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株式会社インサイト 会社概要

 会社名 株式会社インサイト （Insight Co., Ltd.）

 所在地 〒550-0003

大阪市西区京町堀1-8-31

安田ビル204

 電話番号 06-6449-5115

 会社設立 2007 （H19）年9月

 資本金 300万円

 代表取締役 関原 深（せきはら ふかし）

取締役 北野 喬士（きたの たかし）

 従業員数 8名（客員含む）

 取引金融機関 三菱UFJ銀行、池田泉州銀行、日本政策金融公庫
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株式会社インサイト 事業内容

 2007（H19）年9月創業：障害福祉分野に特化したコンサルティング

 ビジョン：障がいのある方・関わる方全てが幸せに暮らせる社会の創造

事業内容 事業概要 主要取引先

障害福祉経営
コンサルティング

• 地域福祉経営
• 工賃向上・経営改善
• ICT化支援

障害福祉事業所
（都道府県・市区町村 等）

障害福祉に関する
調査研究・政策提言

• 障害福祉に関する調査研
究支援

• 政策提言

官公庁
（厚生労働省 等）

【事業内容】

<H30：A型> <H30：B型> <H30・R元：ICT> <R2：A型> <R2：A型行政> <R2：林・水福> <R2：会計>

【厚労省研究事業】
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株式会社インサイト ～特徴～

 「障害福祉＋α」の専門家集団

【特徴】
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代表者略歴

【略歴】

 1971.11.2 兵庫県伊丹市生まれ

 1990.4～ 神戸大学工学部生産機械工学科

 アメリカンフットボール部（ILB/MLB #90）

 1995.4～ 神戸大学大学院自然科学研究科（機械工学専攻）

 燃焼工学（エンジン・レーザー計測）

 1997.4～ ㈱三和総合研究所
（現：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング㈱）

 10年間で100案件以上のプロジェクト実施

 専門：マーケティング（調査・戦略・実行支援）、中期経営計画、
新規事業

 2007.9～ ㈱インサイト

 障害者の「はたらく」を中心に支援（障害福祉事業所・障害者
雇用（企業）・政策提言）

【兼務】

 “マーケティングマスターコース”講師 （社）日本マーケティング協会（’03～’14）

 “アントレプレナー特殊講義”講師 立命館大学（’06～’14）

 社会起業家育成支援 N）edge 元常務理事（～’13） 等

関原 深（せきはら ふかし）
(株)インサイト代表取締役
パートナー

プロファウンド(株)代表取締役

特徴：総合
専門：経営戦略、マーケティング、会計、

事業計画

前職の㈱三和総合研究所（現：三菱UFJ
リサーチ＆コンサルティング㈱）では 経営
戦略部門に所属し、多様な業界・業態の東
証一部上場企業から中堅・中小、国内外の
ベンチャー企業まで幅広くサポート。10年
間で100案件以上のプロジェクトに携わ
る。

‘07年創業後は、障害者の「はたらく」を
中心に、障害福祉事業所・障害者雇用のコ
ンサルティングや、厚生労働省等の障害者
に係る政策提言支援・研究支援等を実施。

’20年に、障害福祉を支援する事業創造
に特化したプロファウンド(株)を設立。
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コンサルタント・スタッフ紹介

岡本 貴哉（おかもと たかや）
(株)インサイト
シニアコンサルタント

(N)Re-Live事業本部長

特徴：PSW
専門：精神障害者支援、専門職教育

'06より精神保健福祉士として精神科
医療、地域生活支援等に携わる。

'12年より専門学校にて精神保健福祉
士養成を行い、実践の言語化と、専門職
の資質向上に取り組む。

‘２０年からはNPO法人にて、職員教
育・法人運営・事業開発に従事。特に近年
増加している精神・発達障害者への就労
支援に関して、サービスの利用を促す仕
組みと支援者の個別的な関わりという
両面からアプローチを実施。

並行して’20年より株式会社インサイ
トのコンサルタントとして全国で障害福
祉事業所向けの研修・コンサルティング
を実施。

高玉 要（たかたま かなめ）
(株)インサイト
シニアコンサルタント

ステイラボジャパン（合）代表

特徴：実業
専門：Webマーケティング、営業戦略、

広告戦略、インバウンド戦略

Web制作会社から独立後、主に民間
中小企業や社会福祉法人を対象に、認
知・売上向上を目的としたコンサルティ
ングを実施。

‘11年より株式会社インサイトのコン
サルタントとして全国で障害福祉事業
所向けの研修・コンサルティングを実施。

‘17年にホテル・民泊施設を支援する
ステイラボジャパン（合）を設立し、障害
福祉事業所に清掃事業等を委託するこ
とで工賃向上に寄与。休日はパーカッ
ショニストとして、アフリカの太鼓「ジェ
ンベ」でダウン症ドラマーとの共演や、
障がいのある子ども達と楽器づくり活
動などを実施。

北野 喬士（きたの たかし）
(株)インサイト取締役
チーフコンサルタント

(N)Re-Live副理事長

特徴：現場
専門：障害福祉、作業アセスメント、

営業戦略

学生の頃から障害者支援ボランティア
として業界に携わり、障害福祉業界で
20年の経験を持つ。株式会社と・らい
ず（大阪市住之江区）では代表取締役と
して、移動支援・発達障がい・不登校支
援事業を経営。

’09年より株式会社インサイトのコン
サルタントとして全国で障害福祉事業
所向けの研修・コンサルティングを実施。

‘09年と・らいず、‘14年株式会社
YEVISを後身に譲り、地元でNPO法
人Re-Live（大阪府岬町）を設立、多機
能（A型+B型）で遠隔農業や民泊清掃、
放課後等デイサービス、相談支援事業
を実施。
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コンサルタント・スタッフ紹介

山口 健俊（やまぐち たけとし）
(株)インサイト
シニアコンサルタント

パフォーマンスボックスサンタナ代表

特徴：元シンクタンク＋現共同受注
専門：営業戦略、新規事業創出

三和総合研究所（現：三菱ＵＦＪリサーチ
＆コンサルティング）にて、環境・エネル
ギー政策、物流政策、製品安全などの各
種政策立案・基礎調査などを多数実施。
大阪大学発ベンチャーで経営企画を行っ
た後、廃棄物の管理会社（イーコス）のス
タートアップに参画し、後に代表取締役
社長に就任。

‘12年に独立し、廃棄物・資源循環ビジ
ネスを手がけるほか、業務改善コンサル
ティング、新規事業創出プロジェクトに
関わる。’18年から茨城県共同受発注セ
ンターのコーディネーターに就任し、共
同受注窓口としての営業指導、受注の仕
組み作りに注力している。

大塚 翔太（おおつか しょうた）
(株)インサイト
リサーチアシスタント

特徴：システム
専門：ICT、オンライン化支援

大阪工業大学工学部電子情報通信工
学科を卒業後、物流会社に就職。その
後、’15年からインサイトに合流。

持ち前のPC・ネットワークに関する基
礎知識から、ソフト・プログラムを使いこ
なして、調査研究事業のリサーチアシス
タント業務に携わり、大量のデータ処理・
統計分析・報告書作成を正確無比にこな
す。

現在は、リサーチアシスタント業務に加
え、オンライン化支援（zoom・webex
運営、システム・ヘルプデスク等）を担当。
目まぐるしく変わる新システムへの対応
を含め、オンライン化支援業務の中枢を
担う。

芦川 英嗣（あしかわ ひでつぐ）
(株)インサイト
シニアコンサルタント

（社福）ゆうゆう事業部長

特徴：元行政＋現社福
専門：行政計画（地域・障害・介護）、ICT

法政大学法学部を卒業後、民間会社
（情報機器系）に就職し、4年後に北海道
石狩郡当別町役場へ。まちづくり・情報
系を経て福祉課・財政課へ。地域福祉計
画・高齢者保健福祉計画・介護保険事業
計画・財政運営計画策定を経験。

‘18年より地域福祉で全国的に有名な
社会福祉法人ゆうゆうのプロジェクト推
進部長として活動し、事務局・A型事業所
も兼務。

‘20年より株式会社インサイトのコン
サルタントとして厚生労働省の障害者に
係る政策提言支援・研究支援をはじめ、
地公体向けに地域福祉計画・障害福祉計
画策定等を実施。
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実績例（工賃向上・経営改善）

 全国で事業所の現場を確認しながら
工賃向上をサポート（件数：業界トップ）

 官公庁委託実績（工賃向上・経営改善）：

中央：厚生労働省

都道府県：山形、茨城、東京、長野、岐阜、愛知、
三重、岡山、広島、香川、鳥取、島根、山口、福岡

他市区町村 等

累積：研修2,190件
コンサル978件

（R2迄実績）



Copyright Insight Co., LTD. All Rights Reserved

【ご参考】直近3か年の実績 ～工賃向上・経営改善・研究事業等～

累積 累積
【工賃向上に関する実績】　※講演・1回のみ研修を除く 2,190 978
行政 研修 ad
2020 広島県 B型：工賃向上研修およびアドバイザー派遣（9年目） 30 7
2020 茨城県 B型：工賃向上研修およびアドバイザー派遣（6年目） 30 30
2020 愛知県 B型：工賃向上研修およびアドバイザー派遣（6年目） 60 50
2020 東京都 B型：工賃向上研修および個別面談（4年目） 150 20
2020 三重県 B型：工賃向上研修およびアドバイザー派遣（4年目） 40 12
2020 山形県 B型：工賃向上研修およびアドバイザー派遣（3年目） 60 12
2020 岡山県 A型：経営改善研修およびアドバイザー派遣（3年目） 40 10
2020 岡山県 B型：テーマ研修（作業アセスメント）（2年目） 20 －
2020 広島県 A型：経営改善研修およびアドバイザー派遣(2年目) 40 20
2020 鳥取県 B型：工賃向上研修および個別面談 30 10
2020 奈良県 B型：工賃向上研修および個別面談 30 15
2020 愛知県半田市 B型：工賃向上研修 30 －
2020 山口県 B型：工賃向上研修 30 －
2020 香川県 B型：工賃向上研修 30 －
2020 宮城県 B型：工賃向上研修 30 －

（小計） 560 186
2019 広島県（→振興センター） B型：工賃向上研修およびアドバイザー派遣（8年目） 30 6
2019 茨城県 B型：工賃向上研修およびアドバイザー派遣（5年目） 20 40
2019 愛知県 B型：工賃向上研修およびアドバイザー派遣（5年目） 60 30

2019 東京都
B型：工賃向上研修およびテーマ研修（マーケティング、作業アセ
スメント、請負営業）（3年目）

100 40

2019 三重県 B型：工賃向上研修およびアドバイザー派遣（3年目） 40 14
2019 山形県 B型：工賃向上研修およびアドバイザー派遣（2年目） 40 12
2019 岡山県 A型：経営改善研修およびアドバイザー派遣（2年目） 20 8
2019 東京都 A型：経営改善研修およびアドバイザー派遣 70 50
2019 岡山県 B型：テーマ研修（作業アセスメント） 20 －
2019 岡山県（→振興センター） B型：テーマ研修（請負営業） 15 －
2019 広島県 A型：経営改善研修およびアドバイザー派遣 40 22
2019 宮城県 B型：工賃向上研修 40 －

（小計） 495 222
2018 広島県（→振興センター） B型：工賃向上研修（７年目） 40 40
2018 茨城県 B型：工賃向上研修およびアドバイザー派遣（4年目） 40 20
2018 愛知県 B型：工賃向上研修およびアドバイザー派遣（４年目） 70 10

2018 東京都
B型：工賃向上研修およびテーマ研修（マーケティング、作業アセ
スメント、請負営業）（2年目）

100 40

2018 三重県 B型：工賃向上研修およびアドバイザー派遣（2年目） 30 15
2018 山形県 B型：工賃向上研修およびアドバイザー派遣 40 12
2018 岡山県 A型：テーマ研修(作業アセスメント） 50 20
2018 日本セルプセンター B型：テーマ研修（請負営業） 80
2018 坂井市 B型：工賃向上研修 30
2018 酒田市 B型：テーマ研修（5つの視点） 30
2018 杉並区 B型：テーマ研修（請負営業） 25

（小計） 535 157

調査研究・研究支援 事例 他

2020 奈良市→組合 障害福祉基本計画、並びに移動支援調査 －
アンケ
調査

2020 厚労省
障害者総合福祉推進事業「27_就労系障害福祉サービスにおけ
る就労支援事業会計の管理の実態と会計処理における課題に
関する調査研究」

－
アンケ
調査

2020 厚労省
委託事業「就労継続支援事業所における工賃・賃金の向上に向
けた支援体制構築に係る調査研究一式」

7 5

2020 厚労省
委託事業「障害者就労における林業・水産業等と福祉との連携
推進一式」

30 15

2019 東京都
就労継続支援Ｂ型事業所の工賃向上の取組状況等に係る実態
調査

5
アンケ
調査

2019 厚労省→NPO
強度行動障害支援者養成研修の効果的な研修実施のための教
材開発等に関する研究

－
アンケ
調査

2019 厚労省→大学
障害児支援のサービスの質を向上させるための第三者評価方
法の開発に関する研究

－
アンケ
調査

2019 厚労省
障害者総合福祉推進事業「31_障害福祉サービス事業所におけ
る生産性向上に関するガイドライン案作成に係る調査研究」

10
取材
調査

2018 厚労省
委託事業「就労継続支援事業所における工賃・賃金の向上に向
けた支援体制構築に係る調査研究一式」

14 5

2018 厚労省
障害者総合福祉推進事業「24_就労継続支援A型事業所の経営
改善に関する調査研究」

20
アンケ
調査

2018 厚労省
障害者総合福祉推進事業「43_障害福祉サービス事業所におけ
る生産性向上に関する調査研究」

10
取材
調査

2018 厚労省→大学
障害児支援のサービスの質を向上させるための第三者評価方
法の開発に関する研究

－
アンケ
調査



Copyright Insight Co., LTD. All Rights Reserved

【ご参考】R2年度実績 ～オンライン化支援～

動画処理本数：109件（※B型事業所に依頼）

□自社研修・コンサルティング
'20.7 鳥取県（工賃向上）×2回、個別面談 30
'20.8 山形県（工賃向上）×2回×2会場、個別面談、アドバイザー 40
'20.8 広島県（ICT） 30
'20.9 岡山県（経営改善）×2回、アドバイザー 40
'20.9 広島県（経営改善）×2回、アドバイザー 40
'20.9 三重県（工賃向上）×2回、アドバイザー 40
'20.9 呉市（ICT） 10
'20.9 三重県（ICT） 50
'20.10 茨城県（工賃向上）×2回、アドバイザー 30
'20.10 松江市（ICT） 20
'20.10 明石市（ICT） 5
'20.10 八尾市（ICT） 3
'20.11 愛知県（工賃向上)×2回、個別面談、アドバイザー 60
'20.11 兵庫県（ICT） 50
'20.11 広島県（工賃向上)×２回、アドバイザー 30
'20.11 神戸市（ICT） 5
'21.1 奈良県（工賃向上)×2回、アドバイザー 30
'21.1 半田市（工賃向上)×3回 30
'21.1 京都市（ICT） 30
'21.1 宮崎市（ICT） 15
'21.1 岡山県（工賃向上)×2回 30
'21.2 厚労省（経営改善）×2回 165
'21.2 （同上動画視聴） 978
'21.2 厚労省（経営改善指定権者） 15
'21.2 （同上動画視聴） 67
'21.2 社会福祉法人（工賃向上） 10
'21.2 吹田市（ICT） 25
'21.2 香川県（工賃向上）×２回 30
'21.2 宮城県（工賃向上）×2回 30
'21.3 東京都（工賃向上）×2回、個別面談 100
'21.3 呉市（工賃向上） 20
'21.3 群馬県（ICT） 25
e-learning化支援
□独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園
'20.12～3 知的障害のある犯罪行為者への支援を学ぶ研修会
'21.1～2 障害のある人の健康診断
'21.2～3 認知症を発症した知的障害者への支援について考える
□愛知県
'21.1～2 サービス管理者等更新研修
'21.1～2 相談支援従事者現任研修
□国立障害者リハビリテーションセンター
'21.3 令和2年度相談支援従事者指導者養成研修会

研修オンライン化支援
規模
（述べ人数）

□独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園
'20.9～11 強度行動障害支援者養成研修（計16日間） 800
'20.10 障害者の福祉的就労と日中活動サービス 90
'20.12 知的障害のある犯罪行為者への支援を学ぶ研修会 65
'21.2 福祉と医療の連携 80
□国立障害者リハビリテーションセンター
'20.11 外国にルーツをもつ発達障害児の支援と家族支援 620
'21.2 Rehabilitation during COVID-19 150
'21.3 国立障害者リハビリテーションセンター運営委員会 30
□全国権利擁護支援ネットワーク
'21.1 権利擁護支援従事者研修＠東京 250
'21.1 権利擁護支援従事者研修＠沖縄 45
'21.2 権利擁護全国フォーラム 200
'21.3 権利擁護支援従事者研修＠松江 30
'21.3 権利擁護支援従事者研修＠千葉 30
□知多成年後見支援センター
'20.12 令和2年度美浜フォーラム 50
□いいだ成年後見支援センター
'20.12 権利擁護としての意思決定支援 60
□PASネット
'21.3 令和2年度にしのみや権利擁護推進フォーラム 100
□プロファウンド(株)　ウェビナー

'20.4
緊急開催！新型コロナに立ち向かう事業所運営のポイント！　又村あおい
氏

400

'20.5
3密を防ぐ！　福祉現場でのICT活用　上田幸哉氏・松友大氏・岩田直樹
氏

200

'20.6
ポストコロナ時代の障害福祉サービス　～何がどう変わるのか～　又村あ
おい氏

600

'20.6
厚労省ICTガイドライン検討委員が詳しく解説！　ICT化のポイントはここ
だ！　上田幸哉氏・北野喬士

200

'20.7
コンサル思考を活用！７つの戦略で考えるウィズコロナ時代の生産活動と
は？　関原深・北野喬士・高玉要

200

'20.7 障害福祉事業所におけるBCP策定のポイント　又村あおい氏・北野喬士 400
'20.8 ウィズコロナのＡＳＤ支援　内山登紀夫先生 50

'20.9
ウィズコロナの時代にクリエイティブな人間は育つのか？　湯浅誠氏・野澤
和弘氏・大原裕介氏

50

'20.12 何のための福祉なのか？を改めて考える　野澤和弘氏 50
'21.2 報酬改定ウェビナー第1弾　又村あおい氏・松友大氏 15
'21.3 報酬改定ウェビナー第2弾　又村あおい氏・松友大氏 25


