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代表取締役社長
副島一也

2018年に設立から12年目を迎え、お陰様で日本での支援実績は一
般事業会社、官公庁など多岐に渡り、1500組織を超えました。その間、
長時間労働は前提のごとき働き方だったかもしれません。しかしながら、
昨今、社員数も増え、今後永続的にお客様へのサービスレベル向上を
目指すためには、同時に社員一人一人が健康でやりがいを持って働いて
いける環境を提供することが、企業経営の重要な使命であると考えます。

その実現のためには目先の誤魔化し的な対策では到底太刀打ちできま
せん。長時間働くことや、皆が忖度しながら、曖昧な合意の下で働き続
けることは止めなければなりません。そうすると決め、目標の時間内で最
大の成果を上げるチャレンジをしなければいけません。

弊社では、全社一丸となってこの働き方改革を本気で実現させます。も
ちろん単に弊社の都合でお客様にご迷惑をおかけし、ご満足いただけな
いようであれば自動的に淘汰されるわけで、お客様満足度の最大化も
同時に目指していきます。こうしたことにチャレンジする過程で、お客様の
ご理解、ご協力をお願いすることもあろうかと存じますが、何卒ご支援賜
りたく心よりお願い申し上げます。

弊社は2006年11月にリスクマネジメントを
支援する会社としてその活動を開始しました。
リスクマネジメントについてはイギリスで8年間
様々な支援を実施し、実績を重ねたメン
バーが中心となっての日本に逆進出という形
での船出でしたが、ここ日本で我々の付加
価値を認めていただくのは並大抵のことでは
なく、本当に苦労しました。とにかく支援させ
ていただく機会を得なければ前に進みません。
お客様のご要望になんでも応え、出来るま
でやり続ける。そうして1件1件実績を増やし
てきました。

ご挨拶



1．健全な働き方を実践します

2．トップインタビューをします

3．成果物作成をサポートします

4．お客様満足度を高めます

弊社のこだわり
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ブラックを自ら作り出している？

働き方の品質を改革します！
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1 2

3 4

NC副島

この状態で
どうやって生産性
あげるんだ・・・

生産性向上だー！

NC上司

とりあえず
これで作ってみよう

とりあえずこれで
作ってみます・・・

NC部下

ここの件は
もう少し詳しく・・

お客様

とりあえずこれで１回
作ってみて！

は、はあ・・・

NC

お客様

ちょっと違うんだよなー
やっぱり全然違うのがいいな！

うわ～やり直し・・・

NC

プロジェクトスタート時・・・ 会社に戻って・・・

完成後・・・ 月末会社で・・・

NC



1．健全な働き方を実践します

弊社では、社員、家族、お客様の全方位でさらなる健全で幸せな人
生を実現すべく「プロジェクト健全推進宣言」を実行してまいります。
この取り組みがお客様各位に取りましても健全に機能していきますよう
全力を尽くす所存でございます。

この取り組みは、ともすればブラックであるのが当たり前とも言われるコン
サルティング業界において、無尽蔵に時間があるかのような働き方を社
員に課し、心身共に不健康にしてしまい、大切な社員や家族、ひいて
はお客様をも傷つけたりするようなことは決してあってはならないとの思
いで始めたものです。健康な精神・肉体で健全な働き方ができるから
こそ、お客様にもご満足いただける創造的な付加価値をご提供できる
ものだと確信しております。

＜その他弊社の健全な働き方推進の取り組み＞
・残業削減 ・受注案件基準の合理化、明確化
・健康経営の推進 ・フレックスタイム制の導入
・在宅勤務制度の導入 ・SlackやWunderlistなどITの活用

「あの時もっとこうしておけば
良かった」を世界から失くし
たい。

ビジョンに掲げたその思いは
もちろん社内から実現して
まいります。
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プロジェクト健全推進宣言締結のお願い



リスクマネジメントは「当事者が行う活動」です

まず初めに社長のご意思をお聞かせください。社長の目標
達成にコミットします。また実現のためのあるべき体制・現
場責任者をご指示ください。
社長の大切な組織のための社長のプロジェクトとして現場
の皆様とともに貴社の重要な活動をご支援させてください。

2．トップインタビューをします

当事者（トップ・現場）の活動を支援します

5

1 2

3 4

プロジェクトスタート時

社長

事務局現場

NC

ワークショップ

演習

当事者が実体験して
検証する

有事

トップインタビュー

社長

命も仕事も守る

こんな会社に
なる！

社長

NC

現場で議論

NC

事務局 社長

現場

現場



「事務局と文書を作る」では役に立ちません

「文書を作ること」自体を目的にするのは大きな問題です。
てにをは、整合性など細部の完璧さを追求することが目的
にすり替わるからです。外部コンサルが膨大な時間をかけ
て完璧な文書を作っても、肝心の実効性は上がりません。
お客様がご自身で成果物を作成するサポートをします。

3．成果物作成をサポートします

1 2

3 4

すべての文書が完璧に出
来てから社長に話します

事務局

プロジェクトスタート時

災害時

3か月後

もっと文書をやり直して！

事務局

文書を
納品して！

5か月後

社長からこの文書は違うと
言われてしまいました

事務局

さて、何から
どうしようか・・・

社長事務局

文書を
納品して！

文書を
納品して！

文書納品を目的とした支援はいたしません
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4．お客様満足度を高めます

弊社の品質管理(QMS)はBIRDチーム*が担っており、
下記取り組みを行い、品質向上に努めております。

＊…Business,Improvement,Restructuring, and,Developmentの略

プロジェクト終了後、BIRDチームよりお客様アンケートを送付いた
します。アンケートはWEBページにて回答いただくもので、所要時
間は5分程度になります。ご協力よろしくお願いいたします。
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弊社ではお取引に当たり、取引条件、プロジェクト健全推進宣
言などを下記の通り実施してまいりたく存じます。

つきましては、誠に勝手ながらご理解、ご協力のほど何卒よろしく
お願いいたします。

なお、下記条件に予めご同意頂けない場合は提案活動は実施
できませんのでご了承のほどお願いいたします。

ご契約条件について
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１． 委託業務は原則として活動支援に重点をおき、文書作
成／納品に重点をおいたご支援はお断りさせていただく
場合がございます。

□

２． 弊社はお客様の活動をご支援しておりますので、契約形
態が準委任か請負かに関わらず、契約期間中、作業工
数の偏りに関わらず、均等割りの月額単位にてご請求さ
せて頂きます。予めご了承ください。

□

３． 双方の健全な業務環境実現のため、「プロジェクト健全
推進宣言」へのご同意をお願いいたします。

□

４． トップインタビューを実施できない場合はご支援できない
場合がございます。

□

５． 委託業務は ①契約書締結 ②請求先情報登録 ③プ
ロジェクト健全推進宣言 ご署名完了以降にて開始とさ
せて頂きます。契約書の締結までには目安として１～３
週間程度かかります。

□



弊社の主なサービスの分類

カテゴリ サービス例 形態 成果物例

策定支援 ERM構築支援
BCP策定支援
CSIRT構築支援

準委任 トップインタビュー議事録
文書一次ドラフト
各種ツール類

演習支援 BCP演習支援
サイバー演習支援
不祥事対応演習

準委任
／請負

トップインタビュー議事録
演習ツール
演習評価報告書

評価支援 ERM評価支援
BCP評価支援
各種監査

請負 トップインタビュー議事録
評価結果報告書

教育 役員研修
企業内研修

準委任
／請負

研修資料

調査 定性調査
定量調査

請負 調査報告書
中長期計画

アドバイザリー 準委任 月次作業完了報告書
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弊社では、お客様のリスクマネジ
メント体制整備のご支援にあたり、
右記分野でのサービスをご提供
しております。

サービスのカテゴリとしては、下表
のような分類があり、それぞれ、
委託形態を定めております。

また、当該サービスを通して、お客様が標準的に作成される成
果物も例示いたしました。効果的な活動をサポートする成果物
作成のご支援を実施してまいります。

BCP

ERM

IT
ガバナン
ス

サイバー
セキュリ
ティ

ISO
認証

調査・
分析



業務委託の形態としては準委任か請負があり、下記のような
特徴がございます。

弊社がご支援する場合、請負形態の委託業務の場合でも契
約期間中の活動をご支援するという形式上、委託料は契約期
間中の均等按分の月額単位でご請求させていただきます。

アドバイザリーでの業務実施

委託形態について（準委任／請負）

形態 準委任 請負

委託内容 ・ナレッジの提供
・プロジェクト管理
・成果物作成の支援

・文書など成果物の作成

納品物 ・ツール類
・成果物の一次ドラフト

・成果物

再委託 原則不可 可能

義務 善管注意義務 瑕疵担保責任

印紙税 対象外 課税

アドバイザリーでのご支援に
あたりましては、月次にて
当該月に実施した作業の
報告書をご提出することで、
お客様との認識を常に合
わせながら業務を進めてま
いります。
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