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中小企業診断士

左から、西島社長、中農会長、府協会北口副理事長

経 営 者 株式会社中農製作所
を訪ねて

【代表者】代表取締役会長 中農 康久 取締役社長 西島 大輔
【創 業】１９４９年 【資本金】１４５０万円 【従業員数】５０名
【事業内容】自動車駆動系機器、半導体関連機器等各部品製造及び組立、小型部品洗浄機製造販売
【所在地】大阪府東大阪市新町２１番２６号 【URL】http://www.nakanos-s.co.jp/

今般の会報誌リニューアルに合わせて、読者の皆さまのニーズが高い中小企業経営者の取り組みやエピソード・診断士の関与
内容を取材して、毎号巻頭に掲載してまいります。記念すべき第 1 回は、11 月 1 日（水）の診断士の日イベントにおいて基
調講演をお願いしている株式会社中農製作所さまに、以前から面識のある北口副理事長と広報委員が訪問しました。強みを生
かすモノづくりの秘訣、事業承継のご苦労、診断士への期待などを語っていただきました。

株式会社中農製作所とは
株式会社中農製作所は、東大阪という地の利を生かして、

ピンチをチャンスに
会社の強みを見つめる

調達から加工、熱処理、表面処理、組立まで一貫した受注生

2008年9月のリーマンショックは、自動車関連機器を主力

産を行うものづくり企業である。多数の賞を受賞し、技術力

としていた同社において受注減少の影響が大きく、経営のピ

のみならず社会的な評価も高い。企業価値を生み出す秘訣は、

ンチであった。このピンチをチャンスに変え、会社の中身を

同社の経営理念にヒントがある。

見つめ直し、企業価値を向上させる取り組みとして行ったこ

「人づくり、ものづくり、企業づくりの一流企業を目指す」
単純に３つ並べているのではなく、その順番が重要である。

とが知的資産経営報告書の作成だった。
当時、企業信用調査会社から、
「知的資産経営」
への取り組
みにトライしないかと提案を受け、着手した。全員参加で同

人が育ち、チャレンジすることで優れた技術力が生まれ、も

社の10年後のSWOT分析を実施。自社の強み・弱みについ

のづくりにつながる。結果としてお客さまから評価を得られ

て意見を出し合い、診断士のサポートを受け、議論を重ねた。

る会社ができる。この一貫性が大事である。
同社が、企業価値を高める過程で、いかにして経営のピン
チを乗り越え、社員のモチベーションを向上させ、円滑な事
業承継に着手したのか。中農製作所の強みの源泉、魅力を伝
えていきたい。

報告書は13名のプロジェクトチームを組織し、延べ2400
人時をかけ作成した。その中でもバリューチェーン
（VC）の
作成には1200人時をかけた。
社内のさまざまな要素がどのように強みに結びついてい
るかを紐解き、何が業績につながっているかを明らかにする
経営者を訪ねて
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VC図のゴールには、
「豊富な知的資産によるお客さまの課題
に対する解決力の高さ」を掲げた。それを支えるのは、①高
い生産対応力、②高い技術対応力、③高いコスト対応力、④
高い品質保証力、⑤速いレスポンスの５点だ。これらの要素
は⑥弛まない人材育成、⑦積極的な社会貢献、⑧高いモチ
ベーションの上に成り立っている。重要なのは⑥~⑧の人づ
くりの結果として、①〜⑤のものづくりが成り立ち、強みを
発揮して差別化につながること。経営理念のストーリーと同
様に、一貫性がある。
VCは社員全員にしっかりと伝え活用している。個人面談
では、社員が各自の持ち場において頑張ることで、VCのど
こが伸びて、会社の価値が増えるのかを説明する。VCへの
理解が深まるほど、会社への貢献意欲が高まり、チャレンジ
につながり、会社が強くなる。
知的資産経営報告書は2009年に初版を作成した。その

攻めと守りを見極めた人選びで
会社の未来を託す
事業承継は現会長が50歳のときに着手し、計画的に進めた。

後、内外の環境変化に応じて変化していくことが必要だと考

55歳までに社長候補を決めて、65歳までに移譲するという

え、2014年に改訂版を作成している。現在2017年版の作成

スケジュールを考えた。誰を後継者に指名するかということ

を、社内プロジェクトチームで進めている。

は重要な経営判断であり、熟慮した。

会社の価値を見つめ直す際に求心力を発揮するのは、リー

特に意識したことは、攻守のバランスである。12年前、営

ダーである。今回プロジェクトチームのリーダーは西島社長

業部長だった西島氏は攻めの人材、一方取締役である会長の

が務めており、社長の求心力の向上につながることを会長は

ご子息は財務など守りをしっかり固められる人材である。攻

期待している。円滑な事業承継にも知的資産経営が役立って

めの西島、守りの子息である。

いる。

中農会長自身が創業者の息子として二代目社長となり、
トップダウンの限界を感じていたので、後継者は世襲でない

2014年版知的資産経営報告書より抜粋 バリューチェーン図
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西島氏に決断した。攻守のバランスをとりながら、会長は潤
滑油の役割を果たすという狙いである。
26歳のとき、社長から次期社長就任を打診された西島氏は、
何と二つ返事で社長就任を引き受けた。経営者になりたいと
いう意欲があり、躊躇なく返事をした。好きで仕事をさせて
もらっている会社への感謝の気持ちもあった。
世襲で社長を決める会社ではないという意思表示は、他の
社員にとっても、会社がチャンスのある場所と感じるだけで
なく、人を大事にして、仲間同士が運営していると意識でき
るため、モチベーションを上げる効果があると会長は考える。
社長就任決定後は、財務内容の公開、銀行など関係者
への帯同訪問、人事権の移譲など、段階的に承継を進めて、

る。社内のコミュニケーションと技術力の向上に配意しなが
ら、これらの事業を推進している。

2013年に社長を交代し、今日に至る。

バランスのとれた事業展開で
さらなる成長を見据える
事業承継も円滑に進んでおり、同社は次のステージを見据
え、事業分野の再認識を行なっている。

中小企業診断士に寄せる期待
最後に、中農会長、西島社長に診断士への期待について
語っていただいた。
「当社の歴史の中で、診断士との関わりは多数あります。中
小企業大学校における次世代経営者塾の講師や、知的資産経

中期計画では、事業分野について、①自動車関連部品、②

営報告書を作成するときのサポート。社会人大学院の実地研

一般産業機械部品、③ベトナム海外生産、④独自製品の小型

究の受け入れ時には７名の診断士による企業分析および提言

洗浄機、⑤消費者向けオリジナル商品、以上５分野を据える。

をしてもらいました。また現在も、府協会所属の診断士に個

「自動車関連部品」
は、電気自動車への移行や顧客の生産工

別の営業支援を受けています。

場の海外移転により、国内生産は縮小傾向である。替わりに

研修では、今でも当社の事業戦略の根幹であるポートフォ

収益面の柱となるのは
「一般産業機械部品」
である。自動車関

リオの考え方を教わり、大変参考になりました。複数の診断

連部品と比較すると生産個数は少ないが収益性が高く、高い

士による提言では、多様な切り口の分析に感心しました。個

技術力と短納期で対応している。
「ベトナム海外生産」はよう

別支援のコンサルでは、受注ごとの採算性をきちんと分析し

やく固定費を賄える段階に入った。
「小型洗浄機部門」は今年

て、不採算の受注を行わないようにすることなど、時に厳し

事業部に昇格させ、注力している。もともとは社内の自動車

くはっきりと課題を指摘してくれることに感謝しています。

の部品製造ラインで生まれ、加工した部品をサイクルタイム

教科書に書いてあることではなく、現場の中小企業が取り

内で洗浄できるようにした製品である。社内公募で
「洗浄小

組むことのできる内容をアドバイスしてくれるのが診断士の

町」
とネーミングし、今後自社ブランドとして展開していく。

良さだと思います。企業に伴走して同じ目線で進め、よく話

「消費者向けオリジナル商品」
は、今後取り組むもので、自社
で企画・加工した商品を消費者に届ける分野である。社員の
モチベーション向上のためにも、重点的に取り組みたい分野
である。

を聞いてくださり、必要なときにはスッと進むべき方向を正
してくれます。
経営者の間では、診断士にアドバイスを受け経営が良く
なったなど、情報交換をしています。診断士の評判が広がっ

各事業部門は、加工量や利益の観点で成熟期、衰退期な

てくれるとうれしい。これからも中小企業に寄り添って、サ

どさまざまである。採算ベース以外にも使命や社員の動機

ポートして欲しいと思います。診断士は、会社の外にいる会

付け・経営参加など、いろいろな要素が混在する。
「 事業の

社の一番の理解者として、活躍してほしい。期待しています。
」

ライフサイクルを意識して複数の分野をバランスよく保つこ
との重要性」は、過去に診断士から教えてもらったことであ

（文責：広報委員 永井俊二）

経営者を訪ねて
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Yohei Asano

浅野 洋平

事業家診断士に聞く、私の望む診断士とは
経営者となった経緯
もともと実家が自営業で、自分の才覚で仕事を取り、

家族６人を養っている父親の背中を見て育ちました。そ

診断士取得の動機
経営者になるために、経営全般の知識・スキルと人
脈を作るために診断士を取得いたしました。

のため、いつかは経営者にという思いはありましたが、
会社員時代はどうしたら経営者になれるのか思い悩んで

いました。
そんなとき、背中を押してくれたのは診断士の資格で

診断士取得のために勉強したことのほとんどを、今現

した。平成24年に登録後、青年部に所属し、例会など

場で実践しています。まだまだ小さい会社ですので、経

で先輩独立診断士の方々からいろいろなお話を聞き、決

営企画・人事・お店のオペレーション・財務全てを私が

意が固まりました。加藤秀勲さん、林浩史さんと飲んだと

見なければなりません。もし診断士を取得せずに独立し

きの「お客さまのことを考えて一生懸命仕事をしたら、絶

ていたらと思うとぞっとします。

対に食いっぱぐれない」
という言葉は今でも覚えています。

気軽に飲める日本酒店で
知名度ナンバー１を目指す
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診断士資格がどう経営に生かされているか

また、診断士としての知識を経営へ生かすことも大事

13年前に結婚しましたが、当時から独立することは妻

ですが、それ以上に診断士としての人脈に感謝をしてお

に伝えておりましたので、いきなり酒屋になることも、す

ります。 弊社店舗デザイン・設計・販促物作成・酒や

んなり受け入れてもらえました。

食品の仕入れ・税理士の全てが、診断士のつながりで
成り立っております。さらには、お店の宣伝や売上貢献、
京都店出店の際のクラウドファンディングの少額出資でも、
診断士の皆さまに大変お世話になっております。

梅田店
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京都店
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診断士資格を持つ経営者だからこそ思う
私の望む診断士像
私の業界の話になりますが、日本酒業界は斜陽産業です。少

7月

8月

9月 10月 11月 12月 1月

2月

3月

4月

5月

6月

子高齢化・アルコール離れ・法規制などで大変な状況です。そ
の中で、生き残りをかけた酒造メーカー・問屋・小売店・農家・
地域が成果を上げている取り組みが、
「川上から川下まで」と「連
携」です。
川上である酒造メーカーは、農家との関係性を深め、農家の
収入を担保しつつ品質の高い酒米の安定供給を受け、こだわり
などの情報発信を行っております。また、地域に対しては、イベ
ントの開催やテーマパークの運営、環境保全などに取り組んでお
ります。
川下では、直営のアンテナショップを展開し、信頼性の高い
酒屋だけに販路を絞り、良いお酒を良い管理状態で、お客さま
に一本一本丁寧に販売し、ブランド価値を高めています。
また、近年激増している日本酒イベントも、酒蔵や店の単独
ではなく連携することで大きく集客率を上げています。
診断士は、独占業務ではありませんが、幅広い業界とのコネ
クションを得られることが強みだと思います。
「人と人、業界と業

今後の事業展開・抱負
酒屋として日本一の知名度を得ることです。現在、日本酒業
界での知名度NO.1は、東京で7店舗を展開する「はせがわ酒
店」さん。目標は10年以内に彼らの知名度を上回ることです。
また、関西における知名度NO.1は、大国町に本店があり、
直営飲食店を7店舗も持つ「山中酒の店」さんです。まずは、関
西での知名度NO.1となるために、主要駅、ターミナル駅徒歩
圏内に5店舗を出したいと思います。その後、東京のマーケット
にも打って出たいと考えています。
今の日本酒業界は、
「飲む人は飲むけど、飲まない人は全く飲
まない」傾向にあります。
「飲まない人に飲ませる」のはとても大変
なことですが、店舗デザイン・サービス・商品を、今までの酒屋
と差別化し、「日本酒をコーヒーのように気軽に飲める」
「女性で
も1人で気軽に入れる」雰囲気を作っていきたいと思っています。

界をつなぐかけはし」になることが、今後の診断士の方向性の一
つだと思います。ただ業界をつなぐだけでなく、ビジネスに生か
せるつながりを作る。そのような診断士の方々にアドバイスをい
ただきたく思いますし、私自身もそのような診断士になりたいと思
います。

診断士
略歴

北海道大学法学部を中退後、外食FCの本社社員と
して店長を7年、商品開発を9年経験。平成24年に

中小企業診断士登録後、平成26年12月に浅野日本酒店を開業。
平成28年2月に法人化。唎酒師の資格を持つ。

事業家診断士に聞く
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Naoki Watanabe

渡邉 直規

事業家診断士に聞く、私の望む診断士とは
経営者となった経緯

診断士は経営にどのように
生かされているか

私は、 株式会社渡辺藤商店という創業明治35年、

115年続く会社の4代目社長です。当社は紳士服の裏

資格を取得したからといって、社長交代は順風満帆な

地やボタン、付属品の卸売りをしております。簡単に言

スタートではなく、大変困難なものでした。 初めて見た

うと、紳士服の表生地以外の、紳士服を作るために必

決算書は大きな赤字、不良在庫も多く、従業員は60代

要な材料の全てを売る会社です。紳士服を作るのではな

中心で危機意識がない状態でした。従業員に赤字を説

く、有名表生地を扱うこともない、地味でニッチな総勢8

明し相談しても、
「売り先の元気がないので、自分たちは

人の小さな会社です。

どうしようもない」と言われ、商材を変えようと提案しても
「そんなの売れない、売る気はない」と言われ悩みました。

6年前の2011年、私が32歳のとき、当時社長をして

100年続く会社を潰すかもしれないと思った瞬間、ふ

いた父が、突然末期がんと告知を受けました。しかも余

資格を生かし事業承継の課題解決に取り組む

命は半年。体調不良で病院に行くと言った翌日には入院、

と考えが変わりました。

それから帰ることができない状態で、3カ月後にがんは脳

「どうせ潰れるなら中小企業診断士に合格したし、勉強

に転移し、経営はおろか、家族の名前すら忘れてしまい

の成果を使って自分の思ったことを精いっぱいやってみよ

ました。

う」。診断士の二次試験の事例問題だと思って、自社を

突然の出来事で、私は会社のことが全く分からない状

客観的に見ると、全ての見方が変わってきます。利益を

態で、経営者となりました。

出す方法はたくさんあります。コスト削減や売り上げの向

診断士取得の動機

上、利益率の向上、それに紐付くあらゆる方法が思い
浮かびました。

そもそも診断士を志したきっかけは全く資格の事を知ら

まず、コスト削減から手を付け、全ての経費に目を通し、

ず、友人に誘われ参加した説明会で面白そうだと興味を

支払い条件も現金割引ができる条件に変更するなど、あ

持ったことで、特に事業承継するとか何かに役立てるな

りとあらゆるコストを削減しました。
本丸は売り上げと利益率のアップです。資格を持って

んて思っていませんでした。
当時中小企業診断士の資格もまだ取得できておらず、

いても、マーケティングの経験がないため、戦略ブレイン

しかも半年後の余命と同じくらいの時期に4回目の二次

代表の青木宏人さんを診断士会からご紹介いただき、一

試験の受験を控えており、父が亡くなったのも二次試験

緒に得意先を訪問し、自社の何が悪いのかを聞いて回り

の1カ月前の模試がある日でした。 模試は受けられませ

ました。問題点を洗い出していくと、商材がありふれてお

んでしたが、社長代行の経験からか合格することができ

り、当社で買わなくてもいいという結論に至りました。診

ました。

断士のイロハのイ：「差別化競争戦略」ができていないこ
とを痛感しました。自社の問題点に気づけたのも、問題
点の洗い出しに診断士が有効だと考えられたのも、診断
士という資格を取得していたからこそだと思います。
どのように商材の差別化を行うかを悩んでいたとき、
資格勉強中に講師だった診断士が、
「100人いれば99人

診断士
略歴

フリーランスのＳＥを経て2012年中小企業診断士の資格を取得。
その後、起業や事業承継を経験し、株式会社渡辺藤商店をはじ

め、洋服生地、付属品を販売する２法人の経営を行っている。
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が欲しいものを作るのが大手の戦略で、残りの1人でも欲しいも
のを作るのが中小企業のとるニッチ戦略である」という言葉を思
い出しました。
そこで、裏地に「遊び心」という新しい価値を感じてもらえる、
奇抜な裏地が付いたスーツなら、少数のニーズで大手も手を出

ターン、すなわち高い価値を生むことができます。
単なる経験や経歴だけの強みを生かした低リスクのコンサル業
ではなく、競合と違う、尖った部分があり、同業から少々異端に
思われるようなことにチャレンジする中小企業診断士が、数多く
生まれることを期待しています。

さず、高値でも購入してくれるのではないかと思い立ちました。

リスクとチャレンジ、そして失敗しても再起できる寛容さで、互

「かわいい」デザインを中心に裏地をどんどんと作り上げ、量より

いに差別化し、競争し合い、さらに新しく高い付加価値が生み

利益率を優先した販売方法で、少量で確実に利益を出す売り方

出されることを願っております。

に変えました。積極的な売り込みをせず、口コミ戦略を行うこと
でプレミア感を出し、さらに販売を伸ばすことができました。
4年が過ぎた今、100種類以上のデザインを有し、業界内でも、
あえて裏地にこだわる異端児として、特殊な裏地を扱う会社とし
ての地位を確立しつつあります。
次なる展開は、安い付属品としてとらえられているボタンに着
目し、新しい価値を付けるべく、自社店舗を改装し「スーツボタ
ン専門店」としてこだわりのお店づくりにチャレンジしております。
中小企業だからできることはたくさんあります。既存の商材があ
りふれていても、アイデア次第で新しい価値や高い価値を付け、
勝負することも可能です。
これまで自分がした決断や行動、その全てが診断士として培っ
たものだと思っています。資格を取得していなければ、どうなっ
ていたかは分かりませんが、これほどまでに経営を楽しめていな
かったと思います。

診断士資格を持つ経営者だからこそ思う
私の望む診断士像
経営者の立場から、資格取得者とりわけコンサル業を行って
いる方々を見ると、自身の経験や経歴などの強みを
生かしたコンサルティングをされている方が多いよう
です。新しい価値の創造という点では、ブランディン
グ力の弱さと、新規性のあるアイデア力のなさを感
じます。そこには、テレビで扱われるような画期的な
アイデアが必要なのかもしれませんが、実際に商売
をしていて感じることは、そのような画期的なアイデ
アはごくごく一部で、少し違った強みの見せ方や、
競合と違った切り口で新しい価値を生み出すことは、
できるのです。リスクを極端に嫌って、こじんまりとし
ている印象が大きいのですが、ハイリスクはハイリ

事業家診断士に聞く
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Sawako Takahashi

高橋 佐和子

事業家診断士に聞く、私の望む診断士とは
事業開始の経緯

も、さすがにこれではまずい、経営の勉強をせねばとい
うことで調べたところ、ＭＢＡや中小企業診断士の資格

海外と関係のある仕事がしたくて、銀座に本店を持つ

に行き当たりました。
「どうせなら国家資格をもらえる方が

輸入服飾雑貨卸小売の会社に勤めていました。戦後す

良いだろう」という軽い気持ちで、梅田にあった資格学

ぐに、焼け野原になった東京で創業した創業者が「戦時

校に通い始めました。

中の租界地（＝上海）
で見た、美しい世界の一流品を伝

いざ勉強を始めてみると、今まで仕事上で使っていた

えたい」と、エルメスやグッチなど高級ブランドを日本で

り、疑問だったりした諸々の考え方・やり方が、著名な

初めて輸入した会社でした。アパレルだけでなく、ジュエ

学者などによってきちんと系統立てて整理されており、ま

リー、骨董品やアンティーク、ペルシャカーペットなどの

た実践できるよう、さまざまなフレームワークなどに落と

家具製品や美術品まで幅広く取り扱っていたため、いろ

し込まれていることを知り、目からウロコがボロボロと落ち

いろな「ものを見る目」を養わせていただいたと思ってい

るような気持ちでした。それまで勉強らしい勉強をしてお

ます。

らず、人一倍ものを知らなかったこともあるのでしょうが、

その後独立し、アパレル業界の取引慣習として、法人

このときの、急に目の前がサーッと明るくなった気持ちは

の方が取引しやすかったこともあり、会社を設立しました。

忘れられません。診断士資格を取ろうと勉強を始めたこ

会社経営というより、商店経営に近いながらも現在7期

とが、まず人生の転換点の一つになったと思います。

目に入り、セレクトショップとネイルサロンの運営の傍ら、

試験勉強中はまじめな受験生ではなくワークライフバラ

小売・サービス業のコンサルティング業務も行っています。

事業者の「今」と「未来」をつなぐ、
リアルで多様性ある診断士の力に期待！

ンス型でしたが、なんとか2年目で試験に合格し、思って
もいなかった診断士としての活動がスタートしたのです。

診断士取得の経緯
会社時代に営業企画の部署に勤務中、ふと気づけば、

経営にどう生かされているか

対応させていただくのは小さくとも一国一城の主である

以前の掲載時にも書かせていただいたかもしれません

経営者さまばかり……。
「経営」には全く縁がなかった私

が、診断士であることで、三面鏡的な視点を持てること
がとても役に立っていると思います。独立してみて、「経
営者は孤独」ということも実感していますが、ともすれば
自分だけの考えに閉じこもってしまうような場面で「私が
相談者で、これが経営相談だったら？」と立場を変換して
みると、やや客観的に
（やや、ですが）状況を見直すこと
ができるように思います。
また、もっともありがたいのは、診断士のネットワーク
で得られる、他業種の方や全く違う立場からの視点や知
見を得られることです。本当にさまざまな属性の診断士
がいらっしゃいますが、
「中小企業診断士」という資格を通

診断士
略歴

2012年登録。輸入服飾会社勤務後独立、衣料
小売・ネイルサロン店舗を自社で運営。小売・サー

ビス業を中心に事業計画立案、販売促進、店舗改善などのコ
ンサルティング、研修のほか自身の起業経験を生かし起業・創
業支援にも取り組む。
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じて共通の言語を持てているため、こちらの話をより早く理解し

じ立場ではありませんし、客観的・俯瞰的な視点を持つために

ていただき、また「さすが」と思える着眼点、ヒントをいただけま

は同一化してはいけないと思います。しかし実効性のある、機

す。もちろん、お仕事としてもお願いしやすいように感じます。

能する施策を打つには、コンサルティング側がいかにその会社の、

こんなに多様性に富んだ、しかも経営のことをよく分かってい
る豊富な人材にリーチできるハブスポットが他にあるのかと思う

その経営者の立場に立って思考できるかという「リアリティ」が絶
対条件だと思っています。

につけ、大会社にも引けを取らない、大きな知見リソースを背

現場の人間以上に的確な分析ができ、なおかつ現実的・具

景に持たせていただいているというのは、経営における大きな

体的な施策を見いだし、さらにその施策が実行できるようにサ

安心です。

ポートできる…… 「今ある姿」と「あるべき姿」が分かるのなら、

ビジネス、経営にそれぞれが強みを持ち、豊かな多様性を持っ

その間に「リアルな」橋を架けられる……ある意味かっこ良いコン

た人材の宝庫＝「ビジネスメルティング・ポット」にアクセスできる

サル像とはかけ離れているのかもしれませんが、自分自身のスキ

こと、それが事業をしている診断士として最も心強い点です。

ルを武器にした、泥くさい一面を診断士には持ってほしいですし、
自分自身も目指したい診断士像です。

私の望む診断士
診断士も含め、いろいろなコンサルティングサービスにおいて、
最も持っていてほしいことは「リアリティ」です。どんなに素晴らし

今後の事業展開
小売・サービス業としては、地域の女性の雇用を守りつつ、

い戦略も計画もアドバイスも、実行されなければ絵に描いた餅で

小さく・手堅く継続していくつもりです。また、診断士としてのス

す。診断業務や計画策定、またその実行サポートが、相談者に

キルも生かしながら、地域の他事業者の強みをお互いに生かし、

とって現実味のあるものであってほしいと、切実に思うのです。

弱みを補完しあいながら事業を安定化させていくという、地域

数少ない経営コンサルティング出身の経営者に、マッキンゼー
出身の元IBMガースナーがいますが、彼は「実行こそが、成功

シェアエコノミー的な活動を行っていきたいというのが今後の方
向性です。

に導く戦略の中で決定的な部分なのだ。やり遂げること、正しく

日々の営業で実感される小規模事業者の経営資源の少なさを

やり遂げること、競争相手よりうまくやり遂げることが、将来の新

補うべく、地域の事業者とお互いの強みを持ち寄って、新しいコ

しいビジョンを夢想するより、はるかに重要である」と言っていま

ラボ事業を起こす、協力して地域を盛り上げ新しい需要を起こす、

す。
「やり遂げる」のは経営者自身ですが、
「やり遂げられるよう助

といったような活動を進めていきたいと考えています。その際、

言し、サポートする」のは、ぜひ診断士であってほしいと思います。

事業者である立場と、診断士としての物の見方の両方を生かし

もちろん、経営者と経営コンサルティングは全く別物なので同

ていけるよう、今後も励んでいきたいと思います。

事業家診断士に聞く
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Kei Yamagami

山上 敬
  

事業家診断士に聞く、私の望む診断士とは
コンビニを経営していると言うと、皆さん興味津々なの

診断士試験の勉強を始めた直後、大人の事情で会社

です。もともと私は、電機メーカーの研究所に勤務して

を早期退職し、浪人になりました。診断士試験の勉強を

いました。そのころは、仕事の話をしてもほとんど盛り上

するうち、診断士として経営のお手伝いをする前に、経

がらず……オタクっぽい職業？でも今はモテモテ？？そんな

営を体験したいと思うようになっていきました。
「そもそも

私の仕事観をご紹介します。

私は経営という仕事が好きなのだ」と「経営の支援より、

1.コンビニが先か？ 診断士が先か？
私は大学卒業と同時に電機メーカーに入社し、まず音

診断士が経営するコンビニ
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自分で経営する方が楽しいかも」と。
そんなこんなで、コンビニ経営の実践で得た経験を企
業診断に生かし、いろんな社長さんの経営哲学をコンビ
ニ経営に生かす。それが私の理想です。

や画像といった自然科学を相手にした研究テーマに取り
組んでいました。その後バブルがはじけ、コストセンター
である研究所は解体寸前にまで追い込まれたのです。研
究所として生き残るために、研究テーマを
（政府の予算

2.なぜコンビニ？
コンビニのオーナーになるまでにいろんなことを考えま

がとりやすい）行政、防災、技術経営（MOT）
といった

した。決断した理由もいっぱいあります。

社会科学にシフトしていきました。マーケティング、管理

⑴『スモールビジネス・マーケティング』
（岩崎邦彦著）
が

会計、組織論などを勉強し、徐々に会社の技術戦略や

実践できる。

事業戦略に関わるようになっていきました。そして、せっ

⑵フランチャイズの確立された経営システムと店舗運営ノ

かく勉強したいろんな知識を体系づけたいと思い、診断
士の取得を目指しました。

ウハウが手に入る。
⑶業 績の良い業界で好ましい地位を確保できる
（ポー
ター先生のおすすめ）。
⑷食べ物に困らない。特におにぎりが好き。

3.診断士で良かったこと
いろんなシーンで診断士であることがコンビニ経営に役立って

4.
「自分たちが正しい」
バイアスの是正
コンビニの店舗数は現在5万店舗ですが、まだまだ増えていま

います。

す。人手不足は店舗出店で加速し、どんどん深刻になっていま

⑴本部がサポートしてくれないこと

す。プレーイング・マネージャーのコンビニ経営者は、プレー

源泉徴収、年末調整、確定申告は自分でします。給与台帳

ヤーの役割が増え、マネージャーとしての意思決定がブレてしま

や財務諸表が本部から届くので、診断士なら簡単です。労働保

います。そして、自分たちが正しいに違いないと安易に思い込み、

険、社会保険の手続きや、就業規則、36協定などの届け出、

経営理念からそれた意思決定をしてしまいます。経営の方向性

助成金の申請なども自分でできます。1カ月単位の変形労働時

がちょっとだけズレてしまっても気づかないのです。ほんの1度の

間制を採用するなど、労働法の知識が役立っています。

誤差も何年か経てば大きな距離になります。

⑵財務諸表が読める
P/L、B/Sをはじめ、会計データやさまざまな計算書など、経
営データに基づいて経営判断を行います。診断士の得意分野で

組織の内部にいる人は、なかなかこのズレに気づくことができ
ません。ですから、診断士には、客観的に経営者の意思決定
のズレを指摘してもらいたいと思います。

すよね。

⑶組織論は宝の山
マトリクス組織を導入し、小規模組織の生産性向上を目指し

5.コンビニの店員を憧れの職業に

ています。バーナード先生、共通目的、貢献意欲、コミュニケー

いつも楽しそうに働いている店員に突然「オーナーお話があり

ションには、常に留意しています。 動機付け・衛生理論でモチ

ます」と呼び止められ、「お店を辞めたい」と。不満もないし仕事

ベーション向上を実践しています。可能な限り360度評価を実施

も楽しいが、将来が不安なのだそうです。また、優秀な従業員

しています。

にリーダーになってほしいと打診したら、やる気をなくしてしまいま

⑷3,000アイテムのマーケティング

した。受け身で大過なく仕事をこなすことに満足し、積極的に責

市場細分化と消費者購買行動の把握から始めます。購買意

任を担うのが嫌な従業員が増えています。

思決定プロセスに基づいて、AIDMAモデルで作成したPOPや

彼らも、実は内心に成長や挑戦を望むエネルギーを秘めてい

チラシがもう一人の店員として販売してくれます。3,000アイテム

るに違いありません。それに火をつけることができれば、自ら責

以上もの商品販売には必須です。

任を担い夢中に仕事に打ち込めると思います。

顧客満足を高めるには、まずインターナルマーケティングで従
業員満足を高めることと、サービスマーケティングで習ったとおり

では、どうしたらいいのか？
とことんサービスを向上し、コンビニで働くことに誇りを持てる

です。

ように、コンビニのサービスってすごいんだと思えるようにしてい

⑸ロジカルシンキングで整理・分析

きたいのです。目標は、USJを超える感動です。

モレなくダブリなく
（MECE）分析する切り口を見つけ出し、ピ
ラミッド構造で結論（So what？）
や根拠（Why so？）
を掘り下げ

6.おわりに

ることで、経営判断できるのが診断士の武器です。
私は診断士の先生方に憧れて、一生懸命勉強しました。 診
断士の仲間に入れた今、診断士の先生方との交流に、とても勇
気づけられています。そして、優秀な先生方とお話しするのがと

診断士
略歴

ても楽しいと感じています。これからもよろしくお願いします。
電気メーカーで情報と通信の研究に携わり、2009
年に退職。2010年に診断士に登録。同年、コンビ

ニを開店、現在2店舗を経営している。

事業家診断士に聞く
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企業

事例

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）
社長との出会い

から医療機器として使用してみたいとい

プロジェクトオーナー、製造技術部次長

う依頼があり、その対応のために試作

をプロジェクトリーダーとし財務部長や

品の開発をしている状況でした。

若手の開発担当者数人と東京営業所の

支援企業の社長とは、ある講演会の

社長は企業の成長発展に事業ドメイ

パネルディスカッションで、企業経営者

ンの再構築を意識され、試作品の事業

中小企業診断士の私が支援の管理者と

と専門家のパネラーとしてお会いしたの

化が可能かどうか、医療分野への本格

して全体支援の総括を行い、医療分野

が初めてでした。

的な進出ができるかどうかの検討をさ

に詳しい専門家とのチームによるプロ

れていました。

ジェクト支援を行いました。

懇親会でいろいろお話しする機会が
あり、社長は中小企業診断士に大変興

現状の事業活動の中で医療機器に関

全体の支援目標として、新規事業と

味を持たれていて、自社にもさまざまな

しては、自社での製造販売の経験がな

しての医療分野への進出が最終ゴール

課題があること、私が長く関わっている

く、ノウハウもないことから、どのよう

ですが、まず直近の課題解決を支援と

（独）
中小機構の支援についても関心が

に取り組めば良いか分からないという内

して始めました。

あることなどをお聞きしたので、後日企

容の相談でした。

（２）
企業の概要

2支援プロセス

企業は工具関連製品の製造販売で成 （１）
新分野進出の課題
長されていて、社長は業界で大変有名
な方でした。

直近の支援テーマは①医療器具の製
品開発と②医療分野へ進出のための許

業へ訪問することとなりました。

社長や開発関係者との現状のヒアリ

認可申請でした。③医療市場分野進出
のための営業戦略構築については情報
の収集や関係づくりを行い、支援は継
続中です。

ングから、医療分野への進出のために

3支援内容

新製品を絶え間なく生み出す企画開

は、①医療器具の製品開発、②医療分

発力に強みがあり、製品は今までにな

野へ進出のための許認可申請、③医療

いアイデアやデザイン力に優れ、付加

市場分野進出の営業戦略構築が具体的 （１）
医療器具の製品開発

価値も高く、独自のプロモーションの優

な課題と確認できました。

位性を発揮されて、市場での評価も高
く、多くの支持を得ていました。

医療器具の製品開発には、ISO13485
品質システムに基づく製品設計・開発

（２）
支援の進め方

と製造プロセス、品質管理の確立が必

その開発力は、企業独自のマネジメ

かなり専門性の高い分野であること

要でした。ISO9001の品質システムの

ントシステム理念に基づき、技術力と特

から、課題解決には
（独）
中小機構の専

仕組みはありましたが、医療機器製造

許などの知財がそれを支えていました。

門家継続派遣の支援を企画提案しまし

販売業申請や品目申請
（PMDA）
のため

た。

の管理システムが必要です。そのため

（３）
相談内容
既存の各種製品の中で、整形外科医
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役員によるプロジェクトを組成いただき、

中小企業診断士

支援の受け入れ体制として、社長を

には、設計開発フローの実施、設計検証、

医療機器の開発から上市までのロードマップ

医療機器開発支援ハンドブック
（内閣官房・平成29年1月）

妥当性評価とその記録、リスクマネジメ

高くメンバーは大変苦労されましたが、

ントの実施、品質管理体制の整備など

許可取得はリーダーやメンバーの達成

があり、それを支える現場の人材育成

感と自信につながり、技術や管理知識

も必要でした。

レベルの向上に大きく役立ちました。

専門家とプロジェクトメンバーで、課

製品の品目申請には、一般医療機器

題一つ一つに具体的に取り組み、製品

のクラス１でありPMDA（独立行政法

への届け出
の開発と試作品作りを並行しながらの、 人医薬品医療機器総合機構）
品質システム構築でしたが、企業に適

となります。

医
 療市場分野進出のための
社長のリーダーシップとコミットが大き （３）
営業戦略構築
く、現場を巻き込んだ全社的な取り組
製品の開発は、製品の形状や素材な
どの基本設計から、滅菌対応や防錆対
応の検討、ロットの管理、最終洗浄と
包装やラベルなどの整備、素材の焼入
れ硬度など、さまざまな課題への実務
的対応が求められました。また、量産に
向けて、協力企業との製造管理および
品質管理確保の取り決め書の締結など
も実施しました。

中小企業診断士としての使命は、中
小企業の成長発展に寄与することです。
限られたリソースを活用して成長分野に
果敢にチャレンジする中小企業の経営
革新
（イノベーション）
に、どのように貢
献できるかであると考えています。

した仕組みを作り上げました。これには

みとなりました。

4中小企業診断士として
の支援



新 規 事 業 開 拓 は、多くの 障 壁 を 乗
り越えた事業領域の変革であり、持続

製品開発の過程で、整形外科医への

可能な経営を目指す企業存続の大きな

ヒアリングや関連学会への参加と、関連

テーマです。今回の企業支援は、中小

医療器具の市場調査を行いました。そ

企業診断士として大変やりがいを感じ

の他、他社競合品と類似製品の特許・

る事例です。

商標も含む調査分析や、大手医療機器

このような企業との出合いは、刺激

メーカーへの直接ヒアリングの実施など

的であり中小企業診断士としての良質

からOEMの依頼などもあり、量産化後

な経験の積み重ねとなり、最も大切にし

のチャネル戦略の参考になりました。今

たいことであると考えています。

後の課題としては、本格的な営業と海
外を視野に入れた事業化ですが、これ
らは今後の支援テーマとなっています。

（２）
医療分野へ進出のための許認可申請
改正薬事法に基づく届け出が必要で
あり、製造・品質管理体制を構築して、
第３種医療機器製造販売業申請を行い、
大阪府薬務課の現地視察を受けて医療
機器製造販売業の許可を取得しました。
許認可申請のための品質システムや
製造管理などの体制作りは、ハードルも

はしもと経営研究所 代表
兵庫県立大学大学院 客員教授
（独）中小機構近畿本部 チーフアドバイザー
（一社）大阪府中小企業診断協会 監事
（一社）大阪中小企業診断士会 監事

橋本 豊嗣

上場企業社外監査役、中小企業顧問などのコンサルタントとして活動。
これまで
（独）
中小機構近畿本部の統括プロジェクトマネージャーや、大阪
府中小企業支援センターのプロジェクトマネージャーを経験し、中小企業支
援に長く関わる。

企業診断事例
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診断士交流会

ツーカー会

メンバー
藤田 浩幸
（幹事）
、靜 廣治
（副幹事）
、岡田 幸徳
（書記）
、
福田 達夫
（書記）
、岸 保夫、菊田 倶光、駒谷 尚久、山本 将嗣、
石本 均、足立 悠平、端野 淳一、前北 正幸、金田 謙一郎、
中村 安男、冨本 博司、井上 和也
（担当委員）
［順不同・敬称略］

1 ツーカー会について
「ツーカー会」
は、その名のとおり、毎月第2火曜日に定例会
を開催する、平成29年5月に発足した交流会です。
メンバーの構成は幅広く、独立診断士や企業内診断士、大

3 懇親会
定例会の終了後には、 近隣の飲食店
（幹事の好みなのか、
中華料理店が選択されることが多いようです）
に場を移し、有
志による懇親会が行われています。料理やお酒を楽しみつつ、

ベテランから本年度登録者まで、さまざまな業種や専門分野

その日のテーマに関することや、全く関係のない話など、リラッ

の診断士が15名集まっています。

クスした雰囲気で自由に話し合い、さらなる懇親を深めていま

毎回2名が、 発表者の得意分野や興味を持っていること、

す。

自身の属する業界の裏話などについて、30分程度の発表をし
た後、テーマについて、参加者によるディスカッションを行っ

4 今後について

ています。
会の性格上、メンバーは中小企業診断士であること以外の

2 定例会

共通点が少ないので、一人一人の異なる視点からの感想や意
見は非常にバラエティに富んでおり、会話を楽しみながらも、

これまでの定例会では、「四国八十八ヶ所お遍路さん」
「ツー

大いに刺激を受けることができています。

カーになろう！ 苦手をなくすコミュニケーション」
、
「パスワード

1年間の期間限定の交流会ではありますが、互いに親睦を

と利用者認証」
、
「いつ会社を辞めて、独立すればよいか」
、
「高

深め、知識を吸収することにより、個々の成長につながるよう

校の商業の学習について」
、
「超速習タイムマネジメント」
をテー

な活動を目指していきたいと思います。

マにした発表と、活発な意見交換が行われました。
それぞれの内容の興味深さもさることながら、皆さんの話
術やプレゼンテーションのうまさなどについても、感心させら
れることばかりです。
業務多忙なメンバーが、平日の18時30分に集まることは困
難なことも多いと思われますが、興味深い発表を聞けることを
楽しみにして、各自何とか都合をつけて参加しているようです。
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（文責：金田 謙一郎）

診断士交流会

すいすい会

メンバー
安永 大輔、安藤 翔、稲岡 祐介、間部 勝、吉松 敏男、荒武 貞雄、
山本 雄三、森川 真樹、森本 浩臣、水川 宏信、青石 吉司、石崎 輝樹、
川上 克自、池上 弘美、中井 勝博、中田 仁之、田脇 翔太、渡邉 学、
唐木 稔、浜田 恒彰
［順不同・敬称略］

すいすい会について

懇親会

「すいすい会」
は今年5月に発足した1年間限定の交流会です。

毎回定例会の後にはマイドームおおさか近くの行きつけの中

原則、毎月第3水曜日に活動しており、参加メンバーは大阪

華料理店で懇親会を開き、グループの親睦を深めています。

府中小企業診断協会に所属する中小企業診断士20名で構成

この懇親会では、メンバー同士が自由に意見交換したり、お

されています。 当初は”さんすい会”と命名しようと考えました

互いの人柄を深く知ったり、その日のプレゼン内容の追加質

が、去年既に似た名前の会があったため、参加メンバーの発

問が飛んできたり、金融機関出身者の銀行裏話が聞けたりな

案で音感の良い”すいすい会”と名付けました。会にはプロコン

ど、懇親の席ならではのリラックスした雰囲気であっという間

として活躍しているベテラン診断士をはじめ、金融機関やメー

に時間が過ぎていきます。今後、さらなる交流が深まっていく

カーなどさまざまな業種・業界で活躍しているメンバーが集

ことに期待が高まります。

まっています。また年齢も登録年次も幅広く、専門性や活躍
のフィールドもバラバラで中小企業診断士という資格の奥深さ

今後について

を感じています。また、独立診断士・企業内診断士それぞれ
の情報交換の場としても活発な交流が期待できそうです。

「すいすい会」
はまだ５月に始まったばかりですが、これからど
んな発表が行われるか楽しみです。 異なる業界や分野の知見

定例会（毎月第3水曜日18：30 ～ 20：00）

を互いに吸収し、メンバー全員が成長できる会を目指していき
たいと思います。

定例会は18：30 ～ 20：00に大阪府中小企業診断協会内
のフリースペースなどで実施しており、参加メンバーは忙しい

（文責：安藤 翔）

中、この日のために時間調整を行って駆けつけ、積極的に参
加しています。基本各回２名ずつ、発表者が好きなテーマを定
めプレゼンテーション・質疑応答をしています。 現在まで６月、
７月、８月を通じて、5名の方が発表しましたが、それぞれご
自身の興味のあるテーマについて熱く語ってくださいました。
参加メンバーも単に聞いているだけではなく、質疑応答の際
には矢継ぎ早に中小企業診断士らしい鋭い質問が飛んでくる
など、毎回刺激的で活発な会になっています。そのため、い
つも持ち時間をオーバーしてしまい、 毎回時間がギリギリに
なってしまいます。

診断士交流会
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診断士交流会

いちもくさん２

メンバー
川崎 ますみ、川中 雅史、斎藤 直子、笹野 晃、横山 昌司、
江口 英樹、石倉 一利、水谷 哲也、滝口 謙一、大内 利之、
若松 敏幸、待谷 忠孝、土屋 富雄、宮迫 敬昌、栗岡七巳、
藍木 秀、津賀 弘光、山口 鉄次
［順不同・敬称略］

いちもくさん２

交流会（毎月第1木曜日 18：30 ～ 20：00）

総勢20名による1年間限定の診断士交流会です。名前の由

開催日は、「いちもくさん」
にちなみ、原則、第1木曜日にマ

来は、昨年、毎月例会終了後、一目散に懇親会へ向かうこと

イドームおおさかにて活動しています。

から、「いちもくさん」
と名付けられた交流会が活動していまし

お題目は全くの自由で、約30分の持ち時間にて発表を行い

たが、今年も、ほぼ同様にお話好き
（のんべえ？）
のメンバーが

ますが、発表者によっては、熱弁のあまり、30分を軽く超え

参集したことから、昨年からの伝統を引き継ぎ、ネーミングも

てお話しいただく場合もあり、交流会は非常に活気のあるもの

「いちもくさん2」
とリニューアルして、再スタートしています。

となっています。

メンバーは、企業内診断士、ベテランの先生方、兼業で活

現在まで計4名の方に登壇いただいていますが、先輩診断

動されている診断士および2名の女性メンバーも加え、非常に

士の今までの貴重な経験やアドバイス、また、時には学術的

多彩で、毎月、特色の異なった交流会となっています。

なテーマなどもあり、毎月、どのようなテーマが飛び出すのか
非常に楽しみです。

懇親会
お酒好きのメンバーも多く、懇親会も交流会以上の盛り上
がりを見せています。お店の選択も、毎月の発表者が、飛び
切りの自慢店を手配することになっており、オリジナリティ溢れ
る懇親会となっています。
懇親会の場では、普段話せない深い話題も交わされ、オフ
レコの話も聞くことができ、今後の診断士の活動に有意義な
時間の共有となっています。
（文責：大内 利之）
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スキルアップ 研 修

スキルアップ研修報告（6月）

経営改善のための資金繰り改善の勘どころ

1 はじめに

3 予定資金繰り表作成時の３つのポイント

中小企業のお悩みごとの１つに資金繰りがあります。 独立

資金繰り表は、資金使途や返済原資の説明資料となるため、

前、私は中小企業の財務・経理担当者として、会長と二人三

融資審査時に提出する資料の中でも特に重要です。 予定資金

脚で毎日の資金繰りに奔走しました。 中小企業診断士として

繰り表を作成する際に、３つのポイントがあります。

活動する中で、貸し手の金融機関出身の方、外部者として会

①売り上げは、８割以上達成可能な水準であること。 計画

計に携わる税理士とのダブルライセンスの方とは多く接する機

売上高の８割を達成できなかった場合、今後提出する資料の

会を得ます。しかし、 企業の中で実際に融資交渉に携わり、

信ぴょう性を疑われる可能性があります。

悲喜こもごもの実務経験を有する方にはあまりお会いしていま
せん。

②営業収支の累計が財務収支を上回ること。 キャッシュフ
ロー計算書的に言えば、営業ＣＦ＞財務ＣＦの状態であり、本

今回のスキルアップ研修では、私が実務の中で体験したエ
ピソードを交えながら、中小企業が日々の資金繰りを行う中で

業で捻出した資金で返済ができることをアピールします。
③将来に向けた意思を織り込むこと。 受注拡大や支出抑制、

気を付けるべきこと、資金繰り表作成に関する留意点、融資

他行調達や借換の検討など今後の経営方針を資金繰り表に表

交渉を有利に進めるための方法論などについて、話をさせて

現し、提出の際に金融機関へ説明します。 事前に担当者と話

いただきました。その中から、いくつかの内容をご紹介します。

していた内容の裏付け資料としたり、先々予定する融資依頼
に向けた前交渉の資料として用いたりすることができます。

2 資金繰りとは
資金繰りは、「支払いなどに即時対応するために資金の動き

4 最後に

を把握すること」
などと定義され、支払いのために資金手当て

金融機関が融資に積極的な今こそ、将来に向けた資金繰り

をするイメージが一般的です。このイメージでは、
「よし、今日

改善のチャンスです。 多くの中小企業が将来を見据えた資金

もしっかり資金繰りに取り組もう！」
と思う経営者は少ないでしょ

繰りにシフトし、金融機関と新しい協力関係を築いていくお手

う。

伝いができればと考えています。

その結果、中小企業の経営者にとって、業務としての資金
繰りは
「苦しいもの」
「辛いもの」
と思われがちです。
しかしながら、資金繰りの本質は、そうした近視眼的なとこ
ろではなく、より将来を見据えた企業の将来戦略の中にこそあ
ります。 将来のあるべき貸借対照表像を見据えた中長期的な
経営改善の中に位置付けてこそ、本質的な資金繰り改善は図
られます。

会員

診断士
略歴

橋本 祐樹

昭和53年大阪府生まれ。立命館大学大学院で会計学を
学んだ後、会計事務所勤務、建設コンサルタント会社総

務部を経て平成27年10月独立。現在、つむぎ経営代表。大阪府よ
ろず支援拠点コーディネーター。

スキルアップ研修
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スキルアップ 研 修

スキルアップ研修報告（7月）

サービス業における生産性向上

1 サービス業の特徴

3 改革には何が必要か

かねてより日本の産業、特にサービス業においては諸外国

これからの外部環境の変化に対応するには、「労働時間を削

に比べて生産性が低いことが課題となっておりました。

減し、それでも企業として経営が成り立ち、利益を上げていく

サービス業は人の時間・コストの投入量が多い一方、人の
力が付加価値を生み出す源泉となるのが特徴です。

ことができる企業になること」
です。
ですが、多くの経営者から
「そんな正論、何の解決策にもな

しかし、近年労働人口の減少により、優秀な人材はもとより、

らない」
と言われてしまいそうです。

頭数の確保さえ難しく、確保しても一人当たりの働く時間が長

しかし、長時間労働あるいは非正規雇用により、仕事の量

時間化した結果、離職率が高くなるといったことが顕著になっ

や目先の利益を補えてしまうことで、かえって設備投資やイノ

てきました。

ベーションへの機会を逃してしまっていることに気づいていな

また、非正規雇用の割合の増加、育児・介護離職、精神疾

い可能性もあります。

患による労災認定が過去最高になるなど、従来の
「長時間働

数字の成果や職場環境の整備といった表面的なものではな

けて、どんな場所にでも配置可能なモーレツ社員」
といった

く、さまざまな視点から、時にはビジネスモデルそのものを見

「人」
という経営資源が当たり前ではなくなる時代に入ってきま

直すといった、根本的な解決策が必要とされる時代になってき

した。

たのではないでしょうか。

2「働き方改革」による外部環境の変化

4 最後に

そういった背景を受け、国では
「働き方改革実現会議」
が設

生産性向上に
「これさえやっておけば大丈夫」
という方法はな

置され、今年度は実現に向けた国の施策が実施されています。
中小企業のサービス業においては、最低賃金の上昇、実質
青天井になっている労働時間に罰則がつく一方で、生産性向
上のための支援が実施されるといった外部環境の変化に対応
を迫られることになります。

いと思います。
長時間労働の背景にしても、業界ごと、会社ごと、個人ご
とにさまざまな事情があります。
まずは個々の内部環境を把握し、外部環境を踏まえたある
べき姿を設定し、それに向かって試行錯誤の連続しかないと考
えます。
働き方改革の担い手として、中小企業診断士の存在価値は
これから増してくることを確信しています。

会員

土居 伊子

診断士
略歴

大手企業にて労務管理担当。その後中小企業に従事
し、中小企業特有の人に関する問題解決に興味を持つ。

平成１９年社会保険労務士、平成２５年中小企業診断士資格取得。
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中小企業診断士

スキルアップ 研 修

今後のスキルアップ研修およびセミナーの開催予定（１０月〜１２月）
◆10月度 スキルアップ研修
日

時 平成２９年１０月２５日
（水）
１８時３０分～２０時３０分

会

◆12月度 土曜セミナー
土曜セミナー「確定申告！今さら人に聞けない実務上の疑問点」
開催のお知らせ
（会員限定）
独立されている診断士で個人事業主であれば、自分で申告

場 マイドームおおさか
（予定）

テーマ 真っ白から見えてきた
診断士に必要な支援能力と稼ぎ方
講

師 石井 誠宏 氏
（大阪府協会会員）

しているという方が大半でしょう。しかし、独立されて長い方
でも、税務上の素朴な疑問をたくさん持たれているかと思いま
す。このセミナーでは、そういった、税務署には決して聞けな
い疑問を、当協会会員である橋本税理士と中川税理士が、実

何も知らない状態から、独立して丸4年。たくさん教えても
らいながら、診断士の世界を感じ、少しずつ診断士が提供で

務上の問題点やよくある質問のポイントなどについてお話しす
るというものです。
当日のテーマは、以下のような、なかなか答えのない項目

きる価値が見えてきました。また、どこに市場があり、どうやっ
て稼いでいけばいいのかということも少しずつ見えてきました。
私を事例として、他の方に聞いたことなども入れながら、具

です。
⃝交際費はどの位まで認められる？

体的にご紹介いたします。また、私が企業に支援している際

⃝青色専従者給与は幾らまで認められる？

の企業支援方法
（事業面・生産性向上施策・キャッシュフロー・

⃝青色申告特別控除65万円を受けるためには、どのレベルま

資金繰り）
についても紹介します。

◆11月度 スキルアップ研修

で記帳が必要？
★確 定申告初心者にはもちろんのこと、ベテラン診断士さん
にこそ、 聞いていただきたい内容がいっぱいです。 ぜひ、

日

時 平成29年11月22日
（水）

ご参加ください。

18時30分～２０時30分
会

場 マイドームおおさか
（予定）

テーマ 経営改善における
『５Ｓ』
どのような業種・業態でも使えるものの見方・考え方
講

師 大串 隆史 氏
（大阪府協会会員）

日

時 平成29年12月2日
（土）10時～１２時

場

所 マイドームおおさか8階

講

師 橋本 賢宏
（府協会会員・税理士）

第2会議室

中川 学
（府協会会員・税理士）
参加費 無料

『５Ｓ』
とは、単なる片付けや、改善のための前準備ではあり
ません。具体的な活動を継続させることにより、企業の当たり
前のレベルを向上させ、仕組みの見直しを通じた良い組織文
化を醸成するための変革への取り組みです。そして、多種多
様な業種・業態を支援する中小企業診断士としては、非常に
有効なものの見方・考え方でもあります
（トヨタ生産方式が業
種・業態を超えて応用・展開されているように……）
。
今回は、支援側
（診断士側）
の視点を織り交ぜながら、『５Ｓ』
について一緒に考えたいと思います。

スキルアップ研修
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私のおススメの本『失敗をゼロにする起業のバイブル』
中山 匡・著

先
■
独立起業してもおかしくない優秀な会社員も、そう

な判断をした結果ではなく、数

簡単に会社を辞めるわけにはいきません。家族から、今

いこの結果の手法は、ぜひとも

の安定したポジションを捨てて独立して、「本当にうまく

本書で確認していただければと

いくの？」と問われたとき、独立して失敗しない理由をロ

思います。

行きが不透明な時代が続いています。本来であれば

かんき出版・発行

字で診断した結果です。興味深

ジカルに説明できる人は極めてまれでしょう。彼らにとっ
て重要なのは、起業して大成功して、一攫千金を狙うこ

業して一攫千金を狙う前に、

とではありません。優良企業を辞めて、安定したポジショ

起
■
まずは失敗しないこと。そ

ンを捨ててまでして独立した後、絶対に失敗しないこと

のためにも、この手法を活用し

の方が重要だと言えます。

て、あなたがしたいことは勝てるマーケット

中 小 企 業
診
断
士

のような中、まさにそういった方を救

そ
■
うための書籍が、神田昌典氏も推薦す
る
『失敗をゼロにする起業のバイブル』
（ かん
き出版）です。本書の特徴は、やりたいこと
や好きなことで起業することはノーであると

が、好きなことで起業した人の成功確率は2
割以下だと言います。なぜならば、好きなこ
とが、必ずしも勝てるマーケットとは限らな
いからです。
業 し て 失 敗 し な い た め に は、「 勝 て る

の

メ

言い切っていることです。著者の中山匡氏は、
１０年で６，
０００社を超える支援をしてきました

私
おス
ス

なのかどうかを判断することをお勧めします。
なみに、現実的には、いくら勝てるマー

ち
■
ケットを見つけたとしても、強みがなけ
れば勝ち続けることは難しいです。同書の中
では、書籍の半分のスペースを割いて、その
解決方法を解説しています。
の本は、独立診断士、創業支援をしてい

こ
■
る方はもちろんですが、今後独立を考え
ている、または独立しようか迷っている企業
内診断士にもお勧めです。

起
■
マーケット」を選ぶことが重要です。勝てるマーケッ

トとは、
「顧客が求めている」のに、
「競合が弱い」分野のこ
とです。しかし、それが分からないから、感覚、感情で判
断してしまうのです。では、どうしたら良いのか？

同

書では、その答えに対して、Ｇｏｏｇ
ｌ
ｅが無料公開している

船越 誠

データを使うと、慣れれば１分でできてしまう方法を解説
しています。例えば、独立起業するなら「①税理士 ②ペッ
トフードの通販 ③エステサロン ④住宅リフォーム ⑤水
泳のコーチ」のうち、どれが最も成功しやすいと思われる
でしょうか？
ぜ、ここで「水泳のコーチ」？という聞き慣れないも

な
■
のがあるのだと、疑問に思われた方もいるかもしれ
ませんが、正解は、
「⑤水泳のコーチ」です。これは感覚的
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私のおススメ

診断士
略歴

平成28年登録。18年間アパレル業界で営業から
企画までさまざまな仕事をこなす。現在は経営コ

ンサルティング会社に所属し経営支援をしながらも、ビジネス
モデル・デザイナー ®として起業・新事業支援活動や、ビジ
ネスモデル構築セミナーを行っている。

「中小企業診断士の時間」

インターネットラジオ番組

2017年6月14日
（水）
より、（一社）
大阪府中小企業診断協会では、阪急うめだ本店
（大阪府大阪市北区角田町8番7号）9階にラジオ
ブースを構える
「ソラトニワ梅田」
から、ラジオ番組
「中小企業診断士の時間」
を配信しています。
この番組では、ユニークな取り組みをしている経営者の紹介や、中小企業診断士に関する情報などをお伝えしていきます。
パーソナリティ :（一社）
大阪府中小企業診断協会所属の中小企業診断士
東 純子、松尾 健治、林 一成、岡崎 永実子、古川 佳靖、永井 俊二、池渕 ゆかり、大草 吾朗、吉住 裕子 ほか
コーナー紹介
おもろい経営者紹介しまっせ
関西の中小企業を経営する方に出演していただき、経営者自らの経験談や事
業にかける思い、会社の情報など、中小企業診断士の目線を踏まえて、質疑
応答形式で語っていただきます。

第1回

6月14日
（水）20:00 〜

●おもろい経営者紹介しまっせ

もりかわ

てる お

●中小企業診断士って何？

6月28日
（水）20:00 〜
せん だ

しのぶ

●中小企業診断士って何？
第１回で診断士が何をする人か浸透していないことを痛感。
今回はＭＣ2人が30秒で診断士を説明する
「エレベータピッ
チ」
に挑戦したものの……。

7月12日
（水）20:00 〜

●おもろい経営者紹介しまっせ
あお き

おき

な

な

こ

ゲスト：真創株式会社 沖 那菜子 氏
「新しいけど、懐かしい」
、60年以上前のイラスト原画を使っ
たステーショナリーをつくる
メーカーです。 創 業70周
年の今年、大阪・東京でス
タートする、第二創業の取
り組みを伺いました。
経 営 課 題は幅 が 広く、 診
断士も多種多様な相談に対応しなければならないものの、Ｍ
Ｃ2人が
「実は私○○が苦手です」
を赤裸々に告白……。

第5回

ゲスト：株式会社ルカコ 代表取締役 仙田 忍 氏
「抱っこひも収納カバー」
を製造・販売する株式会社ルカコ。
ご自身の２人の育児経験を
生かした商品企画、ママさ
んスタッフの働きがい・働
きやすい職場づくりの取り
組みを伺いました。

第3回

7月26日
（水）20:00 〜

●おもろい経営者紹介しまっせ

●中小企業診断士って何？

初回のテーマは
「診断士誤解
あるある」
。 正式名称をなかなか覚えてもらえない、診断が
どういうことなのか伝わりにくいなどの話がでてきて……。

●おもろい経営者紹介しまっせ

一般の方に馴染みの薄い中小企業診断士というものが何かを解説します。テー
マに基づいたエピソードを交え、わかりやすく伝えていくコーナーです。

第4回

ゲスト：森川商事株式会社
（昭和湯） 森川も り晃
夫氏
かわ まさつぐ
ゲストハウス木雲
（もくもく）
店長 森川 真嗣 氏
大阪淡路で昭和3年創業の銭湯
「昭和湯」
と、その銭湯の近く
でゲストハウス木雲を経営する
兄弟。 銭湯×ゲストハウス
（簡
易宿泊所）
×商店街のユニーク
な取り組みを伺いました。

第2回

中小企業診断士って何？

まさあき

ゲスト：手染メ屋 青木 正明 氏
京都に店舗を構える、草木染の
ファッショブランドメーカー。 社
名のとおり、１点１点、手染めを
している商品価値を言葉に置き
換え、消費者に伝える取り組み
を伺いました。

●中小企業診断士って何？
前回を踏まえ、もっと端的に診断士を伝える必要があると、
ＭＣ2人がそれぞれ
「診断士のキャッチフレーズ」
を披露しまし
たが……。

8月9日
（水）20:00 〜

●おもろい経営者紹介しまっせ

かね こ

よう こ

ゲスト：株式会社ロカロジラボ 金子 洋子 氏
妊娠糖尿病を患った経験を生かしたカフェで創業を計画した
ものの、自分のリソース不足などを鑑みて、まずは自分ので
きるセミナーや料理教室
から足場固め。 念願の店
舗開店までの経緯を伺い
ました。

●中小企業診断士って何？
今回のテーマは
「創業支
援あるある」
。これから事業を始めようとする創業者の相談
対応も業務である診断士が遭遇することとは……？

第6回

8月23日
（水）20:00 〜

●おもろい経営者紹介しまっせ
たつ た

まさ お

ゲスト：株式会社京でん 竜田 昌雄 氏
衣料品ブランド
「禅」
を展開。和柄がブームに乗って事業拡大
したものの、 ブームが落ち
着いて経営危機に。 新ブラ
ンド
「cotocul」の立ち上げ、
自社生産、 ネット販売への
挑戦を伺いました。

●中小企業診断士って何？
「 経 営 者に言った厳しい 一
言」
をテーマに……。

阪急うめだ本店９階にある
「ソラトニワ梅田」
からお届けしています。
視聴はこちら＞＞http://www.soraxniwa.com/radio/program/umeda

収録協力：清水谷放送局

大阪市中央区１-24-13

ネットラジオ
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委員会報告

独立支援セミナーご報告（会員サポート委員会）

6

月17日
（土）
に、マイドームおおさか８階、第６会議室にて
「独立支援セミナー（心・技・体）」が開催されました。当

セミナーは、中小企業診断士が独立するために必要なノウハウを
「心・技・体」の３つに分類して解説するものです。講師を務め
てくださった3名は、仕事をする上で最も脂ののった40代半ばで
あり、大阪中小企業診断士会の理事にも就かれるなど、診断士
の中心的な存在として活躍されている方々です。

心

については、「心の霧を晴らす編」として、独立で得られ
るものは何なのか、なぜ独立をするのか、その覚悟と準

備について柳辰雄氏が講義されました。
「技編」
の林 浩史氏

体

では、
「独立体制と基礎知識を整える編」として、独立の
ために何が必要かを経験者の視点から、石橋研一氏に

伝えていただきました。

「心編」
の柳 辰雄氏

独立前に準備すべき資金や独立後の人脈づくりについて、自
身の経験をもとにした具体的なお話をしてくださいました。さらに、
信頼を獲得するための姿勢や、経営支援の現場で結果を出す
ための心構えなど、実践に役立つ貴重なお話を聞くことができま
した。

「体編」
の石橋 研一氏

独立後の営業の方法や専門分野の確立、目標とした先生な
どを詳しくご紹介くださり、独立後にすべきことが具体的にイメー
ジできたと思います。

技

では、「実践で必要な技を学ぶ編」として、独立を支える
能力とは何なのかについて考え、診断士として備えるべ

ミナー後は会場を移して懇親会を行いました。ご登壇い

き能力と、自らの力で稼ぐ技術を林浩史氏に伝えていただきまし

セ ただいた講師を囲んで、セミナーでは伝えきれなかった裏

た。

話で盛り上がりました。協会では今後も会員の皆さまの役に立つ
セミナー・研修を予定していますのでご期待ください。

独立診断士としてのブランディングや自己アピールの方法など、
仕事を獲得するための具体的なお話が聞けました。
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（文責：会員サポート委員会

西谷 雅之）

委員会報告

会員サポート委員会の紹介

会

員サポート委員会の業務内容は、①登録研究会・業種
別交流会・診断士交流会の運営、②新年互礼会や新

当

委員会のミッションは、会員のスキルアップと活躍機会の
提供、および会員交流の活発化により協会としての魅力

歓フェスタ、秋の歓迎会など年間行事の運営、③スキルアップ

を高め、組織力の向上を図ることであると考えています。

研修・土曜セミナーの運営、④経営経済講演会の開催、⑤府

〔会員サービス事業グループ〕では、登録研究会、業種別交流

協会として取り組む新規事業の企画・開発などとなっています。

会、診断士交流会が円滑かつ活発に活動していただけるよう、

担当業務を３つの事業グループに分け、以下の総勢１８名のメン

さまざまな運営支援を行っています。また、100名以上の会員

バーが活動しています。

の皆さまにご参加いただいている新年互礼会や新歓フェスタなど
の、会場手配からイベント内容の企画・準備、当日の運営に尽

担当副理事長：小野 知己

力しています。

委員長：小林 俊文

〔研修事業グループ〕では、原則毎月第４水曜に開催している

〔会員サービス事業グループ〕
（業務内容①②を担当）
副委員長：西谷 雅之
委員：井上 和也、影山 貴俊、西山 友啓、斐山 孝嗣、
渡部 真衣子
〔研修事業グループ〕
（業務内容③④を担当）

「スキルアップ研修」において、受講者アンケートで人気の高い
「生産性向上」や「独立体験談」などのテーマを設定し、連続で
シリーズ開催することで、より充実した知識の習得を図っていま
す。また、
「土曜セミナー」は、企業などに勤務しておられる会員
の皆さまが参加しやすい土曜日に、実践的ですぐに役立つテー

副委員長：秋 松郎

マで講義していただける講師を厳選し、質の高い情報提供を

委員：石倉 一利、谷村 真理、西松 あゆみ、京 里美

行っています。

〔新規事業開発グループ〕
（業務内容⑤を担当）

〔新規事業開発グループ〕では、特に協会会員の過半数を占め

副委員長：柳瀬 智雄

る企業内診断士の皆さまにとって、気軽に参加できて、かつ有

委員：上野 浩二、坂野 圭吾、山﨑 研、高橋 佐和子

意義な活動ができる場の提供を重点目標として、検討を進めて
います。

会

員の皆さまには、会員サポート委員会が開催する研修やイ
ベントに積極的にご参加いただき、診断士としてのレベル

アップや人脈作りに、ぜひ活用していただきたいと願っております。

委員会報告
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研修・事業委員会の紹介

今

回より、各委員会からの報告を定期的に行います。研修・事業委員会からは業務内容をご紹介いたします。
当委員会では本部からの受託事業などをはじめ、下記の4つの事業を実施しています。

①中小企業診断士試験などの実施、②中小企業診断士実務補習、中小企業診断士研修事業（理論政策更新研修）
の実施、③中小
企業診断士実務従事の実施、④受託事業
れらの事業を確実に遂行するために、企画、入札、事前準備、当日運営、事後処理を行うことが当委員会の役割です。常にお

こ 客さま（受験者、受講者、本部、府協会、委託先）の目線で複合的に業務を遂行しています。試験監督員や実務補習指導員、
理論政策更新研修の講師など、会員の皆さまの協力なくしては成り立たない委員会でもあるのです。以下、当委員会で実施している主
な業務を紹介します。

１．診断士試験の実施業務
試験業務には、一次試験、二次筆記試験、二次口述試験の

３．理論政策更新研修業務
診断士資格更新のための「知識の補充要件」
（5年間で5回以

各業務があります。当業務においては本部からの指示に従って、

上受講など）
を満たすために、毎年多くの診断士の方々に受講い

一寸の間違いも許されない業務が求められます。

ただいています。 大阪地区では本年度、7月～来年2月の間に

本年度の一次試験は、8月5日
（土）、6日
（日）の2日間にわた

12回の開催を計画しています。

り実施されました。当日は試験監督員など、約160名の皆さまに
ご協力をいただきました。全会員の1/6の方々による一大イベン
トです。おかげさまで、大きな問題もなく無事終了することがで
きました。

４．実務従事事業
「実務の従事要件」
（5年間で30ポイント以上獲得）
を満たすた

今後、10月22日
（日）に二次筆記試験、12月17日
（日）に二

めに、春期と秋期の年2回開催しています。指導テーマや業種、

次口述試験と続きますので、引き続き運営のご協力をお願いい

日程などをあらかじめご案内し、受講者にコースを選んでいただ

たします。

くカフェテリア方式を採用しています。

２．実務補習業務
二次試験の合格者を対象に夏期（7 ～ 9月）
と冬期（2 ～ 3月）
に実務補習を実施しています。会員の皆さまには指導員・副指
導員として参画いただいております。

委員会のメンバーは、内藤秀治（委員長）、高山吉和（副委員
長）、佐々木千博（副委員長）、清水和也、島田尚往、中村佳織、
野中仁、森啓、左川睦子、宮園典夫の10名です。
今後とも会員の皆さまのご理解とご協力のもと業務を推進した
いと思います。何とぞよろしくお願い申し上げます。
（研修・事業委員会：内藤 秀治）
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委員会報告

総務委員会の紹介

今

回は府協会からの報告として、総務委員会からは、業務

やルールの制定、士会との協調連携、青年部支援、事務局機

内容とメンバーの紹介をします。

能充実などがあります。昨年度のトピックスは、
「11月4日の診断
士の日ならびに府協会60周年記念行事」でありました。また、

総

務委員会は、文字どおり府協会の総務を担当します。協

各種規程類の整備・制定を重点課題としてきました。今年度は

会組織の機能が円滑に働くように、バランス感覚を心掛

会員サービスの向上にも資するようIT環境の整備・情報セキュ

けながら努めています。活動コンセプトは、①良かれと思う私目

リティの向上対応を進めています。

線で、②期待するあなた目線で、③みんなが思うコンプライアン
ス目線で、④そして飛躍したい私たち目線で、としております。

務委員会のメンバーは、福嶋康徳委員長（全体総括）、

それまでの府協会の方針であった、「脱皮そして飛躍」を現在の

総

新体制ではさらに進化させ、
「変革・成長そして貢献」としていく

和副委員長（総務・企画担当）、杉本雅彦委員、中川喜照委員、

ことがうたわれております。新方針を実現していくためには、総

中澤未生子委員、椋野誠司委員、山本彰子委員、福島知子委

務委員会ではバランス感覚を持って業務にあたることが肝要であ

員、新井浩一委員、谷口周児委員であります。そして、北口祐

ると考え、活動コンセプトも、4つの目線からのバランスを意図し

規子副理事長、横山武史副理事長のサポートをいただきながら

ています。

担当しています。会員の皆さまのご理解とご協力を得て職務に

中嶋聡副委員長（財務・コンプライアンス担当）、西村美

努めたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

業

務としては、定時総会の対応をはじめ、各種会議体の
対応、事業計画および決算・予算に関すること、府協

（総務委員会：福嶋 康徳）

会の組織や会員各位の活動が円滑に進むための規程類の整備

総務委員会メンバー
委員会報告
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6月開催の青年部イベント
平成29年6月24日
（土）14:00より北浜のイタリアン食堂にて、
『ルイーダの酒場』
を実施し、43名が参加しました。

同線を人気の観光名所に仕立てた立役者の長谷川氏からは、
事業成功の秘訣として、「人、社員のモチベーション」
「明確な
テーマ」
「値ごろ感」
「アクセス」
「訴求力」
「目新しさ」などのキー
ワードが語られました。

ルイーダの酒場は青年部のオフ会の位置づけで、参加者自ら
が「勇者」となって企画を立ち上げ、仲間を募るイベントです。こ
れまでも、診断士としての活動の場を広げたり知見を深めたりす
る企画からサークル活動まで、さまざまな活動団体が誕生してき
ました。
一昨年に続き、3回目の開催となった今回も、自らが主体となっ
てセミナー開催を目指す「自主セミナーチーム 我々は主役」、診
断士視点の目的を持った街ブラで現場感をつかむ「ブラＵＥＮ

グループごとにアイデア発表

Ｏ」、2年のときを経て再び「帰ってきた日本酒会」、カレーを愛
する人の会「華麗なる一族（仮）
カリー部」など、14件の企画が
成立しました。

講演会後は、ワールドカフェ形式で、「地方の魅力的な企業と
は？」をテーマにディスカッションを行い、人材の定着や地域との
共生などの切り口で案を出し合いました。
場所を移しての懇親会では、若手、先輩診断士が入り混じっ
て活発に交流し、盛況のうちに終えることができました。
（文責：福島 知子）

【青年部の参加募集】
青年部加入資格
①大阪府中小企業診断協会の会員
勇者の話に聞き入る参加者ら

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】

7月開催の青年部イベント
平成29年7月22日
（土）14:00より、ドーンセンターにて、嵯
峨野観光鉄道（株）元社長 長谷川一彦氏による講演会『地域創
生を担う鉄道業再生への道！
！』
を実施しました。OBや青年部以
外の協会会員の方も多数ご出席くださり、参加者数は昨年のヤ
ングリーダー講演会に次ぐ、63名となりました。
嵯峨野観光鉄道（株）
は、JR西日本の完全子会社として誕生
し、廃線区間であった山陰本線旧線の嵯峨野トロッコ列車を観
光列車として復活させました。
草木が生い茂り、とても列車が走れるような環境ではなかった
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TEL：06-4792-8992
E-mail：osaka.sk.seinenbu@gmail.com

青年部

今後のスケジュール

「第4回ヤングリーダー講演会」
日時：12月9日
（土）14:00 ～ 17:00

場所：The DECK ザ・デッキ
（堺筋本町）
講師：株式会社れもんらいふ 代表
※11月は企業訪問を予定しています

千原 徹也 氏

士 会 の ペ ージ
今回は、運営部のご紹介をいたします。
運営部は、大阪中小企業診断士会として受託している案件などの、管理運営を行っております。一部、総務部、事業部などと連携
しながら、業務を行っております。

１．メンバー
⃝林 浩史（理事、運営部長、人材マッチング部会責任者）
⃝初田 洋介（理事、日本Ｍ＆Ａセンター事業責任者、経営改

④再生支援事業
⃝大阪府中小企業再生支援協議会から受託し、専門家を選
任し派遣しております。
⃝平成28年度は、46件の受託がありました。

善支援センター事業責任者）
⃝石井 誠宏（リーダー、保証協会経営サポート事業責任者）
⃝横山 昌司
（保証協会経営サポート事業担当）
⃝伏見 明浩（経営改善支援センター事業担当）

⑤日本Ｍ＆Ａセンター提携事業
⃝株式会社日本Ｍ＆Ａセンターとの提携事業で、Ｍ＆Ａ案件
の紹介などを行っております。

⃝高柳 佳苗（経営サポート事業担当）
⃝中尾 博一（事業部兼任：組合事業担当、経営サポート事
業担当）

⑥公的支援事業
⃝公的スキーム
（ミラサポ）
を活用した専門家派遣事業で、永

⃝柴田 将芳（総務部兼任：経営サポート事業担当）

和信用金庫、日新信用金庫から受託しております。

⃝細谷 弘樹（運営部担当副理事長）

⑦研修受託事業

２．現在の主な業務
①経営サポート事業

⃝社員教育などの研修を、企業から受託する事業です。
⃝平 成28年度は、ＮＴＴ西日本、ＮＴＴビジネスソリューショ
ンズからの受託がありました。

⃝大阪信用保証協会から受託しています。
⃝診 断報告、経営改善計画策定、創業支援、生産性向上
支援のメニューがあり、平成28年度は、診断311件、計
画策定88件、フォローアップ12件、創業2件の実績があり
ました。

②組合等事業向上事業
⃝大 阪府および、大阪府中小企業団体中央会から受託して
います。
⃝組 合ビジョン・中期計画策定、組合事業計画、組織活性

⑧ものづくり補助金書面審査事業
⃝補助金書面審査を、大阪府中小企業団体中央会から受託
しております。
⃝平成28年度は、68名に審査をお願いいたしました。

３．運営部の活動内容
⃝上記の各事業の運営方法を具体的に、受託先と協議しな
がら企画立案し、実行管理まで行っております。

化、異業種企業グループ事業化のメニューがあり、平成

⃝現在は、大阪信用保証協会の経営サポート事業の運営が

28年度は、大阪府からは5件、中央会からは24件の受託

中心業務となっております。受託案件の派遣選定から受託

実績がありました。

案件の管理を、業務局と連携しながら行っております。
⃝その他、事業説明会（4月8日開催）
や、各事業の個別説明

③経営改善支援センター事業

会や勉強会、研修などの企画開催運営を行っております。

⃝現在、みずほ銀行、北おおさか信用金庫、尼崎信用金庫
と提携しており、経営改善支援センターを活用した経営改

（文責：初田 洋介）

善計画の策定支援を行っております。
⃝平成28年度は、計2件の受託実績がありました。

士会のページ
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今後の活動予定

お知らせ
中小企業診断士の日 記念イベントのお知らせ

「秋の歓迎会」開催のお知らせ

「中小企業診断士をこう活用すれば会社は伸びる！」

夏の実務補習を終えられた方や未入会の方、この秋に入会さ

～診断士の“ト・リ・セ・ツ” ～

れた方に大阪府中小企業診断協会をご紹介する
「秋の歓迎会」

企業が中小企業診断士をどのように活用すればいいのか、中

を開催いたします。もちろん既存会員の方の参加も可能です。

小企業の皆さまに中小企業診断士の活用方法
「トリセツ
（取扱説

当日は登録研究会などの協会活動を知っていただく催しを予定

明書）
」
をご提案いたします。

しています。ぜひご参加いただき、協会の雰囲気を感じてくだ

また、会場では、診断士が支援した事例
（約20社）
をパネル

さい。

展示でご紹介するとともに、そのうちの5社について、経営者
と支援した中小企業診断士による事例発表を行います。
日

時 11月1日(水)

場

所 マイドーム大おおさか ２階Ｂホール

12時30分～１７時30分

プログラム概要

場

所 レストランマイドーム
（マイドームおおさか１階）

費

用 無料

定

員 ８０名
診断士ならびに診断士試験合格者

⑵基調講演
「テーマ：これからの中小企業支援の着眼点」
代表取締役会長

時 １０月１３日
（金） １９時～２１時

参加資格

⑴パネル展示ブースでの事例説明
株式会社中農製作所

日

…

中農 康久氏

お申込み
以下の申込みフォームよりご登録ください。

⑶事例発表

https://business.form-mailer.jp/fms/3be3da7173690

①株式会社ナオミ
（大阪府協会推薦）

※申し込み多数の場合は、新入会員と未入会者、当日発表の

②サイクルショップ ナカゴヤ
（兵庫県協会推薦）

方を優先させていただきますのでご了承ください。

③常国鉄工株式会社
（大阪府協会推薦）
④山城萱葺株式会社
（京都府協会推薦）
⑤株式会社ＫＭユナイテッド
（大阪府協会推薦）
費

用 参加費無料

申し込み方法
WEBページから、またはチラシ裏面の申込書にてFAXでお
申し込みください。
イベント事務局
（一般社団法人大阪府中小企業診断協会）
WEB

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

FAX

06-4792-8993

主

催 一般社団法人大阪府中小企業診断協会
一般社団法人兵庫県中小企業診断士協会
一般社団法人京都府中小企業診断協会

協

力 一般社団法人大阪中小企業診断士会

詳しくは同封のチラシまたはWEBをご覧ください。

30

今後の活動予定

なお、歓迎会当日、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皆さんに、参加者への呼
びかけの場を提供いたします。
発表されたい方は、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。既存の研究会などのメンバー追加募集で
も結構です。会員サポート委員会で内容を検討の上、連絡さ
せていただきます。

主な 行 事

お知らせ
大阪府協会の主な行事

士会の主な行事

平成29年7月~9月

７月

広報委員会

4日

5日・１１日・２１日 会員サポート委員会
6日
7日

14日・２５日

８月 ３日・８日・16日
７日・９日

研修・事業委員会

１８日

１８日・22日
２２日
23日
９月

1日・２２日
5日・１５日

１９日

業種別交流会

２８日

診断士交流会

１５日・２６日
２０日
２１日
２７日

編集後記

２４日

３１日

会員サポート委員会

８月 ２日・１９日

研修・事業委員会

３日

業種別交流会

１６日

理事会
正副会議

２１日

スキルアップ研修

２３日

会員サポート委員会

２８日

広報委員会(会報編集部会)

７日・１２日・２０日 診断士交流会

１３日

１１日

理事会
正副会議

広報委員会

8日
９日

5日・１５日
１０日・２７日

スキルアップ研修

26日

７月

総務委員会

6日・11日・19日 診断士交流会
10日

平成29年７月〜９月

総務委員会

業種別交流会

２２日
２６日
２９日
９月 ６日

理事会
正副会議

１１日

研修・事業委員会

１６日

スキルアップ研修

１５日
２０日
２１日

中之島図書館無料経営相談
中之島図書館共催セミナー 個別相談会
総務部人事PT

経営サポート事業研修会

広報部会、人材マッチング部会

中之島図書館共催セミナー
事業部会
総務部会
運営部会
4部合同会議

中之島図書館無料経営相談
中之島図書館共催セミナー 個別相談会
早期経営改善計画勉強会
理事会

総務部人事PT
広報部会

中之島図書館共催セミナー

中之島図書館共催セミナー 個別相談会
総務部会
事業部会

中之島図書館無料経営相談
中之島図書館共催セミナー 個別相談会
日本M&Aセンター勉強会
運営部会

中之島図書館無料経営相談
中之島図書館共催セミナー
理事会

〜広報委員会から〜

今月号から当協会の会報をリニューアルしてお届けすることと 動が分かりやすく伝わるようにいたしました。
なりました。以前から会報に関するご意見やご要望を伺うことが
また、リニューアルにあたっては、自社発行の出版物や広報
ございましたが、今年度に入りリニューアルに向けて広報委員会
誌の編集・制作で実績があり、中小企業診断士の認知度向上
内で検討を行い、今年5月には会報に関するアンケートを実施さ にも理解のある方が代表を務める出版社に、編集協力を依頼し
せていただくなどの準備を進め、今回の発行に至りました。
ました。また、予算面においても協力を得て、今までと同様の予
ひとまずできるところからご意見・ご要望を反映しつつ編集作
算内で抑えることができました。
業を進めてまいりましたが、いかがでしたでしょうか？
今後も広報委員一同、ますますの誌面充実を図り、読むのが
今回のリニューアルでは、Ｂ５サイズからＡ４サイズに大きくし、 待ち遠しくなる会報づくりを目指して、頑張ってまいります。
全頁カラーにしました。より見やすく、読みやすくするためにレイ
引き続き、会員の皆さまのご協力を賜りますよう、どうぞよろし
アウトやデザインにも配慮し、会員の皆さまの活動や府協会の活 くお願い申し上げます。
（広報委員会 東 純子）

主な行事
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