
ＪＭＳ型「全員参加型経営」導入のご提案 

社長の「夢の実現」をサポートする 
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私は、日本経営サポート協会（ＪＭＳ）代表の安永誠太郎です。開業して4年、個人事業主や中小

企業の経営者のサポートをしています。6年前は、私も27年間、社長として仕事をしていました。特

に、2001年にブライダル事業をブライダルＹＡＳＵＮＡＧＡとして、商標登録した「貯金０円」プラン

をスタート。貯金がなくて結婚をあきらめている層をターゲットに、東京、大阪、神戸、福岡など４年

足らずで全国１５店舗を展開。しかし、急成長のひずみもあり、2006年に会社が倒産。倒産間際

には自殺も考えるほどに苦しみました。全国展開と倒産という「成功と失敗」の両面を経験して、今

思うことは、社長である私のそばに、常に安心して相談できるパートナーがいたら、今の結果は違

うものになっていたかもしれません。社長はいつも現状を変えなければと思っています。そしてそ

れは常に決断の連続です。その決断する時、社長一人でなく、違った角度からの選択肢やアイ

ディアを提供してくれる「社長専門のパートナー」がいると冷静に判断できると思いませんか？ 

「何から始めたらいいのか」「資金はどうするのか」「組織や社員をどう活用するか」など、戦略・資

金・人材の3つは、企業の将来のために重要な課題です。もし、その決断をする時、社内の事情も

理解しており、社長のビジョンも理解している「社外のパートナー」がいれば社長の悩みは、安心

へと変わると思いませんか？ 

私の役割は、社員や同業者やひょっとしたら家族にも話せないことでも、いつでも話せる人間、つ

まり社外にいて、「社長の夢の実現をサポート」する「社長専門の経営パートナー」です。「成功と

失敗」、「社長と社員」の両面を経験した『失敗したからこそ出来るサポート』で、机上の空論とは、

一線を画した実践型サポートです。私と一緒に夢を実現しませんか？ 

コンセプト＆メッセージ 

ＪＭＳ協会 

代表 安永誠太郎 

～ 「全員参加経営」で社長のビジョンを実現する ～ 

中小企業経営者が、信頼するコンサルタント 
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～ 「全員参加経営」で社長のビジョンを実現する ～ 

私は、たくさんの社長とお会いしますが、よく出てくる社長の悩みは、大きく3つの点にありました。 
 

①社長の経営戦略について 
  ■現状を打破しようと思うが、何から始めたらいいのかわからない。 
 
  ■誰かに相談したいけど、社員にも同業者にも友人にも誤解されそうで話せない。 
 
  ■私が引退する前に、2代目がやりやすい組織作りをしたい。 
 
  ■新規事業を考えているが、忙しくてなかなか進まない。 
 
  ■財務、企画、営業、研修、販売などやることが多い。 
 
  ■借入のために、経営計画書を作成するが、途中で検証したことがない。 
 

②社員の育成について 
  ■会議では私ばかり話して、社員の積極性が感じられない。 
 
  ■幹部社員の研修が、なかなか成果が出ない。 
 
  ■人が足りないと言ってきたので、人を採用したが、いつも後日後悔する。 
 
  ■朝礼や会議で話したことが、社員に伝わらない。 
 
  ■いくら打っても響かない。そんな社員が多い。   
 
  ■どうすれば社員は自ら考え、動いてくれるのか悩んでいる。 
 
     

③お金に関することについて 
  ■利益は出ているのに、いつも資金繰りが必要だ。 
 
  ■給与の昇給や昇格、賞与の額を、いつも迷う。 
 
  ■会社の内容を把握したいが、数字が苦手で税理士にまかせている。 
 
  ■来年度の必ず達成しなければならない売上高はいくらだろうか。 
 
  ■今回、提案があった商品は購入しても後悔しないだろうか。 
 
  ■社員にどこまで、決算書をオープンにしたらいいのかわからない。 
 
 
                                       同じような悩みは、ありませんか？ 

中小企業の社長の悩みは・・・ 
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～ 「全員参加経営」で社長のビジョンを実現する ～ 

ある社長が言っていました。 

「毎日が忙しい時、目の前の仕事をしているが、借金や２代目のことや今後のことを考える暇がな

く、迷いながら仕事をしている時があるんですよ・・・」 

 

さらに、お話をお聞きすると・・・ 

  ①社長としての時間がほしい。 

  ②私の判断について「どう思う？」と相談したい。 

  ③ワンマンでやってきたが、限界を感じている。 

  ④社内や同業ではしがらみが多くて、なかなか本音で話せない。 

  ⑤新しいステージに進みたいが、次へのビジョンを手伝ってくれる人がいない。 

  ⑥忙しい時はいいけど、暇になると不安になる。 

 

社長は、孤独で責任があり、悩みもとても多種多様です。しかしながら、それに立ち向かい将来の

ビジョン実現のために一つずつ解決しなければなりません。 

 

その解決策は、 

そして、社長のお困りごとは・・・ 

①理想を考える。 

②過去のデータから現状を知る。 

③そのギャップを埋めるべく具体策を考える。 

④計画書に、明文化し、さらに数字化する。 

⑤社長がやるべき仕事と部下にやらせる仕事を明確にする。 

⑥決断したら、即実践行動する。 

⑦月に一度、必ず計画の進捗状況を検証する。 

⑧改善すべき点があれば、早急に対策を検討し実行する。 

まさに、プラン・ドゥ・シーです。 

「それなら、やっているよ。」と言われる社長には、私は、必要ありません。 

しかしながら、もし、見直しが必要と思われる社長や成果が出ていない社長は、 次へ 
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～ 「全員参加経営」で社長のビジョンを実現する ～ 

社長のお困りごとを、一緒に解決して、 

「全員参加型経営」で社長の夢の実現をサポートする              

 「社長専門の経営パートナー」です。 

キャッシュ・フロー経営 

 10年をにらみ、5年を考え、3年を具体化し、1年を行動する。 

私の役割は、「全員参加経営」で社長の夢の実現をサポートします。私は、社長の夢や今までの経緯を聞き、

会社のビジョンを社長と一緒に書き出します。会社が目指している理想の状態がビジョンです。もちろん、何

もなければ、一緒に作り上げましょう。私が、お手伝いします。それを経営計画書の基本とします。1年後、3

年後、5年後、10年後にどうありたいかを書き出します。そして、そのビジョンを具体的な計画書に「数字化と

明文化」します。そして、社員の能力を上げる人財育成プログラム研修の実践と計画書を実現するためのプ

ロジェクトをサポートします。また社長からの評価が高い、社員一人一人との面談方式によるメンタルケア。こ

れにより、社長の迷いがなくなり、社長がするべきこと、幹部社員や社員に任せる仕事が明確になります。そ

れにより、社長は軸がぶれることなく、社長にしかできない仕事に集中します。これが全員経営の第一歩で

す。 特に2代目後継者がいる場合は、将来のために早急に、経営計画書に沿った組織改革を実践します。 

「社長専門の経営パートナー」をお勧めします。 
 



試算表や決算書に関してのサポートが、必要でない社長は、今後の経営戦略のサポート
や現状抱えている問題点をお聞きして、解決策への話し合いでサポートします。 

Copyright Since 2009 ＪＭＳ All rights reserved. 

～ 「全員参加経営」で社長のビジョンを実現する ～ 

以上の5点の中から社長が必要だと感じたシートを使って、戦略を練ります。これらのシートは、

経営戦略のためのシートですので、決算書のように、正確な数字ではなく、経営に必要な戦略

のための数値になりますので、決算書をあまり理解していないという社長には、特におすすめで

す。決算書は税理士さんにお任せしましょう。社長の仕事は、決算書が読めることよりも、決算

書から、経営戦略と経営戦術を考えることです。 

①社長のビジョン計画書作成とその検証のサポートプラン 

最初に、社長のお話をお聞きします。過去の事例からいうと、社長との面談中に、今まで不明確
だった社長の「理想とする会社のビジョン」が明確になる時があります。それは、人に話すことに
より、社長の頭の中が整理されるからです。そして、それはよく言われる「経営方針」「社是」「社
訓」「ミッション」「ブランディング」などで表現されています。その重要性は、社長なら感じておら
れているでしょう。しかしながら、多くの場合、どこか他社のミッションや経営方針の真似が多く、
社員に質問されても、あいまいな回答で、言っていることと、やっていることが違う」と言われてし
まい、デメリットになる場合があります。これを避けるために、時間をかけて、話し合いをして社長
が納得がいくまで行います。最初は、ビジョンなどなくても構いません。一緒に作り上げましょう。
必ず、会社の動きが変わります。それにより、社長がやるべき仕事、社員がやるべき仕事が明確
になり、「全員経営への道」が見えてきます。この計画の実践と検証を月1回、社長と行います。
成果が出たこと、残念ながら思い通りにいかなかったことなどを検証します。うまくいったことは、
さらに推進し、うまくいかなかったことは、改善策を一緒に考えます。 

■使用する資料 

   ①利益倍増着眼シート 

   ②移動累計年計シート＆グラフ 

   ③目標＆実績シート 

   ④ＡＢＣ分析シート 

   ⑤商品分析シート 他 

社長のお困りごとに、フォーカスして、下記の3つのサポートプランから、会社の事情に合わせて、

お選びいただきます。 

①社長のビジョン計画書作成とその検証のサポートプラン 

②ビジョン実現のための、社員の人財育成化プログラムのサポートプラン 

③強化の「商品・サービス」の販売推進プロジェクトのサポート 

「社長専門の経営パートナー」ができること 
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～ 「全員参加経営」で社長のビジョンを実現する ～ 

私のお客様の中にも、今までお一人で、今日まで頑張ってこられた社長がいらっしゃいます。し

かしながらここにきて、「2代目のための組織を今のうちに作りたい」「ワンマンでやってきたが、ワン

ランクアップのために社員の能力を高めたい」と真剣に、悩んでおられます。社長の次のステージ

に上がるためには、もう社長一人の力では、どうにもなりません。そのためには、幹部研修や営業

研修がとても大切です。社長、役員、社員のそれぞれの立場を経験した私の「人財育成プログラ

ム」は、きっとお役にたちます。その年間プログラムは3つのプログラムで構成されています。 

 

    ⑴セミナー＆ワーク研修・・・理論習得と実践型のセミナー 

    ⑵プロジェクト会議研修・・・実践の営業会議等に参加しての成果型リーダー研修 

    ⑶社員のメンタル・ケア・・・社内や社外における悩みや問題解決の個人面談                  

上記3つは、特に社長がいないほうが、効果が上がる時があります。特に社長がいるから、発言が出ない会

議や同僚や社長にも言いづらい問題などは、社外の人間には、話しやすいものです。原則、守秘義務で

すが重大な事柄については、本人の了承後、社長にお伝えします。社長の言うことが間違っているというこ

とでは、ありません。社長と社員は、親子関係にあると思います。子供は親の言うことも聞きますが、学校の

先生や他人の言うことをよく聞くのです。        

※ 実際の会議等を活用した、実践的な研修形式もあります。 
※ 社員のメンタル・ケア時間は、基本1対1で、面談シートを使用します。 
※ 研修時間や内容は、社長と協議の上、社内事情に合わせてプログラムを作成します。 

何を言うかでなく、だれが言うかです。 

②社員の人財化育成プログラムサポートプラン 

幹部社員のためのセミナー 
第1講座  正しいワンマン経営が会社を劇的に変える！リーダーシップセミナー 

第2講座  小さな会社だからできる企業ブランディングの経営戦略セミナー 

第3講座  成約率を120％あげる魔法のセールス方法！営業戦略セミナー 

第4講座  商品を売るな！人間関係なくして販売なし！販売戦略セミナー 

第5講座  お客様が勝手に集まってくるＵＳＰ方法！集客戦略セミナー 

第6講座  決算書では見えない増収増益の方法！利益戦略セミナー 

第7講座  目標達成の方法 ＝ ∞の法則！目標戦略セミナー 
 

幹部社員のための研修 
第1講座  言葉ひとつで、人生が変わる！コミュニケーション力アップ研修（初級編） 

第2講座  相手の能力を簡単に引き出す！コミュニケーション力アップ研修（中級編） 

第3講座  相手をひきつける！コミュニケーション力アップ研修（上級編） 

第4講座  人は、自ら決めた動機があれば行動する！コーチング研修(初級編） 

第5講座  仕事を成功するためのリーダーシップ！コーチング研修（中級編） 

第6講座  自分の眠っている潜在意識を目覚めす！コーチング研修（上級編） 

第7講座  相手が納得する正しい自己主張！アサーティブ研修 

第8講座  あなたの知らない能力。自分再発見！モチベーション・アップ研修 
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社長が、今すぐ、販売を強化したいとお考えの、「新商品や既存商品」がある場合があります。

それについては、各分野の専門家である「チームＹＡＳＵＮＡＧＡ」が、社長のブレインとして全

面的なサポートします。商品戦略に精通したデザイナー、販売戦略を得意とするマーケッター、

Ｗｅｂ専門のネットデザイナー、事業承継について司法書士への相談、資金面では助成金や

補助金に詳しい行政書士、社会保険労務士が社長の経営のサポートをします。一部有料にな

りますので、見積を見ながら検討下さい。 

社
長
の
考
え 

チ
ー
ム
・
Ｙ
Ａ
Ｓ
Ｕ
Ｎ
Ａ
Ｇ
Ａ 

販路拡大チーム 

商品開発チーム 

商品企画チーム 

経営開発チーム 

マーケティングチーム 

イノベーションチーム 

助成金企画チーム 

財務管理チーム 

デザイン戦略チーム 

Ｗｅｂ専門チーム 

ヒアリング 

提 案 

検 討 

チーム・ＹＡＳＵＮＡＧＡ 

社長専門サポート 

③強化商品の販売推進プロジェクトのサポート 



■月4回の訪問を原則としています。          （ある企業の事例です） 
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社長面談 社員研修 社員面談 リーダー会議 

第1週 
2時間～ 

戦略会議 

  

 

2時間～ 

メンタル・ケア 

第2週 
2時間～ 

幹部研修 

 

 

2時間～ 

プロジェクト会議 

第3週 
2時間～ 

計画書の検証 

 

 

2時間～ 

メンタル・ケア 

第4週 
 

 

2時間～ 

幹部研修 

 

 

2時間～ 

プロジェクト会議 

社長との協議により、スケジュールを決定します。 

①１日の時間は、5時間～6時間 （月間 20時間～24時間） 

②第1週の社長面談は、前月の目標シートを活用して、新たな課題を社長と協議します。 

③第2週の社長面談は、経営分析シートを活用して、経営計画書との検証を行います。 

④第２週と第4週の幹部研修は、全体研修に変更することもできます。 

⑤第1週と第3週の社員面談は、1：1にて、仕事の現状など精神的なサポートをします。 

⑥第2週と第4週のリーダー会議は、私が会議に出席し、効果の出る会議運営をサポートします。 
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社長専門の経営パートナーとのスケジュールは・・・ 

ここが、ポイントです！ 

月４回の訪問をカスタマイズします。 

①社長面談 

②社員研修、会議サポート 

③社員メンタルケア 

上記3つの中なら、組み合わせを決めます。 
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まずは、始めましょう。 

最初の1ヶ月目   （終日コースの場合） 

  社長面談 2時間✖4日間＝8時間  社員面談 4時間✖4日間＝16時間 

2ヶ月目 

  社長面談 3時間✖4日間＝12時間  社員研修 2時間✖4日間＝8時間 

  社員面談 1時間✖4日間＝4時間 

3ヶ月目～  

  社長面談 2時間✖4日間＝8時間  社員研修 2時間✖4日間＝8時間 

  社員面談 2時間✖4日間＝8時間 

気になる料金は・・・ 

このような経営サポートは、商品として形がありませんが、一人の新入社員を雇用すれば、給与約15万円、

福利厚生、制服代、車両・燃料費、賞与など約20万円以上になります。逆に役員クラスを雇用すれば40

万円以上になります。つまり新入社員1人分の費用で、今まで悩んでいたことが、解決するのです。また、

１度雇用すれば、入社後に、やめさせることは大変なストレスになります。私の場合は、事前に申し出い

ただければ、契約解除になりますので、安心です。 

2つのコースがあります。   （交通費、宿泊費別） 

   ■半日コース （3時間）✖4日間/月  月額 175,000円 

      （9：00～12：00）、または（13：00～16：00）のいずれからお選び下さい。 

   ■終日コース （6時間）✖4日間/月  月額 250,000円 

      （10：00～12：00（2時間）、（13：00～17：00）の6時間/日です。 

 

まずは、無料ご相談から始めましょう。 

今、社長がお考えのビジョンや夢、これまで経営してこられた経緯や成功されたことなど、また、悩みやお困

りのことがあればお聞かせ下さい。お互いの人間性など合う合わないがあるかもしれません。したがって、是

非、お話をお聞かせ下さい。お会いしてお断わりになられても、その後は、一切営業いたしませんのでご安

心ください。 



社長が 
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特に、こんな社長におすすめです。 

 なぜ、ほかでもない、「社長専門の経営パートナー」に相談する社長が、増えているのでしょう？ 
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①経営者と社員の両方の立場を経験している。 

私の特長は・・・ 

②成功と失敗を経験している。 

③企業や行政や教育関係での実績がある。 

私は、美容業界・ブライダル業界で27年間、経営の実践現場で60名の社員と、経営者として

共に運営してきました。その後、破産したのちは、温泉施設で風呂の掃除や接客係などのア

ルバイトを経験、会社執行役員として、経営者と社員の両方を経験しました。それぞれの立

場から、「常に改革を求める社長」と「安心・安定を求める社員」この違いを理解し、社長も社

員もお客様も満足する「全員参加型経営」をサポートします。 

コンサルタントの中には、ご自身で経営したことがない方もいます。社長として、経営するとい

うことは、社員を雇用し、借金を返済し、月末の資金繰りに奔走しながら、また不況の時は、倒

産の2文字が頭をかすめ、眠れない日が続くなど、非常に厳しい現実です。私も社員数60名

を雇用し、借金を抱えながら、ブライダル事業で ４年足らずで全国１５店舗を展開しました。し

かし、急成長のひずみもあり会社が倒産し自殺も考えるほどに苦しみ悶えました。 

「失敗したからこそ見えた世界」があります。経営の現実を知り尽くしたから、社長の悩みや

喜びを共感し、共有できると信じています。 

私は、出版事業、製造業、水産関連製造会社、建築工務店、歯科医療、ブライダル事業、

貸衣裳会社、保険代理店業、介護商品販売会社、小売販売業、美容業、飲食業、商品販

売などの民間企業や、経済産業省九州経済産業局、長崎県産業振興財団などの公共機関、

学校教育関連として、長崎総合科学大学、佐世保市教育センター、長崎県立佐世保商業

高等学校、佐世保市立日野中学校での実績があります。各種団体や各業界の事情も踏ま

えて、社長を全力でサポートします。 

～ 「全員参加経営」で社長のビジョンを実現する ～ 
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経営者の声 

  ■人生に対して考え方が変わった。 

  ■お願い営業をしなくなった。 

  ■営業で断られてもストレスがない。 

  ■仕事で迷いがなくなった。 

  ■誰と交渉すればいいのかわかった。 

  ■何を解決すればいいのか明確になった。 

  ■社員に対する考え方が変わった。 

  ■何が足りないのかが明確になった。 

  ■誰に売ればいいのか明確になった。 

 

 

株式会社丸久 常務取締役大杉様 

サポートを受ける前は、「何かしなきゃ」、「どうにかしないと」など、気持ちはいつも焦っていまし

た。具体的に何をどうしたらいいのか、確かに本を読んだり、色々なセミナーに参加したりもしま

したが、どれも見聞きした話が我社にあてはまる様な物じゃありませんでした。講座に参加させ

ていただいて、『具体的』、『会社に帰って使える』が印象深く、他のセミナーとの違いでした。 

有限会社大島工務店 常務取締役 大島様 

会社経営の勉強をしたことが無く、今後の自分の立場を考えた時、将来の経営に対する不安も

日々感じておりました。そんな時に、経営に関する講座があると聞き、参加しました。講座を受講

し、日々の営業、社員への接し方等、少しずつ変わってきてるような気がします。会社の形態やシ

ステムを変えるきっかけを作る勉強が出来る講座を受けて、今は良かったと思います。 

ホロスプランニング 加瀬様 

こんな時代なのに、サポートを受けたおかげで売上が20%アップしました。今はサポート受ける前

の倍の売上を目指しています。講座を受講する前は、不安や悩みがある時もありますが、講座受

講後は、仕事の方向性が見えるせいか、不安や悩みが解消されます。何だか月に１回温泉に来

ているような感覚で、スッキリ爽快な気持ちになります。 

有限会社トーコー 代表取締役野田様 

サポートを受けてからは、無駄な悩みがなくなりました。悩む事は悪い事ではなく、次の準備の段

階であり、目一杯悩み、後は放っておくと、自然に良いアイデアが出てくると聞き、有効な時間の

過ごし方を学んでいます。人生一度きり、時間を何倍も有効に使えるようになった事に感謝してい

ます。１秒でも長く人が喜んでもらえるような生き方が出来ればと日々の修行と思っています。 

売上ノルマではなく、説明ノルマ、笑顔ノルマ、人間性ノルマが大切だということがよく分かりました。笑顔で挨拶、笑顔

で接客、何かを探しておられたら、すぐに声おかけしたいと思います。また売り場は在庫室ではないという言葉が当たり

前だけど忘れがちでした。整理整頓3点セットは、すぐ実践しようと思います。捨てられなかったものがあるので思い切っ

て捨てるように心掛けて生きたいです。 

人が生きていく上で前を向くことが、本当に大切なことだと思いました。人に対する気持ちを忘れずに、心を込めて仕

事に励みます。明るく、頑張っていこうと元気が出ました。働くことの大切さや人生を生きていくことのすばらしさを改め

て実感しました。 （佐世保市 山北喜美代さん） 

（佐世保市 金子良美さん） 

■ズバリ、収入が増えた。 

■思いもかけない人からの助けが増えた。 

■愚痴や悪口が減った。 

■営業しなくてもお客様から電話がある。 

■紹介客が増えた。 

■安売りをしなくなり、価格が上がった。 

■ライバルや競合店を気にしなくなった。 

■資金を集中でき、費用対効果が上がった。 

■講座参加仲間とビジネスマッチングができた。 

経営サポートを受けた経営者の声・・・ 

～ 「全員参加経営」で社長のビジョンを実現する ～ 



研修が始まった当時、私は公私に渡り多くの悩みを抱え、行き詰まりを感じ悶々とした日々を

過ごしておりました。そんな中、安永先生との出会いで私の気持ちを前向きなものに変えていた

だきました。研修は、どれをとっても身になることばかりでしたが、中でも印象に残っているものは

「過去⇒失敗」「過去と相手は変わらない、変わるのは未来と自分」です。過ぎた事でもあれこれ

気にしすぎる傾向があり、その辺りは自分自身分かっていて嫌になることも度々ありました。そん

な考え方を払拭し未来型の自分へと変えさせてくれる言葉となりそうです。心理テストでは自身含

め当たっていることも多く、また他メンバーの性格を再認識できたことは今後に活かすうえで参考

になりました。それから、今後常に意識しながら取り組んでいきたいと気づかせてくれた言葉とし

て「売りっぱなし、ほったらかし、感謝なし」です。私に限らずドキッとした人は少なくないと思いま

す。長らく当たり前のように仕事があったことから、感謝の気持ちが欠如していたことに気づかさ

れました。これを機に取引先と信頼関係の再構築に努めてまいります。研修に於いては、回を重

ねるごとに自身含めメンバーも変貌していき、逆に「次は何をするんだろう」とワクワクした気持ち

で臨むことができました。講義の中では目頭が熱くなったこともしばしばあり、気付かれないように

必死だったことが思い出されます。                          （長崎県ＮＨさん）  

今日から私は、感謝する事ができる人に変わります。人から受けた親切には、心から感謝しま

す。最も勉強になったのは、先生の実体験を聞けた事。その言葉は、生きていると感じました。

それと経営、経済に関する事を受講できたのも良い勉強になりました。改めて、自分が知らない

事が多すぎました。仕事柄、三角関数や公式を使っての強度計算、構造設計ばかりなので新鮮

味がありました。同時に、「自分は、頭が硬い、勉強不足」と実感させられました。先生と時間を共

にして、一つのことわざを思い出しました。「一日の名匠」 一日でもよいから、よい師匠について

学べということ。 独学で苦心しても、また至らぬ師についても、その効果は 一時良師について

教えを受けるには及ばないという事。先生は、私の名匠です。          （長崎県ＫＭさん）                                

新上五島町・長崎産業振興財団 
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独立行政法人 
雇用・能力開発機構講師 

佐世保産業振興財団 
企業セミナー講師 

社員研修に参加した方の声・・・ 
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■コンセプト＆メッセージ 

1954年佐世保生まれ東京経済大学卒業後、美容師免許取得し1991年に安永美容院の代表取締役社長

に就任。2７年間、美容経営を手掛ける。2001年にブライダル事業をブライダルＹＡＳＵＮＡＧＡとして、商

標登録した「貯金０円」プランをスタート。あきらめ層をターゲットに、東京、大阪、神戸、福岡など４年足ら

ずで全国１５店舗を展開。（各店舗は、独立採算のため現在営業中）しかし、急成長のひずみもあり、2006

年に会社が倒産。倒産間際には自殺も考えるほどに苦しむ。倒産後は、自己破産となり、自宅、貯金、不

動産、株などすべてを失い、温浴施設で、風呂掃除、客室の布団敷き等の仕事や会社の執行役員等を２

年間勤める。しかしながら、自分の出来ること、役に立てることを改めて考えると、どうしても倒産した時の

自分の苦しい姿が頭をよぎり、「倒産してこんなに苦しむのは自分だけでもう十分だ」。今、経営で苦しん

でいる人達をサポートしたい」と気持ちがふつふつと湧いてきて、再起を決意し、2009年に日本経営サ

ポート協会を発足。『失敗したからこそ出来るサポート』は、机上の空論とは、一線を画した実践型サポート

として好評を得ている。  

■公職 

  経済産業省九州経済産業局中小企業支援専門家、財団法人長崎県産業振興財団専門家、財団法 

  人長崎県産業振興財団企業インストラクター 

■経営セミナー、講演実績 

  独立行政法人雇用・能力開発機構ワークガイダンス講師、中小企業緊急雇用安定助成金研修講師、 

  新上五島町長崎県産業振興財団主催「新上五島町起業セミナー」講師、長崎県産業振興財団主催 

  ビジネスプラン総評、社団法人中小企業診断協会長崎県支部協会記念講演会講師、起業家大学新 

  亀山社中商館講演、佐世保産業支援センター起業家セミナー講師、長崎市神ノ島工業団地連絡協 

  議会幹部セミナー講師、株式会社船井総合研究所講演講師、株式会社タックス九州ブロック会議講 

  演講師、他 

■経営指導実績 

  長崎県ふるさと雇用再生特別基金専門家派遣事業、財団長崎県産業振興財団企業インストラクター 

  派遣事業、歯科医療、ブライダル事業、出版事業、貸衣裳会社、保険代理店業、介護商品販売会社、 

  小売販売業、美容業、飲食業、商品販売、建築工務店、水産関連製造会社、他  

プロフィール 

氏名 安永 誠太郎 （やすなが せいたろう） 

社名 ＪＭＳ 日本経営サポート協会 代表 

住所  〒858-0923 長崎県佐世保市日野町1923-6 エムクアン日野301号 

電話  0956-88-9011  ＦＡＸ 0956-88-9015 

経営コンサルタント、キャリアコンサルタント、人材育成コンサルタント 
経営サポート、セミナー・講演、社員研修、キャリア教育 

■教育セミナー、講演実績 

  長崎総合科学大学経営情報課経営セミナー講師 、佐世保市教育センター教頭会講演講師、長崎 
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 ～失敗したからこそ、できるサポートがある～ 

■その他 

  第７回アメリカンフェスティバル実行委員長、日本青年会議所長崎ブロック協議会1992年度会長、佐 

  世保市立船越小学校ミニバスケットボール監督、佐世保市立愛宕中学校女子バスケットボールコーチ 

 


