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”より組織的な運営と個人会員とスポンサーの拡大”
今まで以上に会員の皆さまにより価値の高いサービスと多様な機会を提供してい
くためには、引き続き組織の基盤を固めていくことが必要です。その一つが、ガバ
ナビリティの向上と機構改革になります。変化の速いの環境に柔軟に対応していく
PMIおよび
ためにも、より組織力による取り組みが望まれます。もう一つは、組織の拡大で
PMI日本支部への貢献所信
す。機構改革の目標でもありますが、若手や女性や非IT業界の会員の参加などよ
（次期）
る多様な会員の増加や、PMPに偏った資格保有を、PMIが提供する多様な資格取
得への支援、グローバルな認定のGACの取得大学の実現など、を実現していきま
す。

"Enhancing organizational management and increasing individual menbership and
corporate suponsors"
To provide chapter menbers with more valuable services and various opprtunities,
it is indispensable to stabilise the organizational foundation. One of the measures
is to enhance the governability and organizational reform. To cope with rapidly
Commitment for next term changing environment, it is desirable to take on the changes systematically and
organizationally. The other one is to increase menbership. It is the objective of
organizational reform to increase women menbership and menbership from the
industry other than IT industry, to help chapter menber challenge certifications of
PMI other than PMP, and help Universities get certified as GAC.
・PMI日本支部会長として、会員の皆さまに価値のあるサービスを提供し、PMBOK
をはじめとするPMIの標準・資産の普及に努めてまいりました。
・永続性のある組織的運営を実現すべく、支部のガバナビリティの向上と機構の改
革を理事の皆さまの助けを得ながら進めてまいりました。
・機構改革では、前期に創設した規約改定委員会、評価委員会、組織拡大委員
会、コミュニティ活性化委員会、国際連携委員会などを通し、改革を進めてきまし
PMIおよび
た。
PMI日本支部への貢献実績 ・支部の部会のリーダーやアクティブ・メンバーの参集を頂いたリーダーミーティン
(今期）
グを毎年9月に開催し、支部の方向について部会リーダーと理事とで共有を図りま
した。
・日本フォーラム、フェスタを開催し、さまざまなセミナーを開催して、皆さまの研修
の機会を提供させていただきました。
海外との連携については、アジア・パシフィックをはじめリージョン９の各国支部と
の親交を深めました。

Result of present term

As the president of PMI Japan, I managed to provide PMI Japan Chapter menbers
with valuable services, and dissseminate PMBOK and other PMI's standards and
guides.
To maintain organizational management of PMI Japan Chapter, we managed to
enhance the governability of PMI Japan chapter, and carry out reform of
organization supported by directors.
Regarding organizational reform,
we carried out the reform through the committees established last term.
We shared the directions and strategies of the PMI Japan Chapter with the
leaders and active menbers from Committees and COPs.
We held Japan Forum, Japan Festa, and many other seminars and events to
provied chapter menbers with opportunities of leraning.
Concerning overseas cooperations, we maintained friendship with Reagion 9
chapters.

PMI日本支部戦略へのコミットメント （上位３視点） Commitment to PMI Japan Strategy (top Three)
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活動基盤の視点

Activity Platform
Perspective
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プロセスの視点

Process Perspective
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”より組織的な運営と個人会員とスポンサーの拡大”
今まで以上に会員の皆さまにより価値の高いサービスと多様な機会を提供してい
くためには、引き続き組織の基盤を固めていくことが必要です。その一つが、ガバ
ナビリティの向上と機構改革になります。変化の速いの環境に柔軟に対応していく
ためにも、より組織力による取り組みが望まれます。もう一つは、組織の拡大で
す。機構改革の目標でもありますが、若手や女性や非IT業界の会員の参加などよ
る多様な会員の増加や、PMPに偏った資格保有を、PMIが提供する多様な資格取
得への支援、グローバルな認定のGACの取得大事学の実現など、を実現していき
ます。
"Enhancing organizational management and increasing individual menbership and
corporate suponsors"
To provide chapter menbers with more valuable services and various opprtunities,
it is indispensable to stabilise the organizational foundation. One of the measures
is to enhance the governability and organizational reform. To cope with rapidly
changing environment, it is desirable to take on the change systematically and
organizationally. The other one is to increase menbership. It is the objective of
reform to increase women menbership and menbership from the industry other
than IT industry, to help chapter menber challenge certifications of PMI other
than PMP, and help Universities get certified GAC.

”ガバナビリティの向上と機構の改革の継続”
PMI日本支部の運営について会員の皆さまにアカウンタビリティを持てるようガバ
ナビリティの向上を図ります。また、会員の皆さまにより価値のあるサービスと機会
を提供するためには、それを支える基盤の整備が必要です。そのために、現在進
行中の機構改革を引き続き進めて、会員の皆さまが参加する、また、多様な会員
が参加し、新たな価値と機会を見出せる仕組みを作り上げていきます。
"Enhancing governability and continuing organizational reform"
To be more accountable to the PMI Japan Chapter manbers on managing the
chapter, we will enhance governability of the chapter. To provide chapter
menbers with more valuable services, it is necessary to stabilize the
organizational foundation of the chapter. We will continue the reform of the
organization, and we will provide opportunities chapter menbers can join where
they can find new values.

”情報と人的ネットワーク”
PMI日本支部の強みの一つは、グローバル組織であるPMIがもつ多様な人のネット
ワークと膨大な情報です。また、PMI日本支部固有の強みとしても、ベンダーや
ユーザーに偏らない会員構成、大学・自治体から企業にまたがるスポンサーがあ
ステークホルダーの視点
ります。この多様な人的ネットワークを活用していただく「機会」と「場」の提供すると
ともに、PMIが持っている膨大な情報を厳選して、日本語で提供し広めることが、
PMI日本支部の使命の一つだと考えています。
"Information and Human Network"
One of the strength of PMI Japan Chapter is globally diversed human networks
and massive information provided by PMI. One of the strong point of PMI Japan
Chapter is the menber structure not dependent on specific venders or users;
Stakeholder Perspective various sponsors from universities, local goverments, and corporations. It is our
mission to provide chapter menbers with the opprotunities where they can utilize
the diversed human networks, and to provide and disseminate selected and
valuable information in Japanese from massive information owned by PMI.

PMI日本支部活動拡大および活動充実へのコミットメント
Commitment to PMI Japan Chapter's Enlargement and fulfilling of activities

X

支部会員増強

Strengthening Chapter
Membership

Y

法人スポンサー増強

・「ＰＭＩ日本支部の会員になってよかった」と思っていただくことが、会員を増やす
もっとも効果的な近道であり本来とるべき道でもあると思っています。そのために
は、PMI日本支部が持っている様々な資産をどのように皆さまに価値として提供、
活用していただくかが問われていると思います。
・また、どこに会員を求めるかが重要で、PMI日本支部の価値を高めるためにも、
会員の多様性を追求していきたいと考えています。
・そこでは、若手、女性、異業種がキーワードとして、支部会員の拡大の戦略を練
り上げていきます。

It is the most effective and efficient measure for chapter manbers feeling stisfied
to be chapter menber to increase menbership. It is important to provide chapter
menber with various asset owned by PMI Japan chapter and help them utilize
these asset as valuable measure.
We will pursue diversity of menbership for PMI Japan chapter to rise in value.
So we will devise strategy focusing on the young, women, and the crossindustrial.

・法人スポンサーになることのメリットは多様だと思います。
・セミナーの提供、PDU取得機会の提供、グローバルな動向の提供などは、従来
から行ってきました。それに加えて、PMIの持つグローバルで多様なネットワークと
膨大な情報資産を活用することを目指し、他の協会では得られないサービスと機
会を提供できるようにしていきたいと考えています。
・法人スポンサーの皆さまにPMI日本支部の価値を認めていただき、その価値に惹
かれて法人スポンサーになって頂くことで、増強を図っていきたいと考えています。

The benefits to be corporate sponsor may be various.
We will provide them with seminars, opprtunities to get PDUs, global trends of
project management as ever. Adding to that, we will provide services and
opprtunities which other association can not provide to utilize the massive
Strengthening Corporate
information and the diversed human networks owned by PMI.
Membership
We will enrich the information and the network so that corporate sponsors
recognize the value of PMI Japan cahpter and they want to be corporate sponsor
because of its value.

Z

活動充実への貢献

・PMI日本支部が貢献できるのは、会員の皆さまが活動する、価値ある「機会」と
「場」の提供だと考えています。
・それを実現するために、PMIのもつ多様なネットワークと膨大な情報資産を、皆さ
まが活用できる形で提供するとともに、それを皆様が共有していただく「機会」と
「場」を提供していきたいと思います。
・皆さまが特定の分野を追及した成果を発表したり、実際の現場で行われている知
識・ノウハウの共有など、会員のみなさまの関心のあるトピックスをタイムリーに、
しかもグローバル動向を先取りして提供し、会員の皆さまの活動を少しでもお手伝
いできるよう努力していきたいと考えています。

What PMI Japan chapter can contribute to our menbers is to provide them with
valuable opportunities and places whre they can actively join.
To implement these opprtunities and places, we will provide the opprtunities and
places where chapter menber can share and utilize the massive information and
Contributiion to Fulfilling asset owned by PMI.
We will help chapter menbers be able to study in specified fields and present their
of Activities
outputs. And we will provide chapter menbers with interest topics timely in
anticipation of global trends in project management. We will manage to help
chapter menber work successfuliy.

