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なにわ淀川花火大会。
新幹線と一緒に撮っていたら、思いがけず小さくてかわい
い花火が上がりました。　　　　　　　　　高柳 佳苗氏

写真撮影時のエピソード

理事長　風谷 昌彦

総会のお礼
平成30年5月18日（金）に行われました大阪府中小企業診断協会

（以下、大阪府協会）第７回通常総会では多数の会員の方々のご
出席の下、各議案に対しご議論ご提案などをいただき、誠にありが
とうございました。皆さまのご協力のおかげで平成29年度の事業報
告や新理事の選出、来年度の予算案など各議案が滞りなく審議さ
れ、無事承認を得ましたことを会員の皆さまにご報告申し上げるとと
もに御礼申し上げます。

またこのたびの総会では、これまで2年間にわたり、ボランティア
活動である大阪府協会の運営にご尽力いただきました理事・委員の
皆さま方が任期満了となりました。会員数が1,000名を超える大阪
府協会は、理事・委員の方々の献身的なご協力が協会活動の基盤
となっています。ここに円滑な運営ができましたこと、理事長として
心より感謝申し上げます。

２年間を振り返って
振り返りますと2年前の第5回通常総会で福田理事長退任の後を

受け、大阪府協会の理事長に就任いたしました。その就任の挨拶
で、私は大阪府協会のさらなる発展を目指し、「変革・成長、そして
貢献」とういスローガンを掲げました。これにより中小企業診断士の
知名度の向上、社会的地位の向上を目指そうとしたのです。これを
受け大阪府協会の各委員会は、それぞれさまざまな活動を通じ変
革・成長への取り組みを行っていただきました。その結果、以前に
もまして組織活動は活発になり、さまざまな仕組みも構築され、会
員サービスも次第に充実したものになってきていることは、毎年の各
委員会からの活動報告でもご理解いただけるものと思っております。

一方で、理事長としてどのような取り組みができたのだろうかと自
らを振り返りますと、支援機関、他士業、他の府県協会との連携、
交流など大阪府協会独自のネットワークは徐 に々広がりましたが、こ
のことが変革・成長につながったかといえば、実感できるようなこと
は少なく、理事長としての責務を十分果たせていないかったと自省し

ています。ただ事業面におきましては、福田前理事長の時に始めて
いただいた大阪経済大学との連携関係が、中小企業診断士の養
成課程を検討する中で、さらに一歩も二歩も前進したと実感してい
ます。この事業は現時点では未認可ですが、順調に進めば平成30
年度中に開校となる運びです。このような取り組みも理事の皆さん
の協力の下に行われているものですが、私にとっては大阪府協会が
変革・成長に向かう印象的な取り組みであったと感じています。

これからの2年間
さて、これからの2年間の活動ですが、スローガンは引き続いて

「変革・成長、そして貢献」を掲げさせていただきます。その上で、
大阪府協会の活動を今以上に活発にすることで、中小企業に少し
でも貢献できる組織へと変革し、成長を図りたいと考えています。そ
こで私が着目しているのが、国が進める「働き方改革」です。ご存
じのように「働き方改革」はさまざまな視点から議論が行われていま
すが、その中でも厚生労働省が副業・兼業の解禁を示したモデル
就業規則を示しました。これにより、全ての企業で副業・兼業が認
められるとは考えていませんが、大きな流れとして次第に副業・兼
業を解禁する企業も増えるものと予測しています。このような動き
は、企業内診断士が6割を超える大阪府協会にとって、中小企業
診断士の活動の場を広げる好機だと捉えています。ただ一方で中
小企業診断士の資格を保有していることだけでは、さまざまな問題・
課題を抱えている中小企業を十分に支援することはできません。中
小企業診断士としての基礎的知識に加えて、中小企業への相談
対応力や現場理解力など、支援をするためのさまざまな能力を併せ
持つ必要があります。大阪府協会では、このような社会的好機を
捉え、さらに中小企業の支援ニーズに対応できるような仕組みづく
りに取り掛かりたいと思っています。そして、会員の皆さまと共にＢＳＰ

（Business Solution Professional）となるよう努力したいと思って
おります。

最後になりましたが、これからの2年間、引き続きご協力ご支援を
賜りますようよろしくお願い申し上げます。

今後の
活動方針
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安全、安心、そして楽しい 
デイサービスを目指す！

本事業に至るきっかけとなったのは、松村社長の大学生時代

に経験した祖母の介護にさかのぼります。そのころは介護保険

制度もなく、祖母は入退院を繰り返し、体力の低下のみならず

認知症の症状も進む中、松村社長は有効な手立てがないままに

世話をするしかなかったというつらい原体験がありました。

その後、平成3年に夫である松村専務が守口市で個人事業の

整骨院を開業、松村社長も受付として携わることとなりました。

当時は介護保険制度が導入された直後で、デイサービスにお

いては、行政主導の大規模型が中心であり、重度の要介護者

のサポートに主軸がおかれ、軽度の要介護者への十分な配慮が

なされておらず、日々 接する整骨院の患者から大規模デイサービ

スに対する不満の声を聞くことが増えてきました。

また、年を重ねることにより徐 に々身体機能が低下し、要介護

状態になることで日常生活が途切れてしまうという事態を解決し

たいという思いも相まって、松村社長は平成16年に介護支援専

門員の資格を取得、「ふつうの暮らし」が続けられる介護施設の

必要性を実感し、定員10人の小規模デイサービスを立ち上げる

ことを決意しました。

温泉と地域コミュニティの場としてレクリエーションスペースを

時間貸ししていた「コミカ温泉」に着目。オーナーには当該物件を

家賃支払することで安定収入を得られると交渉し、デイサービス

という社会的意義のある活動ということで、賛同を得ることがで

きました。

同社にとっては改装による初期投資の負担軽減と「コミカ」とい

う名称使用の承諾が得られ、地域で高い知名度のある名前を利

用できるというメリットも享受できました。

また、当該新規事業に着手するに当たり、以前から経営相談を

していた守口門真商工会議所を訪問、当時実施されていた大阪

府の事業可能性評価事業「テイクオフ大阪21」を紹介されました。

同事業を実施していた財団法人（当時）大阪産業振興機構の

アドバイザーや商工会議所の経営指導員などのサポートを受けな

松村美由紀社長、森下勉氏、松村薫専務

を訪ねて
経営者 あんしんケアねっと有限会社

【代表者】代表取締役 松村 美由紀　専務取締役 松村 薫　　【設立】平成１６年６月
【資本金】３００万円　　【従業員数】　３０名（パート含む）　　【事業内容】デイサービス、グループホームなどの介護事業
【所在地】〒 570-0036 大阪府守口市大枝東町 13-6　　　　【URL】http://anshin-care.net/

診断士が支援した企業の経営者に話をお伺いする企画の４回目は、ご夫婦で大阪府守口市にて地域密着型の介護事業を展
開する「あんしんケアねっと有限会社」の松村美由紀社長と松村薫専務にご登場いただきます。

「顔と顔がつながる安心感」を大切にしながら、診断士との関わりの中で、ご利用者のニーズに基づいた介護のあり方について、
気づき、考え、実行してきたこれまでの取り組みについて語っていただきました。

はじめに
５月１８日開催の第７回大阪府中小企業診断協会総会で、副理事

長を拝命いたしました横山武史です。引き続きの大任で、身の引き
締まる思いです。

養成機関
これまでの２年間、副理事長を務める中で最も注力してきたことは、

府診断協会が「中小企業診断士養成機関」の一翼を担う取り組みです。
多くのさまざまな方のご尽力とご検討の結果、大阪経済大学へ

の協力団体との位置づけで、養成機関の実現が近づいてきました。
平成３０年度中の養成機関開校が視野に入っています。

養成機関の取り組みは、大阪府協会にとって、大切なチャレンジ
だと思っています。診断士養成に参画することは、大阪府協会の
活動領域拡大と社会的な地位向上につながります。

養成機関が予定どおり開校し、順調に運営し、診断士の養成がで
きるように、関係の皆さまのご協力を得ながら、引き続き取り組みます。

組織の成長
大阪府協会の会員数は、ここ２年間、ほぼ１,０００名の横ばいで、

増加には至りませんでした。組織として、大阪府協会が成長するの
には、会員増強は不可欠です。横ばいであった２年間の反省を基に、
１,１００名を目指し、会員増強に取り組みます。

組織の成長には、青年部活動の活発化が必須です。青年部の
皆さまが、有意義に楽しく活動できるように、サポートを続けます。

情報発信の強化にも取り組みます。催事などがどのように開催さ
れたのかを、SNSやホームページを活用して、タイムリーな情報発
信をいたします。

ご理解ご協力
大阪府協会の活動は、会員の皆さまのご理解があって成り立つも

のです。会員の皆さまの引き続きのご理解ご協力を、何とぞよろしく
お願いいたします。微力ではありますが、引き続き全力で努めてまい
ります。

はじめに
第7回通常総会で、引き続き副理事長を拝命した小野知己です。

微力な私に対して、与えられた重責に身の引き締まる思いです。

副理事長としての2年間を振り返って
2年間、会員サポート委員会を担当させていただきましたが、委員

長および副委員長、そして委員の方々の努力によって、イベントやセ
ミナーなどの参加人数が増えただけでなく、高い満足度を維持する
ことができました。特に、新規事業として、Facebookページを活
用した「ゆるつな（ゆる～くつながる交流サイト）」が立ち上がり、登録
者が240名を超えるまでに成長しています。さらに、一昨年に制定
された「診断士の日」には、昨年、全国に先駆けて、京都府中小企
業診断協会および兵庫県中小企業診断士協会と合同でイベントを
開催し、診断士のトリセツ（取扱説明書）を作成しました。副理事長
として、日々 、診断士の活躍する場が広がっていることを実感した2
年間でした。

新たな2年間に向けて
今後も、会員が「魅力を感じる大阪府協会づくりを副理事長として

担当いたします。活動ポイントとして、①大阪府協会本来の機能で
ある、会員同士が集い、交流だけでなく切磋琢磨する場を充実さ
せていきます。②今年から、「ゆるつな」を進化させた「ゆるつなカレッ
ジ」がスタートします。登録年度を軸に、会員の横のつながりを深化
させていく取り組みです。③社会の要求に応えられる「診断士として
の専門知識や資質を高める場」が、今まで以上に重要になると考え
ています。
「副業・兼業」が解禁される社会的な流れの中で、今後は、企
業内診断士の会員が活躍できる、ⅰ．場を創造するとともに、ⅱ．
場に参画できる仕組みづくり、そして、ⅲ．場に求められる専門知
識や資質の向上を目指すプログラムを充実させていく必要がありま
す。一歩ずつでも、時代の流れに適応できる大阪府協会でありた
いと考えています。

これからの2年間、よろしくお願いいたします。

副理事長としての
抱負

副理事長　横山 武史 副理事長　小野 知己
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はないかと考えるようになりました。

そこで、平成30年に日常生活の維持向上を図るため、午前

と午後の2部制で運営する短時間型リハビリデイサービスとして、

「八雲楽楽デイサービス」をリニューアルし、「リハビリテーション

颯楽楽」をオープンしました。

利用者が安心して、「ふつうの暮らし」を実現するには何をなす

べきかを常に考え続け、積極的な事業展開を行ってきた同社は、

今後も守口という地域に根ざして介護事業のさらなる充実を図っ

ていきたいと目を輝かせて語ってくださいました。

診断士の印象、期待

最後に、中小企業診断士の印象や期待についてお聞きしまし

た。

「診断士と接していて感じるのは、自分の思いや考えをしっかり

と聞いていただけるということ。丁寧にヒアリングをしていただい

た上で、問題点をあぶり出し、優先順位をつけて、どのように

実行していけばいいのか、幾つかの選択肢を与えていただける

ので、適切な意思決定につながりました。

今後の事業展開においても、頭の中で考えていることをうまく

引き出してもらい、実現に至る道筋を描くサポートをしていただき

たいと思います」

（文責：広報委員　東　純子）

作成に取り掛かりました。

数回にわたって、こ

れまでどのような思い

でどうやって事業に取

り組んできたか、そし

て、今後グループホー

ムを建てることで何を実現したいのかを言語化していく過程の中

で、4名のサポートメンバーが「どのような表現をすれば的確に趣

旨が伝わるか」、さまざまな切り口から丁寧に議論を重ねながら

仕上げていくプロセスに関わることにより、伝える上で何が必要

かを学べたそうです。

こうして仕上がった2度目の知的資産経営報告書を活用して地

主や不動産業者にプレゼンテーションをするなど努力を重ねた結

果、長年空き家となっていた場所に行き当たりました。

その土地の所有者は東京に在住している方の母親のもので、

「売却を考えているので不動産業者を紹介してほしい」と言われ

たため、仲介する営業マンに報告書を使って事業内容を懇切丁

寧に説明して所有者に伝えてもらった結果、「地域のためなら」と

承諾を得ることができました。

ただし、土地を購入するのは会社として初めてであり、多額の

融資が必要となりましたが、借り入れの際にも金融機関に知的資

産経営報告書を用いて事業内容を説明することで信頼を得るこ

とができ、資金調達の課題もクリアすることができました。

そして、平成28年に念願の「グループホーム∞めぐる」がオー

プンしました。

この2冊の知的資産経営報告書については、森下勉氏の著書

である『"流れ"の整理だけで会社が良くなる魔法の手順－知的資

産経営のすすめ－（西日本出版社）』に好事例として取り上げられ

ています。

最近では、森下氏の勧めで経済産業省が取り組みを推奨して

いる「ローカルベンチマーク」について、知的資産経営研究会メ

ンバーの細川浩章氏、山田隆氏と共に取り組み、事業性の評

価を行うことで再度自社を見直すことができました。

利用者の生活の質の向上を 
図るための新たな取り組み

安心して老後を過ごすための住まいの提供の実現に至ると、

次に見えてきたテーマは、利用者の生活の質の向上を図ること

でした。利用者の発する「ありがとう」という言葉の裏で、「手間

をかけてしまい申し訳ない」という気持ちを抱いているのではない

か、楽しさを得てもらうためには、自立した生活が送れることで

経営者を訪ねて　7

がら事業計画のブラッシュアップを行った結果、審査を通過し認

定されるに至りました。

新たな事業展開と 
知的資産経営との出合い

「コミカデイサービス」のオープン後、1日定員10人にこだわって

楽しみを提供し満足を得てもらうことを追求した施設運営は評判

となり、松村夫妻はさらに多くの方のニーズに応えるため、新た

な施設が必要だと感じるようになりました。

2拠点目の開設に向けて動き出したところ、地元で不動産業と

工務店を営む事業者から、住宅街の行き止まりで稼働率が芳し

くない駐車場のスペースを有効利用しないかとの提案がありまし

た。地主にとっては土地の有効利用につながり、同社にとっても

投資を抑えることができると、同地に平成19年「八雲楽楽デイ

サービス」を開業しました。

介護福祉士をはじめ、さまざまなバックボーンを持つ人々が運

営に携わるようになり、それぞれが自身の経験に基づき良かれと

思って取り組んでいることが当初の思いに添っているか、松村夫

妻は疑問に感じ、品質を整えることが必要だと考えるようになり

ました。そのような折、「テイクオフ大阪21」の事業を通じて知り

合った中小企業診断士の森下勉氏から「知的資産経営報告書」

を作成してみないかとの提案を受けました。

知的資産経営報告書を作成することにより、財務諸表には表

れない「強み」につながる工夫や思いを洗い出して「見える化」で

きるという考え方に興味を抱きました。

さらに、サービスという形のないものを提供しているため、同

社でどのようなこだわりや配慮のもとにデイサービスを運営してい

るか、地域の人々により知ってもらえるのではないかとも思うよう

になりました。

そして、平成21年、

森下氏のサポートの下、

社員と共にワークショッ

プ形式で複数回にわた

り、知的資産経営報

告書の作成に取り組む

こととなりました。

「知的資産経営」とい

う共通のフレームワー

クを基に、参加者の思

いや考えを相互確認す

ることができ、目指し

ている方向性が一致してきたことを実感したといいます。

また、報告書の作成に伴い、分かりやすいマニュアルをつくり、

提供品質の安定性を図ったり、完成した知的資産経営報告書を

用いて自社で研修を実施したりするなどの取り組みに生かしました。

マニュアルは後に「秘伝本」としてブラッシュアップされ、「品

質」、「運営」、「経営」の3冊に編集されました。秘伝本は介護

事業で独立したいと考える従業員に対する「のれん分け制度」の

ベースになり、後に「コミカデイサービス」をのれん分けしました。

なお、「のれん分け」を制度化するためには、当時大阪府中小

企業診断協会にあった「医療福祉ビジネス研究会（代表　森下

勉氏）」のメンバーと構築会議を1年にわたり行い、また融資面に

おいても知的資産経営報告書を金融機関に示すことで評価され、

円滑なのれん分けを行うことができました。

知的資産経営報告書をきっかけに社内体制の整備が図られ、

平成22年には「八雲楽楽デイサービス」の隣のスペースを活用し、

「八雲ゆ楽デイサービス」を開業することとなりました。

グループホームへの挑戦と 
2度目の知的資産経営報告書

しかしながら、デイサービスを経営する中で見えてきた新たな

課題は、「認知症の人たちが住まいで困らないよう、暮らせる場

所が必要である」ということでした。

次の取り組むべき事業として平成24年にグループホーム企画

を立案、地元の不動産業者や地主に説明し理解を求めるも、趣

旨が的確に伝わらないためか、賛同を得ることができない日々 が

続いたといいます。

そこで、グループホーム建設の趣意について、地主をはじめ

とする関係者に理解してもらうには知的資産経営報告書が有効

ではないかと思い立ち、森下氏に相談しました。

その結果、当協会の知的資産経営研究会のメンバーである

井原博幸氏、上田実千代氏、福地真一氏らのサポートの下、

松村社長と松村専務の計6名で2度目の知的資産経営報告書の
3冊の秘伝本：「品質秘伝本」は常にブラッシュ
アップされている

2冊目の知的資産経営報告書作成：どう表現すれば伝わるか議論を重ねる

ローカルベンチマークヒアリング風景：自社の事業性を客観視

グループホーム∞めぐる：「大事な時間　よりより今を　みんなで作る」をコンセプトに

２冊の知的資産経営報告書：それぞれ目的に応
じて作成されている

1冊目の知的資産経営報告書作成：ワークショッ
プ形式で意見交換
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①教えている教育機関と教科

私は大阪府立三国丘高校においてスーパーグローバ

ルハイスクール（SGH）運営指導委員を務め、学内で開

催される成果発表会での高校生のビジネスプランプレゼ

ンテーションへのコメント、課題研究成果の地域経済へ

の還元などの助言を行っている。

三国丘高校は、文武両道の名門公立高校である。同

校が国際的に活躍できるグローバルリーダーの育成のた

めに、文部科学省が推進するSGHの指定を平成26年

に受けている。

SGH指定校は、目指すべきグローバル人物像を設定

し、大学や企業、国際機関などと連携を図り、グローバ

ルな社会課題、ビジネス課題をテーマに横断的・総合

的、探究的な学習を行うこととなる。同校は、「国際人と

しての理念」「先進国の知見」「発展途上国の現状」を学

んだ上で、「BOPビジネス（※）の提言」を行うことをカリ

キュラムとして設定し、科目を選択した生徒が1・2年次

に毎週１コマ課題研究授業として履修している。

具体的には、国際機関に勤務したOBの講義や、米

Shunji N
agai永
井 
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国ポートランド、フィリピンマニラでのフィールドワークを

経て、フィリピンにおける社会課題を、ビジネスモデルと

して解決するプランを考案する。授業を進めるにあたっ

て、高校教育の現場においてビジネスモデル作成のノウ

ハウが不足していた。そこでSGH研究主任の田中教諭

は、ビジネスプランコンテストへの参加を授業の課題に取

り入れた。

②教育現場に携わった経緯

私は前職の日本政策金融公庫において、同社が主催

する高校生ビジネスプラン・グランプリ（BPG）を担当し

ていた。この事業は、創業支援事業の一環として、将

来を担う若者の創業マインド向上を目的に、全国の高校

生を対象としたビジネスプラン・グランプリである。これ

までに5回開催され、平成29年度はエントリー総数

3,247件、参加校数385校、参加生徒数11,256名と

過去最大の規模となっている。

アクティブラーニングの題材として、ビジネスプラン作

成は外部環境の認識や調査、価値提供のプロセス考案、

収支計画の立案な

ど、 多岐にわたる

知見やメンバーとの

協働を学べる効果

があり、好評を得て

いる。

三国丘高校では、フィリピンの貧困・社会問題の解決を持続

可能なビジネスモデルで解決するテーマで、6人程度で編成され

た6チームがプランを考案し、学外でのアウトプット、プレゼンテー

ションの機会として、BPGに参加した。

私自身が学校に出向き、ビジネスプランについての基礎講義

や、グループワークの指導、プランの添削を行った。

BPGの縁で、現在もSGH全体の運営指導委員を委嘱いただ

き三国丘高校との関係が続いている。委員は同校OBの川淵三

郎氏（日本サッカー協会最高顧問）や、学識経験者、府教育セ

ンターの担当者で構成されており、SGHの推進についての協議

や、年2回開催される学内発表会において、ビジネスプランへ

のアドバイスを行っている。社会連携を進める学校教育の現場

に、中小企業診断士の知見を求められたということは、意義が

あることだと感じている。

③授業の様子や進め方の工夫など 

高校生は、それぞれフィリピンの環境や健康、農産物や工業

製品、日本との関係性など、さまざまな観点で解決すべき課題

を把握して、BOPビジネスとして持続可能・継続的に取り組め

る解決策を考案し、夏休みに毎年行われるフィリピンでのフィー

ルドワークで現地の大学生などとディスカッションをして、プラン

をつくり込んでいく。

この過程においてはビジネスプランの観点で、市場設定やター

ゲット認識、プロセスのつくり込み、収支計画の実現性などにつ

いて、アドバイスを行った。高校生相手に工夫している点として

は、マーケティングや収支などの知識を分かりやすく伝えるとい

うことである。

これまでに同校は3回BPGにエントリーして、合計18のビジネ

スプランを考案している。バナナやココナッツオイルなど現地で

生産される農産物をフェアトレードで購入して新たな消費財を開

発する計画、職業教育による雇用問題の解決、堆肥による環

境・ゴミ問題の解決、浄水や洗浄に関する新サービスの考案な

ど、着眼点は多岐にわたっている。

机上で考えるだけではなく、フィリピンに出向いて実態調査を

して、製品について必要な知識は、大学や企業に直接リサーチ

に出掛け、試作や実験を行うなど、文字どおりアクティブラーニ

ングが実践されている。また、つくり上げたプランを実際にプレ

ゼンテーションするスキルの向上にも取り組んでいる。

2,000件以上のプランが提出されるBPGで、同校は毎年ベス

ト100プラン以上の表彰を多数受けており、特に第4回BPGで

は、参加2,662プランのグランプリを、チーム「ビビック」が受賞

した。このプランはデング熱など感染症を媒介する蚊をよけるた

めのブレスレットや洗濯洗剤を開発する内容で、課題に対する着

眼点や自然素材を使っ

た蚊よけの具体的な商

品内容、実現性、最

終プレゼンテーションな

ど高い評価を得た。

④診断士として教育現場に関わる意義

三国丘高校だけでなく、ビジネスプラン作成を通じて着眼力や

解決力、プレゼンテーション力を学ぼうとする高等学校、中学校

は増えている。教員の方で担いきれない企業経営やマーケティ

ング、財務や収支の知識について、診断士が伝えられることは

多岐にわたり存在する。

起業マインドの醸成は日本経済の活性化のために重要であり、

教育現場で起業教育が盛んになる今後、診断士が果たす役割

は増えてくると思われる。

⑤今後の抱負 

実際に資金に苦慮している経営者や、創業の準備をしている

小規模事業者に対する相談対応は診断士として重要な仕事であ

る。加えて起業予備軍の育成、教育現場の活性化は社会的に

重要な事柄だと認識している。今後も起業教育現場での診断士

活動を続けていきたい。

学内発表会 ビジネスプランを話し合う

プレゼン内容

グランプリ受賞

※�Base�of�the�Economic�Pyramid層を対象とした持続可能なビジネ
スモデル

株式会社大永コンサルティング代表
政府系金融機関勤務の後、独立。大阪府よ

ろず支援拠点など公的相談従事の他、創業セミナーなど
多数出講している。大阪府中小企業診断協会理事。

診断士
略歴
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２.実社会の事例が多い

私は雑談が多いです。しかし、全て社会の実情を表す内容を

含んでいます。生徒も雑談の中に良さがあると分かっているよう

です（たぶんですが）。逆に、教科書的な理論はほとんど話して

いません。学生は「自分が知らない社会の実情」の話を求めてい

ます。

３.試験問題で呆然とする

試験は全て持ち込み可です。授業で配布する資料は計４０枚

以上になり、それを皆が持ち込みます。試験開始の合図で２００

名以上が一斉にバサバサと紙をめくる音が教室に響きますが５分

も過ぎずに皆資料を閉じます。解答はどこにも載っていないから

です。全てが応用問題です。

呆然となり何も書けない生徒もいます。しかし、刻一刻と時間

が過ぎるプレッシャーの中、３０分ほど過ぎると急に勢いをつけて

解答を書き始めます。ランナーズハイと同じようなものでしょう。

この試験は授業で聞いたことを統合してアウトプットする場です。

試験は最後の授業でもあります。

合格率は約６６％なので決して楽勝科目ではありません。これ

は「毎回の授業を聞いておけば、なんとなく解答が書ける」とい

う絶妙な難易度に設定しているからです。

試験にはもう一つの仕組みがあります。最後の問題は自由回

答で授業の総まとめを記述します。何を書いてもかまいません。

ここに書かれていることが生徒から私へのフィードバックになって

います。

④大学講師に必要な「伝える力」

授業中の大学生は静かだとは限りません。話をする学生は少

なからずいます。最初はただ学生が不真面目だと思っていました

が、別の要素があることに気づくことができました。それは講師

の「伝える力」です。言葉に力が乗ると、雑談中の学生でも話を

やめて聴く姿勢をとります。しかしその状態でも言葉の力が抜け

るとまた雑談が始まります。雑談をする学生はやる気がないので

はなく、講師のデリバリー力（講師力）に敏感に反応していること

に気づきました。

私たち診断士が講師として登壇するときも同じだと思います。

セミナー中に眠る受講者がいたら、受講者の責任だけではなく、

講師力が不足していると自覚しなければいけません。私は一般

企業の研修や商工会議所のセミナーなどさまざまな場面で講師

を務める機会がありますが、一番鍛えられる場は大学だと思って

います。

⑤診断士として教育現場に関わる意義

毎年、中小企業診断士に興味を持つ生徒が現れます。現場

の話が良い刺激になっているからだと思います。

これまでで一番記憶にあるのは、夜の店で働いていそうな派

手な格好をした女子生徒でした。授業の後、質問かと思うと「名

刺をください」と言ったのでした。「同伴の営業かな？」と思いまし

たがバイト先はアパレルでした。そんな彼女が目指しているのは

アパレルショップの経営でした。学生らしい一時の夢かと思いま

したが、そうではありませんでした。彼女は毎回の授業の復習だ

けでなく、さらに診断士の勉強をしていました。「勉強をするほど

ユニクロに勝つことがいかに難しいか分かってきた」と言っていた

のが印象に残っています。そんな彼女の試験結果は９８点、２００

人中２番でした。いつか社長になるのか、それとも診断士となっ

て会う日が来るのか、楽しみです。

Yoshihiko Yoshida ①教育機関と担当科目

大阪産業大学経営学部で講師を務めて今年で５年目

になります。現在は「事業承継論」と「ビジネスコミュニ

ケーション論」の２科目を担当しています。２科目合わせ

た受講生は約５５０名になります。

講師になるきっかけは、同大学で登壇されていた診断

士の先生からのご紹介でした。初年度は「経営診断論」、

翌年度は「ベンチャービジネス論」を担当しました。学部

長から新しい科目を提案できないかと相談があり、提案

したところ採用されて授業数が増え、多いときは１日３科

目を担当していました。さすがに負担が大きく、今は２科

目で落ち着いています。

②授業の進め方

授業に熱心な学生は現実的にはどこの大学でも少数

派ではないでしょうか。私は出欠をとることをやめました。

さらに期末試験は「全て持ち込み可」としています。授業

に出るか出ないかも生徒の自主的な判断に任せています。

ただし、期末試験は総合力を問います。努力をして学ん

だ生徒には報いる仕組みを用意しています。

吉
田 

喜
彦
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学
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③授業の特徴

１.理論ではなく実践で役立つ知識を教える

私が学生から社会に出て知ったことは、学校では教え

てくれない社会のルールがあること、そして社会で求め

られる能力があることです。そこで、学生には社会に出

てから活躍するために必要な知識・能力を意識して伝え

ています。

例えば「ビジネスコミュニケーション論」では、本を読ま

ない学生にも取り組みやすいように漫画「課長 島耕作」

を題材に、自分の属する組織や相手の立場・役割を意

識した上でのトラブル対応をレポート課題にしています。

「事業承継論」では、後継者の立場であると仮定して、

自分の強み・弱みを踏まえ、自身の課題と解決策を踏ま

えた上で事業を継ぐか継がないかの判断をレポート課題

にしています。

「教育現場で活動する」診断士

授業の特徴
１．理論ではなく実践で役立つ知識を教える
２．実社会の事例が多い
３．試験問題で呆然とする

７３年奈良生まれ、１３年独立。大阪産業大
学経営学部非常勤講師。「理論」でなく「実

学」を意識した授業を行っている。昨年は中之島図書館
で高校生向けに「お金の授業」を実施した。

診断士
略歴
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学生の成長スイッチを押すためには、まずはクラスという組織

を活性化させ、構成員である学生一人一人に寄り添いモチベー

ションを高める工夫が必要です。これに関しては、診断士として

の組織活性化の支援経験やノウハウがとても役立っています。

また実務家教員としては、どの科目・対象でも「社会人基礎

力の育成」に主眼を置いたカリキュラム編成や指導を心掛けてい

ます。3要素である「前に踏み出す力」「考え抜く力」「チームで

働く力」を自然に身に付けられるよう、ティーチングとコーチング

のバランスをとりながら、根気よく指導にあたっています。

手を変え品を変え、社会のいろいろな場面を疑似体験してもら

う工夫もしています。特に企業勤務時代やコンサル現場での生々

しい体験談は、「ドラマみたい」と興味を持ってもらえることが多い

です。学生から人生相談や恋バナを持ちかけられたときは、教

員というより1人の人間、人生の先輩として、誠実に受け止める

よう心掛けています。

毎年新しい世代・感覚の学生が入ってくるクラス運営の現場

は、言葉の選び方一つをとっても、まさに試行錯誤の連続です。

そこで得たノウハウは、経営コンサルティングの現場でも、組織

活性化や採用・定着支援などで生きています。特に最近は、採

用や若手人材育成に悩む中小企業が増えていますので、若者

の現状把握・コミュニケーションの取り方・育成の仕方など、支

援の領域は格段に広がっています。

■教育を通じた社会貢献

教え子の進路はさまざまです。企業で活躍している人、世の

中を変えたいとソーシャルベンチャーを起こした人、好きなことを

突きつめてアーティストになった人、自分探しを続けている人

……。選ぶ道はさまざまですが、それぞれ苦労を重ねながらも

希望を持って成長を続けています。そんなひたむきな姿を見守り

支援し続けられるのもまた、教育者の醍醐味です。

若い力は、社会にとって貴重な財産です。どのような道を選

ぶにせよ、さまざまな困難を乗り越え、未来を担う存在としてた

くましく成長してもらいたいと思います。それを支える存在として、

少しでも貢献できたら……。その思いを大切に、診断士として

教育者として、私自身も成長し続けたいと思っています。

最後に、いつも学生に言っている言葉を掲載します。私自身

のよりどころでもあり、診断士としての実感でもあり、イマドキの

若者に伝え続けていきたい言葉です。

「人生、何事も彩りである。美しい色だけでも、醜い色だけでも、

決して心を打つ絵画は描けない。良いことも悪いことも、全て人

生という絵画の貴重な彩りなのである。失敗は最高の糧にもな

る。お互いに目いっぱい刺激を受け合い、リスクを恐れず、より

豊かな人生を楽しみましょう！」

M
ari T

anim
ura

■私が教育の仕事にハマった理由

私は独立して12年ほどになりますが、経営コンサルタ

ントとして活動する傍ら、教育機関での仕事にも注力して

きました。母校である京都大学や関西学院大学をはじめ、

京都学園大学、甲南女子大学、大学コンソーシアム（一

定エリア内大学の単位互換講義）他、さまざまな教育機

関で教鞭をとってきました。

教える内容としては、経営学・経済学などの理論系

科目、ビジネスプラン作成・商店街などでのフィールド

ワーク、財務諸表の読み方などの実務系科目、簿記・

情報処理などの資格試験対策科目など、多岐にわたりま

す。教える対象も、学部生・院生・社会人などさまざま

です。

きっかけは、関西学院大学のMBA受講時、教授から

「学生にビジネスプランの作成や商店街での模擬店舗出

店を経験させる実践的な講義があるのだが……？」と声

を掛けていただいたことです。顔を出してみたところ、こ

れが実に楽しい！　普段の仕事では触れ合う機会の少な

い20歳前後の若者に混じり、ワチャワチャと議論しなが

らイベントを組んだりチラシを作成したりと、まるで学生

時代にタイムスリップしたような感覚で、のめり込んでし

まいました……。

谷
村 
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中小企業の経営コンサル

ティングは、いわば経営者

の人生そのものを受け止め

る仕事です。ときにはつら

いことも共有しますし、心を

痛めることも多いです。そ

んなとき、全く別の世界観

を持った学生と話をすると、

なんだかホッとしてニュート

ラルな立ち位置に戻れます。教育現場には、そんな不

思議な力があるのです。その後さまざまな教育機関でご

縁をいただき、1,000人以上の学生を社会に送り出して

きました。

■ 診断士×教育者として、  
力を入れていること

「イマドキの若者」は、いつの時代も「ゆとり世代」「さと

り世代」などと揶揄されることが多いですが、良くも悪くも

ピュアで、素直さと計り知れない伸び代を持っています。

個々の成長スイッチを探り当て、そのボタンを押すことさ

えできれば、若い力は飛躍的に成長します。そしてその

力は、将来必ず社会の役に立っていきます。その過程

やビフォー・アフターを目の当たりにできるのは、教育と

いう仕事の醍醐味です。

「教育現場で活動する」診断士

飲食店経営者として活躍す
る教え子(神戸新聞記事より
引用）

社会人基礎力(経済産業省HPより引用）

ピアニストとして活躍する教え子とデビューCD

2006年中小企業診断士登録。大阪府中小企業
診断協会およびピザの会所属。住友生命勤務を

経て独立開業。「Cool Head but Warm Heart」をモットーに、
ベンチャー企業・中小企業の経営戦略立案や新規事業開発な
どをサポートしている。また、起業家や若手人材の育成にも力
を入れており、大学などでの教育や産官学連携にも尽力して
いる。大阪府よろず支援拠点コーディネーター。京都大学法
学部卒、関西学院大学MBA修了。

診断士
略歴
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③感性で診ること：データや事実に表れないことも捉えるよう

に促します。経営者の表情や態度などを通じて、言葉では表れ

ない思いや感情をつかむことが大切です。訪問時の会社事務所

の空間を五感で捉えることも大切で、整理整頓具合や飾ってあ

るもの、あるいは空気感などから、診断先企業をつかむことを促

します。

４.役立つ提案

企業診断実習のゴールを診断書作成および報告会の実施と

しないことを伝えました。経営者の意識が変わり、提案内容を

活用して実行することをゴールにしようと働きかけました。

そのためには、報告書の提案を、経営者のやる気を高めて、

実践できる内容にする必要があります。報告書の提案作成で、

気づきを促したポイントは次の３点です。

①具体的な提案：できるだけ具体的で実践できる提案にする

ように促しました。具体的・実践的であることが、経営者に受

け入れられる提案の必須条件であるからです。

②納得できる提案：提案理由を明確にして、経営者が納得で

きる内容にするよう促しました。「強み」をもっと生かす提案であ

ることや「機会」を生かす提案であることを説明することが必要

です。

③やる気が高まる提案：理論的に納得しても、経営者が提案

内容を実行するとは限りません。経営者の琴線に触れ、前向き

な感情が高まるような提案が必要です。

５.診断先企業

今回の診断実習先企業は、有限会社桃李舎

（http://park3.wakwak.com/~torisha/torisha.html）で、

代表取締役は桝田洋子氏です。社長をはじめ社員４人全員が女

企業訪問ヒヤリングの様子

性であり、全員が１級建築士の資格保有者でもある構造設計会

社です。

桝田氏は、JSCA（日本建築構造技術者協会）賞や日本構造

デザイン賞を受賞している、日本を代表する構造建築士でもあり

ます。これだけ優れた「強み」を持つ会社ですが、それに見合っ

た十分な売り上げと収益を上げていない現状がありました。

桝田氏をはじめ社員の方々に共通する特徴は、収益を得ると

ともに社会的に意義のある貢献を伴う仕事をしたいという意識が

強いことです。

６.企業診断後の企業変化

大学院生は、優れた具体的な提案のある診断報告書を作成

し、有意義な報告会を行うことができました。

提案内容の骨子は、「文化財の耐震性を高める事業を本格化

させること」と「社員を優れた建築士として育成するためにも売上

収益を増大させること」です。そのための具体的な内容を多く盛

り込んだものとしました。

優れた提案の診断報告書は桝田氏から好評を得て、大学院

生にとって、自信を深める結果となりました。桝田氏は、自身の

ブログ「トーチカ通信（https://tochikaima.exblog.jp/）」で、

今回の診断実習の感想を述べています。

その後、桝田氏は診断報告書の提案内容を参考にして、自

社の販売促進策を見直し、会社案内の作成やホームページのリ

ニューアルを検討して、文化財の耐震事業への取り組みを本格

化させています。

まさに、診断先企業にとって役立つ報告書となりました。

７.まとめ

大阪経済大学大学院だけでなく、産業能率大学で、社会人

コースの方を対象に、主にレポートチェックの仕事を行っていま

す。マネジメントやマーケティングの科目を担当し、その習得を

サポートしています。

中小企業診断士にとって、教育機関で仕事をすることは、診

断士の有している知識やスキルを発揮できる大切なフィールドの

一つなので、これからも活動していきたいと思っています。

T
akeshi Yokoyam

a １.はじめに

大阪経済大学大学院（社会人コース）で非常勤講師と

して教育現場に携わっています。大阪経済大学大学院

客員教授の福田尚好先生（一般社団法人中小企業診断

協会会長などを歴任）のご紹介で、平成２９年度より務め

ております。

担当している教科は「企業診断実習」です。平成２９

年度として、平成３０年２月に７日間担当しました。受講

された大学院生は、福田ゼミのお2人で、両名とも中小

企業診断士の資格取得者であり、当府協会の会員でも

ありました。

２.授業の進め方

科目が企業診断実習ですので、企業を訪問して「ヒヤ

リング」、「診断報告書の作成」、「報告会の実施」が主な

内容となります。基本的に診断士二次試験合格者に対

する「実務補習」と同様の内容となります。

受講した大学院生は、診断士資格取得者であるので、

「実務補習」よりもレベルの高い内容とすることが求めら

れていました。診断士取得者が、さらに向学に燃えて通

われている大学院なので、レベルの高い企業診断となる

ように工夫しました。工夫した項目は、大きく２点で、「診

る力を養う」と「役立つ診断報告書作成」です。

横
山 

武
史
大
阪
経
済
大
学
大
学
院
で
の
活
動

３.診る力

企業診断実習において、もっとも大切なのは、診る力

を養うことです。診断士資格者が、さらに診る力を養え

ることを目指しました。ただ単に、知識を提供しても、診

る力を養うことにはなりません。実習の中で、「診る力を

養う」ための多くの気づきを提供するようすることです。

ヒヤリング企業を訪問する前の事前学習で、訪問中に、

さらに訪問後の振り返り学習の中で、気づきを促すよう

にしました。

気づきを促したポイントは、次の３点です。

①事実を正確に診ること：診断先企業の情報やデータ

を正確に診ることです。「社長のヒヤリング時の言葉」や

「決算書などの財務資料」、そして「ホームページなどの

企業紹介資料」などの事実を正しく把握するように促しま

す。

②時間軸で診ること：企業の現状は、過去からの経

緯の結果ですので会社、経営者、社員の経緯を把握す

ることが大切です。過去を把握することで、現状となっ

ている根拠・理由がつかめるからです。現状の経営状

態が継続すれば、どのような会社の将来になっていくの

かを想定する必要があります。また、経営者がどのよう

な将来を望んでいるのか、社員がどのような将来を望ん

でいるのかを探る必要もあります。将来像を想定するこ

とも大切であると気づくことを促します。

「教育現場で活動する」診断士

平成７年中小企業診断士登録。一般社
団法人大阪府中小企業診断協会副理事

長。ITコーディネータ、健康経営アドバイザー。大
阪商工会議所経営指導員、大阪経済大学大学院非
常勤講師、産業能率大学非常勤講師。

診断士
略歴
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事例企業
Diagnosis Case

■  企業支援事例を持つ診断士が、どのようなプロセスで支援を行ったかを紹介！
企業支援の経験を持つ中小企業診断士に、具体的な事例をご紹介いただき、企業が抱える課題から支援の詳細、目標達成

までのプロセスを、分かりやすく解説してもらいました。

１．支援のきっかけ
（１）支援企業との出合い

Ａ社との出合いは今から13年前にさかのぼります。ある経営者
向けのセミナーに講師として招かれたのがきっかけです。Ａ社か
らは社長をはじめ3名がそのセミナーを受講していました。セミ
ナーは半年間にわたって毎月1回のペースで開催され、各社の中
期経営計画を策定するというものでした。外部環境分析からはじ
まり、内部分析、ポジショニング分析を実施し、企業ビジョン～
経営戦略～経営計画を策定するというカリキュラムです。Ａ社と
はセミナー期間中、共に悩みながら中期経営計画の策定を支援し
たのです。

（２）企業の概要
Ａ社はある地方都市で建設機械部品製造業を営んでいる創業

48年（支援開始当初は第35期）、資本金2,000万円の中小企業で
す。事業内容は、建設機械関連部品、産業機械部品、冶具などの
金属部品の製造を行っています。出合ったころの売上高は約12億
円でしたが、直近の決算では約20億円に成長しています。

（３）相談内容
セミナー終了後、Ａ社の社長から経営支援の依頼がありました。

セミナーで策定した中期経営計画を実行していくにあたって、全
面的に支援してほしいというものでした。経営陣だけで計画を策
定しても幹部陣や社員への周知徹底、実行方法の教育、その進捗
管理など、なかなか社内のメンバーだけで実施するのが難しいの
も事実です。また、経営計画を実行し、経営ビジョンを実現して
いくためには短期間での取り組みでは十分に成果を出すことが難
しいことから、複数年を視野に入れた経営コンサルティング契約
を締結しました。

２．支援プロセス
企業における付加価値の多くは現場で生み出されます。従って、

企業の経営支援は現場改善や５Ｓ改善、小集団活動などの「現場
の視点」が欠かせません。しかし、「現場の視点」だけでは本質的な

対策にはならないのも事実です。現場での取り組みが会社の目指
している方向と違っていたり、会社の投資計画や予算を無視する
結果となったりすることがあるからです。従って、経営計画や経
営方針、経営戦略を立案するなどの「経営の視点」や財務体質改善
や儲かる仕組みづくりなどの「財務の視点」から製造業を診ること
も極めて重要なのです。

私が企業の経営支援を行う場合には、必ず3つの視点から実施
するようにしています。Ａ社の場合もこれらの3つの視点から支
援を進めました。

３．支援内容
（１）経営の視点による支援

セミナーの終了時点で中期経営計画が策定されていましたので、
月1回の経営会議にて計画内容の進捗管理を行いました。その中
の主な重点項目は以下の2点でした。

①強靭な財務体質の構築
②生産性向上のための現場改善と生産システムの構築
これらの項目については、それぞれプロジェクトチームを発足

させ、具体的な取り組みを継続して実施することになったのです。

（２）財務の視点による支援
財務の視点からの支援策として、重点項目の一つに掲げている

「強靭な財務体質の構築」を進めました。「総資本経常利益率」と「自

株式会社ナイトウ経営　代表取締役
中小企業診断士

内藤 秀治
大学卒業後、電機メーカー、経営コンサルタント会社
勤務の後、独立。1989年より経営コンサルタントとして、
一貫して中堅・中小企業の経営支援に取り組む。クラ
イアント企業に深く入り込み、経営実態を熟知した具体
的な提言を行っている。

己資本比率」を重要業績評価指標とし、総資本経常利益率が10％
以上、自己資本比率が30％以上にすることを目標とする財務改善
プロジェクトを発足しました。財務改善プロジェクトのメンバー
は社長、専務、管理部長、生産部長、営業部長の5名で構成しま
した。私もオブザーバーとして加わり、銀行交渉や回収強化、資
産圧縮のための交渉、キャッシュフロー計算などの支援を行いま
した。その他、在庫の圧縮や無形固定資産、投資などの不要資産
を処分するなど、資産の圧縮を実施したのです。徹底した資産の
圧縮を掲げ、固定資産の売却に加えて過剰現預金を借入金の返済
に充てた結果、経常利益は増加し、総資本経常利益率は大幅に増
加しました。一方、自己資本比率は特別損失の発生により一時的
には低下しましたが、これはその次の年への布石です。2年目はさ
らに資産圧縮を進めた結果、総資本経常利益率は19.6％と前年に
比べて大幅に向上し、自己資本比率も32.5％と急上昇しました。

その後も継続的に財務状況をチェックし、不良資産の圧縮に加
えて設備投資時の即時償却などによる早期償却を含めた資産圧縮
策を実施することにより、直近の決算では自己資本比率が60％
を超えるまでになりました。

（３）「現場の視点」による支援
財務の視点による支援に続いて、現場の視点に立った「生産性

の高い、現場改善と生産システムの構築」に向けての支援を実施
しました。工場長をリーダーとし、各ラインの班長をメンバーと
する「現場改善プロジェクトチーム」を発足させました。継続的な

改善活動による生産性の向上とともに、生産部門の人材育成、社
風の一新を目指したのです。

現場における生産性指標として可動率を掲げ、全部で約50台
ある機械ごとに目標可動率を設定しました。実際の可動率が目標
値を下回った場合には想定外の非稼働状態が発生しているため、
この原因を分析し、問題解決を図っていきました。さらに、非稼
働内容・非稼働時間を設備ごとに明確にし、目標値と実績値との
差異を分析し、目に見えない非稼働原因を分析していくことにし
たのです。

具体的な支援内容としては、ビデオカメラで実際の加工状況を
録画し、プロジェクト内で作業者と一緒に視聴しながらムダの洗
い出しを行ないました。その結果、使用工具の改善や測定具改善、
作業の見直し、レイアウトの改善、作業改善などへとつながって
いるのです。

４．中小企業診断士としての支援
これまで、約13年間にわたってA社の経営支援を行ってきまし

た。現在も経営・財務・現場の視点からの支援を継続しています。
私の経営支援スタイルはクライアント企業に深く入り込み、抽象
論や一般論ではない個別具体的な助言をするのが特徴です。10
年以上にわたってコンサルティング契約を継続しているクライア
ントも数社あり、財務や人事などの経営に関する相談のみならず、
経営者のプライベートな相談も受けています。むしろ、このよう
な相談をしていただくことが信頼の証しであると思います。その
ためには、自分自身が常に成長していることが必要です。マンネ
リ化した経営コンサルタントと契約をする企業はありません。そ
の点、中小企業診断士は同じ立場で切磋琢磨するメンバーに恵ま
れており、常に成長できる環境にあることが中小企業診断士の強
みであると感じています。
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■さ あ、勉強を始めよう！

そう思って机の前に座ってみたものの、眠気が襲っ

てきてどうもやる気がでない。

そんなアナタにオススメしたい商品が、山田照明の『Z

ライト』シリーズです。

『Zライト』を手に取るきっかけとなったのは、中小企業

診断士の試験勉強でした。勉強は仕事をしながらであっ

たため、平日は夜間中心となり眠気との戦いでした。

そんなある日、気分転換にネットカフェでスタンドを

借りて勉強をしてみたところ、非常にはかどったのです！

（このスタンドは『Zライト』ではなかったのですが）

■そ こで、インターネットでスタンドにつ

いて調べてみたところ、スタンドの性

能と作業（勉強）効率の間には強い関係がある

ことが判明しました。

照明には大きく分けて、次の３色がありま

す。

「昼光色」……少し青みがかった白色

「電球色」……オレンジ色の混ざった白色

「昼白色」……太陽光に近い白色

私のおススメ「Zライト」
「昼光色」は光を一番

強く感じる色で、メ

リットは「脳が活性化

し、集中して物事に

取り組みやすい」こと

です。デメリットは「目が疲れやすくなるため、長時間の

作業には向かない」ことです。「電球色」は、刺激の少ない

柔らかく暖かい色で、メリットは「おやすみ前に灯すとリ

ラックスでき、心地よく眠りにつける」ことです。デメ

リットは「作業に集中したいとき、眠気に襲われて集中で

きない」ことです。「昼白色」は癖のない色で、メリットは

「目が疲れにくく、長時間作業に取り組める」

ことです。デメリットは特にありません。

■勉 強や仕事などの作業をする際には、「昼

光色」か「昼白色」が良いとされています。

診断士の勉強は時間を要するので、眠気に

襲われない程度の明るさは確保しつつも、目

が疲れにくい自然な色合いを見せる「昼白色」

の照明を探すことにしました。

そうして出合った商品が『Zライト Z-10』で

す。

『Zライト Z-10』を使ってみた感想は5,000Kと

太陽光と同じ色合いで、かつRa80と色の再現

性も高く、物の影の出方も自然で、目が疲れ

にくく長時間の勉強でも集中できました。

■山 田照明の『Zライト』は「30分以上勉強する方のスタン

ド」をキャッチコピーに1954年に発売され、爆発的な

売り上げを上げました。以降、60年以上もモデルチェン

ジを繰り返し、商品のバリエーションを増やしながらロ

ングセラー商品として売れ続けています。

自分好みの１台を見つけられてはいかがでしょうか？

次回は足立　悠平さんのオススメを紹介いただく予定

です。お楽しみに。

大嶋 康弘

2017年10月登録。情報システム会社で企業内診断士としてお客さ
まの課題を解決するようなシステムの企画、構築を請け負っている。

診断士
略歴

第７回総会開催報告

第7回一般社団法人大阪府中小企業診断協会定時総会が平

成30年5月18日（金）ホテル阪急インターナショナルにおいて

開催されました。当日は77名の会員が出席し、委任状出席

536名と合わせて合計613名でした。

冒頭に風谷昌彦理事長の挨拶があり、その後、議案の審議

が行われました。

  １．第1号議案

平成29年度事業報告承認の件
委員会ごとに各委員長より事業報告が行われました。

  ２．第2号議案

平成29年度決算報告承認の件
福嶋康徳総務委員長より資料に基づき決算の説明が行われ

ました。

質疑応答の後議決を採った結果、第1号議案および第2号

議案について了承に至りました。

  ３．第3号議案

役員選任の件
理事18名、監事2名が選ばれました。

（選任された理事、監事についてはP21をご覧ください）

この後、新理事による理事会が開催され、理事長には風谷

昌彦氏、副理事長には小野知己氏、横山武史氏が選任されま

した。

  ４．平成30年度事業計画案および予算案

横山武史副理事長より、平成30年度事業計画案および予

算案について説明が行われました。

  ５．その他 表彰など

下記の表彰が行われました。
● 平成29年度秋の叙勲（旭日中綬章）
● 平成28年度大阪府商工関係者表彰
● 平成29年度大阪府商工関係者表彰
● 平成29年度中小企業診断協会会長表彰（協会会員20年以上）
● 平成29年度登録研究会論文表彰
● 平成29年度登録研究会活動成果報告表彰

なお、表彰についてはP20に詳細を掲載しております。

最後に、小野知己副理事長により閉会の挨拶が行われ、総

会は滞りなく終了しました。

  ６．懇親会

総会に引き続き懇親会が開催されました。ご来賓を含め

118名の方々が参加され、多くの方が交流を図りました。
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協会の新しい体制と平成30年度の事業計画などについて

  １．新体制について

  ２．平成30年度事業計画などについて

総務委員会
● 総会、理事会など諸会議の準備・運営　　　　　　　● 事務局の運営管理、雇用管理および機能強化支援
● 会計管理・決算予算管理　　　　　　　　　　　　　● 諸規定の立案、文書管理
● 会員増強として、１，１００名の組織化を目指す　　　　● 会員情報管理、情報セキュリティ対策、IT環境整備
● 青年部の活動支援、育成支援　　　　　　　　　　　● 渉外窓口と対応業務

広報委員会
● 会報「中小企業診断士」の年4回の編集、発行　　　　● 協会ホームページの運営、保守管理
● 広報パンフレット・チラシの作成と配布　　　　　　　● メールニュースの月１回の配信およびメール案内の適時配信
● プレスリリースを含む諸々の広報活動　　　　　　　　● SNSによる情報配信機能強化

会員サポート委員会
● 登録研究会、交流会、業種別交流会などの運営補佐～論文や活動成果表彰、意見交換会の開催～
● 会員懇親会：新歓フェスタ、秋の歓迎会、新年互礼会の開催
● フェイスブックグループ「ゆるつな」の運営　　　　　　● 「ゆるつなカレッジ」の運営　　　　　● 海外研修の開催

研修委員会
● スキルアップ研修、土曜セミナー、プロコン育成道場の開催　　　　　　　　　● 経営経済講演会の開催

受託事業委員会
● 中小企業診断士試験の実施（８月、１０月、１２月）　　　● 実務補習の実施
● 理論更新研修の実施（年間１２回）　　　　　　　　　　● 実務従事の実施　　　● 受託事業に関する事業

プロジェクト事業
● 中小企業診断士養成機関の運営実施（大阪経済大学の協力団体として）
● 中小企業診断士の日記念事業（近畿内の他の診断協会と協力した取り組みを含む）
● その他、コンテンポラリーなプロジェクト事業

理事長 風谷 昌彦 首席相談役 福田 尚好

副理事長 小野 知己 横山 武史

総務委員会 広報委員会 会員サポート 
委員会 研修委員会 受託事業委員会 特任理事

委員長 福嶋 康徳 東 純子 小林 俊文 津田 敏夫 内藤 秀治 北口 祐規子

副委員長 谷村 真理 永井 俊二 西谷 雅之 秋 松郎 左川 睦子

中嶋 聡 古川 佳靖 柳瀬 智雄 島田 尚往

監事 椎木 茂久 橋本 豊嗣

表彰者のご紹介

5月18日（金）の総会でご紹介がありました表彰を受賞された方々です。おめでとうございます。

平成29年度秋の叙勲（旭日中綬章）
福田　尚好

 

平成28年度大阪府商工関係者表彰
池田　朋之

小野　知己

平成29年度大阪府商工関係者表彰
津田　敏夫

佐々木　宏

平成29年度本部会長表彰（協会会員20年以上）
上西　克尚　　　上宮　克己

永楽　俊晴　　　江上　豊彦

大庭　みどり　　加藤　淳

坂谷　秀利　　　佐藤　徹

島ノ内　英久　　末永　輝男

瀬戸　文雄　　　田中　敬三

中川　貴雄　　　橋本　佳士

塙　博夫　　　　羽生　光嘉

原田　浩子　　　平岡　輝明

福井　一博　　　前川　尚三

三木　英則　　　宮園　典夫

森下　勉　　　　森田　圭子

柳田　宏　　　　吉住　裕子

（敬称略）

平成29年度登録研究会論文表彰
〈努力賞〉
研究会名	 知的資産経営研究会
名　　称	  知的資産経営にかかる最近のテーマとその

検証

研究会名	 中小企業人づくり研究会
名　　称	 人財確保に真剣に取り組む企業の実態

平成29年度登録研究会活動成果表彰
〈優秀賞〉
研究会名	 ISO研究会
テ ー マ	 小さな会社の経営ツールとしてのISO活用法

研究会名	 モノづくり活性化研究会
テ ー マ	  「事業承継者育成」「コストダウン」の企業支援、

セミナー開催による人づくり、生産性向上の
実践

〈努力賞〉
研究会名	 技術向上研究会
テ ー マ	  今後の経営施策に必要な先進分野の活用研

究と事例

研究会名	 顧客満足経営（CSM）研究会
テ ー マ	  企業が実践すべき顧客満足向上への取り組

みについて

研究会名	 最先端ビジネス研究会 
テ ー マ	 高齢化社会に適応したビジネスの研究

研究会名	 サプライチェーン・マネジメント研究会
テ ー マ	  在庫に対する考え方と人手不足への対応方

法について

研究会名	 住環境研究会
テ ー マ	  インバウンド向け宿泊ビジネスの支援に関す

る調査・研究

（文責：岡﨑 永実子）
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スキルアップ研修

22　『新歓フェスタ 2018』ご報告

4月14日（土）に「新歓フェスタ」をマイドームおおさか1Fで開

催し、265名（会員：150名／会員外：115名）の方々にご参

加いただきました。また、32名の方が新歓フェスタ当日に入

会されました。

今回で7回目を迎える「新歓フェスタ」は、診断士登録前の方

や未入会の方、協会へ入会はしているがこれまで協会の行事

などに参加する機会を持つことができなかった方を対象に、協

会が実施しているさまざまな活動や研究会などを紹介し、今

後の診断士活動に生かしていただくことを目的としています。

新歓フェスタの内容は、下記のとおりです。

１部 14：00 ～ 16：30 

説明会・プレゼンテーション 

①風谷理事長より開会挨拶

② 協会活動・行事の全体紹介、個別紹介（大阪中小企業診断

士会、実務従事事業、青年部、プロコン道場、土曜セミ

ナー、スキルアップ研修、診断士交流会、ゆるつなカレッジ）

③各登録研究会・業種別交流会のプレゼンテーション

開会にあたって、風谷理事長にご挨拶をいただきました。

晴れて診断士の資格を手にされた皆さまにお祝いの言葉を述

べられた後、多方面から活躍が期待されている診断士の活動

の第一歩として、協会活動を通じて活躍の場を広げていただ

きたいという期待を込めた言葉を述べられました。続いて北口

副理事長（当時）より、協会の組織運営、事業活動に関して説

明が行われました。津田士会副理事長（当時）からは士会の会

員概況や活動に関する説明が行われ、研修・事業委員会の高

山副委員長（当時）からは、実務従事事業について説明があり

ました。その後も、「青年部」や「診断士交流会」などの説明の他、

今年初めて開催される「ゆるつなカレッジ」の説明があり、この

『新歓フェスタ2018』ご報告

新歓フェスタが初めての協会行事への参加という方に対しても、

協会をより身近なものとして捉えていただけたのではないかと

思います。

その後、各登録研究会・業種別交流会のプレゼンテーショ

ンでは、19の研究会・交流会から活動紹介が行われました。

それぞれ３分間の持ち時間の中で、参加者に対して活動内容

を分かりやすく伝えて、参加へのモチベーションを高めてもら

おうとおのおのの工夫を凝らしたプレゼンテーションが展開さ

れました。

一方、個別相談ブースでの相談会では、参加者が各団体の

説明を熱心に聞く様子が見受けられ、研究会などへのオブ

ザーバー参加申込もあった様子でした。

2部の懇親会は、小林会員サポート委員長の乾杯で始まりま

した。多くの方に引き続き参加いただき、各テーブルではビー

ルを片手に盛んに交流が行われていました。

今後も、協会では会員の皆さまの活動をサポートできるよう

に取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。

（文責：渡部 真衣子）

  １．IoTとは

IoT（Internet of Things）「モノのインターネット」は、イン

ターネットにセンサーと通信機能を持ったさまざまな『モノ』をつ

なぐこと、そしてつなぐだけでなく、つなぐことで新たな付加

価値創出、全体効率化、省エネ化などを実現する取り組みです。

中小企業基盤整備機構が平成30年2月1日に発表した「中小

企業の生産性向上に関するアンケート調査報告（※1）」では、

「今後、AIやIoT、ロボットの導入を考えていますか」という問

いに中小企業の50.7％が「導入は考えていない」と答えていま

す。その一方で「既に導入している」と答えた企業の7割が「売

上が増えた」と答えています。今後、5年10年と中小企業が生

き残り、成長していくためにIoT導入は効果的であるといえる

でしょう。

  ２．中小企業のIoT

中小企業のIoTの取り組みは、企業の実情に合わせて次の

ようなステップで考えることになります。①未導入。業務は従

来どおりの人手で行われている状態です。②人手で行なって

いる業務をセンサーやカメラ、モバイル端末などを利用して

IT・IoT化します。③IoTを活用して業務を効率化・改革し、

自社の製品・サービスを生産します。社外とのつながりも進め

ます。④集めたデータを集計・解析し、AI技術を活用して新

しい製品やサービスを創出します。

中小企業のIoT化の最初の一歩はIT化と重なるものです。

中小企業にとって大切なことは、高度な仕組みや大規模なIoT

化にいきなり取り組むのではなく、最初の一歩『置き換えるこ

と、つなぐこと』にまず取り組み、身の丈に合った実践をする

ことです。実際に中小企業が取り組みステップを進めていくた

めに、以下を検討していきます。

①現在の業務で「置き換えることができるもの」はないか

②つなぐことができる「仕組みやデータ」はないか

③「置き換えて」「つないで」どこで効果を得るか

実行する際には、IoT化にかけるコストの大きさ、自分たち

の理解度、導入スケジュール、トレンドだけを追いかけていな

いか、などに注意してください。

  ３．取り組みを進めるには

忘れてはならないことは、IoT機器導入、システム・ネット

ワーク構築など自社でできる／できないを判断し、できない場

合は適切なITベンダーと組み、サービスを利用することになる

という点です。既存設備への後付けで利用できるIoT機器や、

クラウドサービスの活用など、提供されているサービスをうま

く組み合わせれば、身の丈に合った仕組みをつくることが可能

です。

IoT化を進めデータを集めるだけでは効果が得られません。

私たちは中小企業のIoT化だけでなく、業務プロセスや人事

制度の改革、サプライチェーンとの連携、発生する多くのデー

タをどのように経営に生かしていくかを併せて支援します。

中小企業がIT・IoT化を進めていくことで、企業の成長と、

新たな付加価値創出につながっていきます。

スキルアップ研修報告（2月）　中小企業のちょこっとIoT、もっとIoT

会員　左川 睦子

大手製造業のIT部門に勤務していた2005年に診断士登
録後。2017年春、独立診断士として活動開始。中小企

業のIT、IoTを使った経営・業務改革支援を中心に、IoTを活用した新
規ビジネス創出支援にも力を入れている。

診断士
略歴

※1　�http://www.smrj.go.jp/doc/org/20180215_surveyreport.pdf
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  １．はじめに

皆さまは、自身の健康維持・増進のために取り組まれている

ことはありますか？　個人で取り組むよりも、誰かと一緒に取り

組む方が楽しく継続性もありますよね？　例えば、家族と共に食

事改善に取り組んだり、仲間と共にスポーツを楽しんだり。

その取り組みを会社組織で実践し、従業員の健康状態を維

持・増進させ、その先には生産性の向上やモラールの向上な

どの経営効果が期待できる、という考え方が「健康経営」です。

最初に、健康経営の考え方を説明し、必要とされる時代背

景や中小企業の現状と課題を捉えた上で、実践企業を紹介し

ながらの具体的取り組み例とインセンティブについて発表させ

ていただきました。

  ２．健康経営が必要とされる時代背景

日本は、労働生産人口の減少による慢性的な人材不足の課

題を抱えています。その影響をじかに受けるのは中小企業です。

また、長時間労働による過労死などによって、企業が責任

を問われた判例が増加しています。このような構造的課題や

価値観の変化により、「人財」意識の向上がますます求められる

時代になりました。その観点からも、健康経営は重要視され

ています。

  ３．健康的な社風づくり

健康経営は、経営トップが強い覚悟を持って宣言するところ

からスタートします。なぜなら、「従業員の健康問題」は「経営上

の課題」と捉え、経営戦略と位置づけて実践していく必要があ

るからです。その後、組織体制を整え健康課題を抽出し、具

体的な取り組みを実行していきます。例えば、健康課題を抽

出した結果、運動不足の従業員が多いと判明した場合、万歩

計を配布して歩数競争大会を開催します。実践企業を見ても、

単純な取り組みの中に経営者と従業員が共に楽しく実践でき

る工夫がなされています。その結果、職場コミュニケーション

が促進され、健康づくりに積極的な社風が構築されていきま

す。このPDCAを繰り返すことで、より組織が活性化されます。

  ４．健康経営実践企業は優良企業!?

健康経営の実践に対して社会的評価を受けることができる

「健康経営優良法人認定制度」（経済産業省）があります。認定

取得の効果として、従業員の健康増進に対する意識向上だけ

でなく、外部に対する企業イメージの向上が期待できます。対

顧客は信頼性の向上、対求職者は応募の動機付け、対金融

機関は金利の優遇措置などです。

前述した時代背景を踏まえ、「従業員の健康づくりに励む企

業」＝「優良な企業」と国が証明しています。

  ５．最後に

私自身、長年中小企業に勤め、残念ながら健康問題で離職

する従業員を目の当たりにしてきました。特に、メンタルヘル

ス不調の原因は「本人の性格の問題」と割り切っていい問題な

のか、自問自答を繰り返してきました。何も対策・改善しなけ

れば、未来永劫に続く企業は望めないでしょう。今後も、働

く人が生き生きとした職場環境づくりの支援に従事していく所

存です。
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スキルアップ研修報告（3月）　経営戦略の新しい視点「健康経営」の実践例とインセンティブについて

  １．今回のスキルアップ研修の主旨目的

今回の研修のお話をいただいたとき、私自身の専門性をま

とめたり、伝えたりするのではなく、診断士を取得して間もな

い方やこれから独立しようとしている方に、診断士が具体的に

どのような活動をして、経営現場でどんな支援をしているのか

を伝えたいと考えました。というのも直前に実務補習での指導

や青年部10周年大会などがあり、若手の診断士と触れる場に

おいて「診断士はどんな活動をしているのか？　自分は何をす

ればいいのだろう？」と悩まれている方が非常に多いと感じたか

らです。それでは、診断士として何がしたいのか？　どんな活

動をするのが良いのか？　独立したいけれど本当に独立しても

良いのか？　など自分自身で考えることも決断することもでき

ません。生の情報を提供することで、実際の活動を具体的に

イメージできる人が少しでも増えてくれればと願い、お話しさ

せていただきました。

  ２．10年間の軌跡（具体的な診断士の活動、支援）

ここでは、当日お話しした内容を簡単に記載します。まず、

活動の軌跡として、自分自身の「知的資産経営報告書」を使い

ながら、毎年の活動内容を伝えていきました。また、自分自

身の「ライフプラン」や「事業計画」を見せながら、どのような考

え方で、どう動いたかを説明しました。他には、私自身が自

分の活動をどう振り返っているのか、支援実績をどうまとめて

いるかなど、実際に使用している資料を生情報として提示しま

した。

支援者として企業に計画策定するように伝える以上、自分

自身でも自分の事業計画を作成するべきだと考えていますし、

PDCAを回すために活動をまとめ、振り返ることはすごく大切

なことだと感じています。他に参考で見せた資料としては、右

記があります。

● 独立後数年の各月売上高推移の折れ線グラフ、売上高の構

成比率の円グラフ

● 企業などに提出する自己プロフィール（実績件数や内容をど

のように伝えているか）

● １つの企業に対して、受託から継続までの一連の資料（受託

する前の企画提案書→コンサルティング契約書→支援の結

果報告書→支援結果を踏まえての改善提案書）

● 企業の事業計画（事業調査報告書、数値分析、損益計画、

アクションプランなど含む）

● 支援先で使っている資料の例：会議改善支援（支援先で提示

する資料、改善に使う資料など）、営業改善支援（顧客管理

リスト、週間管理表、営業日報など）

など。

正直、伝えたい項目は、本当にたくさんあるのですが、書

面の関係上割愛し、参加者特典だったことにしておきます。

  ３．診断士の活動

診断士として、良い活動をしてこられた理由は、「自分で考え

てすぐに行動する」を愚直に継続し続けたことだと考えていま

す。目的やありたい姿を意識し、やるべきことをすることで、

良くも悪くも結果が出ます。それを改善しながらどんどん前に

進んできたというのが実際だと思います。まさしく、理念を持

ち、計画を立て、PDCAを回す、診断士の得意分野を実行し

ただけです。これから診断士の活動を活発にしたいと考えてい

る人はぜひ、実践してほしいと願っています。本気で動いてい

るからこそ、多くの諸先輩方、仲間に恵まれ、支援していた

だいているのだと心より感じています。

スキルアップ研修報告（4月）　厄年４２歳の診断士が語る「波乱万丈の診断士生活１０年間の軌跡」

会員　加藤 秀勲

平成21年1月に経営コンサルタントとして独立。営業販売
支援、組織一体化や合意形成による事業活性化を軸に、

経営コンサルティング活動を展開している。

診断士
略歴

会員　但馬 久美

2016年4月登録。ソフトウェア開発会社の人事・総務部門に勤務。一方で、NPO法人健康
経営研究会の認定講師となり、全国各地で健康経営セミナー講師として活動中。

診断士
略歴



委員会のページ　27

委員会のページスキルアップ研修

26　研修およびセミナー開催予定

１．はじめに
3月10日（土）に開催された土曜セミナー「ビジネスモデル・キャンバス ワークショップ」では、伏見先生からビジネスモデル・キャンバス

（以下、BMC）の構造と使い方、事例で見るBMC作成と動的変化の体験、BMCの中小企業支援例についてご説明いただきました。

２．内容について
冒頭に、BMCの優位性について説明していただきました。急激な環境変化（VUCA、コモディティ化、PLCの短命化など）が起きる

現代においてビジネスで成功を収めるためには、スピーディーな仮説検証の積み重ねが重要であり、手軽（紙とペンと付箋があれば

OK！）にビジネス全体を俯瞰できるBMCだからこそ急速に普及しているのだと感じました。

BMCの構造と使い方においては、9つのセルが持つ意味と配置、その関係性について学ぶとともに、実際にBMCを使ってコンビニ

のビジネスモデルを表現するワークを通して理解を深めました。また、小売店舗がネット通販を始めるとの仮説のもと、キャンバスの再構

築を行い、BMCの醍醐味でもある動的変化を体験しました。

後半では「キャンバス・バトル」と題して、テーブルごとで2組に分かれ、同業種で2社のBMCをつくりビジネスモデルを比較。顧客セグ

メントやリソースなどの違いによる変化を理解しました。

また、ペアを組んだ相手の職業をヒアリングし、BCMを作成するワークでは、実際の支援現場においてクライアントのビジネスを即興で

BMCに落とし込む作業を疑似体験することができました。

３．最後に
大手企業や大学などでは既に導入が進んでおり、中小企業支援の現場でも急速に普及が進むBMC。シンプルな構造ながら奥の深い

ツールで、もっと学びたいと感じました。今回は短時間にもかかわらずその作成手順や動的変化、支援現場の疑似体験など、とても盛

りだくさんな内容であり、学ぶ点の多いセミナーでした。

（文責：田中 聡）

土曜セミナー「ビジネスモデル・キャンバス ワークショップ」に参加して今後のスキルアップ研修および『ゆるつなカレッジ』開講のご案内

 ◆７月度 スキルアップ研修
日　時	 平成30年7月25日(水)　18:30 ～ 20:30
会　場	 大阪産業創造館6階　会議室E
テーマ	 診断業務におけるロジカルシンキングの活用方法
講　師	 大内　利之　氏（大阪府協会会員）

ロジカルシンキングの基本的知識を再確認し、診断士が取

り組む企業診断に具体的にどのようにロジカルシンキングを活

用していくべきかについて、幾つかのワークを取り入れ検討し

ていきます。

主な内容として

１．ロジカルシンキングとは？
相手への説得性と経営者を動かす

２．各ステップの確認
情報整理～結論導出～分かりやすく伝える

３．診断事例への活用
のテーマに従って進めていく予定です。

   ◆ 診断士フレッシャーズ会員向け  
『ゆるつなカレッジ』が開講します！

会員サポート委員会 新規事業開発グループより、新歓フェ

スタでもご紹介させていただいた会員向け新サービス『ゆるつ

なカレッジ』開講のお知らせです。

『ゆるつなカレッジ』は、中小企業診断士資格第二次試験合

格もしくは養成課程修了後2年以内（2018年度のみ3年以内）

の診断士フレッシャーズが、診断士活動に関する基本的な情

報やノウハウを、講義やワークなどによって学ぶ場です。診断

士資格を取ったものの、まずはどんな活動をしていったらよい

か迷ったことは、どんな方もご経験があるのではないでしょう

か。

入学対象者は上記に該当するフレッシャーズ会員に限られま

すが、知識や情報、さらに同期合格者等を中心に新規登録者

同士の横のつながりをつくっていただける府協会認定のファー

ストステップ活動です。この活動が、交流会や研究会、その

他協会活動への参加を促進するプラットフォームの一つとして

今年度より導入されます。

カレッジに入学いただくと、隔月の平日夜開催される講義や

ワークに無料で参加できます。先輩診断士が講師を務める講

義やワークを通じて、診断士としての夢やさまざまな可能性を

広げていただきます。先んじての6月13日(水)にはカレッジの

キックオフ・オリエンテーションが開催され、定員を大きく上回

る50名の方々の参加をいただきました。活発な意見交換と仲

間づくりが行われ、この新しい試みへの皆さんの期待値が高

いことを感じる会となりました。

協会会員の皆さまや既存の活動団体などとも連携を取りつ

つ、充実した初年度活動を目指してまいりますので、入学対

象者に該当する皆さんは、ぜひご入学ください。詳しい内容

は協会HPにも掲載されておりますので、どうぞご覧ください。

https://www.shindanshi-osaka.com/yurutsuna-

college/

【今後のカレッジ開催予定】
● 第1回　 7月18日(水)19:00 ～ 20:50  

マイドームおおさか8階　第1・2会議室

● 第2回　 9月12日(水)  19:00 ～ 20:50  

マイドームおおさか8階　第3会議室

● 第3回　 11月21日(水)19:00 ～ 20:50  

マイドームおおさか8階　第3会議室

【入学対象者】
中小企業診断士資格第二次試験合格後2年以内もしくは養

成課程修了後2年以内の当協会会員または準会員（初年度とな

る2018年度の受講対象者は「中小企業診断士資格第二次試

験合格後3年以内もしくは養成課程修了後3年以内」とします）。

（文責：会員サポート委員会　小林 俊文）
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皆さまがイメージする偉大な企業家とはどのような人物でしょ

うか。近年の日本では、稲盛和夫氏、柳井正氏、孫正義氏、

アメリカでは、ビル・ゲイツ氏、スティーブ・ジョブズ氏、マーク・

ザッカーバーグ氏、イーロン・マスク氏といった名前が真っ先に

思い浮かぶでしょうか。では、企業家をひと言で表すと？　と聞

かれたら皆さまなら何を挙げるでしょうか。

１．企業家精神とは

4月21日(土)に開催されたセミナーの前半では、「大阪企業家

ミュージアムで大阪の産業史をひも解き、企業家とはどのような

人物であったかを映像と資料で学ぶ機会をいただきました。

大阪産業創造館にある大阪企業家ミュージアムでは明治、大

正、昭和と大阪で日本産業の礎を築き誰もが知る企業の創業・

発展に貢献された企業家の足跡を見ることができます。そこで

は、起業家精神を「志」「変化」「先見性」「挑戦」「創意」「自助」

「意志」の７つのキーワードにまとめ、「今までなかった商品やサー

ビスをつくり、社会の発展や人々の生活に貢献した人」と定義し

ています。

ミュージアムに展示されている商品やサービスは、現在では当

たり前の物ばかりです。しかし、当時の社会としては極めて先進

的で、それにより社会生活が豊かになったであろうことは想像に

難くありません。そして、起業家と呼ばれる方々はそれを生み出

すために資金的、技術的困難に直面しながらも「社会の発展の

ため」という志を持って、事業を成し遂げたという歴史を見ること

ができます。この姿は、現代では社会的状況が当時と変わった

とはいえ、現代の企業家のお手本となるものだと感じました。

２．創業者支援について

セミナーの後半では、実際に創業者支援をされている中辻一

浩先生に創業支援の実態をご自身の経験を基に、笑いも交えて

楽しくご講演いただきました。

診断士の皆さまであれば、補助金、融資制度、よろず相談と

いったハード面については十分にご承知のことと思います。また、

創業者はある程度ビジネスの素養があり、勉強もしてきているだ

ろうと思われるかもしれません。

土曜セミナー「大阪企業家ミュージアム見学会＆創業支援者セミナー」に参加して 大阪府中小企業診断協会事務局スペースの使い方

しかし、実際の創業者の中には、起業することが目標となり、

誰に、何を、どのようにといった基本的なコンセプト設定ができ

ていなかったり、市場のニーズを気にせず自分のつくりたいもの

をつくったり、とさまざまな方が相談にいらっしゃると創業支援の

難しさをお話しされました。そういった方々の意志を尊重しつつ、

スムーズな創業を支援するために寄り添っていく姿は率直に素晴

らしいと思いました。

３．セミナーを受講して

「時代は変われど、企業家に求められることは不変である。」そ

れは、ミュージアムにも定義されており、セミナーの最後に中辻

先生もお話しされた、「人の課題（困り事）を解決することで、社

会に貢献する」ことだと思います。最終的に営利を得ることが目

的である「企業」だからこそ、何をもってその対価を得るのか、

その「存在目的を示す理念」が重要になるのだと思いました。そ

ういった「志」を持つ企業家の力になり、寄り添っていくことで、

われわれ診断士も社会に貢献することができ、またそういった活

動が求められているのであろうと考えさせられたセミナーでした。

平成29年中小企業診断士登録。情報システム会社
に勤務し、システムの企画、開発から保守まで幅広

く行う。近年は、機械学習、画像認識といったAI活用にも積極
的に取り組む。

診断士
略歴

会員　松葉 慎弥

大阪府中小企業診断協会（以下、府協会）では、会員の皆さ

まにさまざまなサポートを提

供しております。 今回は、

府協会事務局スペースの

使い方についてご紹介いた

します。

まずは見取り図をご覧く

ださい。こちらの図を基に

各サービスを紹介します。

１．会議室・フリースペース

理事会、委員会、交流会、研究会や青年部などの打ち合わ

せ、発表などで利用いただけます。利用希望の場合は、事務局

に申し出て会議室・備品利用申込書に利用日時、氏名、目的、

備品（パソコン、プロジェクターの有無）などを提出してください。

事前予約は、利用月の前月の第一営業日が最遠です。使用料

は無料です。

２．パソコン・プロジェクター

府協会事務局では、パソコン２台、プロジェクター３台の貸出

しが可能です。原則、事務局スペース内で使用してください。

３．給茶器

第１、第２会議室手前に給茶器があります。セルフサービスで

す。備え付けの紙コップを使ってどなたでもご利用いただけます。

使用済みのコップは、給茶器横の専用のゴミ箱に捨ててください。

４．コピー機

書棚にある文献やその他書類のコピーが必要な場合は、コ

ピー機をご利用ください。料金はモノクロ10円／枚、カラー 30

円／枚です。使用時は、コピー機横の料金ボックスにお金を入

れてご利用ください。

５．書籍の閲覧

書棚の書籍は、いつでも閲覧が可能です。必要があれば借り

ることも可能です。借りるときは、登録番号、氏名、図書名、

貸出日、返却予定を添えて事務局所定の図書貸出簿に記入し

てください。原則、１カ月以内に返却をお願いします。ただし、

業種別審査辞典（黒背表紙の辞典）は、多数の会員が日々利用

しており、貸出しはできません。必要箇所をコピーしてご利用く

ださい。

６．ゴミの注意点

会議室、フリースペースにはゴミ箱がありません。ゴミは分別

ルールに従って、ビル共用スペース（エレベータ横の給湯室）所

定のゴミ箱に捨ててください。ゴミの分別ルールなどは、事務局

内に掲示してあります。※事務局執務室用のゴミ箱が置かれて

いる場合に限って、紙ゴミのみを捨てることができます。缶、び

ん、ペットボトル、ビニール、プラスチック類（レジ袋、菓子袋、

プラスチック容器などを含む）は捨てないでください。

府協会事務局スペースは、情報収集や交流会などの新たな

出会いの場としても利用いただいています。診断士の活動フィー

ルドとしてご活用ください。

（文責：総務委員会　谷口　周児）

第１会議室（左）、第２会議室（中）、フリースペース（右）
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開催日	 平成30年3月31日(土)
講　師	 福田尚好会長、林浩史氏

平成29年度の最後となる青年部3月例会は、一般社団法人

中小企業診断協会会長である福田尚好会長と青年部初代代表

である林浩史氏を講師としてお招きし、青年部10周年記念大会

として開催されました。

青年部発足10周年ということで、青年部発足にご尽力いただ

いた横山副理事長、歴代の代表の方々、初代副代表の加藤秀

勲氏および田邊 佑介氏、多くのOB・OGの方々に加えて、10

数名以上の実務補習を終えたばかりの方にもご参加いただき、例

会としては異例の60名を超える方 に々ご参加いただきました。

第1部は福田会長と林氏によるご講演、第2部は10周年記念

大会スペシャル企画としてTシャツデザインコンテストを行いました。

講演では、福田会長には診断士の活躍の場や心構えなどを1

時間にわたってお話しいただきました。

いろいろお話しいただいた中でも個人的には「金を追うな、仕

事を追え」というお言葉が印象に残ったのですが、ご参加された

皆さんはいかがだったでしょうか？

林氏には青年部発足時のお話や、若手診断士へのメッセー

ジ、中小企業診断士の存在価値を高めるためになど、盛りだく

さんの濃厚な内容を約30分間でお話しいただきました。

アンケートでは、「普段なかなか聞けないお話を聞くことができ

てためになった」、「参考になった」、「モチベーションが上がった」

というお声を多数いただきました。

当委員会の事業である中小企業診断士試験、理論政策更新研修、実務補習の平成30年の日程概要をご案内いたします。

ご連絡（研修・事業委員会）

１．中小企業診断士試験日程

一次試験 8月4日（土）、5日（日）

二次試験（筆記） 10月21日（日）

口述試験 12月16日（日）

２．理論政策更新研修

平成30年度の実施要領は下記のとおりです。

研修時間	 13:00 ～ 17:15（実質研修時間４時間）

研修場所	 マイドームおおさか、または大阪商工会議所

受付期間	 平成30年6月4日～ 22日

受付内容	  第1回　7月7日（土）中小企業の事業承継支援 

第2回　7月14日（土）中小企業の知財戦略支援 

第3回　8月9日（木）中小企業の新事業展開支援 

第4回　9月8日（土）中小企業の人材確保・活用支援

受付期間	 平成30年8月20日～ 9月7日

受付内容	  第5回　9月27日（木）中小企業の知財戦略支援 

第6回　10月3日（水）中小企業の人材確保・活用支援 

第7回　10月27日（土）中小企業の事業承継支援 

第8回　11月10日（土）中小企業の新事業展開支援

受付期間	 平成30年10月1日～ 10月19日

受付内容	  第9回　11月17日（土）中小企業の知財戦略支援 

第10回　12月20日（木）中小企業の新事業展開支援 

第11回　1月19日（土）中小企業の事業承継支援 

第12回　2月15日（金）中小企業の人材確保・活用支援

３．実務補習

平成30年度夏期実務補習

5日間コース： ①7月6日（金）～17日（火）  

②8月17日（金）～27日（月）  

③9月7日（金）～18日（火）

夏期実務補習は5日間コースのみとなっています。

中小企業診断士試験、理論政策更新研修、実務補習をはじ

め、当委員会の事業は会員の皆さまの協力なくしては、円滑な

運営はできません。これからも何とぞご協力のほどお願いいたし

ます。

（文責：受託事業委員会　内藤 秀治）

3月例会～青年部10周年記念大会～

おふたりのお話は、企業内診断士、独立診断士

にかかわらず、得られるものが多かったのではないか

と思います。

青年部では、今までも皆さまにさまざまな発表をし

ていただきましたが、今回は趣向を変えてTシャツデ

ザインコンテストを行いました。

青年部10周年記念のTシャツをデザインするとした

ら、というテーマで5名の方にご応募いただきました。

どれも素晴らしいデザインだったのですが、優勝は

狩野詔子さんの船と羅針盤をモチーフにしたデザイン

でした。

今後も青年部では部員の皆さまに発表の場を提供

していこうと考えています。プレゼンのスキルアップ

の場、ご自身のアピールの場と

して活用いただきたいと思います

ので、奮ってご参加いただけま

すと幸いです。

今までは卒業の年齢に達した

方はそのまま自主的にフェードア

ウトだったのですが、それではあ

まりにも寂しいということで、今回は新たな試みとして29年度に

青年部を卒業された方向けの卒業式を行いました。

OB・OGの方もご参加いただけるイベントも随時開催していく

予定ですので、今後も若手診断士との交流を図っていただきた

いと思います。

例会後の懇親会にも例会参加者の約9割の方にご出席いただ

き、大変盛り上がりました。

福田先生、林先生には懇親会にもお付き合いいただきました

ので、直接いろいろなことを尋ねられたり、お話しされたりして知

見を広げた方も多かったのではないでしょうか。

青年部では部員の方々のスキルアップや知見を広げるための

例会を行い、例会後には他の方との親睦を深めるための懇親会

も併せて開催しております。

ご都合の合う方はぜひともご参加いただき、若手診断士同士

のネットワークを広げていただければと思います。

（文責：青年部運営委員　待谷 忠孝）

優勝デザインのイメージ
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●伊
い と う

藤 勢
せ つ こ

津子
もう躊躇している時間がないので、

考える間に行動を起こしさまざまなこ
とにチャレンジしていきます。

経営者の気持ちに寄り添えるコン
サルタントを目指します。好きな分野は飲食関係。特に女
性経営者の支援をしていきたいと考えています。
●趣味・特技	  バンド活動（キーボード担当）

●坂
さかぐち

口 宗
むねとし

敏
ITコーディネーターとしてシステム

要件定義・運用サポートを行ってま
いりました。中小企業診断士に合格
し、協会に加入させていただきまし
た。ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。
●趣味・特技	  ボルダリング

●国
くにえだ

枝 功
いさお

はじめまして。私はシステム会社
に所属し、兵庫県高砂市の工場でメ
ンバー十数名を率いてシステム開発
保守を行っております。最近、子供
が生まれ共働きの妻と育児に奮戦中ではありますが、バラ
ンスを考えながら診断士活動も頑張っていきたいと思います。
●趣味・特技	  ウォーキング、登山、読書、ドライブ

●阿
あ べ

部 馨
かおる

２年前に診断士登録をしたまま、会社員を続けておりまし
たが、とある事情から一念発起、３月に「こんさる あべ」と
して開業届を出し、６月に退職して独立。情報処理資格を
山盛り抱えて、「アイティも、なんでもできる、診断士」とし
て、頑張っていきたいと考えております。
●趣味・特技	 読書、テニス観戦、お酒を飲むこと

●金
かねひろ

廣 正
まさひこ

彦
はじめまして。現在、通信事業会

社のサービス開発業務に従事してい
ます。約１年間の実務補習を経て２
月に登録しました。企業内診断士と
して活動するとともに、セミナ―や研究会にも積極的に参
加し診断士としてのスキル向上、人脈づくりに取り組んで
まいります。
●趣味・特技	 剣道

２期目のスタートにあたって

１．総会報告

５月２５日（金）に定時総会が開催され、活動報告、決算、役

員選任の３議案とも承認されたことをご報告いたします。

役員改選につきましては、津田敏夫さん、初田洋介さんが理

事を退任され、新理事として鈴江武さん、伏見明浩さんのお２

人をお迎えしました。

津田さんは副理事長として、初田さんは運営部の理事として、

２年間士会の活動に多大な貢献をされ、私を支えていただきまし

た。

お２人ともに、理事会では歯に衣着せぬ発言で、新たな視点

を示唆いただき、私自身気づきも多く、士会にとっても、私自身

にとっても、大きな力になっていただきました。この場をお借りし

あらためて感謝申し上げます。ありがとうございました。

津田さんは府協会の理事としてご活躍されることになり、初田

さんは士会の運営委員として引き続き支えていただくことになりま

した。これからもよろしくお願いいたします。

また総会当日開催されました新理事会におきましては、理事長

として私が、副理事長として、引き続き細谷弘樹さん、新副理

事長として林浩史さんにお願いすることになりました。原伸行さ

ん、柳辰雄さん、石橋研二さん、酒井眞さんは引き続き理事と

して、福田尚好先生には顧問として、橋本豊嗣先生、佐々木宏

先生には監事として、引き続きお願いすることとなりました。

２．１期目２年間の振り返り

２年前の理事長就任時に、私は「中小企業診断士の社会的

地位の向上の先導役となる」を第一義とし、「守りから攻めへ」と

いうスローガンを掲げてスタートいたしました。結果として、新た

に、尼崎信用金庫、日本M&Aセンター、大阪中小企業投資

育成株式会社と連携することができました。これは一定の成果

が得られたものと考えています。

３．２期目に向けて（目指すべき方向性）

（１）士会の可能性を試す

士会のブランドを積極的に活用し、新分野の開拓を目指す。

（２）よりチャレンジする組織へ

顧客開拓を重点施策と位置づけ、積極的な営業を行う。

（３）広域連携を目指す

金融機関、関連団体、他府県など、枠を超えた企業支援団

体との連携を進める。

（４）人材の活用

理事、委員、業務局、会員、関わるメンバーが互いに協力し

事業活動の活性化を図る。

以上を今期の柱として掲げ、士会のさらなる事業拡大を目指

していきたいと考えています。

理事長　池田 朋之
（一社）大阪中小企業診断士会

●谷
たにぐち

口 純
じゅんぺい

平
４月に入会しました谷口と申します。

「観光・サ―ビス業」のコンサルタン
トとして12年間活動しており、昨年
独立いたしました。中小企業診断士
がますます必要とされるよう微力ながら努めてまいりたいと
思います。どうぞよろしくお願いいたします。

●荒
あ ら お

尾 康
やすひろ

宏
中小企業の経営に関与する傍ら、

これまで培ってきたグローバル市場
におけるマーケティングのスキルを
活用して、中小企業の海外市場開
拓を力強くサポートできる診断士でありたいと考えておりま
す。
●趣味・特技	  マラソン、サッカー観戦

●上
かみむら

村 拓
たく

也
や

奈良のメーカーで購買業務をして
おり、日々 中小企業の人材不足やさ
まざまな経営課題を目の当たりにして
おります。協会では積極的に研究会
や部会の活動に参加し、知見や人脈を広げ、中小企業の
発展をサポートしたいと考えています。よろしくお願いいた
します。
●趣味・特技	  一眼レフカメラ
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大阪府協会の主な行事
平成30年4月~6月

4月 3日 広報委員会
4日 会員サポート委員会
5日 近畿ブロック会議

10日 総務委員会
11日 理事会、正副会議
14日 新歓フェスタ

13日・16日・20日 業種別交流会
20日 研修事業委員会
21日 土曜セミナー
23日 監事会、総務委員会
25日 理事会、正副会議、スキルアップ研修

5月 8日 広報委員会、会員サポート委員会
10日 総務委員会

11日・22日 業種別交流会
18日 理事会、定時総会、懇親会
23日 スキルアップ研修
24日 診断士交流会発足式
28日 理事会、正副会議

6月 5日 総務委員会
7日・20日 広報委員会

8日 中小企業診断士の日「近畿ブロック
共同事業」第１回会議

8日・26日 業種別交流会
9日 土曜セミナー

12日 受託事業委員会
13日 ゆるつなカレッジ　キックオフ・オリエ

ンテーション
14日 研修事業委員会、会員サポート委員会
27日 理事会、正副会議、スキルアップ研修

士会の主な行事
平成30年4月~6月

4月 7日 事業説明会
9日 研修PT

16日 総務部会、事業部会
18日 広報部会
19日 監事会
20日 運営部会
25日 大阪府組合等事業向上支援事業説

明会
26日 保証協会説明会
27日 理事会

5月 10日 事業部会
22日 総務部会
23日 保証協会説明会
25日 定時総会

6月 ４日 運営部会
6日 経営サポート事業　研修会

6日・16日 中之島図書館無料経営相談
20日 中之島図書館共催セミナー

20日・25日・26日・27日ビジネスセミナー

編集後記　〜広報委員会から〜

今号に多くの新入会員の紹介記事を掲載しています。こ
の方々の中には昨年度の中小企業診断士試験に合格した方
も多くいらっしゃいます。合格おめでとうございます。そ
して、中小企業診断士の仲間として歓迎します。これから
共に日本の企業をより元気にしていきましょう。

大阪府中小企業診断協会（以下、大阪府協会）に新しい風
が入ってきたと同時に、大阪府協会の組織体制も変わりま
した。大きな変更点として、今までの4委員会体制から5

委員会体制に変更になっています。詳しくは今号の記事を
ご確認ください。

広報委員会としては、大阪府協会に関する情報や協会会
員の皆さまの活躍の支援に資する情報の提供を、今まで以
上に積極的に行っていきたいと考えています。会員の皆さ
ま、今後ともよろしくお願い申し上げます。

文責：広報委員　古川 佳靖

●秀
ひで

田
た

 好
よしあき

章
長年システムエンジニアとして、

主に大規模エンタープライズ向けの
システム開発に携わってきました。
SE兼企業内診断士として、ITと経
営をつないで中小企業をサポートすることで社会に貢献で
きる診断士を目指したいと思います。よろしくお願いいたし
ます。
●趣味・特技	  ボードゲーム

●西
にしかわ

川 昌
まさたか

孝
はじめまして！ 西川昌孝と申します。
普段は東京大森で働く元国税職

員の税理士・中小企業診断士です
が、故郷大阪で仕事のきっかけをつ
くりたく、このたび入会しました。

皆さまとのご縁を大切にご一緒できればと思います。ど
うぞよろしく！

●中
なかむら

村 真
まこと

兵庫で１５年弁護士をしており、こ
れまでは交通事故案件や倒産処理
案件を多く取り扱ってきました。これ
からは、法的紛争に至らない中小企
業者の方々の案件にも、積極的に取り組んでいきたいと
思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
●趣味・特技	  ギター、ブログ

●中
なかしま

島 史
し ろ う

朗
「広報でマスコミに掲載し、販促で売
りにつなげる商品出世プロデューサー」
として独立準備中。32年の広告代理
店在職中、広告販促の力で新商品
の売り上げを前年比9倍に拡大、その後食品メーカーで広報
室をゼロから創設、最近半年で50件のマスコミ掲載を獲得。
●趣味・特技	  ビジネス書、神社仏閣、美術鑑賞、

山歩き

●松
まつした

下 晋
しんすけ

介
現在、尼崎信用金庫の事業支援

部にて、日々コンサル活動に励んで
おります。今後、さまざまなセミナー
や研究会に参加し、スキルアップを
図り、一人前のコンサルタントとなり、中小企業の経営改
善にまい進したいと思います。諸先輩方のご指導をよろし
くお願いします。
●趣味・特技	  フットサル、釣り

●古
ふるやま

山 俊
としひろ

弘
SE、ITコンサルを経て、資格取

得前に独立しました。現在は、教育
機関向けのICT支援、創業直後の
中小製造企業の営業支援を行って
います。協会の活動に積極的に参画し、経営者の良き相
談相手を目指して、精進していきたいと考えています。
●趣味・特技	  山登り、読書

●堀
ほりこし

越 正
ま さ お

夫
今年４月１日に、診断士・社労士

として開業しました。勤務中は、健
康保険を扱う団体で健康経営に直
結する仕事をしていました。住んで
いる奈良で地域団体を支援する活動もしています。企業・
社会・人をつなぐ活動をしていく所存です。よろしくお願い
いたします。
●趣味・特技	 音楽鑑賞、読書

●山
やまもと

本 和
かずひろ

弘
兵庫県の信用金庫の事務指導部

門で勤務しています。深い知識と幅
広い視野を持てるよう数多くの経験
を重ね、お客さまに寄り添った提案
をしていきます。また、社内で唯一の診断士でもあり、そ
の名に恥じぬよう、価値を高めていきます。

皆さま、どうぞよろしくお願いします。
●趣味・特技	  旅行




