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はやぶさ 第１８７号   ２０１６年０６月０３日(金） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

★ボード型マネジメントゲーム「経営特くんゲーム（KTG）」のおすすめ★ 

 

著者：（株）I&C・HosBiz センター                          

                 石川 昌平 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

第１８７号を発信します。２０１６年０６月０３日(金） 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

４月１４日（木）に発生した震度７の地震は、範囲が熊本県から大分県へと 

広がり、今日現在まで震度３，４の余震が７週間も続いております。 

いまだ多くの方々が避難生活を余儀なくされています。 

すでに５０日が経過しました。震度「１」以上の余震も１５００回（5/19 現在） 

以上続いて、復興が滞っているので心配です。一日も早い復興を祈念しています。 

この間に亡くなられた方々にお悔やみ申し上げます。また、被災されて避難されて 

おられる方々にお見舞い申し上げます。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

【タイトル】★ボード型マネジメントゲーム「経営特くんゲーム（KTG）」のおすすめ★ 

 

                         ８回シリーズ：その８ 最終回 

 

 著者：（株）I&C・HosBiz センター 

                 石川 昌平 

 

第８回：最終回 ６・経営特くんゲームの新しい動き  

 

（１）労働組合の幹部・執行委員が、「経営特くんゲーム」に取り組み中です  

  

2014 年 11月 18日（水）、東京都文京区のシビックセンターにおいて、労働 

組合の幹部・執行委員を対象とする「労組のための経営分析公開セミナー」が 

開催され、ボード型マネジメントゲームである経営特くんゲーム（ＫＴＧ）の 

トライアルゲームを行いました。  
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 参加者は、労働組合の幹部であり超多忙中です。お仕事の都合上、当初 3 名 

の参加予定が 2名となりましたので、主催者側から高橋課長、当協会から筆者が 

入り、1 卓 4名でゲームを実施しました。 

 

主催者は、当協会のコラボ・クルーである高橋基樹氏（中小企業診断士、 

社労士）が社長を務める（株）ヒューマンバリュウ研究所（以下、「ＨV I 」 

という）です。 

「H V I」では、かねてより首都圏の約 200の労組と緊密な信頼関係を構築して 

おられますが、本セミナーは、そのご縁で開催に至ったものです。 

 

当日参加の労組メンバーは、全国的に著名な二つの労組の、執行委員長K 氏と 

中央書記長 S 氏でした。 

5 時間のトライアルゲームに対して、真剣に取り組み、KTG に対して強い関心 

をお持ちいただきました。お二人とも理解力抜群で、とても楽しくゲームを実施 

できました。 

 

トライアルの通例通り、リスクカード枚数を 60％弱に減らし、リスクカードを 

引くチャンスも 60％にしました。競争入札（競売）は実施しませんでした。 

結果的に、お二人の経営成績は、黒字でした。 

これに対する意見では、労組幹部としては、赤字経営への対応を迫られることが 

多いので、ゲームの結果は、厳しい決算となる方が望ましい。また、次回は、競争 

入札（競売）を体験したい。などがありました。 

 

ゲーム終了後は、マネジメント会計 3 表（資金繰り表 M/O、B/S、P/L）を 

作成しますが、中央書記長 S 氏は、自分自身の３表作成だけでなく、同伴競技者 

の 3 表作成にも配慮されており、痛く感服させられました。 

 

懇親会までお付き合いいただいた中央書記長 S 氏とは、今後の展開等について 

打ち合わせることが出来ました。 

同労組では、来春早々、自社の労組幹部・執行委員６名強で KTG（特くんゲーム） 

を実施したい。併せて、KTGのキットを数セット購入し、同社組合員に広く普及 

したい意向です。画期的な取り組みと強い期待を持っていますとともに、この体験 

は他の労組へも波及するものと思われます。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 必読の書ですので、「経営者」「労働組合幹部」の方にお勧めします。 

 

「H V I」の高橋社長は、著書『これからの労働組合の話をしよう』 
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（出版社：（株）ビ―ケーシー）の中で、次のように述べられております。 

 

「労働組合は、パイ（利益）の配分を求めるだけでなく、パイ（利益）を作り出す 

活動の重要性を考えねばなりません。 

これからの労働組合は、労組が持っている次の機能を軸に、新たな役割を考えて 

いかねばならず、その点を提案したいと存じます。 

 

（１）コミュニケーション機能 

（２）経営サポート機能 

（３）人材育成機能                （まえがきより抜粋） 

     

 

  

２１世紀に入り、わが国における労働組合の組織率（全労働者に占める労働組合に 

加入している人の割合）は 20%を割り込み、長期低落傾向にあります。働く人の 

5 人に 1人も労働組合に加入していないという状況です。 

労組は今、大きな転換点を迎えており、「生き残るための戦略」が必要です。 

 

本事例でご紹介するように、労組の幹部・執行委員が、KTG（特くんゲーム） 

を自分たちの「研修ツール」として利用することは、実に適切な戦略であると 

考えます。 

その理由は、KTG（特くんゲーム）に取り組むことにより、マネジメント力 

を身につけることができるからです。労組が、将来の経営の中枢を担うマネジメント 

力を身につけた人材を輩出する「人材育成機関」の役割を強化しなければならない 

とすれば、KTG に取り組むことの意義は大きく、正しい選択と申せましょう。 

 

当協会としては、労組の幹部が期待する成果をあげられるよう、精一杯、アシスト 

してまいりたいと願っております。 

 

（２）最近の活動を紹介します。起業計画中の方や起業間もない方が参加しました。 

  2016年に入ってから起業計画中の方と起業間もない方がトライアルに参加して 

いただきました。 

  起業計画中の方は今年の秋に現在の勤務先を退社して「不動産業」を開業すべく 

すでに事務所を借りているとのことでした。婚約中のペアーでの参加でした。 

 会計のことが良くわからないので、参加したとのことです。 

  起業間もない方は奥様がすでに物販のインターネット販売を行っており、ご主人も 

  近々現在の勤務先を退社してご夫婦でインターネット物販事業を行うことにして 

いるとのことでした。奥様が経理を担当されるということでご夫婦での参加となり 

ました。 
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  奥様のトレーニングに良いといことで、奥様単独あるいはご主人と一緒に数回参加 

  され、４月末にはご夫妻で２日間の「経営特訓士認定講座」にも参加されました。 

  この講座では初日に２期、２日目に 3 期連続でゲームを実施しました。 

  キットも購入いただいてご夫妻でゲームを行っており、仲間も巻き込んで 

いきたいとのことでした。 

 

（３）家電製品のリサイクル事業を行っている企業で職長、班長クラスの教育に 

  熊本県にリサイクル工場がある企業です。かねてから現場で働いている職長、 

班長クラスに会計と儲けの仕組みを教えたいと思っていたが、座学では難しい。 

何か良い方法がないかと模索していたらゲームに行き着いたとのことでした。 

 ３月にトライアルに参加いただき、これなら社内に導入出来ると判断されて、 

４月に２日間の「経営特訓士認定講座」に参加する予定でした。 

ところが４月１４日に熊本・大分大震災が起きました。同じ熊本県でも鹿児島県 

との県境近くで幸いにも震災の影響はほとんどなかったようですが、１ヶ月延びて 

５月の参加となりました。 

 現場の従業員に「BS、、PL」まで教えるのは困難なので、資金繰り表を完成させる 

ところまでにしたい、とのことでした。 

 

（４）経営コンサルタントが顧問先である中小企業の幹部育成プログラムの一環として 

   活用する 

５月に２週連続で「トライアル」と２日間の「経営特訓士認定講座」に参加され 

ました。中小企業診断士でもあり理解度は抜群でした。 

とりあえず、顧問先１件で幹部社員の養成講座が終わって財務関係の知識を補強 

しなければと思っていたので、このゲームなら十分使えると判断したとのことです。 

他の顧問先にも勧めたいので「インストラクター講座」にも参加したい意向です。 

 

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ 

 

８回にわたる連載をお読みいただき、大変ありがとうございました。 

 

■筆者は、足掛け４年、経営特くんゲーム（ＫＴＧ）に取り組んで、もうすぐ 

100 回となります。インストラクターとして、参加の皆様が楽しく体得できます 

ようサポートしながら、自分も一緒にゲームにも参加します。 

このゲームをやる時は、いつも心がトキメキます。 

 

・常時、同伴競技者の仕振りを見ながら、自分の取るべき戦略・戦術を考え ACT 

します。経営には好・不調の波があり、決して常勝軍にはなれません。 

企業経営には色んなリスクがひそんでいます。リスクへの備えを万全にしていた 

としても、更に、思わぬトラブルに襲われることがあるのです。運も大きく作用 
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しますが、あらゆる出来事が訓練のテーマなのですから、時には看取りながらの 

諦観も必要ですが・・・・・。 

 

だからこそ、経営も人生も楽しいのです。 

 

回数多くやればやるほど、このゲームは楽しくなります。実に奥深いゲームです。 

お一人でも多くの人が、経営特くんゲーム（ＫＴＧ）を体験し、そして体得して 

頂きたいと心から念じます。そして出会いの素晴らしさを味わいました。 

 

トキメク時を、KTG で、是非、ご一緒に味わいましょう！！  

 （完） 

 

最終回まで本稿をお読みいただきありがとうございました。 

 

ご質問、ご意見のある方は、以下のメールアドレスでお願いします。 

 

   happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

次回から９回にわたり当協会の理事長：平本靖夫の「イノベーション人生に五計あり」 

を掲載します。ご期待ください。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ セミナーのご案内 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◆会計事務所向け： 

 

第２回「会計事務所経営 セミナー」のお知らせ 

 

・日時 2016 年 0６月１０日（金） 14：30～16：45 

・場所 ＪＲ京浜東北線、地下鉄南北線 王子駅 北とぴあ （９01 号室） 

・参加費 ３,000 円（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ手引書、教材付） 

 

 ご案内は、以下のＵＲＬを参照ください。 

（CTRL キーを押しながら左クリック） 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_97.pdf 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆会計事務所向け： 

 

mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_97.pdf
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「会計事務所経営 セミナー」：第３回以降のお知らせ 

 

・場所 ＪＲ京浜東北線、地下鉄南北線 王子駅 北とぴあ または 

    東京メトロ 日比谷線 茅場町 ５番出口 中団連（全国中小企業会館 ４F） 

・参加費 ３,000 円（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ手引書、教材付） 

 

 ご案内は、後日掲載します。 

 

 １）第３回：2016 年 0７月０８日（金） 14：30～16：45 

 ２）第４回：2016 年 0８月０５日（金） 14：30～16：45 

 ３）第５回：2016 年 0９月０９日（金） 14：30～16：45 

 ４）第６回：2016 年１０月０７日（金） 14：30～16：45 

 ５）第７回：2016 年１１月０４日（金） 14：30～16：45 （「未定」変更あり） 

 ６）第８回：2016 年１２月０２日（金） 14：30～16：45 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◆第５１回以降の「トライアルゲーム」◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

 日程が決まり次第お知らせします。 

  

１）土曜日 1３:３0～1８：３0 「経営特訓道場」 

JR 駒込駅南口 徒歩 6分 

              東京メトロ南北線駒込駅 1 番出口 徒歩 5分 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◆経営特訓士資格認定講座◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

次回以降の認定講座は、日程が決定次第お知らせします。 

 

１）原則 ２日間（土、日） 10：00～18：30  「経営特訓道場」 

JR 駒込駅南口 徒歩6 分 

東京メトロ南北線駒込駅 1 番出口 徒歩 5 分 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆◆はやぶさ 3 周年・感謝キャンペーン◆◆◆◆◆◆◆ 

  お蔭さまにて 3 周年・皆様のご愛読に感謝いたしております。 
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マイナンバンー元年のお年玉 ★手引書・無料プレゼントのご案内★ 

  本年 1 月 1 日より、マイナンバー制度の運用が始まりました。 

  皆様、現場に展開しておりますか？ 

  ご愛読者の皆様への感謝としまして。「無料」で進呈します。 

 

     手順通りやれば誰にでもできる 

マイナンバー制度導入運用手引書 定価：1000円＊無料進呈     

  

＜目次＞ 

１）推進体制と責任者を決める 

      ２）従業員に説明するとともに、協力を依頼する 

      ３）税理士や社会保険労務士等への業務委託 

      ４）個人事業主取引先のリストアップとマイナンバー提供依頼 

      ５）安全管理措置の実施・・・・・始業／終業点検の実行 

      ６）保管管理の実施や廃棄等のルール化 

      ７）2016年に実施する課題の準備をする（現法令の場合） 

      ８）付表 MyNa 問診シート 

 

   ＊お申込みは下記のメールアドレス宛に、  

「お名前、社名、所属部署、〒・住所（必須）、URL（ある場合）」を 

ご記入の上、メールしてください。 

 

     happy@keiei-tokkunshi.jp  

   

◆クロネコ DM 便でお送りします◆ 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆経営相談は 

 

     http://hosbiz.net/pdf/20150527_02.pdf 

 

を開き、「問診シート」をプリントして、必要事項をご記入のうえ、FAX ください。 

 

    FAX ： ０３－５８３２－９４０４ 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

一般社団法人 経営特訓士協会（略称：ＫＴＧＡ） 

mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
http://hosbiz.net/pdf/20150527_02.pdf
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   URL http://keiei-tokkunshi.jp/?mail 

    

アドレス：happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

発行責任者： 理事長 平本 靖夫、  編集長：石川 昌平 

 

配信解除ＵＲＬ：配信停止をご希望の際は、以下のアドレスをクリックしてください。 

 

 https://1lejend.com/stepmail/delf.php?no=300444 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/?mail
mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
https://1lejend.com/stepmail/delf.php?no=300444

