業のサポートを
心掛けていましたが、実は企業が一番必要としているものは“人材”であると改めて痛感して、その様な
企業のニーズに対応する事こそ必要と思っていた時に、プロフェッショナル人材戦略拠点の設立に際し
てお話がありサブマネージャーをお受けし、2021年7月マネージャーに就任いたしました。

本事業に対する抱負

 近年県内企業から“人材がいない”といった声をきき、人材に対するニーズが最も優先する課題であることを日
常的な営業活動の中できいていました。拠点事業は、そういった企業の求めるニーズに正しく対応するものであ
り、それは将来の地元岡山の企業の成長発展に貢献するものと信じており、やりがいを感じています。
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マネージャー

お名前
黒沢 幸治
くろさわ こうじ

担当拠点 広島県

専門領域
強みなど

ビジネス・人事労務の法律知
識

事案を冷静に眺め，客観的・
合理的に分析し，妥当な落と
しどころを探ること

略
歴

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（株）
（現マツダ（株））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 マツダ（株）退職
2015年10月 広島県プロフェッショナル人材戦略拠点マ
ネージャー就任
2016年４月 労働審判員（広島地裁所属）に
任命
2019年6月 広島県プロフェッショナル人材戦略拠点マ
ネージャー退任
2021年４月 広島県プロフェッショナル人材戦略拠点マネー
ジャー 再就任

趣味・特技
など

サッカー観戦
音楽， ラジオ英会話

好きな言葉

Fair & Reasonable,
頭はクールに心はホットに、
Innovation & Humanity

マネージャー就任の経緯
 広島県プロフェッショナル人材戦略拠点は、2015年10月 広島県直轄組織として、全国で最初に開設され、私はその
マネージャーに就任しました。異なった経歴の拠点メンバーが知恵、アイデアを出し合い、概ね順調に地域企業による首都
圏等のプロ人材の採用実績を積み重ね、人材紹介会社との協力の下、当地にハイクラス人材のマーケットを形成することが
できました。 ”やりきり”感から後進に道を譲ることとし、2019年6月末に退任しました。 その後１年９ヶ月間静かに暮らし
ていましたが、県から復帰要請があり、大変驚きましたが、諸事情を勘案し、お引受けしました。 自身に課せられたミッショ
ンに迅速かつ集中的に全力で取り組み、後任者にバトンを渡す所存です。

本事業に対する抱負
 新型コロナウイルスがもたらした危機は、東京一極集中など日本社会が抱えていた問題を顕在化させました。首都圏等大都
市圏で活躍中の人材で、地方に関心を寄せる人も増えています。広島県では、古くからモノづくりを中心に層の厚い産業群が
形成され、優れた商品・サービスを提供し、成長ポテンシャルの高い企業が多数存在しています。さらに，本県はポストコロナの
地域戦略として，過疎でもなく過密でもない空間の創造により，時間・場所にとらわれない自由度と満足度の高い暮らし方・
働き方ができる「適散・適集社会」のフロントランナーをめざし，DXの推進やスタートアップエコシステムの形成など果敢に挑戦す
る人材が地方で活躍できる環境整備に取り組んでいます。県直轄組織として「産業イノベーションを創出する人材の集積」を担
う当拠点は、首都圏等のプロ人材とWith コロナ、ポストコロナの時代を生き抜き，成長をめざす県内企業とのよき”懸け橋”と
なれるよう努めています。
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マネージャー

お名前
福田 浩治
ふくだ こうじ

担当拠点 山口県

専門領域
強みなど

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

略
歴

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

副理事長
趣味・特技
など

時刻表を読みながらの空
想旅行、もちろん「青春１
８きっぷ」を使った鉄道旅
行のファンです。

好きな言葉 不易流行

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

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

本事業に対する抱負

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

 こうした日々の取組が、地域経済を支える中小企業の「攻めの経営」への転換につな
がるものと確信しています。
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マネージャー

お名前
前田 圭一郎
まえだ けいいちろう

写真

担当拠点 徳島県

専門領域
強みなど

・経営全般
特に組織運営、人事、
業務改善

略
歴

1954年 徳島県生まれ
1978年 一橋大学経済学部卒業
1978年 ㈱富士銀行(現みずほ銀行)入行
2000年 尾久支店長
2002年 三鷹支店長
2004年 八王子支店長
2005年 業務監査部 参事役
2007年 日本毛織㈱入社

グループ会社3社の社長、経営企画室長
を経験

2019年 退職
趣味・特技
など

・音楽ソフト等蒐集
・読書
・ゴルフ
・野球観戦

好きな言葉

・一期一会 一会一生
・過去と他人は変えられない
が未来と自分は変えられる

マネージャー就任の経緯

 50年来の友人である前任マネージャーから声をかけられ、これも何かのご縁、今までの
金融機関、一般事業会社での経験が多少なりとも役に立つではないかと思い、引き受
けさせていただきました。

本事業に対する抱負
 生産労働人口の減少が進む中、特に地方の企業では人材確保が喫緊の経営課題
の一つ。本職務を通じて、企業の多様な求人ニーズに適応すべく、プロフェッショナル人
材はもちろん、今後成長が期待できる「グロース人材」、「副業･兼業人材」のマッチング
にも注力。「人よし、企業よし、徳島県よし」の「三方よし」を肝に銘じ、ふるさと徳島の
活性化に貢献できるよう努めて参ります。
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マネージャー

お名前
梅澤 秀樹
うめさわ ひでき

担当拠点 香川県

専門領域
強みなど

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

略
歴

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

総合企画、リスク管理部門を主体に経験を
積む

・2011年 高松信用金庫退社
同年 梅澤中小企業診断士事務所を設立

・香川県よろず支援拠点コーディネーター
・中小企業基盤整備機構四国本部
経営支援アドバイザー
・香川県商工会連合会エキスパート

趣味・特技
など

趣味は観葉植物、熱帯魚
集め
特技は剣道4段

好きな言葉 初心忘るべからず
仲良きことは美しき哉

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

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

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

 このような状況に対して、金融機関勤務やこれまでの経営アドバイスで培った人脈をいかして
本事業に積極的に取り組んで参ります。
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マネージャー

お名前
野中 昭秀

のなか あきひで

担当拠点 愛媛県

専門領域
強みなど

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

略
歴

• 1951年 生まれ

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

えひめ戦略産業雇用創造協議会
プロジェクトマネージャー

• 2017年 退任
• 2018年 えひめ産業振興財団

事業承継ネットワーク事務局
事業承継コーディネーター

• 2021年 退任

趣味・特技
など

スポーツ観戦
休日の農作業

好きな言葉

仕事は、淡々と進める。

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

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

本事業に対する抱負

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

 中小企業が年々減少、また地方でも人口が減少するなどの衰退が進んでいますが、こ
の事業を通して地域の産業が活性化出来るように努めます。
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マネージャー

お名前
川添 宣和

かわぞえ のりかず

担当拠点 高知県

専門領域
強みなど 財務分析、経営計画策定

略
歴

・1952年生まれ
・1975年 ㈱四国銀行入行
・1996年 久礼支店長
・1998年 佐古支店長
・2001年 阿南支店長
・2004年 高岡支店長
・2006年 安芸支店長
・2008年 高知空港ビル㈱常務取締役
・2014年 ㈱けんかま顧問

趣味・特技
など

ウオーキング、音楽鑑賞

好きな言葉
継続は力なり

マネージャー就任の経緯

 33年間の金融機関勤務のうち、20年近くを県外で勤務しましたので、県内企業の強み弱み
は十分理解することが出来ました。また、10年間の民間企業勤務で決算書には表れない地
場企業の実態も把握することができました。 今回本事業の趣旨を知り、上記の経験が県
内企業のお役に立つのでは、と考え応募致しました。

本事業に対する抱負

 「産業振興計画」により人口減少がもたらす負のスパイラルを克服しようとする高知県の取組
みに沿い、県内企業を幅広く訪問し、経営課題の解決や成長への後押しを全力でお手伝い
いたします。
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マネージャー

お名前
百瀬 英典
ももせ ひでのり

担当拠点 福岡県

専門領域
強みなど

ものづくり全般
工場経営
生産性向上
人財育成

略
歴

・1957年 鹿児島県 生まれ
・1981年 大阪大学工学部を卒業後､

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

福岡県プロフェッショナル人材
センター 戦略マネージャー 就任

趣味・特技
など

家庭菜園
ゴルフ

好きな言葉
感謝

マネージャー就任の経緯
 トヨタ自動車（愛知）で10年勤務の後、トヨタ自動車九州で30年間クルマづくりに

いそしんで参りました。
 その間、福岡県内外の地域の皆様と関係各企業の皆様に大変お世話になりました。
 2022年4月に、ご縁あってマネージャーを拝命いたしました。

本事業に対する抱負

 福岡県の今後の更なる活性化にむけて、これまでお世話になった福岡への恩返しと
任じて人材のマッチングに努めてまいりたいと思います。
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マネージャー

お名前
川原 明実

かわはら あきみ

担当拠点 佐賀県

専門領域
強みなど

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

略
歴

・1949年生まれ
• ㈱戸上電機製作所入社(本社佐賀)
生産管理、総務、経営企画課長経験

・2001年 関連会社㈱戸上デンソー代表取締役
・2006年 関連会社㈱戸上コントロール代表取締

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

『(株)オフィス川原』設立
佐賀県中小企業診断協会会長趣味・特技

など

ゴルフ・旅行

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

会副会長好きな言葉
信念は強く、志は高く、
されど、頭は低く

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

本事業に対する抱負
 佐賀県は幕末において、日本で初めて、実用的な蒸気船や鉄製大砲を作った県であります。
 その当時は先端技術の県でありましたが、農業のウエイトが大きくなり、都会に対しての労働力排出

県となりました。県内には数多く、特色ある企業は存在しますが、もっと地域の特色を活かし、佐賀の
産業を活性化し、魅力ある県にすることが必要だと痛切に感じています。

 企業活性化には人材が必要です、本事業を通じて、また、私の今までの経験を活かし、佐賀県
産業の活性化のために、全力を尽くしたいと思います。
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マネージャー

お名前
渋谷 厚

しぶや あつし

担当拠点 長崎県

専門領域
強みなど

経営統括全般
企業再生
商品企画開発

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
・事業承継（おもちゃ工場）、起業（3社）、
M&A（2件）を経験
・株式会社キデイランド 取締役副社長（企業再
生）
・ハウステンボス株式会社 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）

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

マネージャー就任の経緯
 東京生まれの東京育ち。これまでたくさんの製品開発を行ってきました。同時に複数の企業再生

も手掛け、長崎にはハウステンボス再生（執行役員・商品本部長）のために来県し、予定した
年月の中で想定以上の成果を創ることができました。

 私は、長崎が持つ自然環境、生活環境の素晴らしさを実感するとともに、さまざまなジャンルの
経済成長の芽を確認しています。

 県内企業に潜在する可能性を引き出すため、自分のスキルやネットワークをいかし、「長崎をま
すます元気にしたい」と思い、本職をいただきました。

本事業に対する抱負

 次の世代へ、希望にあふれる豊かな日本を引き継ぐためには、首都圏一極集中の解消、活力
ある地方の創生が急務の課題。多数の企業経営と再生を手掛け、Iターン経験も持つ自分にで
きることは少なくないと考えています。

 長崎県の活性化という目的を共有する方々と共に、力強い長崎経済拡大の攻勢をとってまいり
ます。自社の改革に積極的な経営者の方々と入念なコミュニケーションを交わしながら、ひとつで
も多い成果を獲得してまいります。
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マネージャー

お名前
今村 徹 い

まむら とおる
写真

担当拠点 熊本県

専門領域
強みなど

半導体技術、経営全般、
工場管理、品質管理

略
歴

1950年生まれ
1973年 九州大学工学部卒業後、NEC

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

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

生産本部長
2010年 ルネサスセミコンダクタ九州・山口(株)

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

趣味・特技
など

読書、ウォーキング

好きな言葉

誠意と熱意、
天は自ら助くるものを助く

マネージャー就任の経緯

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

本事業に対する抱負

 少子高齢化が進む中で、人材不足で悩む企業に寄り添い、企業が攻めの経営に転
換できるよう、戦略的な人材獲得のお手伝いをしたいと思います。そして、最終的には
熊本県の産業発展と地方創生の基盤づくりへの貢献を目指します。
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マネージャー就任の経緯
 金融機関で法人営業を中心に勤務し、企業経営者の方々とお話をするなか
「人」に関するお悩みが非常に多いと常々感じておりました。

 地方創生についても、「人材」が重要であると考えていたおり、プロフェッショナル
人材活用センターのお話をいただき、微力ながら地元企業のお役に立ちたいと
思いお受けすることといたしました。

本事業に対する抱負

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

マネージャー

 お名前
大力 貴

だいりき たかし
写真

 担当拠点 大分県

 専門領域
 強みなど

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

略
歴

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

趣味・特技
など

音楽鑑賞（ジャズなど）
美術館・博物館めぐり
ドライブ

好きな言葉

継続は力なり
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マネージャー

お名前 大矢 博
おおや ひろし

担当拠点 宮崎県

専門領域
強みなど

・金融、財務
・ベンチャー、新事業支援
・事業再生

略
歴

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

趣味・特技
など

・オートバイツーリング
・サイクリング
・音楽鑑賞

好きな言葉

“ Cool Head,
but Warm Heart ”

マネージャー就任の経緯

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

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

本事業に対する抱負

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

お名前
木場 信人
こば のぶひと

担当拠点 鹿児島県

専門領域
強みなど

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

略
歴

・1960年生まれ

・1983年
広島大学法学部卒業後，鹿児島県庁に入庁

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

趣味・特技
など

・将棋（殆ど「観る将」），
読書，ゴルフ，焼酎（収
集とテイスティング）

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

好きな言葉

「感謝」
「迷ったら積極的な方を」

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

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

本事業に対する抱負

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

お名前
當山 司

とうやま つかさ

担当拠点 沖縄県

専門領域
強みなど

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

略
歴

・1963年4月 沖縄県美里村
(現沖縄市)生まれ

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

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

代表取締役社長
2022年4月 県プロフェッショナル

戦略拠点マネージャー

趣味・特技
など

・ゴルフ、テニス、筋トレ、卓
球、飲み会のセッティング

好きな言葉

粗にして野だが卑ではない

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

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

本事業に対する抱負

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