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総務広報委員会の紹介
≪総務広報委員会の活動≫
総務広報委員会は、旧の総務委員会と広報
委員会が統合された委員会です。
総務担当業務として、「事業計画及び予算・
決算管理」、「事務局の運営管理」、「諸規定の
立案・維持管理」、
「事務機器・図書の管理」「総
会・理事会の諸会議の運営」、
「渉外窓口」、
「会
員情報管理」などがあります。
広報担当業務として、
「会報の発行」、
「ホー
ムページの管理」、「展示・広報活動」、「メー
ルニュースの発行」などがあります。
≪総務広報委員会のメンバー≫
【小島康雄 リーダー 総務担当委員長】
総務担当は事務局と協力して協会の日常業
務を円滑に進めるとともに、備品や図書の購
入、協会の予算や経費の管理などを行ってい
ます。
会員の皆さんが協会の活動により積極的に
参加していただけるよう、各委員会・事務局
と協力して各種規程などの環境づくりを進め
ていきたいと思います。

【顕谷敏也 委員】
今期より広報委員を担当させて頂きます。
大変チームワークの良いメンバーに恵まれ、
気持ちの引き締まる思いです。私自身、不慣
れな点も多々あろうかと思いますが、諸先輩
方にアドバイスを頂きながら、会員の皆様に
お役に立つ情報発信を行って行ければと考え
ております。
【小林俊文 委員】
今年度から海外研修プロジェクトが当委員
会の業務となり、これを担当しております。
より多くの方々にご参加いただける、興味深
い研修旅行を企画したいと考えています。協
会の規程類や管理体制につきましても、まだ
まだ整備すべきことがあると感じており、こ
ちらも積極的に取り組みたいと思っています。

【左川睦子 委員】
昨年に引き続き委員を担当させていただき
ます左川睦子です。総務広報委員会の中で総
務担当業務を担当させていただきます。
【横山武史 広報担当委員長】
企業内診断士ではありますが、皆様の役に
広報活動は会員の皆さまや対外的な方々に、 立つサービスを提供していけるように、委員
府協会への理解を深めて頂くことにつながる
活動に努めてまいりますのでどうぞよろしく
ので、重要なことと思っています。
お願いいたします。
４月末には、皆さまの協力を得て、協会ホー
ムページのリニューアルを実施できました。
【永井俊二 委員】
リニューアルしたホームページの一層の活
広報担当委員として３年目となりました。
用促進や年４回の会報発行の充実、メール
未入会員の方が府協会に興味を持っていただ
ニュースの配信などにより、広報活動の活発
けるよう、引き続き府協会の魅力を対外的に
化に努めてまいります。
発信していきたいと思います。
主にメールニュースの編集を担当していま
【川本久美子 副委員長】
す。各委員会や研究会のイベント情報をマン
新たなメンバーを迎えて、広報活動、情報
スリーに発信していきますので、皆様からの
発信を、質的にも量的にも、さらに充実した
有益な情報をお待ちしております。
ものにするべく努めてまいりたいと思います。
チームワークを大切に、メンバーの方々と
【中嶋聡 委員】
協力して、広報担当のミッションを果たして
昨年に引き続き税務・会計担当として主に
まいります。よろしくお願いいたします。
府協会の税務・会計チェック及び予算管理を
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【柳瀬智雄 委員】
広報を担当して早くも３年目になります。
主にホームページを担当させていただいてお
ります。今年４月にホームページを全面リ
ニューアルしましたが、引き続きみなさんに
とって利便性の高いものになるように改善し
てまいります。ぜひ積極的なご活用をよろし
くお願いします。

【中村佳織 委員】
今期より広報委員を担当させて頂きます。
広報の仕事の中でも、柳瀬委員のもとホーム
ページの管理、活性化が私の担当業務となり
ます。会員の皆様にとって、より使いやすく、 【山本彰子 委員】
より役に立つものにしていきたいと思ってお
この度初めて広報担当委員となりました。
りますので、ご意見やアドバイスなどがござ
よろしくお願いします。
いましたらお申し付けください。よろしくお
職場で１年だけ広報誌の編集をした経験が
願いします。
ありますが、小手先の事務経験ではお役に立
てそうにないことが既に解りました。会員の
【長元耕司 委員】
方々に役立つ情報を、わかり易くタイムリー
今年度より総務担当委員となりました。よ
にお伝えすることを念頭に置いて日々アンテ
ろしくお願い致します。診断協会会員であっ
ナの感度を上げるよう精進して参ります。
たにも関わらず、今まで積極的な関わりもな
く今日に至っておりました。
【吉本一臣 委員】
委員になったご縁を大切に、会員の皆さま
通常の会報の編集作業のほか、広報委員会
の「より良く」に貢献したいと考えておりま
からの担当ということで、海外研修プロジェ
す。そして何よりも、自分自身が楽しんで委
クトと協会広報パンフレット作成プロジェク
員活動に参加できればと考えています。
トに参加しています。海外研修は、タイのバ
ンコクに決まりました。協会パンフレット作
【野中仁 委員】
成については、長期的に使える面と短期的な
総務広報委員会の中で総務担当業務を担当
変更や使用目的に沿う面とを両立できるもの
しております野中です。
を目指したいと思っています。
昨年から総務担当として協会内における規
定整備などを中心にお手伝いしております。
今後とも委員会活動を通じて会員の皆様のお
役に立てるよう努めてまいります。
【藤森薫 委員】
昨年度に引き続き総務委員を拝命いたしま
した藤森薫です。中小企業診断士の方が診断
協会を「学ぶ場」「出会う場」としてより活
用できるような「仕組み」づくりのお手伝い
をできればと思います。
現在青年部の副代表も務めておりますので、
若い診断士の意見も取り入れ、よりよい会の
発展に貢献できればと思います。
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会員サービス委員会の紹介
《会員事業担当》
名称は変わっても、我われのミッションは

前回、250名を越える方々をお迎えし、大
盛況だった新年互礼会を、次回は梅田のホテ

従来と同じく、会員満足度の向上です。ただ
し、具体的に担当する事業は、次の項目にな
りました。

ルグランヴィア大阪で開催します。盛りだく
さんのアトラクションも用意して、みなさま
をお迎えします。お楽しみに。

１．診断士交流会の運営に関すること
２．その他会員活動支援に関すること
交流会に関しては、通常の交流会の他に、

新歓フェスタ
日時 平成26年４月19日（土）14時～ 18時

業種別交流会として不動産業交流会と電機業
界交流会が新たに発足しました。業種別交流
会は、今後、さらに充実したいと考えており
ますので、自分の属する業界でも立ち上げた
いと考えていらっしゃる方は、ぜひ、発起人
となっていただきたいと思います。事務局ま
で、ご連絡ください。
この他に、当委員会では、旧研修委員会の
メンバーとも協力し、プロコン道場について
も担当しています。全員が参加できる行事に
ついては、次のような催しを予定しています。

場所 マイドームおおさか
既に３回目を迎え、府協会にとって互礼会
と並ぶ最大のイベントとなりました。新歓
フェスタとは銘打っていますが、新入会員だ
けを対象としている訳ではありません。既に
会員になっていただいているみなさんに、登
録研究会の様子や協会行事などを知っていた
だき、積極的に協会活動に関わっていただく
一助にしてもらおうという趣旨で開催される
ものです。時間内での入退室自由となってい
ますので、お気軽にご参加ください。

秋の懇親会
日時 平成25年10月11日（金） 18時30分～
場所 レストランマイドーム
申込 メールか電話で事務局まで
会員のみなさんの交流の場です。登録研究
会や勉強会、あるいは同好会などの仲間を集

総会
日時
場所

めたい方に会場で呼びかける場も提供します。
詳細については会報34ページをご覧ください。
合同交流会

から福田理事長が仰っておられるように「協
会があなたに何をしてくれるのかを望むので
はなく、自分が協会のために何ができるのか」
という精神が大切だと思います。みなさんも、

日時
場所

ぜひ、当委員会宛てに新しい試みを提案して
ください。もちろん、我われも尽力しますが、

平成25年12月12日（木） 18時30分～
未定

平成26年５月（予定）
未定

当協会は自発的な組織であり、会員の無償
のボランティアで運営されています。かねて

忘年会を兼ねて、毎月一回開催されている
交流会を合同で開催します。交流会参加者以
外の方もご参加いただけます。

言いだした人が「実行委員」です。自由闊達
な組織となるよう、委員一同、努力させてい
ただきます。ご協力をお願い致します。

新年互礼会
日時 平成26年１月13日（月）祝日
12時～ 15時

会員事業担当メンバー
津田敏夫（委員長） 福嶋康徳（副委員長）
岡崎永実子 津賀弘光 佐々木千博

場所

ホテルグランヴィア大阪
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会員サービス委員会の紹介
《研修事業担当》
会員の皆様には、多くの人的ネットワーク

この研修会です。
運営は原則として、毎月１回18時半から協

をお持ちだと思います。会社関係、学校関係、

会のフリースペースで診断士を講師にお願い

地域関係等々。そしてこの協会会員の方々と

して開催しています。

のネットワークは如何ですか。
我々会員サービス委員会の業務の多くは、

テーマは、労務関係、IT関係、製造関係、
マーケティング関係等他方面ですが、特に系

このネットワークをつくり拡大するお手伝い

統的でもありません。その時々の関心度の高

とも言えます。では、研修事業の業務をもう

いものや、関心度より重要度を重視すべきも

少し具体的に説明しましょう。

のを選ぶように心がけています。また登録研
究会での研究内容を発表してもらう場、発表

登録研究会

訓練の場としても有効です。

あの幅広くかつ結構奥深い１次試験を通し

昨年は全研修会皆勤の方も含め、延べ270

て皆様には広範な知識、知見をお持ちです。

名の方々が参加されました。企画する我々も、

そしてその知識知見には、強くて充分自信を

そのような方の期待に添える水準になるよう

お持ちの分野と、やや弱いと自覚されている

努力しています。

分野とがあるのではないでしょうか。
その強い分野をより強くする、あるいは弱

経営経済講演会

い分野を補強するために、この研究会は大変

我々の協会は、外部に対して利益の還元を

有効です。今、19の研究会で延べ約280人の

しなければなりません。この講演会は講師を

会員が月１回開催を原則に研鑽を積んでい

外部の方にお願いし、かつ一般公開して利益

らっしゃいます。開催時間は平日夜の18時30

還元の一助としています。会員の他、学生、

分からが多い様です。

経営者、他の士業の方々等が来場されます。

今年春の新歓フェスタでは、ほとんどの研
究会が工夫を凝らした説明ブースを設けて、

かつて有名講師を招いた時は、300名近くに
なったこともありました。

研究会を実地に見学をするようにお勧めして
いたと思います。最近では毎月20名以上の
方々が各研究会の見学にこられ、新規入会と
なるケースも当然多くなっています。
また交流会のメンバーの有志が登録研究会
を作った例もたくさんありますから、トライ
してみて下さい。今は４人のメンバーが揃え
ば、新しい研究会として発足可能です。

独立支援セミナー
協会会員の大部分はいわゆる企業内診断士
です。この方々の独立の夢を支援するセミ
ナーです。旧会員委員会側とも協力してプロ
コン道場の一部として企画してきました。
特に独立診断士としての基礎編として、考
え方（心、技、体）、お金の問題の扱い（ファ
イナンス講座）、ビジネスマナー等が好評です。

スキルアップ研修会
スキルアップのスキルとは、何でしょうか。

研修事業担当メンバー

診断士として我々に要求されるすべての技術

椎木茂久（委員長）

技能です。このスキル向上のための勉強会が

秋松郎、石本 均、吉田善彦
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研修・事業委員会の紹介
当委員会の概要
研修・事業委員会は、当協会の組織運営体
制が刷新され、従来の５委員会が３委員会へ
と統合されたことに伴い今年度から設置され
た委員会です。
当委員会が担当している主な事業は、①研
修・セミナー実施（外部向け）、②受託業務
の管理、③市場開拓（企画・立案）、④中小
企業診断士試験（１次・２次・口述）、⑤実
務補習、⑥更新研修（理論政策）、⑦実務従
事事業と多岐に渡っております。
今後は、「中小企業診断士の社会的評価の
向上」
、
「中小企業診断士の活動分野の拡大」
に向けての事業や市場開拓を図っていきたい
と考えております。
また、旧指定事業推進委員会が担当してい
た事業（上記④～⑦）についても、運営体制
を強化しつつ、環境変化に対応していくこと
を目指しています。
中小企業診断士試験
中小企業診断士試験を実施する機関は、平
成25年度実施分から一般競争入札で選ばれる
ことになりました。
このため、昨年度に実施された入札に参加
し、幸いにも受託することができました。
受託機関は、試験会場の確保・試験当日の
運営、試験案内の配布、電話問い合わせへの
対応、合格者の掲示などの業務を受託金額の
範囲内で行うこととなり、シビアな進捗管理
やコスト管理が求められます。
このため、今年度の中小企業診断士試験に
ついては、組織横断的にメンバーを集めて組
成した試験プロジェクトが入札から試験の運
営まで、すべての業務を担っています。
既に「平成26・27年度の中小企業診断士試
験実施事業」に係る一般競争入札への入札も
終えており、開札結果を待つのみとなってお
ります。
今後は、品質やコスト面で競争力のある試
験の実施体制の確立が最重要課題であると考

診断士会報No204v6.indd 6

えています。
実務補習
国の登録実務補習機関として、「中小企業
診断士の登録等及び試験に関する規則」に基
づき実施している事業です。
中小企業診断士第２次試験に合格後、３年
以内に実務補習を15日以上受講することで、
中小企業診断士としての登録を行える制度で
す。
診断士を養成する最終過程に位置づけられ、
診断士登録を目指す受講生にとって、その第
一歩を踏み出すための重要な事業であるとい
えます。
このため、当委員会は事業の円滑な運営を
行っていくことに加え、より品質の高い指導
を受講生に提供していくことが課題であると
考えています。
理論政策更新研修
国の登録研修機関として、「中小企業診断
士の登録等及び試験に関する規則」に基づき、
更新要件のひとつである「新しい知識の補充
に関する要件」として実施する研修です。
理論政策更新研修（４時間の研修）は、登
録有効期間５年間で５回修了することが必要
となっています。
診断協会以外にも国の指定機関が多数ある
ことから、当事業も会員ニーズに即した競争
力の高い研修を提供していくことが課題であ
ると考えています。
実務従事事業
当協会では、中小企業に満足していただく
診断助言機会の提供と、主に診断実務に携わ
る機会の少ない中小企業診断士の資質の向上
と機会を提供するための事業として実務従事
事業を実施しています。
診断実務企業の診断希望内容を確認のうえ、
診断班を編成し、指導員の指導のもと、企業
の経営者等のヒアリング、現場診断、企業へ
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診

断

の診断報告会を、土曜日や日曜日などを活用
して実施しています。
今年度から、指導テーマや診断先企業の業
種、指導員、日程などを予め開示し、受講す
る方が任意に受講コースを選べるカフェテリ
ア方式を採用するなど、事業の見直しを行い
ました。
今後も受講する方々のニーズに即した事業
にしていくため、随時見直しを進めて行きた
いと考えています。
委員の紹介
委員長代理

細谷 弘樹
旧指定事業推進委員会を
含め、指定事業を担当して
７年目になります。この間、
診断士試験が入札になるな
ど、大きな環境変化を経験
してきました。この環境変
化に対応していくためには、
従来の考え方にとらわれず、新しい視点や考
え方を持って事業を運営していく必要がある
と感じております。私としましては、より品
質の高い事業の実施をテーマとして、今後も
より一層の充実を図っていく所存です。皆様
方のご理解とご協力を賜りますようお願い申
し上げます。
内藤 秀治
今年度より研修・事業委
員会に任命いただきまし
た。今までの指定事業推進
の枠を超えて、研修やセミ
ナーの実施、市場開拓等の
業務の拡大を担当するこ
ととなり、責任の重さを実
感しています。他のメンバーと協力体制のも
と、当協会の事業の要として、精一杯務めた
いと思います。
これからも何卒よろしくお願い申し上げま
す。

（7）

士

副委員長

東 純子

この度の組織変更に伴い
本委員会に移動となりまし
た。これまでは研修事業や
会報をはじめとする情報発
信等に携わってきました。
本委員会での仕事は始め
てですが、診断士試験制度
の入札や当協会の実務従事事業の運営変更な
ど、変化に対応しながら他の委員会での経験
を活かしつつ、皆様の満足度向上に向けて努
力する所存でございます。
今後とも皆様のご支援、ご協力を賜ります
ようどうぞよろしくお願い申し上げます。
委員

福田 芳昭

当委員会の委員として３
年目を迎えました。２年間
を振り返りますと、診断協
会を取り巻く環境は着実に
変化してきており、当委員
会としても、その変化にい
かに柔軟に対応していくか
が今後に課せられた課題であると考えており
ます。会員の皆様のご意見やご要望に対し、
今まで以上にきめ細かく配慮し、取り組んで
いく所存ですので、皆様のご支援、ご協力を
宜しくお願い致します。

副委員長
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委員

森啓

指定事業推進委員会は、
会員サービスのさらなる向
上を目的に、研修・事業員
会に組織改編されました。
診断士資格更新のための企
画のみならず、会員の皆様
のスキルアップに資する
サービスの拡充にも微力ながら尽力してまい
ります。また、会員の皆様にもお気軽に企画
に関するご意見をいただければ幸いです。至
らぬ点も多々あるかと存じますが皆様方のご
支援ご協力をよろしくお願いいたします。
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ベテラン診断士の活動紹介
ベテラン診断士の
条件
会員

秋

松郎

１

はじめに
ベテラン診断士の活動紹介という題名で会報原稿の
執筆依頼をいただきましたが、そもそも、私自身がベ
テラン診断士の領域にカテゴリされるのか？、という
疑問があります。
ベテランとは、辞書によれば、実践に役立つ知識と
経験が豊富な人材のことを表す言葉だそうです。うー
ん・・もう、自分は「ベテラン診断士」のカテゴリに
は当てはまらない気がしてきました（笑）。辞書の意
味とは違いますが、自分自身が中小企業診断士の資格
を取得してからこれまでやってきたことを通じて、私
の思うベテラン診断士の条件についてお話したいと思
います。
２

これまでの活動
中小企業診断士を目指したきっかけは、平成14年頃
勤務していた弁護士事務所の代表弁護士の先生から「何
か資格を取りなさい」
「たとえば、中小企業診断士とか」
と言われたので、その資格を取ろうと思い勉強を始め
ました。当時は、弁護士事務所に勤務して主に民事再
生や破産事件の裁判所手続きの弁護士補助業務に従事
していたのですが、中小企業診断士の勉強を始めてか
ら「今、相談に来ている企業は、破産手続きをする前
にまだできることがあるのでは？」と思える様になり
ました。クライアントの経営相談を弁護士事務所に勤
めながら診断士目線で見ている自分がいたのです。当
時、毎週の様に経営に行き詰った企業のお話を聞いた
り資料を調べたりする作業は精神的につらいこともあ
りましたが、今から思えば、非常に難しい実例に豊富
に接する機会を沢山与えられたと感謝しています。
中小企業診断士に登録したのは、平成19年４月です。
自分の専門分野は、
これまでの就業経験を活かせる「金
融、法務、企業再生」と決めていましたので、診断士
に登録してすぐに大阪府診断協会の金融系の登録研究
会に入会したり、弁護士の勉強会にも事務局を務めて
参加させていただくなど、最初の１年間は色々な勉強
会に参加して知識の補充と人脈づくりをしていました。
当時（平成19年）のカレンダーを見ると、月に15日以
上何かの勉強会に参加したり発表したりしていました。
いつ仕事していたんでしょう？（笑）勉強会の中でも
大阪府診断協会の登録研究会である「企業再生研究会」
には大変お世話になりました。中小企業診断士として
企業再生に関わった様々な事例を勉強する機会を得ら
れただけでなく、研究会活動を通じて知り合った人脈
を通じて「仕事を手伝ってほしい」と言われる機会が
少しづつ増えてきました。
また、研究会の人付き合いを通じて新たな資格「認
定事業再生士（CTP）」の取得にも挑戦することがで
きました（金子様、挑戦する機会を頂きありがとうご
ざいました）
。
ちなみに、企業再生研究会では平成21年４月から代
表を務めさせて頂きました。診断士登録して丸３年し
か経験の無かった私が登録研究会の代表を務めるのは
大きなプレッシャーがありました（代表に推薦して頂
いた方にも勇気があったと思います）が、これまでお
世話になった研究会のためにと思い切って引き受けさ

診断士会報No204v6.indd 8

せていただきました。
ちなみに企業再生研究会の代表は、今年の３月末日
で退任して新代表に交代しましたが、企業再生研究会
の活動を通じて得た人脈は、現在も私の大切な財産に
なっています。
３

心掛けていること
私が独立する際に、私が尊敬している弁護士の先生
から、「秋君、最初の３年間はお金儲けをしようと考
えてはだめですよ」、「稼ぎにならくても世の中のため
になると思える仕事をしてください」というお言葉を
頂きました。当時は、深く考えずに「はい」と答えま
したが、振り返ってみると報酬額の多い少ないに関わ
らずどの様な案件でも自分の全力で精一杯取り組む姿
勢を貫くことで関係者の信頼を得ることが大切だとい
うことを教えて頂いたのだと思います。
現在は、診断士登録から７年目を迎えていますが、
今でも、一見して非常に難しいと思われる経営改善の
ご相談を頂いたときに逃げ腰にならず正面から受け止
めることができるのは、倒産事件に数多く関与した経
験値と独立した際にベテラン弁護士の先生から頂いた
言葉が精神的な礎になっているからです。
４

ベテランへの道
中小企業診断士に限らず、専門家の世界ではベテラ
ン（経験豊富）≒年齢ではありませんよね。飛行機の
パイロットならば飛行時間、外科医ならば手術の回数、
営業マンなら獲得した契約数、中小企業診断士ならば
取り組んだ案件数でしょうか？私たち中小企業診断士
は、顧客企業に対して経営方針、経営戦略、業務方法
について改革、改善という手法で何らかの変化をもた
らす様に助言を行う役割を担います。中小企業の経営
環境が益々多様化、複雑化していく中で、顧客企業に
「変化すること」を助言すべき中小企業診断士が「自
分を変えること」を怠るのは、自らの信用を損なう行
為だと思います。なので幾ら過去の実績が立派でも「自
ら変化することを怠る」人は、信用力を維持できない
という点でベテランという言葉には当てはまりにくい
様に思えるのです。
私自身は、今でも新規案件に取り組む際には精神的
な重圧を感じますし、終了した案件でも細かいミスや
もっとこうすればよかったと思えることが沢山ありま
す。
しかし完璧を目指すのではなく「与えられた機会を
逃さないこと」
、
「同じ失敗を繰り返さないこと」
、
「新
しい手法を取り入れて行くこと」の３つを実直に繰り
返すことが大切だと考えています。
この様に考えると、私の考えるベテラン診断士の条
件には「経験と知識量の豊富さ」だけではなく、初心
を忘れず自分を変え続けることができることも大切だ
と思います。
本稿の結論として「ベテランの条件＝市場の期待（信
用）を裏切らない成果を出すこと」という私的な定義
を提示させて頂いて結びとします（反論、異論大歓迎
です）。
本稿を自分で読み返して改めて自身に当てはめてみ
ると、やはりベテラン診断士への道のりはまだまだ遠
い様です。
略歴
サクラ合同法務事務所 共同代表
金融機関に24年、弁護士事務所に7年勤務
平成19年に中小企業診断士登録後独立。
平成21年認定事業再生士（CTP）登録、主に企業
再生、経営改善指導の分野で活動中。
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ベテラン診断士の活動紹介
「中小企業さんの経営と
ITのお手伝い」

最近は「ITでどう儲けるか」という観点
から、新たな事業展開に伴う情報発信や、販

均

路開拓の一環としてのネットショップ開設な

成り行きで独立して「中小企業のIT導入・

一昔前は「ITは投資が過大な割に効果が

運用支援」の活動を続ける中で、情報系資格

実感できない」と言われたものですが、最近

のひとつとして「中小企業診断士（情報部

では「無料と格安」でも工夫次第で期待通り

門）」に出会い、勉強をはじめました。

の効果が出せる時代になっています。社長さ

会員

●診断士登録の頃

石本

やっています。

どの支援が増えています。

正直「名刺に書くとカッコいいかな」と

んと一緒にいろいろ悩みながら、無料で使え

いった動機だったのですが、３次実習（今の

るCMS（Webコンテンツ管理システム）や

実務補習）で共同作業を始めてみると、グルー

ネットショップ構築ソフトなどを組み合わせ

プメンバーがみんなテキパキとしていて「へ

て売れるための仕組みを作り上げていくよう

え、やっぱり実力のある人たちの集まりなん

な仕事は、あまりお金にならないとしても、

だなあ」と驚いたことをおぼえています。そ

とても充実しています。

ういう「できる」人たちと身近に出会う場が

自分では決して選んでいるつもりはないの

できたということが、中小企業診断士の資格

ですが、そういう意味では、自分で面白いと

を取って一番よかったことかもしれません。

思える仕事ばかりやらせていただいている気

そんなわけで、今でも診断士交流会などの会

がします。

合には、できるだけ参加しようとこころがけ
ています。

●今後について
ITはどうしても「若い人が主役」という

●登録後の仕事
診断士登録後は、様々な出会いの中で、先

イメージがあります。しかし、経営の中で
IT技術をどう活かしていくか、という点で

輩診断士の皆様にいろいろな仕事をご紹介い

はこれまでの様々な経験が強みになります。

ただきました。特に中小企業支援センターの

これからも勉強を怠らず、中小企業様に喜ん

ITサポーターや商工会議所の経営相談員、

でいただけるよう活動を続けていきたいと考

経営指導員といった公的な活動の中では、

えています。

様々な中小企業様と出会いがありました。ま
た、それまでのITに加えて経営全般につい
ての支援をおこなった経験が、現在の活動ス

また、新たな分野についても機会を見つけ
て挑戦していこうと思います。
まだまだ丸くはなりたくないですから。

タイルにつながっていると感じます。
略歴
●現在の活動
現在は、
「中小企業さんの経営とITのお手
伝い」のキャッチフレーズのもと、定期的な
訪問やプロジェクト的な案件などあれこれ
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システムアドバイザー石本事務所代表。
機械工具卸商社にて販売管理パッケージシ
ステムの開発・販売・指導を担当後、1990
年独立。
1999年中小企業診断士登録。
システムアナリスト、ITコーディネータ。
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ベテラン診断士の活動紹介
台所から生まれる
人との絆
会員

大石

ひとみ

■自己紹介
私は、料理講師として社会人生活をスタートし
ましたが、販売、CS、食育などの幅広い業務を
経験する中で、家庭の食卓、家族の食事の大事さ、
それらを通じた子どもの成長の素晴らしさを実
感しました。
今回は、
「台所から生まれる 人との絆」と題
して、ここ数年取り組んできた子どもが自分で料
理を作る“弁当の日”や“こどもクッキング”を
通じた自身の経験を踏まえて、私見を述べたいと
思います。
■子どもが自分で料理をつくる“弁当の日”
最近、家庭の食卓が乱れ、壊れてきていると言
われています。
具体的には、家庭における食生活のさまざまな
実態を明らかにした『家族の勝手でしょ！』（岩
村暢子著：新潮社）などに指摘されているとおり、
お菓子を朝食にする子ども、昼食を一つのコンビ
ニ弁当ですませる母と幼児、夕食にそれぞれが好
きな惣菜や弁当を買ってきて食べる家族などの
問題が顕在化しています。
また、そのような変化の中で、食事や弁当を家
庭でつくるといった以前は当たり前だった日常
生活、習慣が、失われつつあります。
食育活動に携わる中で、このような現実に直面
すると共に、食を通じて、家庭、社会、ひいては
人と人の関係をより良いものにできないかとの
意識から、次の“弁当の日”を地域に紹介する取
組みをスタートしました。
○“弁当の日”とは
献立・買出し・料理・後片づけまで、子どもた
ちが全てを行うという取り組みで、親は手伝いま
せん。この試みは、2001年に香川県の滝宮小学校
で、当時校長だった竹下和男先生が始められ、今
は全国に広がっています。
「弁当の日」を実践する学校は全国で1200校を
超え、着実に増えているようです。大阪府下では
３校になりました。中には「弁当の日」を一般企
業が実践されている例もあります。
○“弁当の日”を通じて得られること
家庭の中の会話が増えて、子どもたちがたくさ
ん褒められるようになります。
卵焼きをつくったら全部を弁当には入れませ
んから、残った卵焼きは家族と一緒に食べます。
子どもは「良くできたね」
「頑張ったね」と褒
めてもらい、自信をつけて頑張ろうと思います。
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また、学校では、朝から教室で弁当の見せ合い
で盛り、食事づくりの大変さを知った子どもたち
は給食を残すこともなくなるそうです。
現代は、安くて美味しい弁当がどこでも簡単に
買える時代ですが、あえて手間と時間をかけてつ
くることでいろんな意味や効果が生まれます。
弁当づくりの効果として、感謝し、感謝される
心や自己肯定感が育ち、人の気持ちを読み取ろう
とする力、そして、セルフコントロールやマネジ
メント力が身につくとまで言われています。
■“弁当の日”や“こどもクッキング”を通じて
感じたこと
“弁当の日”を地域に紹介する取組みをきっか
けとして、共感、共鳴された素晴らしい方達とと
もに、５～６歳からの“こどもクッキング”を開
催するようになりました。子ども達の自己肯定感
が育まれ、成長されている姿に大人たちは感動し
ています。
子どもたちが料理をすることによって、自分が
つくった料理が食べ残されたらどんなに悲しい
か、逆に「美味しい」と喜んで食べてもらうこと
がどんなにうれしいことかを実体験して、きっか
けとなって行動や考え方が変わる子どもたち。
実際に“弁当の日”を実施された結果として、
親子の関係や友達との関係が劇的に改善される
場面を目の当たりにしています。
このように「人に喜ばれることがこんなに嬉し
い」といった経験、
「相手に喜んでもらいたい」
といった人間だけが本来持っている素直な感情
こそが、人を育み、明るく豊かな社会や生活を構
築する礎、原動力になるものと考えられます。
同時に、企業活動において重要な「顧客満足」、
「お客様視点」、「パートナーシップ」等の基本、
日本の文化であり価値観
である「おもてなし」の
心は、観念論や方法論で
はなく、このような実体
験や活動の積み重ねに
よって築かれていくもの
と考えています。
微力ですが、未来の社
会に向けて、少しでも社
会に貢献できればと精進
してまいります。

略歴

京都府立大学生活科学部食物学科を卒業後、
料理講師として入社。
営業部門に配属後、H8年診断士の資格取得。
１男の母。
現在の仕事は、食育と環境教育を主なテー
マとした地域向け広報活動。
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ベテラン診断士の活動紹介
仕事とプライベートを
分けて考えてはいけない：
両方楽しいことが重要
会員

大庭

みどり

こ れ は、 シ ア ト ル のPIKE PLACE FISH
MARKETで働くSamuel Samsonに言われた
言葉です。
「Fish」という本を読んで、その
舞台であるこの魚屋さんに行きたいと思いま
した。ちょうど、マリナーズのイチローの試
合もシアトルで開催されるので、友人と二人
で行きました。2009年の９月のことです。こ
の魚屋さんの映像はテレビで見た記憶があっ
たのですが、魚や蟹をポイポイと楽しげに投
げたりキャッチしたり、お客さんも巻きこん
で楽しげに仕事をする、本に出てくるのと同
じ光景を見る事ができました。何度か見に
行って、帰る前日の夕方にスタッフと一緒に
写真を撮ることができました。お話しを聞き
たい、というと「明日の10時に休憩に入るか
らヨーグルトを持ってきてよ」と言ってくれ
ました。ところが、翌朝行ってみるとテレビ
カメラが入って撮影をしていて、昨日のス
タッフは店の奥の方から手を振ってゴメン、
というポーズをしました。友人と「残念だっ
たね」と話をしながら撮影風景を見ていまし
たら、話しかけてきたスタッフがいました。
Samuel Samsonと い う こ の お 店 のHPで
No. ３に出てくるスタッフでした。
「何回も
店に来てくれてありがとう、気が付いていた
よ。ちょっと話しをしよう」と声をかけてく
れたのです。分かりやすい言葉で話してくれ
たので、内容が理解できました。しばらく立
ち話をしていたのですが、その中で一番印象
深かったのは、「仕事とプライベートを分け
て考える人がいるけど、それは違う。プライ
ベートが楽しくないと仕事も楽しくない。仕
事が楽しくないとプライベートも楽しくない。
だから、両方とも楽しんでやることが大切な
んだ」と話してくれたことです。
時々、このSamuelの言葉を思い出します。
私は仕事とプライベートと両方とも楽しんで
いるだろうか、と。
今年の３月に３回目の登録更新をし、いつ
の間にか独立して15年が経ちました。その間
にいくつか、転機になった事柄があります。
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１つ目は、独立２年目に中小企業大学校広
島校で創業支援研修の講師をしたことです。
ちょうど、創業セミナーが盛んに開催され始
めた頃で、それ以来創業セミナーのご依頼を
たくさん頂くようになりました。２つ目は平
成14年に大阪府立大学大学院へ入学したこと
です。研究テーマは創業支援とし、自分なり
に創業支援について研究を深めること出来た
ように思います。３つ目は、大学で講師を始
めたことです。追手門学院大学で簿記論の講
師をしていて、今年で８年目です。また、大
阪府立大学大学院でも講師のご依頼を受け、
毎年１回だけ担当しています。大阪府立大学
の 学 部 で も 年 に ８ コ マ 程 度 で す が、 ベ ン
チャー論の講義を担当しています。大学の先
生を始めてから、セミナーで声が以前より大
きく出るようになりました。ボソボソしゃ
べっていては、学生は聞いてくれませんから。
今から思い返すと、最初の10年はとにかく
必死でした。報告書を書くのに時間がかかり、
夜中まで書いていました。セミナーのレジュ
メやパワーポイント作成にも最初のころは時
間がかかり、予行演習を何度も時間を計って
やっていました。ところが、10年を過ぎたこ
ろからか、なんとなく肩から力が抜けるよう
な感覚を覚えたのです。何とかなる、という
ような、力まなくても出来るような気がして
きたのです。やっと、一人前に近づいたのか
なあ、と自分では感じています。10年かかっ
たんだ。
コンサルタントになってまだ日の浅いころ
に、ある先輩にこう言われました、「勉強し
ながらお金がもらえる、コンサルタントは良
い仕事だろ」。「自信がなくて内心はドキドキ
していても、勉強して調べて行くのだから胸
を張って行け」。
診断士のほかに税理士の資格も持っていま
すので、経営と会計の分野で、Samuelが言っ
てくれたように関与先が「仕事とプライベー
トの両方が楽しめる会社」になって欲しいと
願いながら、仕事をしています。
略歴

大庭税理士事務所 所長
（有）ジェイド・コンサルティング 代表取
締役
追手門学院大学非常勤講師、大阪府立大学
非常勤講師
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ベテラン診断士の活動紹介
ワクワクを追い求めて

読みたくなったでしょ）。
そして、物語のネタが切れないように、
日々、診断士として、新しい支援テーマ・支
援手法に取り組んでいるといっても過言では
ない。
会員 小野 知己
【アクセス数の変化】
【
「ベテラン診断士」って何？】
近年、様々なキーワード検索から、個々の
「ベテラン診断士の活動紹介」というお題
コンサルティング物語へのアクセスがある。
をいただいた。さて、困った。なぜなら、コ
月２回、アクセス数の多いコンサルティング
ンサルタントという仕事は、毎日が「未知と
物語ベスト５を掲載しているが、ベスト５の
の遭遇」だから、私にとっては、毎日が新米
変遷は、時代の変化を表していると感じる。
（お米じゃないよ）診断士。そこで、「ベテラ
導入初期は「バランス・スコアカード（以
ン＝継続している」と考えて、私のライフワー
下BSC）」に関連する戦略系のテーマが上位
クである「コンサルティング物語」を紹介し
にきていた。一方、最近は、「ワクワクする
たい。コンサルティング物語の詳細はEME
会議…」「事業変革の…」「社員主導の…」と
のHP（http://www.emejp.com/） を 参 照 願
いうテーマが上位にきている。弊社のHPだ
います。
けの傾向であるが、明らかに、
「戦略系」のテー
【
「コンサルティング物語」に対する想い】
マから、「企業文化」や「組織の活性化」に
コンサルティング物語がスタートしたのは
関するテーマに、アクセスが移行している。
2002年（平成12年）である。当時、中小企業
【Let'sワクワク】
診断士の認知度も低く、中小企業の経営者は、
弊社のコーポレートスローガンである。
中小企業診断士を「屋根診断士」や「宝飾診
BSCを導入したクライアント企業の社長から、
断士」などと同等にとらえていたのではない
次の相談を受けた。「BSCを導入して、２年
だろうか。私は、中小企業診断士の存在や活
間は業績も向上した。しかし、３年目の今期
動を身近に感じてもらいたくて「コンサル
は、業績の伸びが期待できない。BSCと業績
ティング物語」の掲載を始めた。
の間に、何か橋渡しするものが必要ではない
か。」私は、この社長から最も大切な「会社
EME「コンサルティング物語」は、コン
の価値観や社員の意識の変革がないと、会社
サルティングの現場を物語風にアレンジし
は変わらない」ことを教わった。では、どの
たものです。コンサルタントの役割を身近
ような会社に変革するべきなのか。それが、
に感じて頂けるように、EMEの新しいチャ
「ワクワクする会社創り」である（EMEの夢
レンジです。
「ワクワクを追い求めて」もHP参照）。従って、
今でも、「コンサルティング物語」の冒頭
コンサルティング物語の上位のテーマの変遷
に掲載されている言葉である。
は、私の意図した通りとなっている。
そして、コンサルティング物語を記載して
ベテラン診断士は、ワクワクを追い求める、
から13年。直接、クライアント企業や関係企
夢追い人だったのです。
業のことを書けないので、支援事実に基づき
略歴
ながら、複数の企業の事例を組み合わせたり、
平成６年登録。昭和53年 サントリーに入社。
別の業界の話に転換したり、さまざまな創作
その後、コンサルタント会社、内装業を経て、
平成６年独立。平成13年EMEコンサルタン
を繰り返し、今は、18話目に突入している（こ
ツ㈱を設立、代表取締役に就任。現職。
こまで読んだ方は、コンサルティング物語を
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ベテラン診断士の活動紹介
プロセス、スキル、
ツールの支援
３点セツト

力（それを「気づきの引力」と呼んでいます）
を身につけることができました。
私は、企業様にお伺いする際にいつも、パ

康之

ソコン、プロジェクター、スクリーンの３つ

企業内にいました45歳の頃、このまま定年

のツールを持参しています。経営者の方の発

になっても元気だろうし、何をしようかと迷

言をパソコンに入力して、プロジェクターで

い、地元で企業経営のお手伝いができればと

スクリーンに映し出していきますと、発言が

考えました。そのためには、資格が必要なこ

発言を呼び経営者の方のコアの部分が浮き彫

とがわかり、55歳の時に中小企業診断士の資

りになってきます。

会員

尾上

けたことで、経営者の方の気づきを引き出す

格を取得しました。定年後、中小企業支援に

このプロセス、スキル、ツールの３点セッ

熱心な豊中商工会議所をご紹介いただき、そ

トを生かすことで、経営者始め参加者の総意

こで2003年から公的支援を中心に活動を開始

を結集して、経営戦略、経営革新計画、知的

し、現在も、経営革新等支援機関としてお手

資産経営報告書、創業計画書を作成すること

伝いをしています。

ができます。このやり方は体系的なまとまり

支援内容は、経営革新、創業、知的資産経

の中で何をやるべきかが明確になり、参加者

営などですが、当初から支援プロセスが確立

の意欲的な活動を引き出せます。実務補習の

できていないことに悩んでいました。

尾上班でも指導員として活用しており、この

当時、脚光を浴びだしたバランス・スコア
カード（BSC）のプロセスを中小企業向けに

８月で10回目になりました。
今後はさらに３点セットに磨きをかけて、

アレンジしようと診断士仲間に働きかけて、

地域の企業経営のお手伝いに邁進する所存で

2004年にBSC研究会を立ち上げました。支援

す。

実験に賛同してくださる企業様に集まってい
ただき、会員がチームを組んで１年間にわ

支援ツール

たって戦略立案のお手伝いをしました。そこ
で得た戦略立案プロセスと支援ノウハウを論
文としてまとめ共有化を図りました。６年間
の活動で所期の目的を達成しましたので、
2010年にBSC研究会を解散しました。ここで
得たプロセスとノウハウはその後の、中小企
業支援に大いに役立っています。
さらに、このプロセスをすすめていくうえ
で、コミュニケーションスキルが必要と考え、
コーチングのトレーニングを受けました。こ
れまでは論理的でロジカルな分野が中心でし
たが、コーチングは情緒的でエモーショナル
な世界であり、大変な戸惑いがありました。
しかし、２年間みっちりとトレーニングを受

診断士会報No204v6.indd 13

略歴

2001年 帝人株式会社定年退職
おのえ経営事務所開設
2003年 大 阪 豊 能 地 域 中 小 企 業 支 援 セ ン
ター（豊中商工会議所）
経営革新サポーター
2013年 経営革新等支援機関
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ベテラン診断士の活動紹介
「カード討議法」は
いかが？
会員

河合

眞起人

「三人寄れば文殊の知恵」とは、聖徳太子
が説かれた「衆議による賢い知恵の出し方」

実行性などとされていますが、カードを使う
と、討議で交わした内容が物理的に残るため
①“おとなしい人”の意見の散逸、埋没が防
げる②討議の方向が偏った場合も修正しやす
い③全員の参加意識を持たせやすい④レ
ビューしやすい、など、中身の濃い討議が可
能となります。討議参加者に当事者意識を強
く植え付け、前向きの行動を引き出すなど内

であり、我が国独自の手法といえます。近年
の心理学用語で言えば「集団討議・集団決定」
といえましょう。実は、この手法にカードを
使用すればその効用はさらに大きくなりま
す。
、私は、中小企業支援の過程でも工夫し
ながら「カード討議法」を活用しています。
「カード討議法」とは
簡単に言えば、グループで課題形成、アイ
デア抽出を討議する際に、参加者が自分の持
つ情報や意見を１件ずつ１枚のカードに記入
し、そのカードを互いに披露しつつ討議、整
理し、グループで結論を導き出す方法です。
私たちが中小企業を支援する際のテーマは、
様々ですが、従業員を巻き込んで進めたいス
テージでは、とくに「カード討議法」は威力
を発揮します。
私のやり方は概ね次の通りです。主役は討
議者達（討議グループメンバー）であり、支

発力を高めます。“支援者”側も、ヒアリン
グ調査や資料調査では分からない“企業の実
態”が見えてくる、などのメリットがありま
す。
海外企業でも使ってみた
以前、東欧の国にJICA専門家として派遣
された際、現地の企業で経営革新戦略の立案
支援で「カード討議法」を試みました。日本
で実施する場合のように“背中で聴く”こと
はできませんでしたが、彼らが書いたカード
を通じて理解しながら、必要なアドバイスを
することができました。外国人のグループ討
議の場合にも使えることが分かったのは、大
いなる収穫であり自信となりました。その後、
この企業からテーマを変えて再び支援依頼を
受けましたが、カード討議法の効用が認めら
れた証だと思っています。
人材育成・活性化にも貢献できる

援者たる私の役目は討議者達が円滑に討議が
できるようにサポートすることです。とくに
①討議が効果的に進むように「テーマ」に応
じた技法の提供（ブレーンストーミング法、

外国企業との競争も激しくなりますが、我
が国企業の強みとすべきは“ヒト”です。個々
人の独創的なアイデアや行動力の重要性は言
うまでもありませんが、他方、衆知を集め、

連関図法、系統図法、ほか“言語データ”を
扱う技法）②討議者本人たちが主体者意識を

合意を形成する、また、その過程で相互研鑽
もできる「カード討議法」は人材育成・活性

持つように仕掛けなどの環境を整えること、
そして、③私は直接討議には入らず、彼らの
討議を“背中で聴きながら”必要なアドバイ
スは極力短く行うよう心掛けています。

化にも貢献できるはずであり、今後とも大い
に活用していきたいと考えています。

カード討議法の特長
「集団討議・集団決定」の良さは、各メンバー

鉄鋼メーカーにて生産・品質改善業務、情
報システム開発業務に従事
平成12年河合経営事務所設立
平成11年中小企業診断士登録
（総合旅行業務管理者、ISO品質審査員補）

が持つ内外の情報や問題意識の共有化、アイ
デア抽出での相乗効果、集団決定した結果の
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ベテラン診断士の活動紹介
「是非・時々・老後」

会員

佐々木

宏

◆「是非・時々・老後」の精神
「初心忘るべからず！」多くの人が、初め
てのステージに立つときの常套句として使用
する有名なフレーズである。言うまでもなく、
志を立てたときの初心は忘れてはいけないと
いう意味である。出所は世阿弥が40歳を過ぎ
てから約20年間にわたって段階的に芸の心得
を書き綴った「花鏡」である。しかし、世阿
弥の言う「初心」には、一般的に使われてい
る初心だけでなく、３種類の初心がある。こ
れが「是非、時々、老後」の初心である。是
非とは若いときの未熟の自覚、時々とは修行
の時々での初体験の緊張、老後とは老熟の後
も初めてのことに取り組む意欲の意であり、
人は常にその時々での初心を忘れてはならぬ
との教えです。振り返って自分自身について
言えば、当初社会保険労務士として独立、そ
の後、業態転換（？）を目指し、平成６年に
中小企業診断士として登録、以後コンサルタ
ント業を続けているが、今だにとても老熟の
域には達せず、せいぜい時々のレベルである。
対顧客との関係でも、従来手法の押し付けを
優先し、ややもすれば緊張感を欠く場面が多
く、冒頭の世阿弥の教えは耳に痛く感じてい
る。しかし、今後ともコンサルタント業を続
けていく限りにおいては、「是非・時々・老後」
の精神は、片時も忘れず、胸に深く刻み込ん
でいくつもりである。
◆診断士としての自立
当初、社会保険労務士として独立開業をし
たが、自らの勉強不足もあり、顧問先との間
においては、定型業務が中心で業務内容に物
足りなさを感じる日々であった。40歳を過ぎ
た頃、
「不惑の人生」に目覚め、書店で中小
企業診断士資格の詳細を知り、これぞ天職（転
職ではありません！）との思いを抱き、３年
後に資格を取得することができた。当時、既
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に社労士事務所を開業していたので、ある程
度の顧客はいたが、コンサルタント業務につ
いての実践的知識はなく、それから後は「見
よう見まね」の状態が続いた。コンサルタン
トとしての自立に当たって、大きな幸運が2
つあった。１つは、診断士の実務補習を指導
していただいたK先生との出会いであった。
実務補習終了後、K先生の要請の下、自分自
身の事務所運営の傍ら、その後、数年にわた
りK先生のコンサルティング業務の補助をさ
せていただいた。他の１つは、ほぼ同じ時期
に独立した診断士仲間との出会いである。こ
の出会いは、自分にとっては正に人生におけ
る邂逅とも言うべき出会いであった。彼らと
は、その後しばしば共同で仕事をさせていた
だいた。その都度、大いに薫陶を得、また時
には（度が過ぎる程数多く）昼夜問わずの交
流を楽しんだ。メンバーは皆、自分より年下
であったが、学ぶべき点は自分が一番多かっ
た。K先生には是非の精神、仲間の皆様には
時々の精神を感じずにはおれない。
◆ベテラン診断士の一言
自分自身、技量面においてベテランと言う
には違和感を感じざるを得ないが、タイトル
の性格上、お許しをいただきたい。
自身、個人的には、企業の現場で次のことを
心がけている。
①言葉を磨く（自分の言葉で話す）
②独自の手法、手順を考える（そのためには
仕入れが大切）
③相手に応じたレベルで話す（難しいことは
易しく、易しいことは奥深く）
④一専多能型スタイルを目指す
⑤すごいことをさりげなくする（言う）
⑥常に価値＞価格の意識を持つ
何れも、現場で身をもって感じた教訓である。
若い診断士の皆様の御参考になればと思う。
略歴

商事会社勤務後、昭和63年佐々木労務経営
事務所創業、平成６年中小企業診断士登録、
平成13年㈱サンミ経営設立
（一社）大阪中小企業診断士会 理事
大阪経済大学 大学院非常勤講師
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ベテラン診断士の活動紹介
チャンスは通り過ぎる
特急電車
会員

水谷

哲也

■あとさき考えずに独立
「先輩、やっぱり寒いっすねえ」
「新聞とは違うからな」
大学卒業後、就職したのがシステム開発会
社。スケジュール通りに開発は進まず、つい
に会社に泊りこみに。冬、暖房がきれたオ
フィスで震えながら『そうだ新聞を巻いて寝
ている人がいるから紙を巻けば暖かいんだ』
という我ながら優れたアイデアが！
さっそく先輩とリスト用紙を体に巻いてみ
ましたがゴワゴワするだけで、ちっとも暖か
くなりませんでした。で、冒頭の会話に。
そんなこんなでシステム開発を行っていま
したが、やがてITを教える教員に転職。教
員になり10年たった頃、早期退職すれば退職
金が割増される魅惑的な制度が発表。（経験
者談：目先の金に釣られてはあきません）
あとさき考えずに『水谷IT支援事務所』
で開業届を出し、個人事業主になりました。

■中小企業支援センターのマネージャーに
今は月間総利用者数が2,950万人を超える
総合情報サイトになりましたが、まだまだベ
ンチャーだったAll Aboutというサイトで『企
業のIT活用』のガイド募集を見つけ応募。
また三重県産業支援センターのホームページ
でたまたまマネージャー募集を見つけ応募、
採用されました。応募しても面接で落とされ
ることもあり全勝とはいきませんが８勝７敗
で勝ち越すことを心がけております。
ご縁があり今は三重県産業支援センター、
名古屋市新事業支援センター、ひょうご産業
活性化センターの窓口相談や専門家派遣の
コーディネートをしています。創業者には計
画性をもった開業をすすめています（笑）。
■えっ、殺人犯！
中小企業支援センターの窓口には本当にい
ろいろな方が相談に来られます。一番驚いた
のが殺人犯。ある日、新聞に殺人事件の容疑
者の顔写真が出て、どっかで見た人だなと
思ったら、よく社長さんと一緒に販路開拓の
相談に来られていた女性の方。驚きました！
ほかにも元プロ野球選手の創業相談など一
風変わった相談もあります。

■チャンスは通り過ぎる急行電車
個人事業主になったのはよいものの、食い
扶持は自分で稼がねばなりません。そこで思

■チャンスが急行から特急電車に
ITの進化で携帯やメールでの仕事の依頼
が多くなり、ますます即断が求められます。
チャンスが通り過ぎるスピードがどんどん

い出したのが昔、読んだ本の言葉。
『チャンスというのはね、ドアが目の前で

スピードアップし、いまや急行から特急電車
に。皆さんもチャンスと思ったら、しっかり

開いて、さあお乗りなさいというように止
まっている列車じゃないんだよ。チャンスは
ホームを通過する急行電車のようなものなん
だ。
』

飛びついてゲットしてください！

と言いましても凡人にはチャンスかどうか
は後でなければ、わかりません。そこで目に
ついたものは全てチャンスと考えチャレンジ
することとしました。
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1960年 三重県生まれ。
2002年に水谷IT支援事務所を設立し、所長
に就任。三重県産業支援センターなどで経
営、ITを中心に累計3,000件以上の経営相談
を行う。All About「企業のIT活用」で330
本以上の記事を配信中。
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ベテラン診断士の活動紹介
ビジネス・インキュ
ベーション（BI）に
おける起業支援活動
会員

山本

裕司

皆様 こんにちは、山本裕司です。私は、
主にビジネス・インキュベーションにおいて、

て起業者との「信頼関係」が大切です。その
ため、日々、起業者とコミュニケーションを
取り続けています。今どんな活動をしている
か、売上はどうか、体の調子はどうか、従業
員の様子はどうか等、毎日の訪問、廊下・休
憩室での立ち話等、ちょっとしたコミュニ
ケーションを大切にし、信頼関係を築くよう

起業者の支援を実施しています。
にしています。起業者との日々のコミュニ
「ビジネス・インキュベーション」（以下
ケーションを通じて、さりげない会話から事
BI）とは、起業者に、事業活動に必要な事
業上のさまざまな課題を発見できるからです。
業計画、販路開拓、資金調達、ビジネス法務、
労務、リスク対策、ビジネスマッチング等の
２．様々な視点からの質問をする。
支援を実施し、一定成長の段階まで「起業者
起業者と違う視点、とくに顧客視点からの
を支援する一連のシステム」のことを指しま
質問を積極的に投げかけるようしています。
す。BIの最大の使命は、起業・新事業を促
事業内容、商品・サービスについて、顧客
進して、地域経済に活性化をもたらすことで
の何を満たすものか、顧客がその商品をどう
す。BIにおける起業支援メニューは、実に
使いどう感じるのか等、別の角度からの質問
様々です。経営相談、各種セミナー・勉強会、 を投げかけ、本人に「気付いて」もらうよう
交流会の開催、家賃補助、出展補助等、事業
にしています。
発展に必要なありとあらゆる支援を実施して
います。そのなかで、私は、インキュベーショ
３ 起業者の「納得」
ン・マネージャー（以下IM）として、直接、
事業の主体は起業者です。私から様々な提
入居者（起業者）と接して、必要に応じた支
案・助言をしますが、最終決断者はあくまで
援を実施していく立場にあります。
起業者です。結果はどうであれ、起業者が納
IMの主な活動は、毎日の入居者訪問や窓
得した決断を重視しています。起業者自身が
口相談、月１～３回程度の面談、マッチング
「よし、これでやってみよう」というものです。
（専門家、販路開拓先へのつなぎ）、入居審査
（書類審査、面接審査）、セミナー・勉強会の

私の場合、この「納得」を大切にしています。
IMはあくまで支援者・伴走者だからです。

開催等です。
私が所属するBIは、ものづくり、IT、教育、
医療・福祉、建築等と多岐にわたり、その相
談内容も実にさまざまです。

BIにおけるIMの大切な役割は「事業を支
援する、成長を促す」ですが、とくに起業段
階においては、「事業＝人」で、「事業支援は

特に相談が多いのは、販路開拓、資金調達、
事業計画、法務、補助金申請等ですが、時に

人の支援」そのものです。これを最優先にし
て日々 BIで支援をしております。

は、プライベートな相談に及ぶこともありま
す。私が日々、支援する際に重視しているこ
とが次の３点です。
１．起業者とのコミュニケーション作り
いい支援をしていくには、そのベースとし
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大学卒業後、民間企業から市役所を経て、
独立。得意分野は起業支援、ワークショッ
プ（プレゼンテーション、新商品開発）
2002年２月 中小企業診断士登録
JBIA認定シニアインキュベーション・マネー
ジャー
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最先端ビジネス研究会

１．研究会の概要
名

称：最先端ビジネス研究会

発

足：平成13年４月１日

士

会員数：33名（平成25年６月末現在）

てのスキルアップを図っています。
（２）開催
毎月の第一水曜日午後６時半から８時まで
です。会場は、大阪府中小企業診断協会の会
議室です。終了後、希望者で１時間程度の懇

２．研究目的

親会を開催して親睦をはかっています。

私達中小企業診断士が、「中小企業にとっ
てなくてはならない存在になりたい」という

４．メンバー

思いから、時代の最先端のビジネスを研究し、

会員は、経験豊富なベテランから若手まで、

その活動を通して、中小企業診断士としての

男性・女性、独立診断士と企業内診断士と多

専門能力を高めていこうとするものです。

士済々です。
当研究会では、見学者の参加も歓迎してい

３．研究活動
（１）概要

ます。中小企業診断士としての専門能力を高
めたい方は、是非一度参加してみてください。

会員メンバーや外部講師による様々な視点
からの発表やフィールドワークを通じて新し

＜連絡先＞

いビジネスの現状や可能性を中小企業の立場

代

に立って研究しています。

メール：ke-ota@rapid.ocn.ne.jp

昨年度は、「大阪阿倍野地区再開発におけ

電

表：太田 恵太郎

まで

話：080-6101-9814

る商店街及び中小商業の活性化」をテーマに
取り上げて提言書にまとめました。商店街の
リーダーの方々や行政（阿倍野区役所）に提
言しました。右上の写真は昨年７月に、今話
題の近鉄アベノハルカスに取材に行った時の
ものです。24階から外の様子を撮ったもので
す。右下の写真は、研究会での意見交換の様
子です。
過去にも、ロボットの研究をはじめ様々な
最先端のビジネスについて調査研究活動を
行ってきました。本年度は、「BCPと中小企
業」をテーマに研究しています。
また、統一テーマとは別に、会員個人がこ
だわっているテーマについて自由な形で発表
して、みんなで意見交換しています。中小企
業診断士としての考え方や仕事の仕方につい
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研究会活動報告
１．研究会の目的
創業・経営革新戦略の策定など新事業活動
の推進プロセスと、それを効果的に推進する
ための支援ツールの研究をすることを目的と
しています。
２．活動日程と場所
・毎月第１月曜日の18：15 ～ 20：30に大阪
市中央公会堂にて定例の研究会を開催
・８月と12月とは懇親会を開催
３．主な活動の歴史
・平成17年２月発足
・以降、毎月１回の研究会を開始し、経営革
新・ビジネスモデル革新について研究を継
続。
・平成19年度 研究成果を研究論文「経営革
新で会社が変わる！」として纏める。
・平成21年度 研究成果を研究論文「ビジネ
スモデルの調査・研究」として纏める。
・平成23年度 大阪支部会報平成24年１月号
に研究内容を「ビジネスモデル診断と革新」
として紹介発表。
４．メンバー
現在、会員数25名で、個性的なメンバーぞ
ろいで、楽しく活動しています。毎月の例会
は、通常10 ～ 15名の参加です。
５．これからの取組み
平成25年度は、研究活動を深化させること
を中心に、これまでに纏めた研究成果を実企
業に適用し、その支援手法の深耕を図ること
など、下記の取組みを進めます。

断

士

（ 19 ）

事業革新研究会
◎「ビジネスモデル革新」手法の深耕
ビジネスモデルの変革を志向する際に、
最も重要性が高く、しかも大きな効果が期
待される「顧客価値の創造」手法に焦点を
当てた研究活動を推進します。
◎自由テーマ発表
月例の研究会では、毎回１名が約60分間
の持ち時間にて、持ち回りで自由テーマを
発表し、メンバーとの意見交換を図ります。
◎「ビジネスモデル診断と革新」プロジェク
ト
中小企業を対象に、希望する研究会メン
バーによるチーム方式で実企業のビジネス
モデル診断を実行し、その革新を支援する
とともに「ビジネスモデル診断」手法の研
究活動を推進します。
◎中小企業診断協会または他のメディアでの
発表
機会が生じた場合、メンバー全員または
希望者により発表活動を行う。
このような活動を通じ、
⇒真に中小企業経営者のお役に立てる
⇒研究会であり、支援メンバーであることを
目指しています。
当研究会は、共に楽しく研究していく新し
いメンバーを募集中です。
入会申し込みは 代表吉本まで
TEL 06-6673-7337
Mail yoshimoto@osaka.cci.jp
URL http://www.jigyokakushin.com

メンバー紹介

平成25年９月２日に撮影。
後列左より、冨尾勝巳、小路一、園原昌一、
佃浩輝、中上義春、川北日出夫、影山貴俊、
品川聡、前列左より、吉松敏夫、山元岳司、
吉本一臣、海藏三郎、坂野圭吾、藤本義彦、
若松敏幸
（当日欠席）花谷充愉、浦田裕子、柿原泰宏、
種 本 晴 行、 辻 岡 修、 高 岸 秀 滋、 大 串 隆 史、
橘善輝、田坂薫、迫間俊治
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交流会活動報告
１．カ三の会について
カ三の会（かみのかい）というネーミング
は、定例会を実施する「第三火曜日」から
とったのですが、なんとも申し上げるのも
畏れ多い「カミ」を使わせて頂きました。
会員は大阪府中小企業診断協会の18名で構
成され、独立診断士と企業内診断士が６対４
の割合です。経営コンサル、技術コンサル、
税 理 士、 製 造 業、 サ ー ビ ス 業 か らIT系 と、
また事業拠点も大阪以外にも、京都、神戸ま
た奈良と幅広く、皆さん大阪府協会のネット
ワークを求めて参加しています。
また協会の各種登録研究会と重複参加する
などバイタリティのある人が多く、交流会の
活気につながっています。
２．定例会の内容
定例会では、毎月第三火曜日にマイドーム
大阪の協会のオープンスペースにて、２名で
任意のテーマで発表をするという形で進めて
います。各自が自身の専門または興味のある
分野を中心に、独自の切り口で発表すること
で、毎回様々な業界特有の話が聞ける面白さ
が交流会のウリです。
６月から開始していますが、今までのテー
マは「クラウドコンピューティング」「自動
車製造業の動向」「ユニークなビジネスモデ
ル」「ビッグデータとビッグデータ的思考」
「わざと小さな失敗を経験することで大きな
成功を引き寄せる方法」「下請け形態の製造
業における製品開発の課題」等々で、様々な
分野から、各発表者の知識・経験・ノウハウ
が披露されています。

カ三の会

つも時が経つのを忘れさせてくれる場となり
ます。
４．これからの活動
これだけの幅広いメンバーで情報交換や討
論、交流ができるというのは、本当に有難い
環境だと思います。過去の交流会の経験者や
14年にもわたる長期経験者がいる事からもそ
の魅力がよく分かります。協会の規則による
と、診断士交流会の目的は、「協会会員の交
流を通じて人的ネットワークづくり、相互啓
発、異業種の学習等を行うこと」となってい
ます。まさに中小企業診断士という業界・職
種を限定しない特異な資格であるからこそ実
施できる「異業種交流会」であり、診断士資
格の醍醐味ではないでしょうか。
引き続き「カミ」様にあやかって、皆で「参
加させて頂く」「発表させて頂く」「勉強させ
て頂く」気持ちで活動に取り組んでいきたい
と思います。
ゲスト参加を経て、途中から加入した人も
いますので、興味ある方はぜひお声かけ下さ
い。

３．懇親会
定例会後の懇親会も、大きな楽しみの一つ
です。定例会での質疑応答では十分に掘り下
げる事ができなかった議論ができたり、テー
マから派生した知識や業界情報の交換、また
趣味の話で盛り上がったりと、定例会同様い
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交流会活動報告
「電機業界交流会（６月発足）活動紹介」
会員

玉野

眞弘

今年６月に発足したばかりですが、大阪か
ら電機業界を元気にしようと、とても積極的
な雰囲気で盛り上がっています。
１．
「電機業界交流会」について、
当会は電機業界及びサプライチェーン関連
企業に所属する関西在勤の企業内診断士の交
流会で、大阪府中小企業診断協会 会員23名
（８月現在24名）で発足しました。６/14の発
足式から毎月第二週の18：30に開催していま
す。メンバーは仕事が終わって直ぐに「マイ
ドームおおさか」に駆けつけるハードスケ
ジュールにも関わらず、参加人数も初回の勢
い の ま ま（ 懇 親 会 も 合 わ せ る と、 そ れ 以
上！？）で、メンバーの皆さんの参加意欲の
高さと行動力の強さに、正直なところ驚いて
います。

断

士

（ 21 ）

電機業界交流会
などです。これらは、電機業界関係者または
各人の診断士活動にとってとても興味深い内
容であり、普段は知ることが出来ない貴重な
内容です。発表後の質疑応答では、発表者と
質問者間だけではなく、参加メンバー全員が
お互いに意見交換をして、積極的に自己スキ
ルを高めようとしています。また、発表者は
日常業務がある中での発表準備に苦労されて
いますが、発表後の積極的な意見交換によっ
て、発表者自らもスキルアップできる有意義
さを感じています。発表者のエントリーは、
積極的にご自身から立候補頂いています。
３．今後の活動に関して、
当交流会の目的は、「メンバー同士が経験
と知識を持ち寄り、メンバー相互がスキル
アップしつつ業界内の横のつながりを強める
ことによって、関連する中小企業の経営に貢
献する」ことです。メンバー皆さんのさらな
るスキルアップを目指して意見交換を進めつ
つ、私たち電機業界関係に属する企業内診断
士ならでは何等かの形で中小企業支援に携わ
り、ゆくゆくはシンポジウムの開催や出版活
動などにも取り組み、活動を拡大しようとし
ています。具体的な活動は「大阪から電機業
界を元気にしたい」というメンバーの熱い想
いを軸にして検討していきたいと思います。

（最後に）
参加メンバーは、勤務会社も年齢もバラバ
２．現在の活動内容について、
ラですが、垣根を感じない雰囲気です。自然
メンバー同士のスキルアップを目指し、毎
に恒例になりつつある懇親会でも楽しく意見
回２人がノウハウや知識をプレゼン形式で発
交換しています。当交流会にご興味のある方
表しています。これまでの発表内容としては、 は、どうぞ事務局までお問い合わせ下さい。
・所属企業の診断士会の活動例の紹介
（NECグループ診断士会の活動紹介）
・最近噂の海外EMSの動向分析発表
（ホンハイ（鴻海）って何者やねん？）
・業界不可避の派遣労働者問題最新状況
（法改正を踏まえた派遣先での対応留意点）
・最近注目技術の音声圧縮技術の紹介
（なぜiPodは4000曲も保存できるの？）
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交流会活動報告
１．当交流会の設立経緯と概要

士

不動産業界交流会
重大な影響を及ぼす不動産の活用・買い替え・

「不動産業界交流会」は同業種交流会の第

処分等の経営判断や、「オフィスビル経営」・

１号交流会として2012年９月より発足し、約

「マンション経営」等、文字通りの経営につ

１年を経過いたしました。

いては、B／S・P／L・C／F等を見ながら話

現在毎月１回、不動産に関心のある会員が

せる中小企業診断士が相談させていただく方

集まり、不動産市場動向についての意見交換

が適切な判断ができるのではないかと考えて

や賃貸オフィスビル・マンション・アパート

います。

等の経営支援についての研究・討議等を実施
しています。

しかし、不動産については取引上特殊な案
件も多く、一定の知識・経験・資格等が必要
となるケースもあります。

２．メンバー構成

今後、不動産業界交流会では企業経営のな

メンバーは、不動産業界交流会という名称

かでの不動産戦略についての意見交換・討議

ですが、不動産業界以外の方々も多くおられ

を活発に行い、大阪府中小企業診断協会や大

ます。不動産仲介業・建売住宅販売業・不動

阪中小企業診断士会の会員の皆さんが、企業

産賃貸業・不動産コンサルティング業等の不

不動産戦略（CRE戦略）等について、気軽

動産業界に席を置いている人達だけではなく、

に相談可能な窓口としての役割も果たしてい

さまざまな業界の視点から、経営資源として

くことが使命なのではないかと考えています。

の不動産を考えることができる面白いメン
バーが揃った交流会だと感じています。

４．定例会

そもそも不動産は全ての人々の生活・仕事

毎月第２金曜日

18：30 ～ 20：30

の基盤です。日々の暮らしのなかには住居と

マイドーム大阪

大阪中小企業診断協会

しての不動産が不可欠ですし、事業を営むに

内会議室

は、事務所・工場・倉庫・店舗等の不動産が

※参加・見学歓迎いたします。次の連絡先

必要ですので、全ての人が不動産にかかわる

までお問い合わせ下さい。

人といえるのではないでしょうか。
不動産業界交流会では、業界以外の方々を
含め広く会員を募集しています。

５．連絡先（参加・見学申込先）
幹事

大倉

啓克（おおくら

ひろかつ）

E-mail：affect@tea.ocn.ne.jp
３．今後の活動目標
事業を営むには、事務所・工場・倉庫・店
舗等の不動産が必要であることを前述しまし
た。経営に不動産は不可欠です。また、「オ
フィスビル経営」や「マンション経営」も経
営です。
会社経営における不動産の活用や、不動産
自体の経営については、不動産業者が対応す
るのが一般的なイメージですが、会社経営に
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スキルアップ研修
モノづくり企業の
新商品開発プロセス
〜商品企画編〜
会員

川北

いか、などの観点からチェックします。
図１顧客価値創造のストーリー

日出夫

新商品開発の成功確率を高めるポイント
（3）儲けるしくみ（ビジネスモデルの視点）
のひとつとして、いかにして商品コンセプト
３×３のマトリックス（図２）で考えます。
を磨き上げるかについて解説します。
縦軸に顧客価値、利益、プロセス、横軸には
１．ストーリーとして検証する
誰に（WHO）、何を（WHAT）、どうやって
新商品を成功させるには、様々な要素につ
（HOW）を並べます。
いて、競争力強化につなげる取り組みが必要
まずターゲット（顧客価値の行のWHOと
になります。個々のアイデアを単に組み合わ
WHAT）―どんな解決すべき仕事を持った
せただけでなく、全体として整合性のあるス
どんな人に何を提案するのか―から始めます、
トーリーになっていることが重要です。
次にどうやって買ってもらうのか、強み（同
２．考慮すべきポイント（三つの成功要因）
じ行のHOW）を書きます。利益の行のWHO、
ストーリーの検証で、考慮すべきポイント
WHATでは、誰から何で儲けるのかを考え、
は以下の三つです。
HOWでそのしくみを明らかにします。プロ
①ターゲット（お客様と解決すべき仕事）
セスの行では、ビジネス活動（HOW）、マネ
②自社の強みを生かした差異化
されないしかけ（WHAT）、強みを補ってく
③儲けるしくみ
れるパートナー（WHO）を考えます。
３．ストーリー検証（三つの視点）
ストーリーがうまく繋がらない時には、ど
考慮すべきポイントがきちんと含まれ、す
こかの条件を変えて再度全体を見直しながら、
べてのアイデアが整合性・一貫性を持ってま
ストーリーの完成度を高めていきます。
とまる商品コンセプトづくりを目指します。
（参考文献：川上昌直「儲ける仕組みを作る
（1）お客様に選んでもらう（お客様の視点）
フレームワークの教科書」）
商品コンセプトを端的に語れるように、ア
４．まとめ
イデアを簡潔な文章にまとめます。
ストーリーとしての整合性・一貫性を、三
「こういう（細分化された市場でこういう
つの視点からチェックを繰り返すことで、新
特性をもった）お客様に、こんな仕事（お客
商品のコンセプトを磨き上げて、新商品開発
様にとってのメリット、顧客提供価値）をす
の成功確率を高めることができます。
るために、△△社の△△製品（競合、競争相
手、代替品）ではなく、□□（強み）なので
図２ビジネスモデルのストーリー
○○社（自社）の○○製品を買いたいと言っ
誰に
（から）
Who
何を
（で）
What
どうやってHow
てもらえるようにする。容易にマネされない
顧
ターゲットは
何を提案するのか？
競合・代替案に比べて
客 どんな解決すべき仕事を
ためには、このような取り組み（差異化）を
♦製品・サービス
何が違うのか
価
持った人か？
♦顧客提供価値
優れているのか？（強み）
値
し、利益を確保するために、こんなしくみを
どのようなしかけで
利 誰から儲けるのか？
作る。
」
何で儲けるのか？
儲けるのか
益
納得がいくストーリーをどうお客様に伝え
プ
自社の弱みを
マネされないしかけ、しくみ、 どのようなやり方で
ロ
ていくかが、マーケティング活動になります。
補ってくれる
有形無形の資産は何か？
やるのか？
セ
パートナーは誰か？
（2）強みを生かし差異化する（自社の視点）
ス
強みがない会社は、お客様に選んでもらえ
ないので、存続が困難になります。ですから、
略歴
現在存続している会社は、必ず強みを持って
平成24年中小企業診断士登録。新商品開発・
います。
新事業立ち上げ、モノづくり企業のしくみ
強みの棚卸・分類・整理をし、どう顧客価
づくり・チームづくりなどを中心テーマに
値に繋がるかをフローチャート（図１）にま
活動中。
とめます。この流れを、顧客価値創造のストー
川北ビジネスコンサルティング 代表
リーとして繋がっているか、自社の強みは十
www.kawakita-bizcon.com
分活用できているか、補強すべきところはな
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スキルアップ研修
クラウドサービス
活用法
会員

長谷部

愛

１．クラウドサービスとは？
クラウドサービスとはどういったものか、
大体皆様ご存知だと思います。改めて表現す
ると「ホームページ等を作成するためのサー
バ、データ保管サービスなどをユーザーが使
いたいときに使いたいだけネットワーク経由
で提供するサービス」となります。クラウド
サービスが登場した歴史的背景には、コン
ピュータの高性能化、ネットワーク技術の進
展があります。これらにより、コンピュータ
環境はクライアント/サーバーモデルから
サーバの仮想化、クラウドコンピューティン
グへと進化しました。
クラウドサービスにはいくつか種類があり
ます。主な種類は以下のとおりです。
・提供するサービスの違いで分類：SaaS、
PaaS、IaaSなど
・資源を共有or専用で分類：パブリックク
ラウド、プライベートクラウド、コミュ
ニティクラウドなど
２．クラウドサービスの理解を深める
次に、クラウドサービスを利用する上での
具体的な情報を少し整理します。
（１）クラウドサービスの例
・SaaS：DropboxやSkyDriveな ど の ス ト
レ ー ジ、Oﬃce365やGoogleAppsな ど の
統合アプリケーション、サイボウズなど
のグループウェア、SalesForceなどの営
業支援、等のサービス
・PaaS：WindowsAzureな ど 開 発 者 向 け
サービス
・IaaS：AmazonWebServicesやCloudnな
どの仮想サーバ提供サービス
（２）クラウドサービスを使う上でのメリッ
ト、デメリット
・メリット：業務スピードの向上、高い安
全性・信頼性、コストの最適化、最新技
術・サービスの恩恵享受、など
・デメリット：サービス停止の可能性、セ
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キュリティ面のリスク、データ設置国の
法制度適用、など
クラウドサービスは多くの種類が提供され
ており、利用する上では当然ながらメリット
もデメリットもあります。では、デメリット
に対してどのような対策をとれば良いでしょ
うか。
（３）様々なリスクへの対策
①手引書等を読む、チェックシートを活用
する：IPA（独立行政法人情報処理推進
機構）からクラウドサービスを利用する
上での手引書およびチェックシートが開
示されています。利用前に一読すること
をお勧めいたします。「中小企業のため
のクラウドサービス安全利用の手引き」
「クラウド事業者による情報開示の参照
ガイド」
URL:http://www.ipa.go.jp/security/
cloud/tebiki_guide.html
②利用規約を読む：サービス利用規約は、
実は定期的に変更されています。ですの
で、利用者側も契約時だけでなく、定期
的に確認すると良いでしょう。
３．中小企業におけるクラウドサービスの導
入について
2013年度版中小企業白書第２部第４章「情
報技術の活用」にも掲載されているとおり、
中小企業でのIT導入・活用時における課題
として「IT関連のコスト負担が大きい」「IT
人材が不足している」が挙げられています。
これらはクラウドサービス活用により幾分解
決します。ですので、今後は中小企業も積極
的にクラウドサービスを導入する方向で進む
でしょう。但し、クラウドサービス利用対象
の業務については、「セキュリティを重視す
るか」「コスト削減を重視するか」各社で見
極め、重視するポイントを満たすサービスを
選択することが重要です。
略歴

大阪府立大学工学部数理工学科卒業。通信
会社でフロントSE業務に従事後、人材育成
コンサルタント会社へ出向。育成システム
の企画・開発、プロジェクト管理業務に従事。
女性診断士の会「ピザの会」メンバー。
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スキルアップ研修
「知的財産制度や支援策などの知財啓発に向けたセミナー」
【知財啓発セミナーの開催】
８月のスキルアップセミナーは、特許庁から
講師をお招きして、知的財産権の制度や知財
申請に利用できる支援策等のお話しをしてい
ただきました。参加人数は50名、うち一般企
業からの参加も９名ありました。
■実施要領
日時：平成25年８月20日（火）
18時30分～20時30分
場所：マイドームおおさか８階 第３会議室
講師：特許庁
主任産業財産権専門官 加藤 和昭 氏
■講演内容の紹介
１．知的財産を巡る最近の動向
２．特許等の出願動向
３．中小企業を巡る知財の状況
４．知的財産制度の概要
（１）知的財産権・産業財産権とは？
（２）知的財産権がなぜ必要か？
（３）特許制度の概要
（４）特許とノウハウ
（５）実用新案制度の概要
（６）意匠制度の概要
（７）商標制度の概要
５．中小企業への支援策（国内）
６．中小企業への支援策（海外）
＜知的財産権とは＞
知的財産権とは、人間の知的創造活動の成
果である発明、ノウハウ、デザイン、ブラン
ドなどの知的財産に関する権利のことです。
知的財産は、創作意欲を促進させるためのも
の（特許権、実用新案権、意匠権）と信用維
持に用いられるもの（商標権等）に大別され
ます。また、知的財産の中でも、特許権、実
用新案権、意匠権、商標権は産業財産権と呼
ばれ、法律によってその権利が保護されます。
＜知的財産権がなぜ必要か＞
知恵が入っていない商品は、コスト競争に
晒されますが、知恵を用いている商品は差別
化が可能です。知的財産が権利化やノウハウ
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の秘匿などにより防衛管理されている場合、
競合企業や類似商品の市場参入を阻止できる
効果があります。知的財産の保有により他社
との競争で優位に立つことができたという成
功事例は、従業員100人超の企業で81％、従
業員30人以下の中小企業でも67％の率で効果
があったとの回答が得られています。
＜知的財産を軽視した場合のリスク＞
企業が知的財産権を意識するきっかけは、
知的財産権を保護していなかったために類似
品の販売、自社技術の漏洩、他社から権利侵
害の警告を受けた等のリスクが発生したこと
で重要性を認識することが多いのが実状です。
知的財産権に関する事業リスクを未然に防止
するために、知的財産の保護を行なうという
動機も必要との説明が行なわれました。
＜商標について＞
商標は、商品に出所表示、品質保証、広告
宣伝の機能を与える重要なものです。企業に
とっては、これまで積み重ねてきた努力の表
れであり、消費者にとって信頼の尺度となり
うるものです。また、商標は、何の商品・サー
ビスに使用するのかを願書に記載することが
不可欠です。
＜知財総合支援窓口＞
中小企業の知財の課題等をワンストップで
一元的に受け入れる「知財総合支援窓口」が
47都道府県に設置されています。高度な専門
知識を有する専門家と相談できたり直接企業
に訪問して支援を行なう制度もありますので
積極的に活用して頂きたいと思います。
全国共通のナビダイヤルは以下の通りです。
電話：０５７０－０８２１００
■まとめ
中小企業も競争力の維持・向上のために、
知的財産権を上手に活用する機会を増やして
いただきたいと思います。
（文責

会員サービス委員

秋

松郎）
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セミナー報告
中小企業診断士向け
【診断士向け独立支援セミナーの開催】
平成25年６月15日（土）13時～ 17時、大
阪府中小企業診断協会事務所にて、独立を
テーマにしたセミナーが開催されました。
独立の知識が不足しているための迷い。独
立で通用するスキルがあるのかという不安。
そして、何を準備するべきなのかという疑問。
これらの課題を解決するため、独立に関する
ノウハウを体系的に分類し、それぞれを【心・
技・体】として独立している先生方に解説し
て頂きました。
【心・・・心の霧を晴らす】
独立で得られる自由と責任。そして「知識」
よりも「見識」が必要であることや社長との
付き合い方などの概念。実践で使っているテ
クニックや営業手法などの技能。専門知識の
身に付け方やフレームワークなどの知識。最
後に「運×縁×タイミング」という独立の方
程式を教えて頂きました。一つ一つが極めて
具体的で、何度も復習したくなるお話でした。

独立支援セミナー

尾上康之氏による【技】の解説
【体・・・独立体制と基礎知識を整える】
社労士としての独立後に診断士を取得した
理由とそれが仕事にどのように影響したかと
いう経験。そして金額についても顧問料やス
ポットの価格設定などを具体的に解説頂きま
した。また「言葉を磨く」というお話は、経
験に裏打ちされた実践的な話であり、これか
ら独立する診断士にとって大切な教えを頂き
ました。

佐々木宏氏による【体】の解説
細谷弘樹氏による【心】の解説
【技・・・実践で必要な技を学ぶ】
企業も独立コンサルも「理念」と「ビジョ
ン」が大切であるということを、自らのご経
験からお話しいただきました。そして、BSC
の手法、コンサルツール、ヒアリングスキル
など、実践を重ねる中でブラッシュアップさ
れた、現場で有効な技を解説頂きました。経
営革新計画の支援数が60社を超える実績から
話される内容は、多くの参加者にとって刺激
あるものでした。
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【最後に】
当セミナーも３回目を迎えました。今回の
アンケート結果も満足度が非常に高く、今後
も実施してほしいという意見を多数いただき
ました。やはり、実績が豊富な先輩方のお話
は参考になるものばかりで、独立の姿をリア
ルに考えるには、とてもありがたい機会とな
りました。講師を務めて頂いた先生方、改め
てありがとうございました。
（文責 会員サービス委員 吉田喜彦）
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セミナー報告
会社員vs独立

ファイナンス講座

【独立時のファイナンス講座の開催】
■講師紹介
LBプランニング
中野敦成 氏

ば国民年金を納める必要があります（約１万
5000円）。免除を受ける場合は申請が必要な
ことも要注意です。また、将来受け取る年金
額にも大きく影響します。

■実施報告
日時：平成25年７月６日
（土）10時～ 12時
場所：大阪府中小企業診
断協会 会議室

＜住民税に要注意＞
収入がなくても住民税を納付する必要があ
ります。税額は前年（会社在籍時）の収入を
基準に税額が計算されますので、収入がなく
ても今までとほぼ同額の納税が必要です。

診断士の知識だけでは不足している個人向
けのファイナンス知識について、自らも独立
の経験を持つファイナンシャルプランナーの
中野敦成氏に解説して頂きました。
▽内容紹介
税金、社会保険、退職金、そして社会的信
用である与信について、会社員か個人事業主
かによる違い、及びそれぞれの内容を教えて
頂きました。
＜社会保険料の負担＞
国民健康保険料は意外と高額です。しかも
独立直後の年は収入がゼロでも支払う必要が
あります。対策方法として家族の扶養に入る
事も手段の一つです。条件によっては会社の
保険を任意継続する方が得な場合もあり、こ
れは人によりケースバイケースとのことでし
た。
＜退職金に対する課税について＞
退職金の控除額計算式とその結果どの程度
の税金がかかるのかを解説頂きました。ほと
んどのケースでは課税なし、もしくは小額で
済みそうです。
＜年金の仕組み＞
独立すると厚生年金から国民年金に切り替
わります。ここで要注意なのは配偶者の保険
料です。会社員の配偶者なら「第３号被保険
者」として保険料を納めていなかったかもし
れません。しかし個人事業主の配偶者であれ
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＜源泉徴収と確定申告について＞
会社員が年に一度受け取る「源泉徴収票」
の見方と個人事業主に必要な「確定申告」に
ついて解説頂きました。収入から税金を計算
する仕組みを知ることで、人生設計への影響
を知ることができました。
＜独立前に考えたい人生設計＞
老後に必要となる生活費は公的年金だけで
は足りません。将来の話ですが、今から考え
ておかないとダメですね。そして、もしもの
時の保障（保険）も再検討したいところ。保
障の内容や額の見直しが必要かもしれませ
ん。また、住宅ローンが残っている人は早急
に改善が必要なケースもあるようです。今ま
で気にしていなかった人は、是非一度チェッ
クしておいた方がいいです。
■まとめ
会社員であっても、税金の仕組みや将来設
計の為のファイナンス知識は役に立ちます。
また、独立して個人事業主になる場合はさら
に重要で、特に退職後の税金は知っておくべ
き必須の知識です。
講義中は随時質問があり、たくさんの疑問
に対応して頂きました。講師の中野さん自身
がエンジニアから転身しての独立事業主であ
り、参加者と同じ視点で話して頂けたことも
参加者の満足度につながったものと思料しま
す。
（文責

会員サービス委員

吉田喜彦）
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関西を元気にする国際フォーラムを11月２日（土）開催！
＜関西から日本に元気を発信する＞
関西を元気にする国際フォーラムは、
（一社）
大阪中小企業診断士会、
（一社）大阪府中小企
業診断協会、大阪経済大学、
（公財）太平洋人
材交流センター（PREX）が連携して開催す
る国際シンポジウムです。中小企業の国際化
に深く関わっている各社の多角的な視点を基
に今後の国際化における方向性を示し、関西
を起点として日本全体を元気にすることを目
的に開催されます。関西から日本を元気にす
る取り組みを率先して行うことで、診断士の
資質の向上、知名度ならびに社会的評価の向
上、さらには活動分野の拡大を図ります。
＜基調講演＞
ワタベウェディング株式会社相談役渡部隆
夫氏に体験事例から海外展開における現場で
の苦労話や成功体験についてお話しいただき
ます。
＜パネルディスカッションは２部構成＞
第一部は「海外進出に際しての課題と対策」

第二部は「海外人材の雇用、その課題と対策」
について、中小企業、支援者、留学生、中小
企業診断士とそれぞれの経験に基づき異なっ
た視点からディスカッションを行うことで今
後の課題と対策を具体的にします。
＜中小企業施策説明＞
近畿経済産業局通商部国際事業課長 青井
登志子氏に中小企業が国際化に対応するため
に活用できる支援施策を紹介していただきま
す。
＜経営者、支援機関の皆さまの多数参加を！＞
フォーラムには、全国の中小企業診断士の
皆様はもちろんのこと、中小企業経営者の
方々や行政・支援機関、金融機関の方々、メ
ディア関係者など様々な方々が多数ご来場・
ご参加くださることを、心よりお待ち申し上
げます。協会会員の皆様も、経営者やお仲間
をお誘い合わせの上、多数ご参加ください。
（文責：国際シンポジウムPT 大音和豊）

関西を元気にする国際フォーラム
【 テーマ 】 関西を元気にする国際フォーラム
【 日 時 】 11月２日（土） 13：00 ～ 18：00（懇親会 18：30 ～ 20：30）
【 場 所 】 マイドームおおさか３F
【 参加費 】 無料
【プログラム】
＜基調講演＞ 13：00 ～ 14：00
「関西企業の国際化を考える！－ワタベウェディングの事例を通じて」
ワタベウェディング株式会社
相談役 渡部隆夫氏
＜パネルディスカッション第１部＞ 14：10 ～ 15：40
「海外進出に際しての課題と対策」
コーディネーター：PREX国際交流部担当部長 森本正人氏
パネラー：インディビジュアルシステムズ㈱ 代表取締役 浅井崇氏､ 西山酒造㈱ 代表
取締役 西山周三氏､ JICA関西 津田昌二氏､ 中小企業診断士 太成学院大
学教授 釣島平三郎氏
＜パネルディスカッション第２部＞ 15：50 ～ 17：20
「海外人材の雇用、その課題と対策」
コーディネーター：大阪経済大学教授 太田一樹氏
パネラー：エバオン㈱ 代表取締役 前西 佳信氏、
（一社）労働協会 佐々木順一氏、大
阪経済大学大学院留学生、中小企業診断士 ㈱ナイトウ経営 代表取締役 内
藤秀治氏
＜中小企業施策説明＞
「中小企業の海外展開支援について」
近畿経済産業局 通商部 国際事業課長 青井登志子氏
【懇親会】
＜参加費＞3,000円 ＜定員＞100名 ＜会場＞マイドームおおさか１Fレストランマイドーム
※参加申込は、同封のご案内パンフレットにてお願いします。
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私のおススメ
「機縁をビジネスに
取り込む成功人生」

２．相手に縁は切られても自分の方から縁は
切らない
「よそさまから縁を切られるのはしょうお
まへんが、こちらから縁をきったらあきませ
会員 釣島 平三郎
んで」と松下幸之助がよく言われたそうであ
る。私はこの言葉の真意は理解できず「幸之
ビジネス人生とは一つの仕事の出会いがご
助さんはどうしてそう言われたと思います
縁となって別の出会いを呼び、それらの出会
か」と思わず師匠に聞いてみた。「それはこ
いがタイミングよくいろいろな形で繋がって
ちらから縁を切ると、切った方についている
いくものだ。そこでは自分の思い（想念）と
その先の縁までなくなるからですよ」「なる
ご縁（行動特性）がタイミングよく働けば、
ほどなあ」と感心したが、その時私はまだ完
その時の自分にふさわしい出会いを引き寄せ
全に腑に落ちずに「いじめられたり、だまさ
てくる。
れたりした悪い人の縁もあると思いますが、
それも切らないのですか」「そのいやな人の
１．ご縁は自分でつかみやがてつかまれる存
縁のおかげで、次の縁が開けるのでありがた
在になれ
く受け入れることです。師匠も苦しい体験を
我々ビジネスパーソンでも職場で上手にご
縁を広げ、つないで出世していく人もいれば、 耐えたご縁のお陰で、次のご縁があり、その
ご縁のおかげで蘇った」と答えてくれた。「逆
それが頓挫して窓際族になったり、リストラ
境の中になっても諦めなかったこと。自分の
の憂き目に会う人もいる。ビジネスパーソン
人生を捨てようと自殺未遂までしながら、多
にとって、ご縁とは自分自身の丸いリングで
くの人との出会いやご支援をいただく、とい
あり、このリングを上司や同僚と知恵の輪の
うご縁によってよみがえったということ。つ
ように上手につかんでいくことである。その
まり、縁に気づき、縁を生かしたことが成功
ためには、じっとしているだけではだめで、
の要因になったと言えます」と師匠は言って
まず自発的に自分のリングの口を大きく開け
くれた。
てから、これと思う人が現れれば積極的にリ
師匠はさらに、「ご縁が積もってくるとそ
ングにしっかりつかみかからねばならない。
のご縁の階層が何階にも積み重なります。上
ご縁を掴むといっても形のないものを掴む
層部には良質な方のご縁の階層ができ、下層
わけだから確たる意思を持たねばならない。
部に行くに従ってだんだん質が下がってくる。
我々は仕事をしていく上で「自分はこの人の
松下幸之助でも若い時はあまり良質なご縁を
ようになりたい」という自分に合ったモデル
結べなかったが、経験を積んでいくとこのご
像を捜すことで、必ず「この人こそ」という
縁の階層がだんだん良質になり厚くなってく
人物に出会える、そして自分からその人との
る。それと上層部の階層のネットワークを大
ご縁を掴み取ることです。
事にし、これを上手に生かすことですね。下
それには「本人が日ごろからある種の心構
層部のネットワークは切る必要がないがあま
えを持って意図的に行動していたことが要因
り近寄らないことですね」と言ってくれた。
となりこの偶然の出会いを呼び込んでいる」
以上２つの例を挙げたが詳しくは小生の近著
という計画的偶発性理論（Planned Happen「アメリカ人が理解できない“ご縁”という
stance Theory）が働いて、偶然の出会いを
日本最強ビジネス法則」（講談社＋α新書）
呼び込んでくる。
をご覧ください。
そしてある程度の歳になれば逆に「向こう
の方から縁をつかまれる」存在にならねばな
らない。それにはビジネス知識を高める努力
略歴
や、自分自身を磨き信頼されるよう努力して
ミノルタで17年間米国駐在し、14年間現地
法人の経営に当たる。
人間的な魅力をつけ憧れの存在になることで
現在太成学院大学 経営学部教授
ある。
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青年部だより
【６月開催の青年部特別交流会】
平 成25年 ６ 月22日（ 土 ）14時00分 よ り、
Dining Bar Oxygenにて、特別交流会『ルイー
ダの酒場』を開催しました。
“ルイーダの酒場”は、人気ロールプレイ
ングゲームに登場する仮想の酒場をモチーフ
に、主人公はこの酒場で冒険に行く仲間を募
ります。
青年部の“ルイーダの酒場”も、軽い食事
やお酒を飲み、ざっくばらんに交流を深めな
がら、各青年部メンバーが他のメンバーと組
んでやってみたいことを投げかけ、気軽に仲
間を募ることができる場となりました。
その成果として、HTML 5勉強会、上方お
笑い研究会、ゴルフ部、介護ビジネス研究会、
ビールの会、ビブリオバトル、戦略的婚活研
究会の分科会が発足することとなりました。
分科会の活動は３ヶ月を過ぎた現時点も活
発で、若手診断士のこれからの活躍に期待が
膨らみます。

【参加者全員で撮影】
【７月開催の青年部例会】
平成25年７月20日（土）14時00分より、マ
イドームおおさかで、青年部7月例会が開催
されました。
例 会 で は、WA★Shu企 画（ モ ノ ポ リ ー
2001年日本チャンピオン）植田幹浩氏と同志
社大学商学部教授 吉川英一郎氏（国際ビジ
ネス法務研究センター副センター長）にお越
しいただき、
『モノポリーとは？（概要、ルー
ル、勝利のポイント等）』と題し、モノポリー
から学ぶ交渉術のエッセンスをご教授いただ
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きました。
ゼロサム・ゲーム思考だとビジネスの世界
では通用せず、長期的な視点を持って、交渉
相手といかにWin-Winの関係を構築するかが
ポイントとなるという、実際のビジネスに通
ずるセオリーが多くちりばめられていました

【植田氏（右）と吉川氏（左）の様子】
青年部では随時メンバーを募集していま
す。オブザーバー参加も可能です。ネット
ワークを構築する場、知識・経験を高める場
として是非青年部をご活用ください。
（文責：青年部 砂 亮介）
【青年部の参加募集】
青年部加入資格
１、中小企業診断協会大阪支部の会員
２、「40才未満の方」、もしくは「45才未満
で、かつ診断士登録５年未満の方」
【参加申込：お問い合わせ先】
TEL
06-6261-3221
E-mail info@shindanshi-osaka.com

青年部

今後のスケジュール

2013年11月例会
日時：11月16日（土）10時00分～ 15時30分
場所：能勢町
内容：能勢町の産業・観光施設視察研修会
（予定）
※例会は２カ月に１回（奇数月）行っていま
す。
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新入会員の紹介
小路

絹川

康弘
抱

負

情報通信業界で情報

輝和
抱

負

今年４月に大阪に転

シ ス テ ム 全 般 の 営 業 活 動、

勤で引っ越してきました。こ

営業戦略立案に従事してお

れから大阪を存分に堪能し

ります小路と申します。常

たいと思います。また、大

に向上心を持って、幅広い知識や実践的なス

阪と言えば食い倒れの街！診断士としての見

キルの習得に向け、日々精進していきたいと

識を広げるため、諸先輩方にはぜひ大阪の美

思います。ご指導、ご鞭撻の程、どうぞよろ

味しいものを教えてもらうつもりです。どう

しくお願い申し上げます。

かよろしくお願いいたします。

前支部

愛媛支部

趣味・特技

バスケットボール

会員の消息
他府県協会への移籍
山内

浩

滋賀県

神谷

和豊

愛知県

川角

栄二

広島県

他府県協会より移籍
鷹津

俊一

東京都

赤松

健臣

沖縄県

小路

康弘

愛媛県

鈴木

浩市

東京都

大矢

直人

東京都
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お 知 ら せ
大阪府協会の主な行事

士会の主な行事

（平成25年７月～９月）

（平成24年７月～９月）

７月
２日 正副会議・理事会
６日 独立を志す士業向けファイナンス講座
８日 会員委員会
９日 試験実施プロジェクト
11日・16日・17日
診断士交流会
12日 業種別交流会
18日 総務委員会，研修・事業委員会，
広報委員会
20日 青年部例会
24日 スキルアップ研修
29日 理事・委員選定方法検討プロジェクト
31日 研修委員会

７月
１日 人材マッチング部会
２日 事業推進部会員組織化チーム
士会交流会
４日 国際シンポジウム大経大PREX合同
会議
８日 事業推進部公募グループ合同会議
９日 理事会，運営委員会
17日 事業推進部商品開発グループ
人材マッチング部会
19日 総務サポート部会
22日 事業推進部会
24日 事業推進部商品開発グループ
25日 在庫最適化セミナー
29日 事業推進部公募組合チーム
30日 人材マッチング部会
31日 事業推進部基盤事業チーム

８月
３日・４日
中小企業診断士第１次試験
５日 会員委員会
７日・９日
業種別交流会
８日 協会パンフレット作成プロジェクト
８日・13日・14日
診断士交流会
９日 正副会議，理事会
17日 士業向けビジネスマナー講座
19日 総務委員会，研修・事業委員会，
広報委員会
20日 スキルアップ研修
21日 研修委員会
23日 青年部分科会
９月
２日 正副会議，理事会
３日 総務広報委員会プロジェクト
４日・13日
業種別交流会
６日 会員委員会
９日 広報委員会（会報編集部会）
12日・17日・18日
診断士交流会
17日 総務委員会
20日 広報委員会（会報編集部会）
26日 研修委員会
27日 経営経済講演会
28日 青年部例会
30日 スキルアップ研修
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８月
４日
８日
９日
10日
19日
21日
22日
23日
25日
30日

臨時理事会
海外シンポジウムPT
事業推進部公募組合チーム
人材マッチング部会，理事会
国際シンポジウム近畿経済産業局打
合せ
事業推進部商品開発グループ
国際シンポジウム大経大PREX合同
会議
事業推進部基盤事業チーム
在庫最適化セミナー
正副会議
臨時理事会，事業推進部会
総務サポート部会

９月
４日 人材マッチング部会
矢野経済研究所データベース利用説
明会
９日 事業推進部公募組合チーム
公募案件トライアルグループ募集説
明会
11日 事業推進部基盤事業チーム
14日 理事会
26日 国際シンポジウム打合せ
27日 経営経済講演会
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スキルアップ研修
日

時

平成25年９月30日（月）
18時30分～ 20時30分
会 場 マ
 イドームおおさか７階 大阪府
協会事務室内フリースペース
テーマ 『都市近郊農家の事業計画作成支援の
ポイント～農業経営研究会の活動
成果を踏まえて～』
講 師 東松英司 氏（大阪府協会会員）
近年、世間の注目が急速に高まりつつ
ある農業。
規制緩和により農業に参入する企業が
増加し、また新たに就農する若者も増え
ています。
しかし、これまで「儲からない産業」
と言われてきた農業で収益を上げていく
のは、そう簡単なことではありません。
成功するためには、先々の見通しを立
て、計画性をもって事業を進めていかね
ばなりません。
そこはまさに中小企業診断士の得意分
野。
農業経営研究会での活動成果を踏ま
え、都市近郊農家を題材に、事業計画作
成のポイント、診断士として支援してい
くに当たってのポイントをお話しいたし
ます。

日

時

平成25年11月20日（水）
18時30分～ 20時30分
会 場 マ イドームおおさか７階 大阪府
協会事務室内フリースペース
テーマ 『地域資源を活かしたものづくりとは
～伝統産業における経営革新への
取り組み～』
講 師 樽谷昌彦 氏（大阪府協会会員）
地域資源とは何？（中小企業支援施策
のご説明）
・伝統産業～先端加工技術まで、様々な
地域資源を活かした
売れるものづくりの事例紹介
・売れるものづくりへの変革のポイント
は？
地域資源活用支援事業のスタート時か
ら６年間事業認定を担当し、
多 数の案件の認定に関与してきまし
た。６年間の経験から
「売れるものづくりへの変革のポイン

ト」を事例を交えながら報告させて頂
きます。

スキルアップ研修会・講演会への参加希望の方は
レジュメ等の準備の都合上、開催日１週間前までに事務局へ
TEL（06-4792-8992）
・FAX（06-4792-8993）
E-mail（info@shindanshi-osaka.com）
までお申し込みください。
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【
「秋の懇親会」開催のお知らせ】
今年も、下記の要領で会員相互の懇親を図
るため、
「秋の懇親会」を開催致します。
日

時

10月11日（金） 18時30分〜

場

所

レストランマイドーム

費

用

2,000円

申

込

事務局までメールまたは電話にて
info@shindanshi-osaka.com
06-4792-8992

なお、懇親会当日、新たに登録研究会
や勉強会を立ち上げたい方や、同好の士
を集めたいというみなさんに、参加者へ
の呼びかけの場を提供致します。発言さ
れたい方は、事前に事務局までメールで
呼びかけ内容をお知らせください。既存
の研究会等のメンバー追加募集でも結構
です。会員委員会で内容を検討の上、連
絡させていただきます。

編集後記
〜広報委員会から〜
日本には四季があり、季節によってその
姿を変える山野の趣が日本人のきめ細やか
な感性や独自の風土・文化を培ってきまし
た。特に春や秋を迎えるたびにこの国で生
まれてよかったと強く感じます。ところが
最近夏と冬が長くなり、春と秋が短くなっ
ています。 暖かくて穏やか な春、 涼し
くてさわやか な秋が短くなっているので
す。長期的に見てこれが日本人の気質に影
響を与えないかと少し心配しています。
我々中小企業診断士もその支援スタイル
に社会や景気の影響を受けているのではな
いでしょうか。 失われた 20 年 しか経験
がない私と同年代かそれより若い診断士の
支援スタイルは高度経済成長期を社会人と
して経験してきたベテラン診断士の方々の
それとは違うかも知れません。
今号の特集ではベテラン診断士の方々に
ご登場いただきました。私たちの知らない、
日本が飛ぶ鳥を落とす勢いであった時代も
社会人として活躍されてきた先輩方のお言
葉は示唆に富み、私たち後輩にとって学ぶ
ことがたくさんあると思います。これから
日本経済が立ち直り、発展していく段階に
入れば先輩方のご経験は大変貴重なものに
なります。今回の特集が若手診断士をはじ
め、みなさまのお役に立てれば幸いです。
【柳瀬】
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