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Yukari Urata
株式会社HS情報システムズ

Business Title, Organization Housing Support Information Systems Co., Ltd.,
現職(担当）
Present

現職 （地域サービス委員会委員長・戦略運営委員会委員・関西ブランチ代表）
Present (Regional Service Committee leader/Strategy Steering Committee
member/Kansai Branch leader)

経歴

【企業】
・金融系ＩＴプロジェクトを主として様々な業種のプロジェクトマネージャ・アカウント
マネージャ・事業部マネージャを担う
・プロジェクトマネジメントの専門役として、トラブルプロジェクトの対応・監査などを
担う
・経営企画部門にて事業戦略の策定・企画実行を担う
・現在、研究・提案施策の企画・実行を行っている
【PMI】
・ＰＭ実践研究会に参加、副代表を担う
・関西ブランチの設立チームにて活動
・地域サービス委員となる
・ＰＭ創生研究会に参加
・関西ブランチ運営委員会委員長を担う
・ＷｏｍｅｎOBF研究会に参加
・PMIJ理事を担う
・関西ブランチ代表を担う
【ボランティア】
・西アフリカの村支援、女性支援
・ブルガリアのバラ農園支援

Biography

【Company】
· Mainly engaged in financial IT projects as project managers, account managers,
and division manager of various industries
· As a specialist in project management, responsible for troubleshooting and
auditing
· Planning and implementation of business strategy in the Corporate Planning
Division
· We are now planning and implementing research and suggestion measures
【PMI】
· Deputy leader of PM practical study group
· Activities at the establishment team of the Kansai branch
· Become a Regional Service Commissioner
· Participated in PM creation Study Group
· Kansai branch steering committee chairman
· Participated in the WomenOBF Study Group
· PMIJ Director
· Kansai branch leader
【volunteer】
· Village support in West Africa, women's support
· Rosa farm support in Bulgaria

地域サービス委員として、地域のサービス向上・活性化によりプロジェクトマネジメ
ント人口、会員を増やす。地域のコミュニティ立ち上げ、ブランチ化の検討を進め
PMIおよび
る。2019年の関西ブランチ１０周年に向け活動検討を行う。
PMI日本支部への貢献所信
戦略運営委員として戦略委員会のミッション遂行に貢献する。
（次期）
2018年度は20周年記念事業のプログラムマネージャとして20周年をＰＭＩＪのさら
なる発展の足掛かりにする。

As regional service committee members, increase popularity of project
management and members by improving and revitalizing local services. We will
proceed with the launch of local communities and the establishment of branches.
We will examine activities for the 10th anniversary of the Kansai branch in 2019.
Commitment for next term
As a strategic steering committee member, I assisted the operation of the
committee.
As a program manager for the 20th anniversary commemorative project in 2018,
we will develop PMIJ through the 20th anniversary commemorative project.

・地域セミナーの企画実行
・新たなコミュニティ立ち上げ検討や地域のサービス向上・活性化を行った
PMIおよび
・関西ブランチのさらなる活性化を他委員会と協業し行った
PMI日本支部への貢献実績
・戦略運営委員会の遂行、活動提案、部会計画のとりまとめの実施
(今期）
・20周年記念プログラムの立ち上げを行った

Result of present term

I planned and implemented regional seminars.
We studied new community composition and improved and activated regional
services.
I collaborated with other committees to revitalize the Kansai branch.
I assisted, proposed, and reported the operation of the strategic steering
committee. Also, I will also support the collection of annual plans for each group.
I operated as a leader of the 20th anniversary program team.

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)
1
活動基盤の視点

Activity Platform
Perspective

・地域サービスの充実
・中期計画を実現する戦略委員会の支援
・ＰＭＩ日本支部の20周年記念事業および関西ブランチ10周年記念イベントの成功

· Enhance regional services as regional service committee members
· Support of strategic committee to realize medium-term plan as strategic
steering committee
· Success of PMI Japan branch's 20th anniversary commemoration project and
10th anniversary event of Kansai branch

2
プロセスの視点

Process Perspective

・プログラムマネジメントの適用による各施策の実行
・部会、委員会の年間のルーティンの確立
・地域サービスのコミュニティ立ち上げ、ブランチ立ち上げのノウハウ継承

・Execution of measures by application of program management.
・Establish annual routine of the group.
・Community composition and inheritance of branch establishment know-how.

3
・地域のPMP、会員、スポンサーへのサービス向上
ステークホルダーの視点 ・部会、委員会のガバナンス適用
・20周年記念事業によるＰＭの普及およびPMIの知名度アップ

· Improve service to local PMPs, members and sponsors
· Apply the governance of the committee to the committee
Stakeholder Perspective
· Spread the dissemination of Project Management and PMI by 20th anniversary
commemoration project

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

・地域セミナー時に会員メリットの訴求
・ブランチ、部会のイベントを通じて会員のメリットアピール
を地域サービス委員会を通じて各地域に行う
・地域サービス委員や戦略運営委員としての活動により会員サービスの充実をミッ
ションとし、会員継続を実現する
· Appeal of membership benefits at regional seminars
· Appeal the benefits of members at branch and subcommittee event through
regional service committee.
· I will realize membership continuation with the mission of enhancing membership
services through activities of regional service committee members and strategic
steering committee members

・法人スポンサーのメリットがあると思われるPMPホルダーの多い企業に法人スポ
ンサー制度を紹介

Strengthening Corporate · Introduction of corporate sponsorship system to companies with many PMP
Membership
holders that are thought to have merit of corporate sponsors.

Z

活動充実への貢献

自ら実行することにより活動の活性化を行う。
複数委員会を横断することによる各委員会の施策をスムーズに進めることが可能
となる

I activate activities by doing it.
Contributiion to Fulfilling
Smoothly implement measures of each committee by crossing multiple
of Activities
committees，ｉt is possible to proceed.

