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                        ごあいさつ    

本会は 1951年(昭和 26年)に当時の通商産業省と経済安定本部の                        

               推奨により設立された日本で初めての経営コンサルタント団体です。 

そして公益社団法人全国能率連盟が認証したマネジメント関連資格 

認定 1 号である、名称“経営士”Ⓡを使用する、約 70 年の歴史を称号有

する一般社団法人です。 

2013年(平成 25年)4月 1日に、公益法人制度改革によりー般社団法 

人に移行して、柔軟性を持った組織として活動を行うことになり、会員の共

益活動と公益事業と収益事業のバランスを取って革新を続けています。 

本会には、独立したプロのコンサルタントの他に、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、中小

企業診断士、工学博士、弁理士、技術士、社会保険労務士、農学博士、行政書士、事業承継士

などの有資格者が多く在籍しています。また企業・団体における経営者や管理者等現役ビジネスマ

ン・ウーマンも多数、経営士として登録されています。 

全国に 12支部、そして台湾にも支部があり仕事のテリトリーは世界に広がっています。 

本会のコンサルティング内容は、起業支援から経営戦略・革新、会計・財務、マーケティング・販

路開拓、国際取引、労務・人事管理、生産管理、IT/情報セキュリティ、人材教育、環境経営・SDGs

経営、ESG投資・CSR/CSV経営などと多岐にわたります。 

また、2012年 8月 30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、本会は、2012年 12月

に「経営革新等支援機関」に認定されました。 

内閣府の地方創生推進室が推進する、地方創成ＳＤＧｓ官民連携プラットフォームで 2019 年度

に「中小企業・サプライチェーンに SDGｓ・CSR・環境経営の普及」等の２つの分科会設立を提案し主

導的に活動しています。 

今、経済界では、コロナ前の社会・経済システムでは対応できない、変わらなければいけない現実

と向き合い始めています。「VUCA な時代」（Volatility：激動・Uncertainty：不確実・Complexity：複

雑・Ambiguity：曖昧）な時代に突入しているとも言えます。その一方、AI、IoT，RPA（Robotic Process 

Automation）などによって業務の効率化、あるいはそれ以上の新しいビジネス環境が生まれてきてい

ます。このような新しい風が吹く時代だからこそ、本会の会員諸氏が活躍し地域社会経済に貢献でき

るものと確信しています。 

本会は、定款第 3 条により「経営支援並びに地域社会等への支援（以下、経営支援等という）に

関する専門家及びそれらを目指す者をもって組織し、会員相互の交流と連携により高い能力を培い、

また各分野における人材育成支援を通じて、国内外の経済・社会の発展に寄与することを目的とす

る。」としております。  

これからも、産業界の発展に貢献できる行動的な日本経営士会で有り続けるために全力を傾けて

まいりますので、今まで以上に関係者様各位にご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

               

  2020年 6月 26日 

一般社団法人日本経営士会  

代表理事（会長）  鈴木 和男 
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                          日本経営士会の概要  

      

日本経営士会とは 

日本経営士会は、1951年（昭和 26年）に、当時の通商産業省と経済安定本部の推奨により

設立。その後 1955年（昭和 30年）に通商産業大臣の許可を得て社団法人となった、日本で

最も伝統のある経営コンサルタント（経営士）の全国組織です。平成 25年 4月には一般社

団法人に移行し柔軟的で機動力のある組織のもとで活動を行っています。 

「経営士」とは 

経営士は、一般社団法人日本経営士会が実施する「経営士資格試験」に合格した者に付与

する称号です。経営士は、企業等の経営に関する高度の俯瞰力と専門知識をもとに、経営

の効率化、事業の再構築、組織文化の創造など、企業等の存続と発展をサポートする経営

支援のスペシャリストで、広く社会に貢献しています。

経営士とは 
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                 日本経営士会のミッション    

 

 

 
半世紀以上の歴史を経た今日、経営コンサルタント団体として地域と中小企業
の経営支援並びに経営人材の育成を中核的な役割としつつ、とりわけ起業家が
育ちにくいとされる我が国において、若手経営者の育成と交流の場を通じたネ
ットワークづくりや、高齢社会・低炭素社会など、多様性に対応できるソーシャ
ルナレッジを備えた人材など、転換期に求められている高度な人材育成をミッ
ションに掲げて活動しています。 

経営コンサルタントの育成と研鑽支援 

経営コンサルタントに求められる高度な経営支援手法や専門知識をブラッ
シュアップする場として、セミナーや研究会を開催し、コンサルティング
手法の研鑽と同業間の連携をサポートします。 

経営者・経営管理者の育成と交流支援 

  トップマネジメントに携わる経営者・経営管理者や事業主として活動する
方々が、セミナーなどを通じてマネジメントスキルを高めるとともに会員
間の交流を通じてネットワークの広がりを支援します。 

専門分野のプロフェッショナルの育成支援 

  環境人材の育成、高齢社会をサポートするソーシャル人材の育成など、専門
分野の人材育成セミナーを開催し、知識と実践力の習得をサポートします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本経営士会のミッション 

          経営に知恵と革新～ 

日本経営士会創立総会が、昭和 26年 9月 25日通商産業大臣官邸において開かれてから

半世の歴史を刻みました。本会はスローガンに「経営に知恵と革新」を掲げ、専門人材

の育成を通じて企業革新、企業文化の創造を支援しています。 

本会は、企業経営をリードするノウハウを蓄積し、マネジメント専門家団体として、企

業・団体の支援活動を推進しています。 

 経営士という資格を持つマネジメント専門家が、民間企業の経営支援の中核となり、

企業の変革を推進し産業界の発展に寄与するという使命感を持つことが大切なことと

考えます。また、少子高齢社会を迎えた今日、世代間連携によって地域における「絆」

を育むための主導的な役割を、本会と経営士が担っていくことも重要なことだと考えて

おります。 

 経営士は、能力、創造性、他をリードする技法と共に高く優れた倫理レベルを今後と

も維持していなければなりません。そのために、本会は経営士自身の質の向上と若手の

コンサルタントの育成に力を注いでおります。 

 平成 24 年 12 月に経営革新等支援機関に認定され、また、平成 25 年 4 月には一般社

団法人に移行しました。これを契機に激動の時代の中で会の組織や運営が長い歴史と伝

統を持ちながらも常に最新の情報をキャッチして、「イノベーションをテーマ」に産業

人材の育成と企業の経営支援と地域社会の発展に全力を傾けて参ります。 
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                       経営支援活動    

 

■相談窓口  本部・経営支援事業部 統括支援窓口（竹下） 

       電話：03－3239－0691 メール：office@nihonkeieishikai.com 

■支援業務  ①補助金等の申請支援                      

申請書の記載事項を確認の上、確認書を発行します。 

事業計画書等の作成についてアドバイスします。 

       ②経営革新計画書の作成とフォローアップ支援 

        低利融資などを受ける目的で都道府県に申請する経営革新計 

画書の作成を支援します。また、経営革新計画書の策定のみ 

ならず実行段階でのモニタリング及び計画の実行をフォロー 

します。 

       ③経営改善計画書の作成とフォローアップ支援 

        財務上に課題を抱える企業様等に対し、経営改善計画書の作 

成及びその後の計画実行をフォローします。     

■支援体制  本会が独自で養成した経営支援アドバイザーが支援に当たりま

す。 

■総合コンサルティング          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   経営支援活動 

コンサルタントの視点から課

題の抽出と解決、強み、弱みの

分析、事業戦略・成長戦略の策

定とアクションプランの実行

支援など、PDCAいわゆる経営

のマネジメントサイクルを企

業内に定着させ、持続的な経

営を支援することができま

す。専門分野の経営士がそれ

ぞれの強みを持ち寄って、強

靭な経営基盤の構築をサポー

トします。 

 

日本経営士会は平成 24 年 12 月に「経営革新等支援機

関」 

に認定されました。補助金、経営革新計画、経営改善計 

画等の各申請に係る支援業務を行っております。 

お気軽にご相談ください。 

 



 5 

ビジネス・イノベーション・アワードは本会 60周年を記念して、日本の中小企業と

地域社会を元気にすることを目的に、経営革新や社会貢献等で顕著な成果をあげた 

経営者、社会支援者、企業・団体を表彰する制度です。 

 

                         公益事業    

 

     

 

 

 

 

 

「ビジネス・イノベーション・アワード 2019」 

「ビジネス・イノベーション・アワード 2019」の表彰式が、令和元年 9月 14日（土）

≪京都タワーホテル≫において開催され、13社に表彰状・トロフィーが贈呈されました。 

 

－受賞企業の紹介（順不同）－ 

株式会社フラットエージェンシー[会長賞] ～伝統を活かして新しい交流を生み出す～ 

有限会社アークマリンサービス[優秀賞] ～国内消費落ち込みを見据え海外進出を果たす～ 

カーセンター足柄協同組合[優秀賞] ～組合の特性を生かした総合サービス～ 

幸南食糧株式会社[優秀賞] ～お米の魅力を世界へ発信する人にやさしい小さな一流企業～ 

佐 藤 秀 樹 様[優秀賞] ～海外支援：蜜蜂採取人の地位向上と自然環境保護に尽力～ 

新日本コンピュータマネジメント株式会社[優秀賞] ～ＩＴ技術で環境保全～ 

株式会社ジーエフシーサービス[優秀賞] ～ビジネスは人、信用が仕事を創る～ 

株式会社中商[優秀賞] ～住まいを通じて人生をタノシム～ 

日合通信電線株式会社[優秀賞] ～独自路線でオンリーワン企業を目指す～ 

就労継続支援事務所守口誠翔園[優秀賞]～障がい者自立支援とＳＤＧｓのマッチングに挑戦～ 

株式会社ヤマモトホールディングス[優秀賞] ～日本のきれいを創る京都の真面目企業～ 

レッキス工業株式会社[優秀賞] ～「三利の向上」のもと共治、共栄、共福を実践～ 

株式会社ロボット工業[優秀賞] ～経営改善の取り組みでＶ字回復を遂げる～ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ビジネス・イノベーション・アワード受賞者の皆さん） 

ビジネス・イノベーション・アワード 



 6 

 

 

 

 

共益事業           

 

 

 

本事業は昭和 42年以来、全国主要地域において開催している経営支援に関する普及啓発事

業です。経営士がその時代要求に応えるため経営支援能力を高めると共に、開催地の企業や

地域社会の健全化を目的にテーマを決め毎年開催しています。 

令和元年度の第 53回経営士全国研究会議（京都大会）は、包括テーマを『伝統と共創』

とし、9月 14（土）・15日（日）に約 300名の参加者を集め開催されました。当日は近畿

経済産業局、京都府の関係者、京都市長をはじめ多数のご来賓にご祝辞をいただき、特別

講演では環境省総合環境政策統括官中井徳太郎様、また基調講演では日本航空副社長藤田

直志様にご講演をいただき、満席になった参加者の熱気が感じられました。また、交流懇

親会の冒頭本会に業績のあった会員の表彰が行われ、その後のパーティーでは会員と地元

京都から出席いただいた企業等の方々との交流が盛んに行われました。 

翌日は本会会員による論文発表があり、最優秀論文賞には南関東支部大森会員が受賞しま

した。中身の濃い有意義な２日間となりました。 

 

（基調講演 講師 JAL 副社長 藤田直志様）      （京都市長 門川様のご祝辞） 

                                                                                                                                                                                                             

   

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

（論文受賞者の皆さん） 

 

経営士全国研究会議 

第 54回経営士全国研究会議は、2021年 10月 30日・10月 31日の２日間新潟で開催予定です。 
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                         公益事業                                

 

 

 

本会では、公益事業の一環として、産業能率大学（自由が丘校舎）にて通信教育学部の学生

を対象に毎年８月スクーリング講習として「実務家が教える中小企業経営」と題し、２日間

の寄付講座を開催しています。経営に直結する実学が好評を呼び、毎回 25～35名の学生が

受講します。また、この寄付講座をきっかけに「経営士」「経営士補」になった方も多数お

り、多方面で活躍しています。また産業能率大学とは更に深いつながりを持つ、プロジェク

トがただ今進行中です。 

尚、2019年３月より産業能率大学と本会は正式に提携をしました。 

  

   

（貴重な夏休みを利用して勉学に励む学生に経営士たちの講義も熱が入る） 

                         公益事業                                

 

 

 

本会では各地の中小企業経営者を支援するため、定期的に無料経営相談を行っています。 

「メッセナゴヤ」「テクニカルショウヨコハマ」など地方自治体や団体等が開催するイベン

ト会場において、本会が支援機関として会場ブースに出展して行う大規模なものから、各支

部がホームページ等に告知して予約を行う相談会等が、いずれも毎回講評を博しています。 

寄 付 講 座（産業能率大学） 

経営士による経営相談 
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                        委託活動                                

 

 

 

 本会では、独立行政法人高齢・障害・求職者高齢者支援機構から委託を受け、各支部が

主体となり「生産性向上支援訓練・61コース」「IT理解・活用力習得訓練・42コース」の

研修を実施しております。セミナーには個別企業の改題解決をニーズに応じて行うオーダ

ーコースと広く企業に募集するオープンコースがあり、本会でも毎年20コース以上の研修

を実施しています。経験と実績に基づくプログラムで参加企業から好評を得とぃます。 

詳しくは独立行政法人高齢・障害・求職者高齢者支援機構（ポリテクセンター）のＨＰを

ご覧ください。 

 

                   女性経営士の活動   

 

 

       皆さんも女性経営士を目指しませんか 

女性経営士の会（ＮＪＫ）は、相互交流による人脈形成やコンサルタントの技量研鑽を目的

に活動しています。また、女性ならではの感性でセミナーを開催するなどして地域社会や産

業界に情報発信しています。今後、多くの皆様の参加を得て、更に活発な会になることを期

待しています。 

  
 

＜今後の予定＞ 

令和 2年 8月 女性リーダーによるＭＰＰ 支部とのコラボ Ｚｏｏｍリモート開催 

令和 2年 10月 東京ウィメンズプラザフォーラム  

令和 2年 12月 支部コラボ企画（未定） 

 

生産性向上支援訓練・IT 活用セミナーの開催 

ＮＪＫ「女性経営士の会」の活動 
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 人材育成活動 

    

 

プロの経営コンサルタント及び 

戦略的経営を目指す経営幹部・後継者の方にお勧めします。 

 
 経営士養成講座は、産業社会の変革と創生を支援する経営コンサルタント、

並びにグローバル時代の企業経営をリードするビジネスリーダーの養成を目的

とするもので、40年数に亘り、1000 名を超える経営コンサルタントや経営人材

を輩出している伝統ある講座です。 

重厚な講師陣を迎え、より実践的なプログラムと、働きながら学べる日程で開

催します。 

◆経営士／経営士補養成講座開講のお知らせ◆ 

「経営士養成講座」及び「経営士補養成講座」は、主要地域で開催を予定してお

ります。開催は、決定の都度ホームページ等でご案内しておりますので、日本経

営士会のホームページ（www.keieishikai.com）でご確認ください。 

 

第 54 期経営士養成講座を、令和３年１月１７日（日）～３月２７日（土） 

の 10 日間、本部事務局会議室で開催します。（東京都千代田区） 

 

 

 （第３９期経営士養成講座開講式）    （第４０期経営士養成講座修了式） 

 

 

経営士養成講座のご案内 
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                       環境保全活動  

 

 

 

《日本経営士会は、持続可能な社会の実現に向け環境活動を推進します》 

 

■ 環境保全の担い手、「環境経営士」資格登録 

「環境経営士」とは、企業における環境保全対策がますます重要になっていることを踏まえ、

環境保全活動の助言指導のできるスペシャリストを養成し、審査合格者に「環境経営士」の

称号を付与しています。現在 160名の方が「環境経営士」の登録し活動しています。 

登録要件及び手続等の詳細については、本会のホームページ（www.nihonkeieishikai.com）

をご覧ください。 

■ 登録型ＥＭＳ、「コンパクトエコシステム（ＣＥＳ）」 

コンパクトエコシステム（CES）とは、本会が開発した簡易型の環境マネジメントシステム

で、中小企業における環境保全活動への取り組みを支援しようとするものです。 

今後、環境経営士が中心になって普及活動を進めてまいります。 

「環境経営士」同様、詳細はホームページに掲載されておりますので、ご覧ください。 

 

■ コンパクトＣＳＲ（本会独自のＣＳＲ実行システム） 

①中小企業が負担少なく、容易にＣＳＲに取り組めるよう構築してあります。②ＣＳＲマネ

ジメントはＰＤＣＡのマネジメントサイクルで持続的発展を目指します。③実施報告書「Ｃ

ＳＲレポート」を作成・公表することにより、社外からの評価を高めます。④負担の少ない

業務、手続、費用等で、登録・維持を続けることができます。（２年ごとに更新登録） 

 

 

◆「環境経営士養成講座」◆ 

企業等への環境保全活動の助言や支援を行う「環境経営士」の育成を目的に「環境経営

士養成講座」を開催しています。この養成講座は、ベーシックコースとアドバンストコ

ースの 2 段階によって構成されています。環境経営士養成講座の開催日程については、

本会のホームページをご覧ください。 

     

 

 

 

 

 （セミナー受講風景） 

 

 

環境保全活動のご案内 

その他の環境関連活動 
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                   経営士資格と入会案内  

         

 

 

☆ 経営士及び経営士補資格試験に合格された方には、「経営士」「経営士補」の称号が付与

されます。 

☆環境経営士の試験に合格された方には、「環境経営士」の称号が付与されます。 

☆賛助会員で入会された方には、自己研鑽･スキルアップの場が提供されます。 

 

会員の種類等 

 種 類 資格／区分 要    件 

・正会員 経営士 

 

経営管理の指導又は研究について専門的知識及び能力を

有する個人 

 

・準会員 

経営士補 経営士の補佐に相応しい専門知識を有する個人 

環境経営士 環境経営及び環境保全活動に対し適切な助言及び支援の

できる個人 

・賛助会員 法人会員 

個人会員 

本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとするもの 

 

入会の方法 

 種 類 資格／区分     要    件 

・正会員 経営士 経営士資格試験又は審査に合格した者 

 

・準会員 

経営士補 経営士補資格試験又は審査に合格した者 

環境経営士 環境経営士の試験又は審査に合格した者 

・賛助会員 法人会員 

個人会員 

入会申込書の提出を受け、所定の審査を経て入会 

 

入会金・年会費 

 種 類 資格／区分   入会金   年会費 

・正会員 経営士  80,000円  50,000円 

 

・準会員 

経営士補  30,000円  25,000円 

環境経営士  30,000円  25,000円 

・賛助会員 法人会員   なし  24,000円（2名） 

個人会員（一般）   なし  12,000円 

個人会員（学生）   なし    6,000円 

入会のご案内 
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                      経営士資格取得           

      

 

経営士資格とは 

「経営士／経営士補｣は、一般社団法人日本経営士会が実施する「経営士／経営士補資格試

験」に合格した方に付与する称号です。 

経営士等資格試験について 

 項  目        内    容 

・受験資格 大学卒程度以上の学識があり、経営管理の実務を 5 年以上経

験している方。（経営士補は 3年以上） 

・試験科目 試験は、筆記試験／面接試験／経歴審査の 3種類で行います。 

・筆記試験は、共通試験と専門試験により行います。 

 専門試験は、経営･生産･販売･人事･財務･情報の中から 2科

目を選択して受験。 

 ※「経営士／経営士補養成講座」修了者は、筆記試験を免

除 

・面接試験は、試験委員の面接により、必要な知識･見識･技

倆･資質等についての適正を見極めます。 

・経歴審査は、実務経験や実績等を、提出書類により審査し

ます。 

・受験申込 所定の書類を、日本経営士会本部事務局あてに提出してくだ

さい。 

・試験期日 試験は一年に２回行います。 

・筆記試験は、毎年５月の第二日曜日と１１月の第一日曜日

に行います。 

・面接試験は、原則として毎年６月と１２月の第一日曜日に

行います。 

・試験会場 原則として、東京と大阪の２会場で行います。 

・受 験 料 10,000円 

（経営士資格取得のおすすめ） 

 

 

 

 

経営士等資格試験 

次の方々にお勧めします。 

☆プロのコンサルタントを目指す方、戦略的経営を目指す経営幹部及び後継者の方。 

 経営の効率化、事業の再構築、組織文化の創造など、常に企業の成長戦略を追求す

るための手法の習得を、会員相互の研究会などで研鑽してください。 
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                         研究会   

 

 

 
実践的で高度なコンサルティングサービスを提供するため、経営士は弛まぬ研さんに努め
ています。 

≪研究会≫ 

本会の研究会は、長年に亘り経営コンサルタントや経営人材育成の場として、その役割を果
たしています。              （研究会の一例です） 

  研究会 内  容 

マーケティング マーケティングと営業戦略の実践研究、新製品･サービスの販路開

拓の研究など 

生産管理 生産等に関する技法や、環境･品質･経営改善に必要な管理技術の

研究など 

組織･人事 経営理念･ビジョンの構築、組織と人の活性化、変革型リーダーシ

ップのあり方の研究など 

ITネットワーク パソコンのスキルアップから経営ツールとしての ITのあり方の研

究など 

ＭＰＰ 

 

事業改革、組織改革、風土改革など、一連の経営革新のための能力

開発に役立つ研究会 

≪実践力強化講座≫ 

■経営支援アドバイザー養成講座 

 認定経営革新等支援機関として、経営革新計画書や 

経営改善計画書の作成とその後の取り組みにおける 

モニタリングとフォローを担う経営支援のスペシャ 

リスト（アドバイザー）を独自に養成しています。 

経営支援アドバーザーを全国各支部に配置して、支 

援先企業の支援にあたっています。 

 

≪限りある未来に向けて！≫ 

■ＳＤＧｓ事業部 

本会では、国連採択の「持続的可能な開発のための目標 

（ＳＤＧｓ）」の主旨のもと、地方創生ＳＤＧｓ官民連携 

プラットフォームに登録して積極的に分科会等を開催して 

います。官庁、一般企業の参加者も多く、官民の橋渡しの 

一助を担い、「環境未来都市」実現を目指し借るどうして 

います。 

 

スキルアップ研究会 
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一般社団法人 日本経営士会 
〒102-0084 

東京都千代田区二番町 12-12 B.D.A.二番町ビル５F 

                                                                             

TEL：03-3239-0691 FAX：03-3239-1831 

www.nihonkeieishikai.com 

 

― 支部 ― 

北海道支部   東北支部  北関東支部   千葉支部 

 埼玉支部  東京支部  南関東支部  中部支部 

 近畿支部  中国支部  四国支部   九州支部 

台湾特別支部 

 

 

                           令和２年７月１0日発行 


