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29年度のスタートにあたって
ＢＳＰを目指して

種、多様な能力のある会員が集まっています。
これこそが、府協会の重要な資源であり知的
資産だと思っています。
戦略検討会議では、このような会員の方々
理事長 風谷 昌彦
の能力発揮に焦点を当て、会員の皆様ととも
に「成長・変革、そして貢献」を目指したい
と思っています。この考えの下、戦略検討会
平成29年５月19日に行われました第６回大
議 で 生 ま れ た コ ン セ プ ト が、「 ビ ジ ネ ス
阪府中小企業診断協会（以下、府協会）通常
（Business）ソリューション（Solution）プロ
総会は、会員の方々のご協力により、無事終
フ ェ ッ シ ョ ナ ル（Professional）」（ 以 下、
了いたしました。こころより感謝申し上げま
BSP）です。このBSPを目指した最初の取り
す。
組みとして実施したのが、会員サポート委員
さて、私が昨年の総会で理事長に就任し、
会によるニーズ調査でした。この調査は、中
早１年が過ぎました。この一年を振り返りま
小企業 ・ 支援機関 ・ 診断士 の各主体に
すと、色々な取り組みが行われました。協会
分け、各主体から見た診断士や当協会に対す
本部との連携による取り組みとしては、診断
るニーズを把握しようというものです。その
士の社会的地位の向上をめざしたブランディ
ング戦略の下、会員の皆様もご承知のように、 結果、経営支援に対する 診断士の能力不足
や、 当協会の活動が見えない
診断士が
昨年９月から中小企業診断士バッチの貸与と
何をする専門家なのかが分からない といっ
着用運動が始まりました。また、「中小企業
た厳しい指摘もありましたが、一方で経営
診断士の日」が11月４日と決められたのを機
支援において診断士に期待する意見も多く
に、
「大阪府中小企業診断協会記念フォーラ
ありました。私はこのような厳しい意見や、
ム」を大阪中小企業診断士会との共催で実施
大いなる期待こそが、当協会や診断士対す
致しました。
る心温かいエールだととらえています。
一方、府協会単独での取り組みとしては、
さて、今年度ですが、昨年度同様、引く続
従来からの委員会活動に加え、正副理事長と
き「社会的地位の向上」と「認知度の向上」
各委員会委員長を構成メンバーにした戦略検
を目指し、各委員会が所管する各事業を着実
討会議を設置し、府協会の2020年のあるべき
に実施して参ります。また、ニーズ調査の結
姿の検討を開始しました。その目的は、府協
果を受け、BSPを目指した次のステップとな
会会員の方々が有する多様な能力を、中小企
る具体的な内容を、戦略検討会議等を通じて
業の支援に役立てる方策の検討です。既にプ
検討していまいります。例えば、会員の皆様
ロの独立診断士として活躍されている会員の
が主体的に力量の向上を図ることができる場
方々については、府協会の兄弟組織である（一
の提供や、課題を抱える中小企業者との接点
社）大阪中小企業診断士会（以下、士会）が
の場の創出などが想定されるところです。そ
様々な活躍の場を作ろうと、活発に活動され
れ以外では、今年度は近畿ブロックの他府県
ています。府協会と士会は車の両輪です。双
協会との連携を更に図って参ります。その中
方の組織の魅力の向上への取り組みが、診断
の象徴的な取り組みが、11月１日の中小企業
士の社会的地位の向上に資することは間違い
診断士の日に合わせたイベントです。
ありません。
何れの取り組みも、会員の皆様方の協力が
府協会では、独立したプロコンの方々だけ
不可欠です。会員の皆様方におかれましては、
ではなく、会員の多数を占める企業内診断士
引き続き府協会の活動及び運営に、ご支援・
と呼ばれている企業の最前線で活躍されてい
ご協力を賜りますようお願い致します。
る方々や、複数の資格を有しながら、診断士
以外の業務を専門に行っている方々など、多
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表彰者のご紹介
５月19日の総会でご紹介の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28年度会長表彰

◆ 28 年度登録研究会

（協会会員20年以上）
伊藤

幹雄

臼井

孝之

内野

州馬

小畠

博

金田

洋次郎

熊取

賢治

但馬

範保

辻

【優秀賞】
研究会名

治広

深谷

修

森田

房雄

名称

「飲食事業に関するビック
最先端ビジネス データの選択・分析と大
研究会
手飲食企業の経営を通し
て中小企業を考える」
中小企業
「中小企業の人づくり〜
人づくり研究会 ３つの視点からの考察〜」

史郎

寺田

論文表彰

◆ 28 年度登録研究会

活動成果報告表彰

【優秀賞】
研究会名

（敬称略）

テーマ

「民泊による遊休不動産の
住環境研究会 活 用 支 援 に 関 す る 調 査・
研究」
知的資産経営 「 知 的 資 産 経 営 WEEK
研究会
公開研究会開催」
【努力賞】
研究会名

テーマ

ISO 研究会

「経営に役立つ ISO マネジ
メントシステムの規格の
活用法

顧客満足経営
研究会

「企業が実践すべき顧客満
足向上への取り組みにつ
いて」

サプライチェー
ン・マネジメン 「下請法と預託在庫方式」
ト研究会
モノづくり
活性化研究会
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「研究会成果物「コストダ
ウン」「リーダー育成」の
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診断士資格の活かし方
経営者の診断士資格の
活かし方

書になりがちですが、客観的に分析し事業と
して組み立て、申請書に落とし込む技術は中
小企業診断士として身につけたものです。

会員

大音

和豊

中小企業診断士の資格を取得して12年、会

２．組織の構築
次に組織の構築です。組織の構築での資格
の活かし方は大きく2つあります。「企業風土

社を設立して9年になろうとしています。振

の醸成」と「アウトソーシング活用」です。

り返ると中小企業診断士の資格の活用がなけ

経営理念やビジョンの重要性を資格取得時に

れば今まで経営を続けることができなかった

勉強したこともあり、経営理念については、

と思います。

自分はどんな企業を作りたいのか、何をした

私が経営者として、資格が役に立ったと思

いのかを起業前2 〜 3年かけて考え作りまし

う点は3つあります。

た。長い時間をかけて考えたことなので現在

①資金調達

も全くぶれることなく経営を続けることがで

②組織の構築

きています。

③売上への貢献
それぞれについて具体的に説明していきた

その効果は目に見える成果となって出てき
ています。1つ目は、募集していないにも関

いと思います。

わらず、「ホームページを見て弊社で働きた

１．資金調達

い」という新卒の入社希望者が現れたことで

はじめに資金調達です。資金調達で役立っ

す。その人は弊社にとって初めての社員とな

た場面は、「創業資金の調達」と「補助金の

り、現在も辞めずに貴重な戦力として働いて

活用」です。創業時に日本政策金融公庫の創

くれています。2つ目は、2015年に製造部門

業融資を活用しました。その際に提出する事

を吸収合併した時です。社風の違う2つの会

業計画が評価され、融資希望額を満額無担保

社が一つの会社になって一緒に事業を進める

無保証人で借入することができました。事業

ためには、共通の目的とビジョンに向かって

計画作成は中小企業診断士としての知識が

一致団結することが必要不可欠でした。経営

あったからできたものでした。また、中小企

理念とビジョンの浸透は私だけでは難しい

業診断士が作ったという信頼性も影響したよ

ことですが、前述の社員と一緒に弊社の考

うに感じました。

え方を地道に伝えていったことで、現在で

弊社はこれまでに「ものづくり中小企業・

は、一致団結して目標に向かってチャレン

小規模事業者試作開発等支援補助金」「小規

ジする前向きな社風になっています。今、

模事業者持続化補助金」に採択していただき

弊社は、「働き甲斐のある会社日本一」を目

ました。事業計画の作成や申請書の作成では、

指しています。このような社風になったの

競合や市場環境といった外部環境を踏まえて、

も、やはり経営理念とビジョンの大切さを

客観的に自社の強みや事業の良いところを伝

しっかりと勉強してきたからだと思います。

える必要があります。事業への想いが強い場

しかし、社員も増え、私一人でできること

合、想いを伝えることに主眼が置かれた申請

も限界が出てきています。そんなときに助
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けてもらうのが、自分のできないことを得

支援を行っています。支援の内容は、商品コ

意としている中小企業診断士の仲間です。

ンセプトの作成、市場調査、ビジネスモデル

給与規定をつくるときには、野中仁氏に助

の構築、事業計画の作成など多岐に渡ります。

けてもらいました。弊社の「社員の幸せを一

弊社の場合、支援だけに留まらず必要に応じ

番に考える」という考えを踏まえた給与規定

て社内でプロダクトデザインや設計、試作品

を作成したいという要望を、よく理解しても

の製造まで行っています。この点が弊社の新

らい多くの提案をもらったことで非常に良い

商品開発支援の特徴です。

ものができあがりました。また、経営理念と

受注は「弊社への直接の依頼」と「公的機

ビジョンを共有する場として、年1回丸一日

関のアドバイザーとしての依頼」があります。

使って全社員で会社の未来について語る場を

このうち公的機関のアドバイザーについては、

作っています。自分の想いを一方的に伝える

中小企業診断士の肩書があるからこそできる

のではなく、全社員が自主的に会社のことを

仕事です。この新商品開発支援は創業期の経

考えて欲しいとの思いから作った場ですが、

営がまだ安定しない時期に始めた事業でした。

自ら積極的に話す雰囲気をつくるのはとても

大阪府中小企業診断協会の研究会、青年部、

難しいことです。そこでファシリテーション

互礼会・総会といったイベントに参加する中

を組織活性化の専門家である柳瀬智雄氏にお

で多くの諸先輩方や同年代の仲間に出会い、

願いしています。ファシリテーションをプロ

その方々から多くの仕事を紹介してもらうこ

に任せることで活発な意見交換ができる場に

とで軌道にのせることができました。このよ

なり、さらに結束が固まりました。この二人

うに売上面でも中小企業診断士のネットワー

の専門家に出会えたのは大阪府中小企業診断

クが活きています。

協会での活動を通じてでした。
組織の構築の話から少し離れるかもしれま

これまで何とか経営を続けることができた
のも中小企業診断士の資格があったからです。

せんが、弊社の税理士も中小企業診断士で大

特に資格取得を通じて知り合った諸先輩方や

阪府中小企業診断協会を通じて知り合った前

仲間に支えていただいたおかげだと思ってい

田直樹氏です。自分にできないことを中小企

ます。この繋がりは私にとってかけがえのな

業診断士のネットワークを使いアウトソーシ

いものとなっています。この場を借りてお礼

ングすることは非常に強力で成果がでます。

申し上げます。本当にありがとうございます。

今後、このような機会はますます増えると思

今後はこの素晴らしい仲間たちと一緒に何か

います。中小企業診断士の資格は知識やスキ

面白いことや中小企業診断士の社会的地位を

ルだけでなく、こうした人脈ができることが

高める活動をできればいいなと思っています。

最も大きいメリットだと思います。

また、新しい仲間にも知り合いたいと思って

３．売上への貢献

いますので、また何かのイベントで見かけた

最後に売上への貢献ですが、弊社は「新商
品開発支援」「試作品製造」「プロダクトデザ
イン・設計」の事業を行っています。売上の
面で資格を活用しているのは「新商品開発支
援」です。主に自社製品をもたない中小企業
製造業が自社製品を企画して販売するまでの

診断士会報No219v8.indd 5
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略歴

モノプラス株式会社 代表取締役
2008年に企画、デザイン、設計、試作品製
造までトータルに新商品開発支援するモノ
プラス株式会社を設立。
http://www.mono-plus.jp/
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診断士資格の活かし方
診断士資格を活かす
ためのキャリア選択
会員

坂野

圭吾

１．私のキャリア
大阪市役所で12年間主に企画部門にいまし
た。診断士資格を取得したのち経済戦略局へ
異動し、人材採用に課題を抱える中小製造事
業者と工業高校や大学との出会いの場づくり

る実際の支援方法を学ばせていただくことが
でき、自らの支援能力向上につながっていま
す。
さらには、前職での経験、知識、人脈を生
かし、例えば技術開発に課題を抱える事業者
には他の支援機関のコーディネーターに事業
者を紹介してもらうなど幅広い課題に対応し
た支援を行っています。
【参考】支援イメージ

など、ものづくり企業の支援を行ってきまし
た。また、大阪府が取組を進める「EGおお
さか推進ネットワーク」や診断協会の活動に

マル経融資
持続化補助金
その他

参加する中で楽しそうに仕事の話をされる
方、おもしろい活動をしている方にたくさん
出会う機会があり、私自身も診断士資格を生
かして楽しみたいという思いが強くなってき
ました。独立もいったんは視野に入れました
が、個別の事業者支援と地域活性化の両方に
関われる大阪商工会議所（以下、「大商」と
記載）の支部経営指導員を選びました。
２．大商支部経営指導員の業務内容
（１）個社支援
支援先となるメインのお客様は従業員数５

以下、私のスケジュールの一例です。
時間

内容

9時00分

始業、メールチェック等

9時30分

融資相談

11時00分

持続化補助金の申請支援

13時30分

融資相談（事業所訪問）

15時00分

収益改善指導（事業所訪問）

16時30分

融資案件にかかる事務処理

名以下の小規模事業者です。大商支部を利用
するきっかけとしては、マル経融資や小規模

年度当初に組織目標を勘案して個人として

事業者持続化補助金（以下、「持続化補助金」

の目標支援件数を設定しますが、支援のスタ

と記載）といった小規模事業者のみが利用で

イルは各経営指導員に委ねられているため、

きる制度が圧倒的に多いです。

自由度が非常に高くやりがいがあります。

その後、事業者の課題を整理することで事
業計画書作成、販路開拓、資金繰り計画作成
等の支援につなげていくこととなります。
また、自らの専門分野でなく、他の専門家

【参考】支援イメージ
マル経融資（※）

19件

持続化補助金

66件

の支援を受けた方が事業者にメリットがある
と判断した場合は、「専門相談」や「専門家

※「マル経融資」とは？

派遣制度」を利用することができます。専門

経営指導先の小規模事業者が、商工会議所

家に同行することで他の専門家の現場におけ

の推薦を受け日本政策金融公庫より資金を低
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体感では全業務のおよそ３割を占めていま
す。
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等）との連携なども行っています。
単に個社支援をするにとどまらず、幅広い
事業を行うところが大商支部の特徴です。

相談申込以降の流れは以下の通りです。
３．診断協会活動への参画

①６カ月の指導期間
②融資関係書類をいただく（決算書等）
③決算書（勘定科目内訳明細書）を分析
④通帳や借入明細、税金の支払状況等を確認

2016年より会員サポート委員会（新規事業
開発グループ）の一員として活動中です。
具体的には、中小企業支援機関や診断士、

⑤疑問点について質問

企業のニーズを知るため、ワールドカフェ形

⑥今後の見通しとその根拠について確認

式の意見交換会および企業向けアンケートを

⑦推薦書類を整理

実施しました。皆様方からいただいたご意見

⑧審査会による審査

を参考に協会会員の皆様のお役に立てる事業

⑨公庫にて融資の可否決定

をつくっていきたいと考えております。

長い指導期間を経て、融資が無事決定した
ときに経営者に喜んでいただける瞬間のうれ
しさは格別です。

４．目標
今の立場を活かすことで、事業者の経営改
善につながる核となる支援スキルを身につけ

（２）地域活性化事業

ていきたいと考えています。

地域のニーズ・特性に応じた事業を実施し、
産業と街の活性化を支援するものです。私が

５．会員の皆様へのメッセージ

所属する中央支部では中央区内を管轄として

大商支部経営指導員にご興味を持たれた方

いますが、外国人観光客が増えていることを

は是非ご応募ください。私が現場で感じた大

踏まえて「ムスリム＆ベジタリアン飲食店ガ

商支部経営指導員に求められる能力は①経営

イドブック」の作成や「外国語メニュー作成

者とのコミュニケーション能力②応援したい

支援」などを行いました。

という気持ち③組織内部での協調性です。

【経営指導員のメリットとデメリット】

自由度が高いとはいえ、組織に属するとい
うことは独立とはまったく違う環境です。

メリット

デメリット

◦幅 広い業種の事業者

◦分 野や業種を絞り込

に参加されることで新たな道が開けてくるも

と接する機会がある

んだスキルアップに

のと思われます。皆様のキャリアプランの選

は不向き
◦支 援の自由度が高く
やりがいが大きい
◦経 営者の身近な相談
相手となれる

◦組 織の論理を優先す
る必要がある

択肢のひとつとして私のケースを参考にして
いただければ幸いです。

◦コ ンサル以外に費や
す時間が多い

（３）その他
セミナーの企画・運営、大商会員の増強・
訪問活動、小規模企業共済や倒産防止共済の
申込受付、景況調査や大商本部事業（展示会

診断士会報No219v8.indd 7
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診断士資格の活かし方
資格で「最初の
きっかけ」を作る

格です。某受験校の説明会で学ぶべき科目の
説明を聞いて「私に必要なものはこれだ！」
と感じすぐに受講を決意しました。

会員

中村

佳織

現在、
独立診断士として仕事をしています。

私にとって診断士資格は、日々感じている
危機感や不安感から抜け出すためのものであ
り、社外でも通用するビジネスマンでありた

2010年に診断士登録をし、翌2011年に16年勤

いという思いを叶えるものだったわけです。

務していた会社を退職して独立しました。昨

正しくは、資格が欲しかったわけではなく診

年法人化し、現在独立診断士としての活動は

断士の知識が欲しかったと言えます。

6年目になります。
私が診断士資格をどう活かしているかとい
うと、まさに「仕事の最初のきっかけを作っ
てくれるもの」として活用しています。

２．診断士資格取得後
そのような経緯ですので、現在は資格を活
かして会社で活躍しているという流れになり
そうですが、その1年半後には会社を退職し

１．診断士資格取得の理由

ました。診断協会の研究会などで多くの同年

とはいえ、診断士の勉強を始めたきっかけ

代の診断士から刺激を受けるうちに、自分も

は異なります。会社員時代、私は某中小広告

もっとチャレンジがしたくなってきたからで

会社
（現在は東証1部上場）の営業次長として、

す。その勇気が生まれたのも、独立する前か

自身の顧客への営業活動、部下の育成、チー

ら診断士仲間から少量ではありますが仕事を

ムのマネジメントなどを行っていました。し

依頼していただくことがあったためであり、

かしながら、ビジネス全般に関する知識は全

資格があることで「診断士」としての仕事が

くといっていいほどない状態でした。損益計

一定量はあるだろうと思ったからです。

算書ベースでは「粗利」までしかわからず、

実際は、診断士資格だけで仕事はできな

経済の株価や円高も何のことかよくわからな

いと言われますし、ある意味ではそのとお

い、といったレベルです。

りだと思います。でも一方で、診断士の資

役職が上がるにつれて部下の営業に同行す

格があったからこそ、私は今こうして仕事

る機会が増えてきますが、私が挨拶に行くと

をしていられることに間違いはありません。

先方も部次長クラスの方が出て来られます。

資格があることにより、公的機関での仕事、

お取引先はほとんどが有名大企業であり、出

診断協会や士会からの仕事、診断士の先輩か

て来られる方は知識も経験も豊富な50代以上

らご依頼いただく仕事、などがあることはも

の営業部長、私とはあまりにもビジネスに関

ちろんですが、それ以外にも診断士の肩書が

する知識差が大きく、相手の言っていること

あるがゆえに、仕事の「最初のきっかけ」が

が理解できないようなこともありました。

できるというケースが多くあります。

このままではいけないと危機感を感じスキ

例えば、私の仕事の半分程度は研修やセミ

ルアップを模索しましたが、どんな知識をつ

ナーといった活動であり、年間100本以上の

けるべきかわからず悩む日々が続きました。

お仕事を頂いています。こういった仕事は診

そんな中で知ったのが「中小企業診断士」資

断士資格がなくてもできますし、実際資格の
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2017/06/22 9:20

診

断

ない講師の方が圧倒的に多いでしょう。
とはいえ、前職の会社を退社して仮に何の
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小企業の社長、自分でお店を開いた方、公的
機関の方、などビジネスにおける背景、立場、

資格もない私が今のように仕事を得ることが

役割がバリエーション豊かで、お話させてい

できたかというと、かなり難しかったと思い

ただくと大変勉強になります。また、実務補

ます。しかし、診断士の名前があるがために、

習時代にご一緒させていただいた仲間とも、

同じ診断士で研修講師として高い実績のある

年に1度程度ではありますが一緒に食事に行

方が主催者に私を紹介してくださったり、企

き情報交換をしていますが、いつも良い刺激

業内診断士の方が自社で研修をしてほしいと

を頂いています。

依頼してくださったりということがいくつも

もう一つ言えば、資格の活かし方とは言え

ありました。紹介してくれる側も紹介される

ないかもしれませんが、診断士登録をしてか

側も、私が診断士であるため一定の品質保証

ら「マラソン」を始めたのも1つの自分の変

はできると感じたがゆえにスムーズに話が進

化です。診断士の中には走ることが好きな方

んだのだと思います。実際には、診断士であ

が多く、私も誘われて時々ではありますが走

れば顧客の望む品質を保証できるとは限りま

るようになりました。まさか資格仲間の影響

せん。しかし、何の資格もないよりも印象が

で新しい趣味を持つことになるとは思ってい

いいことは間違いないでしょう。

なかったので、これは意外な展開です。

このように「最初のきっかけ」を作ってく

今も、デスクワークをしていて煮詰まった

れたのが診断士資格なのです。もちろん研修

ときなどは、さっと着替えて5キロほどです

やセミナーだけではありません。公的機関か

が走りに出るといい気分転換になり新しいア

らの仕事がきっかけで個別のコンサルティン

イデアが湧いてきます。暑くなったり寒く

グにつながることもあれば、診断士として窓

なったりするとすぐさぼりがちになり何カ月

口相談を実施していた時に知り合った方から

も走らないこともありますが、少しずつでも

講演依頼があり、たまたまその講演を聞いた

いいので継続していきたいと思っています。

参加者から仕事の依頼がきた、という複雑な
連鎖で仕事につながったこともあります。
そこからどれだけ広げていけるかは自身の

４．さいごに
このように、私の場合は診断士資格をフル

努力にかかってきますが、「最初のきっかけ」

に活用して独立から今までの期間を過ごして

づくりという部分では、私は診断士資格に非

きました。

常に助けられています。

これからも「最初のきっかけづくり」とし
て資格を活用するとともに、微力ながら自分

３．仕事以外の資格の活かし方
では、仕事以外で診断士をどう活用してい
るかと言うと、まず挙げられるのが広い人脈

より若手の独立診断士の方々にも「最初の
きっかけ」を提供できるように尽力して参り
たいと思っています。

づくりです。協会に入会して研究会などで活
動している方の多くがそう感じていると思い
ますが、独立診断士、企業内診断士とも、一
企業に勤めているときには出会えなかった人
たちに多く出会えます。大企業の取締役の方、
診断士以外の士業として活躍している方、中

診断士会報No219v8.indd 9
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診断士資格の活かし方
企業内＆企業外診断士の
すすめ
会員

椋野

からトリプルライセンスの必要性をイメージ
していました。そのころ作成した起業構想イ
メージが以下の図です。

誠司

現在、 世の中では政府主導で 「働き方改
革」が推進され、副業を認める就業規則の推
奨もあり、副業OKの企業も増えていく風潮
となってきています。私はこれまで基本的に
は企業内診断士として活動してきました。一
方で、勤務時間外や休日等の時間を活用して、
企業外でも中小企業診断士、技術士（情報工
学部門）
、ITコーディネータとしての活動を

その後数年で、技術士（情報工学部門）、

実践して来ました。本投稿では、そのきっか

ITコーディネータの資格を取得しましたが、

けや、活動の一部紹介をさせていただきます。

残念ながらこの構想を実現することはでき

皆さま方にとって、何らかのご参考になれば

ず、現在に至っています。

幸いです。

２．企業内診断士としての活動

１．ダブルライセンス、トリプルライセンス
への挑戦
2002年に診断士登録しましたが、中小企業

診断士登録後、当初はほとんど企業内診断
士としての活動に留まっていました。それま
での約20年間はプログラマーから始まり、

診断協会の合格祝賀会で当時の理事長から祝

SE、PL、PM、システム・コンサルタント

辞をいただきました。そのなかで、「足の裏

としてシステム開発関連業務に携わってきま

に引っ付いたご飯粒」のお話がありました。

した。したがって、主にシステム・コンサル

中小企業診断士の資格は取らなければ気に

ティングの領域で中小企業診断士としての知

なって仕方がないし気持ち悪いが、取ったと

識を活かし、顧客企業の経営陣が抱える経営

ころでそのままでは食えないので、まさに「足

課題を解決する手段として、IT戦略の立案

の裏に引っ付いたご飯粒」というわけです。

を支援する場面で中小企業診断士の強みを発

理事長いわく、「中小企業診断士の資格取得

揮していました。また、強みを活かせた業務

のみに留まらず、さらに他の資格や他の専門

のひとつとして、システム監査業務がありま

性を持て！」との、叱咤激励のお言葉でした。

した。システム監査では、監査結果の報告に

当時、私は技術士（情報工学部門）の資格取

加えて、指摘事項の改善に向けて+αのコン

得にも挑戦していましたので、「わが意を得

サルティングを求められることがよくありま

たり」の想いで理事長のお話しを拝聴したこ

す。その際に中小企業診断士の知見を活かし

と を 記 憶 し て い ま す。 ま た、 当 時 はMOT

て、経営戦略視点からの情報戦略の見直しや、

（Management of Technology） ブ ー ム の 時

ITシステム全体の構築コンセプト自体の問

期でもあり、あるMOT目利きコンサルタン

題に関する改善提案などを示すことができ、

ト養成講座に参加し、毎週土日３か月間の

一般的なシステム監査人と差別化できる強み

MOTプログラムを受講しました。その当時

を持つことができたと考えています。
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略を導き出し、RFPを策定してITベンダー

2006年、勤務先の業務として、某中小企業

の選定を行い、実際にITを導入していくプ

連携体のグループに対し、当時の「中小企業

ロセスの流れを示している、汎用的なガイド

新連携」助成金に関する支援業務に携わる機

ラインです。私はITコーディネータとして

会がありました。私が支援した団体は、機械

このガイドラインを活用し、実際のITコン

製作メーカー、ネジ・ボルトの卸売業、熱処

サルティング業務に活用し、実践しています。

理や表面処理、浸炭処理に特徴的な技術力を

プロセスガイドラインにプラスして、経営戦

持つメーカーなどが連携し、海外の大手一流

略策定フェーズでは中小企業診断士としての

メーカーに部品供給することを目標としてい

知見を活かすことができ、IT戦略策定フェー

る企業連携体でした。この連携体が助成金を

ズ以降は技術士（情報工学部門）としての知

獲得するために、新連携計画書の作成、行政

見を活かすことができます。また、ITコー

機関との交渉、手続きなどを担当し、中小企

ディネータの制度設計に関わった方々との人

業診断士の知見を活かして難なく遂行するこ

脈形成もでき、その後のコンサルティング活

とができました。

動に活かすこともできました。

３．企業外診断士としての活動

５．複線型ワーク「企業内＆企業外診断士」

中小企業新連携の案件で幹事企業として団

の勧め

体の代表的な企業であった企業の経営者か

冒頭に触れたとおり、世の中ではワークラ

ら、別の助成金の申請について相談を受けま

イフバランスに関連してダブルワークが注目

した。IT導入についての助成金を申請する

されています。 まさに 「複線型ワークの時

案件で、この件は企業外の診断士、かつIT

代」です。現在企業内診断士の皆さん、中小

コーディネータの人脈を活かしてコンサル企

企業診断士の資格を活用し、さらに別の専門

業を紹介し、私自身は休日を活用して、企業

性も身に着け、二刀流、三刀流の企業内&企

外診断士&ITコーディネータの活動として支

業外診断士として、ダブルワーク、トリプル

援することになりました。この他にもいくつ

ワークにチャレンジしてはいかがでしょう。

かの案件で企業外診断士としての活動を実施

私自身も初心に戻って、実現できていないト

してきました。

リプルライセンスを取得し、その強みを活か

４．企業内＆企業外診断士、共通の活動

したトリプルワーク、新規ビジネスに挑戦し

【 診 断 士&技 術 士 の 強 み を 活 か し たITコ ー

たいと思います。ぜひ、ご一緒に！

ディネータとしての活動】
自分の強みとして、中小企業診断士として
経営に関する知見があり、かつIT業界での
システム開発現場を知る、よく言われる“た
たき上げ”の経験をベースとした技術士（情
報工学部門）の知見があり、経営とIT、二
刀流のお作法を使える強みがあります。この
強みをうまく活かす資格としてITコーディ
ネータがあります。
【ITCプロセスガイドラインの活用】
ITコーディネータ協会が発行している「プ
ロセスガイドライン」は経営戦略からIT戦
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モノづくり活性化研究会
今回は、ゴールデンウィーク最終日に開催

突撃ルポ

・現在の活動内容について教えてください 。

されたモノづくり活性化研究会にお邪魔し

月例で開催される定例会では、会員の持ち

て、活動内容や力を入れている取組み、今後

回りで、モノづくりに関する自由テーマで発

の展開をお伺いしました。

表があり質疑・意見交換を行ないます。研究

・研究会の概要を教えてください。

会活動の中核は3つの分科会で行う、モノづ
くり中小企業に関する研究と実践・支援です。
A分科会では「技能伝承の見える化ツール」
の開発。B分科会では「リーダー（中小企業
の社長の片腕）育成プログラム」の構築。 C
分科会では「コストダウン診断ツール」の開
発を行っています。
それぞれの分科会に分かれて、5年に渡っ
て研究や討議、セミナーなどでの実践を続け
てきました。現在、活動成果を取りまとめ、

メンバーは、大手弱電メーカー出身者、中

成果物を確認する最終段階にあります。会員

小加工業出身者など製造業勤務の方やOBだ

が各地で行なうモノづくり企業向けセミナー

けでなく、ソフトウエア業やモノづくりと関

や、企業診断で活用する資料を完成させ、研

連性のある弁理士資格を持った方など、多岐

究会の知見をモノづくり中小企業の経営改善

にわたります。専門分野としては、経営改善、

に役立てていきたいと考えています。

コストダウン、現場改善、リーダーシップ、
技能伝承、品質改善、購買、工程管理などに

・今後の活動予定について教えて下さい。

精通した多士済々の29名が在籍しています。

これまでの活動成果を踏まえて3分科会に

活動の内容としてはモノづくり中小企業

一旦、区切りをつけ、新たに2つの分科会を

に役立つ手法、ノウハウの研究開発と適用

設置する予定です。今後は現在のモノづく

（実践）を行い企業の経営改善に寄与すると

り経営の環境や社会的な関心を踏まえて、

同時に、会員のスキル向上、実践力向上、ネッ

新しいテーマをIoT：Internet of Thingsと、

トワーク拡大をはかっています。研究会の

TOC：Theory of Constraints（ 制 約 理 論 ）

ホームページも作成しており、企業での支援

とする予定です。

実績や、セミナーの開催実績を広く周知して
きました。
当会発足以来、中小製造業者がどうすれば
活性化し企業の経営改善に寄与することがで

その他、中小モノづくり企業向けセミナー
の開催や政策提言事業への参加など、メン
バーの多様性を生かしながら活発な研究活動
を行っていきます。

きるか、そのために当会メンバーがどんな
サービスを提供できるかを研究しています。
現在では、提供できるサービスも充実し、支
援実績も増えてきました。診断協会の活動報
告「優秀賞」も4度受賞しています。
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る中小企業診断士としての役割やビジネス

を抱える10 〜 300人規模の中小企業にとっ

チャンスの説明のほか、大手メーカーのセン

て、この資料は非常に有効であると感じまし

シング技術や、モノづくり現場におけるIoT

た。

活用の具体例の解説がありました。
質疑応答ではクラウド利用のノウハウや活

C分科会は、コストダウンについての中小
企業向けのセミナー資料を討議しています。

用事例など、製造業に詳しい方々ならではの

こんにゃくの製造過程など、実際の製造現場

活発な意見交換が行われていました。

の工程に踏み込んだ、事例資料を用いながら、

A分科会では、
「技能伝承入門」ハンドブッ

ビジュアルにも伝わるコストダウンの考え方

クについて事例企業掲載ポイントの確認のほ

を伝える内容です。損益分岐点売上高と製造

か、暗黙知である技能を形式知としての技能

原価の関連をグラフで図示して理解する問題

として、ハンドブックに反映するための議論

など、製造業において理解が必要な財務に関

が行われました。研究会では、技能伝承の手

する研究も進めています。ワークサンプリン

法を検討するために、研磨加工の職人を研究

グ分析やパレート図など、製造業のコスト分

会会場に招き、実際に加工してもらいながら
伝承するための要件のヒアリングをしたこと
があります。この時の動画については研究会
のホームページにアップロードされています
ので、ぜひご覧ください。研究会の編さん資
料として完成した後は、希望企業に配布する
などの研究成果公表を考えているとのことで
す。
B分科会はリーダーシップに関する研究と
して、
「社長の右腕になるようなリーダーを

析に必要な手法についても網羅され、「明日

育成する」目的で、支援先で使用できる実践

からすぐできる、効果的に儲かるコストダウ

的な資料として、リーダー育成プログラム、

ン手法」は要注目です。

チェックリストに基づく能力評価、能力開発

当日は2名の見学者の方も参加され、20人

計画、ケーススタディによる意識付け、能力

以上のモノづくり専門家の方が熱く議論を交
わす、研究会でした。研究成果を実際に中小
企業に活かしてもらうことを実践する、活気
のある研究会です。ご興味ある方はぜひ、参
加されてみてはいかがでしょうか。
研究会代表

評価項目の解説資料、5Sフレームワーク質
問票など、多岐にわたる資料が完成していま

山下勝正

Tel：072-793-5312
Mail：yamashita1208@gaia.eonet.ne.jp
WEB：http://www.monozucuri.com/
日時：毎月第1土曜日、日曜日を交互に開催
13：00 ～ 17：00 会場：本町東芝ビル内 地
下3F会議室

（文責：広報委員

永井俊二）

す。リーダーシップの発揮や人材育成に課題
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第６回総会開催報告
第6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29年5月19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89名の会員が出席し、委任状出
席476名と合せて合計565名でした。

研究会の2研究会が優秀賞を受賞されました。
【活動成果報告表彰】
住環境研究会および知的資産経営研究会の
2研究会が優秀賞を受賞されました。
ISO研究会、顧客満足経営研究会、サプラ
イチェーン・マネジメント研究会、モノづく

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。

り活性化研究会の4研究会が努力賞を受賞さ
れました。
なお、表彰詳細については3ページに掲載

１．第1号議案

しております。

平成28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。

最後に、横山武史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。

２．第2号議案
平成28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．平成29年度事業計画案
北口祐規子副理事長より、府協会の事業概

総会の様子
５．懇親会
総会に引き続き懇親会が開催されました。

要および29年度事業計画案について説明が行

ご来賓を含め109名の方々が参加され、参加

われました。

者同士の懇親を深めました。

４．その他 表彰等
（１）平成28年度会長表彰
協会会員20年以上の11名の方が表彰され、
代表者として熊取賢治氏に福田尚好会長から
賞状が手渡されました。
（２）平成28年度登録研究会表彰
下記の登録研究会の表彰が行われ、風谷理
事長より賞状と副賞が手渡されました。
【論文表彰】

懇親会の様子
（文責：広報委員会

岡㟢永実子）

最先端ビジネス研究会、中小企業人づくり
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『新歓フェスタ2017』ご報告
去る４月15日（土）に「新歓フェスタ」を

テーション

マイドームおおさか１Ｆで開催し、252名（会

④各登録研究会・業種別交流会の個別相談

員：165名／会員外：87名）の方々にご参加

会

頂きました。また16名の方が新歓フェスタ当

第２部

16：30 〜 17：30

懇親会

日に入会手続きを取り、新しく協会会員への
仲間入りをされました。
「新歓フェスタ」は、診断士に登録直前の
方や協会へ未だ入会されていない方、協会へ
入会して間がない方、これまで協会の行事等
に参加する機会をもつことができなかった方
を対象に、協会が実施している様々な活動を
紹介し、今後の診断士活動に活かして頂くこ
とを趣旨に2012年に初めて開催されて、今回
の開催で６回目を数えます。
今年も14時の開始時間よりも随分前から、

開会に先立って、風谷理事長が挨拶されま

登録研究会・業種別交流会の皆様が参集され、

した。晴れて診断士の資格を手にされた皆様

各々のブースで説明を行うための準備に余念

に対してお祝いの言葉を述べられた後、診断

がありませんでした。

士に対して、社会的な評価や注目が高まって
いることをお話しいただきました。
続いて北口副理事長より、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からは、実務従事事業に
ついて説明されました。その後も、「青年部」
や「診断士交流会」などの説明があり、この
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

新歓フェスタのコンテンツは、下記の通り

して捉えて頂けたのではないかと思います。

です。
第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活動・行事の全体紹介、個別紹介（個別
紹介：士会活動、実務従事、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）
③各登録研究会・業種別交流会のプレゼン
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14：45からは、各登録研究会・業種別交流
会のプレゼンテーションと個別相談ブースで
の相談会が行われました。

士

真剣に検討しておられる姿が、会場内で数多
く見受けられました
第２部の懇親会には、第１部に参加された

各登録研究会・業種別交流会のプレゼン

ほとんどの方が参加され、小林会員サポート

テーションでは、22の研究会・交流会から活

委員長の乾杯発声を皮切りに大いに盛り上が

動紹介が行われました。研究会・交流会ごと

りました。

に与えられた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
各々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。

各テーブルには、ビールやオードブルが用
意され、実務補習で指導を受けた先輩診断士
やメンバー同士が再会して情報交換に話の花
を咲かせたり、関心を持った登録研究会の先
輩診断士に直接例会の日時を聞いておられた
一方、個別相談ブースでの相談会では、各

りと、活発な交流が行われていました。

ブースを訪れた参加者に対して、各登録研究
会・業種別交流会の説明担当者から詳細な活
動紹介の説明や質疑応答など、よりきめ細や
かな対応で、研究会・交流会活動の魅力を伝
えて頂きました。

第２部の最後に横山副理事長が閉会の辞を
述べられ、新歓フェスタは閉会となりました。
会員サポート委員会は、今後も様々な企画
をご用意して、会員の皆様の診断士活動をサ
ポートして参ります。ご理解とご協力を頂き
第１部でのプレゼンテーションと個別相談
会を通じて、各参加者は協会活動への理解を

ますよう、よろしくお願い申し上げます。
（文責：会員サポート委員会

井上 和也）

深めて、どの研究会・交流会へ参加しようか、
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弁理士会との連携覚書を締結
（一社）大阪府中小企業診断協会は、日本

協力すると共に、中小企業診断士と弁理士が

弁理士会近畿支部と、「企業経営に関する支

相互の知識を交換して相互の能力を高めるた

援及び知的財産に関する支援に関し、相互に

め、ここに連携する」覚書を締結しました。

５月16日（火）に、日本弁理士会近畿支部
にて、覚書を締結しました。

会副委員長が出席しました。
風谷理事長と吉田支部長が覚書に捺印し締

覚書締結式には、大阪府中小企業診断協会

結するとともに、出席者で両会の活動につい

から、風谷理事長、北口副理事長、横山副理

て意見交換をおこない、今後の連携を約しま

事長、福嶋総務委員長が出席し、日本弁理士

した。

会近畿支部からは、吉田支部長、中塚副支部
長、山口副支部長、大池知財普及・支援委員

診断士会報No219v8.indd 17
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ビジネスシーンで使える私のお薦め
ものぐさな私が使う
名刺管理アプリ

氏名・電話番号・メールアドレス等をOCR
自動認識でテキスト化してくれます。
もちろん、 認識間違いで 「中井」 を 「生

ますみ

井」と読んだり、キャッチフレーズが会社名

皆さん、名刺管理ってどうされています

ノーマルな名刺だと結構正確に読み取ります

会員

川崎

か？

になっていたりする場合があります。でも、
（私の名刺は一発で正確に読み取りました）。

私は4年前に中小企業診断士の資格を取っ

認識間違いは自分で手修正する必要があり

てから、名刺交換する機会が格段に増えまし

ますが、私の場合は、名前だけを確認修正す

た。それまでの業務では名刺交換をする機会

るだけで登録してしまいます。なぜなら名刺

が少なかったので、急にドッと増えた名刺の

写真がそのまま残るので、必要な場合には後

整理方法に困りました。

で確認できるからです。だって、名刺交換し

周りの方に聞いてみると、名刺ファイルに
順序良く並べている方、一人ひとりエクセル
に入力してデータベース化している方、デジ

ただけ…という場合も多いですよね。
あとは、グループ分けをして保存しておき
ます。

タル名刺ホルダーを使っている方など、様々

このやり方だと、メモ代わりに写真を撮る

です。ものぐさな私は、「受け取った順番に

感覚でデータ化できるし、電話がかかってき

箱に入れるだけ」というやり方を聞いて「そ

たときは（電話番号が正確に登録されていれ

れいい！」と、100均で買った箱に立てて並

ば）名刺写真が画面に出ます。 パソコンに

べていました。

データを移すこともできます。

しかし、やはり後で探し出す時に苦労しま

名刺写真を人の手でデータ化してくれる

す。そこで、スマホアプリを使うことにしま

「Eight」も使ってみましたが、データ化され

した。
私が使っているのは、
「CamCard」という
アプリです。

るまでに日数がかかるし、なんとなく個人情
報が気にかかるし、自分にはCamCardの方
が合っていました。ちなみに料金を比較する
と、CamCardは960円、Eightは 無 料（ た だ
し制限あり。プレミアム会員だと月400円程
度必要）です。
名刺管理のやり方にも性格が出ますが、私
と同じようにものぐさな方には、①写真にと
る、②名前を確認修正、③グループに分けて
登録、の3ステップで済ませられるアプリを
おすすめします。

名刺入れに名刺が溜まってきたら、まとめ
てCamCardに読み取らせるのです。バッチ
モードにして、溜まった名刺を順にパシャパ
シャ写真に撮ります。そうすると、会社名・
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平成25年中小企業診断士登録。1年後に立地
調査の会社を退職し独立。小売・サービス
業を中心に経営支援を行っている。趣味は
フラメンコ。
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スキルアップ研修
支援機関の
コーディネータの立場から
独立される方への助言
会員

志水

功行

１．はじめに
2016年のビジネスパーソンを対象に「新た
に取得したい資格」で中小企業診断士資格が

③実績や経験を積める：経営コンサルティン
グのスキルをある程度習得することができ
ます。特に窓口相談業務においては、自ら
の専門分野以外の相談を受けることになる
ため、幅広い知識が自然と身についてきま
す。
３．協会活動への参加
独立間もない時期は、実績や経験が少なく、

１位になり、世間の注目を集めています。私

知名度も低いため、公的機関の仕事を得るこ

が独立した時と比較しても、創業者及び経営

とはそう簡単ではありません。そのために、

者に対して中小企業診断士の認知度が向上し

あらゆる交流の場や研究会活動等に顔を出

ているように思えます。

し、自分のことをよく知ってもらうことが先

中小企業診断士の資格を取得された方に

決になってきます。

とって、協会活動に参加され、独立している

「１年間いろいろな研究会に出て、自分の

診断士の方々を見ていると自分も独立をして

PRをしたけれども仕事がもらえなかった」

みたいと思われる方も少なくないと思いま

と言う話をよく耳にします。紹介する側から

す。

すると、この人に仕事を任せても大丈夫だろ

今回スキルアップ研修では、独立当初に公

うかという不安がつきまといます。

的機関の仕事を獲得していくための方法と公

つまり研究会に参加して、自己PRをいく

的機関との仕事の仕方について、私自身の経

らしたところで、自らの仕事ぶりまでは理解

験を踏まえてお話しをさせていただきまし

してもらえません。そのため、研究会や懇親

た。ここではその一部をご紹介させていただ

会等に参加するだけではなく、それらの運営

きたいと思います。

を手伝うことで自らの仕事に対する姿勢を見

２．独立当初の公的機関の仕事

てもらうことが、公的機関の仕事紹介を得る

独立診断士の方が、最初の仕事としては、
公的機関の仕事であった方も多くいらっしゃ

ために重要な活動になります。
４．最後に

ると思います。公的機関の仕事は、商工会・

独立当初において、公的機関の仕事をさせ

支援機関の相談員や保証協会の経営診断など

ていただくことで、収入面や経験面で大きな

いろいろなものがあります。

助けになっていました。これから独立される

公的機関の仕事のメリットとしては、以下

方にとっても、当初の公的機関の仕事は重要

のものがあります。

な要素になってくると思います。少しでもそ

①収入を得る：一定の謝金を得ることもでき

の方々の参考になれば幸いです。

るし、定期的な窓口相談などでは、一時的
な安定収入に繋がります。
②人脈が広がる、認知度が上がる：依頼元で
ある公的機関だけでなく、地域の支援機関
や金融機関、公認会計士や弁護士等の士業
の先生方ともつながる可能性がある。
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昭 和50年 兵 庫 県 生 ま れ。 甲 南 大 学 卒 業 後、
画筆メーカーで海外営業及びスリランカ駐
在を経験。その後、日本製品輸出専門商社
にて海外営業に従事。平成22年４月独立。
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スキルアップ研修
「人材育成」を
軸とした販売計画の
マネジメント
会員

尾㟢

敏明

１．はじめに
小売業において「人材育成」と「販売計画」

散見されます。
一方、陳列や装飾等の演出を含む販促活動
を実践し、お客様と長期的な関係を構築する
ために「仮説→検証」ができる人材を育成・
権限移譲を行った結果、収益がＶ字回復した
企業も見られます。このような企業が成功し
た要因として、権限移譲による失敗受入れコ

には密接な関係があります。売上が伸びない

ストを初期投資として費用計上する計画を立

理由を外部環境の悪化とするのではなく、人

てていることが挙げられます。

材育成の優先度を上げて権限移譲を重視する

人材育成のゴールは、被雇用者が主体的に

内部環境の改善ができれば、機会ロスしてい

仕事に取り組める環境づくりであり、そのた

る売上に気づきが得られると思います。

めには５年先、10年先に自分がどうなってい
たいのか、仕事の目標を人生の目標という大

２．小売業の歴史から学ぶ

きな目線で再設定することが重要です。公私

世界で最も古い百貨店として有名なル・ボ

にわたり良好な人間関係は大切であり、仕事

ン・マルシェの創業者であるプシコー夫妻は、

を通じて相手（お客様）の立場に立って仮説

消費者の隠れた要求を分析し、「仮説→検証」

を立てるというスキルが身につけば、人生に

を繰り返し非計画購買を促すことで消費の概

おいて大きな財産になると思います。雇用者

念を一変させることに成功した人物です。オ

は被雇用者に対して目標の再設定という気づ

ペラ座をイメージして建設された建物は、経

きを与え、雇用者自らも伝え方の工夫をする

営者自らが演出家、商品がオペラ座の演目に

など教育者としての成長を楽しむ。そして、

なりきり、お客様があたかも観客として「楽

組織全員が人生の目標に向かって仕事に取り

しく買い物ができる売り場づくり」を実践し

組めば、おのずと機会ロスが減り売上がアッ

ました。

プするようなお店になっていくと思います。

また、日本三大商人の一つである近江商人
は、三方よし（売り手よし、買い手よし、世
間よし）の理念をもとに「顧客の立場に立っ

４．これから流通業に求められるもの
人的依存が大きかった流通業界においても、

て仮説を立てる」ことを重視していました。

ロボット化の進展により現場で働く人の役割

これら事例に共通する「仮説→検証」を繰

は大きく変化します。この変化は人材がより

り返し、お客様の立場に立って商売を行う姿

一層差別化の要素になることを認識し、後回

は、現代でいうコト消費（消費者の価値観や

しになりがちな人材育成の時間をしっかり確

お金の使い方が従来のモノ消費から大きく変

保することが重要となります。

化した消費）の原点であると言えます。
３．現在の小売業
モノ消費への効率化を追求した結果、先代
商人から培った商売の原点が置き去りにされ、
個々のお店が存在する目的を失っている例も
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小売業にてスーパーバイザーを経験したの
ち退社。03年に流通業の長を育成する事業
を開業。16年に診断士登録後は、流通業（運
輸業含む）以外にも製造業やサービス業な
どで人材育成を中心とした支援を行う。
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スキルアップ研修
IPO手続きと
未来会計と
中小企業診断士の役割
会員

赤木

孝一

１．はじめに

上場審査対応、オファーリング関係書類の作
成と対応、エクイティストーリーの構築、そ
して公募株価の決定の８つに分かれます。中
でも、内部管理体制の整備は、診断士２次試
験でいうと主に事例１の組織に関する知識、
エクイティストーリーの構築は事例２のマー

私は、職業キャリアの多くを一従業員とし

ケティングに関する知識、会計制度の整備・

て企業に属しながらIPO（新規株式公開）業

公募株価の決定は事例４の財務会計に関する

務に携わった職業人生を送ってきました。

知識、そして申請書類の作成・上場審査対応・

IPO業務はある意味、第２次創業期といわれ

オファーリング関係書類の作成と対応につい

るぐらいに組織変革を求められ、組織構造が

ては事例１から事例４までの知識をフルに活

大きく変わる時期でもあります。そのような

用することになり、中小企業診断士のコー

企業の変革期を数多く経験してきた中で感じ

ディネート力が試される場面でもあります。

ることは、IPO業務には中小企業診断士が担
うべき役割が数多く残されている反面、現実

４．未来会計と事業計画の作成

は公認会計士、IPOコンサルタントといった

事業計画（未来会計）は、公募株価、つま

専門家が中心となってIPO準備会社の支援を

り資金調達額に大きな影響を与えるため、そ

行っているのが実態であります。今回のスキ

の内容は精緻かつ成長性のある内容が求めら

ルアップ研修では、IPO業務に中小企業診断

れてきます。ただ、事業計画の作成の多くは

士が活躍の場を見出せるようにIPO手続きと

事業会社のみに委ねられているケースが多

診断士の役割、そして中小企業診断士が得意

く、過年度の実績分析と内外の環境分析のも

とする、将来事業年度の財務諸表と言える事

と導き出された経営戦略により導き出される

業計画（未来会計）の作成の重要性について

精度が高く、成長性ある事業計画を作成する

紹介します。

という点で中小企業診断士が支援者としてサ
ポートできる余地が多く残された領域と言え

２．IPOの現状

ます。

現在、東京、大阪両証券取引所を傘下に置
く日本取引所グループを筆頭に、札幌、名古

５．最後に

屋、福岡の４証券取引所があり、また各証券

この様にIPO業務には、中小企業診断士が

取引所では新興企業向けの証券市場を設けて

活躍できる領域が数多くあり、今後当該業務

おり、東京証券取引所のマザーズ市場におい

を主な業務領域とする中小企業診断士が出て

ては、2016年に新規株式公開した企業83社の

こられることを切に願っております。

うち54社はマザーズ市場からのIPOという状
況にあります。
３．IPO手続きと診断士の役割
IPO手続きは大きく分けて、内部管理体制
の整備、会計制度の整備、申請書類の作成、
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昭和41年大阪府生まれ。神戸商船大学卒業
後、百貨店の人事部に配属。その後、10社
にてIPO準備業務を経験、うち４社は上場を
実 現 し、 平 成28年 よ り 株 式 会 社i-plugに て
IPO準備業務を担当
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土曜セミナー報告
「支援先の営業キーマンを納得させる
コンサルのポイントと事例紹介」
講師

西嶋

衛司

氏

１.はじめに
それは刺激的なセミナーだった。
実務のプロフェッショナルがその経験をノ
ウハウ化した内容は、他のセミナーにはない
説得力があった。そして、実務家でありプロ
講師であるということは、専門家の持つ無形
の能力を相手に伝えることができる強力な力
になると知ることができた。
２.講師について
講師の西嶋氏は日本有数の大手企業に新卒
で入社し、現場からのたたき上げで営業の責
任者になられた。多くの営業マンの育成と
トップ営業としてビジネスをリードしてきた、
まさに営業のプロフェッショナルである。
経験に裏付けられた事例は受講者の興味を
引き、雑談に含まれる講師のプロフィールは
親近感を得て講義に引き込まれる要素になっ
ていた。そのときの話はちょっと濃くて、こ
こではすべては書けない。

客にあった「攻略ストーリー」が必要なこと。
多くの営業マンはそれらポイントに気付かず、
日々作業を繰り返してないだろうか。
そして演習では、成果を出す営業マンの行
動特性、BtoBの営業における顧客先担当者
とキーマンの考え方、組織営業で受注を獲得
するための責任者の役割など、ストンと腑に
落ちる内容を体系的にまとめ解説いただいた。

トップ商談では接待の店選びも重要になる。
部長クラスがミナミなら社長クラスは北新地、
そして店の従業員とは関係性を築いておく。
接待場所の引き出しも営業マンの武器である。
現場から生み出された実践的な理論を次々
と学ぶことができた。小手先のテクニックで
はない営業力の本質は、現代のようなネット
に頼り安易で便利すぎる時代にはより有効で
はないかと思う。
西嶋氏は会社員のころから組織の歯車では
なく、一人の経営者として主体的に行動され
ていた。中小企業診断士も同じで、企業内で
も独立でも、自分が社長として考え行動する
ことが求められるはずだ。
学んだ後は実践である。セミナー終了後に
タクシーで西嶋氏御用達の店に移動した。そ
こはミナミでも北新地でもなかった。

３.内容について
雑談は相手のメリットを考えた話題である
こと。接待は関係性の構築だけでなく明確な
目的があること。商品知識は必要だが商品の
説明だけでは大きな成果につながらない、顧
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文責 吉田 喜彦
73年生れ、独立診断士。講師の西嶋氏が診
断協会に入会した頃からの付き合いである。
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土曜セミナー報告
平成29年5月13日（土） 13：00より「中小
企業事業承継の支援施策と事例研究」と題し
て、中小企業基盤整備機構並びに大阪府事業
引継ぎ支援センターより講師をお招きして土
曜セミナーを開催し、62名の方々にご参加い
ただきました。

１）事業引継ぎ支援センターについて
大阪府事業引継ぎ支援センター 統括責任
者の上宮先生より、支援センターのこれまで
の実績と活動内容を説明していただきました。
親族内承継、従業員等への承継、Ｍ＆Ａのメ
リット、デメリット及び、Ｍ＆Ａの進め方に
関して事例を交えて詳しく説明していただき
ました。
２）中小機構の支援制度について
中小機構近畿本部の職員様より、中小機構
の活動内容並びに本年度の取り組みのお話を
して頂きました。
３）事業承継の現状と資産承継支援（税務編）
事業承継コーディネーターで税理士・中小
企業診断士の杉本先生より、事業承継を行う
には10年近くの期間が必要であり、中小企業
経営者が年齢的にタイムリミットを過ぎてい
る企業が多くあり、待ったなしの状況である
こと。また、事業承継を行う上での税務上の
注意点を詳しく説明して頂きました。
４）事業承継支援の現状と事例紹介（法務編）
事業承継コーディネーターで弁護士の辻本
先生より事例をもとに法務上の注意点を説明
していただき、実際の事業承継が行われる中
での遺言書の重要性、種類株式の活用、遺留
分の関する民法の特例を説明していただきま
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した。
５）中小企業の事業承継支援ケーススタディ
同じく、事業承継コーディネーターで中小
企業診断士の天井先生より、事業承継におけ
る親族外承継の事例研究を行っていただきま
した。事例研究を行う前に事業承継の進め方
及び注意点、事業承継計画書の作成の仕方の
説明を受け、参加者がグループを作って意見
交換を行いました。検討した事例は、従業員
への事業承継の事例であり、最近の事業承継
において注目すべき内容でした。検討する課
題が多くあり、各グループとも活発に意見交
換を行っていただきました。

本セミナーは、当初予定していた人数以上
の応募があり、急遽会場を変更して開催しま
した。セミナー時間が4時間にのぼる長丁場
でしたが、講師陣の名調子で時間を感じさせ
ない内容の濃いセミナーになったのではと思
います。
その後、講師の先生にも参加していただき、
有志による懇親会を開きました。講師及び参
加者同士の親睦を深めていただき、セミナー
では聞けなかった実際の事業承継における情
報交換ができました。
最後になりますが、ご参加いただきました
皆様に深く感謝を申し上げます。今後も引き
続き皆様のスキルの向上と会員間の親睦のお
手伝いを行ってまいりますので、ご支援のほ
どよろしくお願いいたします。
（文責：会員サポート委員会

石倉

一利）
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合同交流会のご報告
３月15日水曜日に、合同交流会が開催され
ました。

の物語』の出版までの試行錯誤の経緯。これ
から出版をと意気込む参加者に、わかりやす

曜日別交流会は、異業種交流を目的に、独
立診断士・企業内診断士の区別なく、特定の
テーマを決めずに日頃の研究成果を発表する

くかつ実践可能なお話をしていただきまし
た。

場として設けられ、平成28年度も月１回３つ
の会が活動してきました。
合同交流会は、普段は別々に活動している
交流会相互の啓発・交流の一環として、各交
流会代表１名が発表するものです。
交流会に登録されている方以外にも体験し
ていただくため、秋に新たに診断士として登
録された方や、実務補習中の皆様にも参加資
格を拡大し、27名の方が参加されました。
発表内容及び発表風景は以下の通りです。
１．産水会（水曜日） 江口 英樹 氏
｢茶道と現代ビジネスについて｣
代表以外の発表者は江口氏のみ。裏千家の
師範として主催されている「お茶会」を抜け
出しての発表のため、着物姿で駆けつけてい
ただきました。普段触れることの少ない茶道
の世界の解説だけでなく、中小企業経営への
応用にも言及されました。

２．弐火会（火曜日） 駒井 俊雄
「私が商業出版するまで」

氏

「本業は作家です（ウソ）」とおっしゃる駒井
氏。魔法瓶のパイオニア、サーモス株式会社
の営業マンとしての実体験を基にした著書

３．いちもくさん（木曜日） 待谷 忠孝 氏
「今後の企業経営におけるデザインの役割」
・SEIKOによるプロダクトイノベーションと
それに対してスイスの時計産業が行った情緒
的価値訴求。
・デザイン活用による売上のアップ事例。
10分という短い時間の中で、昨今注目のデ
ザイン経営のエッセンスを教えていただきま
した。

場所を移した懇親会はゆったりしたスペー
スで３時間飲み放題。皆さん、席を移動して
感想・議論に花が咲き、人脈が大いに拡がっ
た１日となりました。
（文責

会員サポート委員会

影山

貴俊）

『
「廃業寸前」が世界トップ企業になった奇跡
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青年部だより
【3月開催の青年部イベント】
平成29年3月18日（土）14：00よりマイドー
ムおおさかにて、
『9周年記念大会』を実施し、
34名が参加しました。
毎年3月は恒例となっておりますが、理事
長と理事をお招きし、診断士の状況、これま
での経験談などをお伺いし、今後の診断士活
動に役立てていくことを目的としています。
今年は風谷理事長から「若手診断士に求め
ること」
、北口副理事長から「女性診断士の
活躍の場」というテーマで、若手がまだ気づ
いていない診断士の市場や価値、研鑽方法な
どを伺うことができ、とても学びが多いもの
となりました。
また、ディスカッションでは風谷理事長と
北口副理事長にも入って頂き、「企業内診断
士の活躍」に関する3つのテーマで話をする
ことで、学びと交流の両面でとても意義のあ
るものとなりました。

【活発なディスカッション】
【5月開催の青年部イベント】
平成29年5月13日（土）14：00より大阪産
業創造館にて、『診断士の歩き方』を実施し、
45名が参加しました。
診断士の歩き方は診断士登録後初めてとい
う方が多い5月に先輩診断士を招いて経験談
を伺うことで、今後、自らがどのように診断
士資格を活用するかの参考とすることを目的
としています。
今回は大音和豊氏（青年部元代表・経営
者）、中村佳織氏（独立コンサル）、運営委
員の林一成（支援機関勤務）、福島知子（企
業内）の4名がそれぞれの立場での診断士の
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生かし方を発表しました。
特に大音氏、中村氏は青年部のOBでもあ
り、具体的な支援方法や仕事確保の方法と
いった普段聞けない話もして下さいました。

【集合写真】
診断士取得を目指した目的や診断士をとっ
てからの活躍方法はそれぞれ違いますが、発
表頂いた4名全員に共通していたのは出席す
るだけ、聞いているだけではなく、前に出て
話していくこと、青年部や協会の運営委員と
して運営に携わることがネットワークを広
げ、経験を積む上で非常に大事だということ
でした。
青年部は診断士登録をしたばかりという人
も多く、先輩との交流や知識習得などを通し
て、診断士資格の活用方法を考える場として
非常に有効な場です。まずは一度お問合せ頂
き、ご参加ください。
（文責：青年部 石井 誠宏）
【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
「40才未満の方」、もしくは「45才未満で、
2、
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：06-4792-8992
E-mail：osaka.sk.seinenbu@gmail.com
青年部

今後のスケジュール

日時： 7月22日（土）14：00 〜 17：00
場所：ドーンセンター（天満橋）
内容：嵯峨野観光鉄道株式会社 元社長
：長谷川一彦氏講演（テーマ：地方創生）
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会報に関するアンケート結果
5月12日〜 5月22日にかけて会報に関する
アンケートを実施し、150名の方から回答が
ありました。ご協力頂き、誠にありがとうご
ざいました。
問1．大阪府協会が年4回発行している会報誌
をどの程度読んでいますか？

7人
34人

28人

81人

問2．
どのような特集記事を読みたいですか？
（複数回答可）

問2–2．具体的に読みたい特集記事を記入し
てください
・経営コンサルティングの技術・技法など
・他府県の企業診断事例、大阪では少ない
業種の診断事例
・大阪府内の地区別の中小企業の動向や傾
向など
・補助施策、補助金、経営革新計画
・健康経営
・企業内診断士が資格更新し易くなる内容
・若手同士の対談、若手とベテランの対談
・府協会の活動、取組みの紹介、報告
・マイムーブメント
（抜粋）

診断士会報No219v8.indd 26

問3．どのようなテーマの特集記事が読みた
いですか（自由回答）
・承継（18名）
・再生（10名）
・海外展開（7名）
・施策に関する情報、利用方法（7名）
・人材育成（4名）
・M&A（3名）
・ソーシャルビジネス
・地域活性化の取り組み
・下請中小企業
・IoT、AI、ロボット等
・制約理論
・賃金と人事制度
・農業分野
・資金繰り
・知的資産
・BSC
・ものづくり企業、診断
・ダイバーシティ経営
・他業種との連携したビジネスモデル
・創業（2名）
・事業計画
・支援事例、診断事例（10名）
・診断ノウハウ関連（10名）（診断時の注
意点、経験例、診断のスキルの維持、向
上につながる記事）
・経営者へのインタビュー特集
・公的支援の活用
・企業内診断士の活動紹介
・活躍している診断士のインタビュー記事
・診断士の顧問先に対するインタビュー記
事
・診断士の趣味の特集
・支援機関の活動
・企業内診断士にも役立つ情報
・協会の活動内容（2名）
（抜粋）
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問4．当協会のイベントや活動に関する報告
記事のページ数は適切ですか？

16人

20人

13人

（ 27 ）

士

・記事によりフォントの大きさが違うこと
があり、読みにくいので、出来れば統一
して欲しい。
・全国と大阪でふたつ会報がいるのかなあ
と思わないこともないです。
・診断士だけではなく、広く多様な専門家
や経営者等に執筆していただくといった
取り組みが必要かと思います。

101人

問5．会報の原稿を執筆したいですか？

10人
53人
87人

問6．会報について要望、ご意見等をお聞か
せください。（自由回答）
・発行回数を減らしてでも、クオリティを
高めてほしい。
・紙面は毎月でなくてもよい。webを充実
させて欲しい。
・web版のみでもよいのではないでしょう
か。
・ホームページ、メルマガ、そして会報の
三位一体での情報提供となるような位置
づけで良いと思います。
・会報は年2回以内にして会費を値下げし
てほしい。
・文章より、視覚に訴える記事を増やして
いただきたい。
・多くの印刷物がA4サイズになる中でB版
サイズは取扱いに不便なので変更を検討
してはどうか？
・フレッシュなデザインにしていただきた
いです。
・会報の紙質がツルツルで、マーカーで印
をつけにくいので、変更はできますか？
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・また、年度初めの会報に、少なくとも診
断士に関係のある大阪府と経産省の施策
の紹介があればとも思います。
・地域に特化した記事の充実を希望する。
・企業支援の現場で使える記事
・診断協会の外部の活動についても、府協
会会員診断士の活動として読みたい。
（抜粋）
回答者の属性
問7．年齢
29歳以下

1人

1%

30代

5人

17%

40代

41人

27%

50代

51人

34%

60代

22人

15%

70歳以上

10人

7%

問8．大阪府協会の加入年数
3年未満

43人

29%

3 〜 5年未満

26人

17%

5 〜 10年未満

29人

19%

10年以上

52人

35%

問9．独立診断士又は企業内診断士ですか？
独立診断士

80人

53%

企業内診断士

70人

47%

問10．1年以内に何らかの協会活動に参加し
ましたか？
はい
いいえ

129人

86%

21人

14%
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士会のページ
使命〜知名度向上

・政策提言事業

広報部の使命は、「大阪中小企業診断士会

本事業は、診断士会の「政策提言事業」と

の知名度向上により、診断士会ならびに会員

して位置付け、公益事業への貢献を図ること

診断士のビジネスに資すること」です。

を目的としています。具体的には、大阪府、

約200名ものいろいろなスキルを持ったプ

国の行う中小企業政策に関して、中小企業診

ロコンを抱えたコンサルファームがあること

断士の立場で政策立案や施策の執行に資する

を知っていただくために、講演会・各種セミ

有益な見解を、独自の調査研究活動を踏まえ

ナー・政策提言等を実施しています。

て行う事業を対象に、経費の補助をします。
補助の最大額は、1テーマにつき50万円まで

メンバー
メンバーは、次の通りです。
・原

伸行（理事、広報部長）

・片山祐姫（リーダー、中之島図書館セミ

ですが、対象となる経費は細かく定められて
います。なお、診断士会の会員が応募のグ
ループに必ず含まれていることが条件です。
（過去の採択事業）

ナー、経営経済講演会担当）

2017年「安全な大阪食文化を普及するための

・若松敏幸（政策提言事業、他士業との連携

提言」

担当）

2016年「日本と韓国の中小企業支援制度の比

・大西眞由美（中之島図書館無料相談ほか担

較研究」

当）

2016年「観光による大阪の地域創生のための

・吉田喜彦（他士業との連携、高校生向けセ

提言」

ミナーほか担当）

2015年「東日本大震災における被災中小企業

・津田敏夫（副理事長、新規案件担当）

に対する支援状況と課題」
・中之島図書館共催セミナー事業

主な活動内容

「今日からはじめる『実践！経営力アップ

・診断士の日「60周年フォーラム」プロジェ

講座』」と題して、大阪府立中之島図書館に

クトへの参加

て、診断士会主催（中之島図書館共催）の

経営経済講演会事業として、大阪府中小企

連続セミナーを開催しています。このセミ

業診断協会とともに、60周年フォーラムプロ

ナーは、図書館がビジネスマンを直接サポー

ジェクトに参画しました。今年度も、診断士

トするという点で、全国的に注目されており、

の日のイベントに参加する予定です。

2016年8月19日付け日本経済新聞でも紹介さ

・弁理士会との連携事業

れました。

日本弁理士会近畿支部と診断士会の連携事
業は、3年目を迎えました。平成28年9月29日
に合同勉強会を開催し、具体的な連携事例を
通して、連携のスキームや方法論を学習しま
した。また、平成29年2月22日に近畿経済産
業局特許室の牧隆志室長をお迎えし、合同セ
ミナーを開催しました。なお、諸般の事情に
より、本提携事業については、今後、府協会
へ移管する予定です。

セミナーの様子
講師は公募で選んでおり、数多くの応募が
あります。厳選された講師に対する参加者の
満足度は高く、中之島図書館からとても評価
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士会のページ
・ものづくりビジネスフェア出展

されています。

例年、大阪信用保証協会が開催するビジネ

聴衆の満足度の高かったセミナー
タイトル
サーモスはなぜ「廃業寸前」
からわずかな期間に世界
トップ企業になったのか

参加者数
54人

スフェアに出展しております。出展を希望す

満足した
ほぼ満足
100%

る方は公募し、チームを組んで、参加してい
ただいております。
・経営者のためのビジネスセミナー
新規事業です。会員診断士が顧客を開拓す

起業したい方のためのビジ
ネスモデルの作り方

61人

96%

キャッシュフロー分析入門
〜「誰でも作れるキャッシュ
フロー計算書」でこれだけ
は理解しよう

64人

94%

経営者・会社員が知ってお
きたい「お金の授業」働き
方と給料の関係

37人

るためのセミナーです。セミナーで集客して
顧客を見つけることは、コンサルとしての営
業の基本ですが、広告宣伝の費用がかかる、
あるいはマンパワーなどの問題で、簡単には

91%

開催できないのが現状です。そこで、診断士
会の名前で集客し、また、広告宣伝費も参加
する診断士で均等に負担することで軽減しよ

受講者から、
「講師の話には納得したが、

うという発想でスタートしました。秋の開催

自社への実践方法がわからない」という声が

を目標に、現在準備中です。

多数寄せられたため、昨年度より、個別相談

・会員向け研修セミナー

事業も始めました。
また、経営者からは、「日中の方が出やす

診断士会の会員向けに、プロコンとして、
知っておきたい知識を得るための研修です。

い」という意見もあり、今年度から新たな

専門性が高く、実務的な研修を外部講師も活

試みとして、平日午後に経営者向けセミナー

用し、実施します。準備中のテーマは、次の

を開催することにしました。

通りです。

2年前に全5回で始まった中之島図書館セミ

「企業再生ファンドの実務家を囲んで」

ナーですが、好評につき、今年度は16回開催

「新規独立者向け『初めての確定申告』」

するまでになりました。

「最新の補助金、助成金」

・中之島図書館無料経営相談事業

「セミナー講師養成講座」

こちらも図書館との共同事業です。第一水
曜日・第三土曜日に、お一人様1時間、各回

「プロの文章力養成講座」
多数のみなさんの参加をお待ちしておりま

定員2名で創業全般・事業計画・資金調達・

す。

販路開拓・マーケティング・事業承継などの

・写真撮影

相談を受けるものです。相談員は公募で選ん

実は、今年一番盛り上がった行事は、プロ

でおりますが、参加された診断士からは、様々

カメラマンをお呼びして開催した写真撮影会

な企業や案件に触れることができ、良い経験

です。おひとり3、4カットを千円で撮っても

が積めたと、95％の方から良かったとのお声

らいました。20名の枠で、2回（計40名）開

をいただいております。

催したのですが、あっと言う間に予約でいっ

・高校生向けセミナー

ぱいになりました。

高校生にビジネス教育を提供しようという
新しい試みです。中之島図書館ならびに大阪

（文責：副理事長

津田

敏夫）

府教育庁と連携し、現在、プログラムを開発
中です。
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新入会員の紹介
足立

久渡

悠平

広樹

本年４月に中小企業診断士

弁護士として働いていま

登録、入会しました足立悠平

す。企業のビジネスを的確に

と申します。兵庫県丹波市出

アシストし、社会に貢献した

身、同在住です。衰退の進む

い で す！

地方在住の専門家として、地

サービスを提供するために一

域の活性化につながる活動に取り組んでいき

生勉強し続けます。診断協会への入会がこの

たいと考えています。皆様、よろしくお願い

ような勉強を加速させるきっかけになればと

いたします。

考えています。ワクワクしています！

趣味・特技

趣味・特技 【趣味】FM ラジオ鑑賞、サッ

剣道二段

そ し て、 的 確 な

カー観戦【特技】人を笑わせること（※た
ぶん）
稲岡

窪津

祐介

正充

は じ め ま し て。 住 宅建 材

製造業で 20 年以上に渡り

メーカ—に勤務し、新規事業

研究開発、生産管理、品質管

の開発に従事している企業内

理に従事してきました。現在

診断士です。

は、製造業を主としたコンサ

当協会への入会を通じて

ルティング会社に勤務してお

様々な業種の方との人脈を拡げていければと

ります。今までの経験を活かしたいと思いま

思っています。私自身は建築士でもあります

すので、色々ご教授して頂ければありがたく

ので、住まいに関する悩みがあればご相談下

存じます。どうぞ宜しくお願い致します。

さい。

趣味・特技

趣味・特技
奥谷

釣り、家庭菜園

建築巡り、ダイビング
阪田

直也

行保

はじめまして。通信サービ

2017 年３月に登録したば

ス販売代理業で常勤監査役と

かりの「ひよっこ」診断士の

して経営に関わっています。

阪田行保です。協会に入会し

企業内診断士として研鑽し、

先輩診断士の名刺を見て、ご

協会活動を通して人脈を拡げ

自身のブランド構築をされて

たいと思います。これまでの経験や知見を活

いる事に改めて気付きました。私も 24 年間

かして、関西発展のお役に立てる様に努力し

の海外経験を活かせる中小企業の海外展開分

ます。宜しくお願いします。

野でお役に立てるよう精進致します。

趣味・特技

旅行、富田林寺内町ボランティ

アガイド
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新入会員の紹介
神野

谷口

俊介

睦

システム開発を生業として

谷口と申します。いつか独

お り ま す、 神 野 で す。 主 に

立することを目指して、「ス

IT の活用を通じて、経営者

キル」・「経験」・「人脈」を、

の方、従業員の方、仕入先様

診断士協会を通して築いてい

からお客様まで、皆が幸せに

きたいと思います。年齢や経

なれる提案が出来る診断士になれるよう頑張

験など関係なく、いろんな方と親交を深めて

ります。そして皆様の仲間として活躍できる

いきたいので、私を見かけたら是非声をかけ

よう努力して参ります。

て下さい。

趣味・特技

趣味・特技

旅行、英語（英検１級ですが、

テニス

語彙力が…）
田代

渡井口

博之

修士
昨年 12 月に地方銀行を円

はじめまして。現在は商社
に勤務し、主に新規顧客開拓

満退職し独立開業しました。

と、IT 関連ソリュ—ション

銀行では８年に渡り事業承

の提案営業を行なっておりま

継・М＆Ａに携わり中小企業

す。

の開廃業率の逆転現象廃業増

協会の活動を通じて自己研鑽に励みなが

加を目の当たりにし危機感を感じました。承

ら、活動の場を広げていきたいと考えていま

継支援を通じて地元企業の発展と育成に貢献

す。

したいと考えております。

宜しくお願い致します。
趣味・特技
田中

趣味・特技

温泉巡り、ウォーキング

野球・読書
中村

穣

安男

昨年診断士合格と同時に再

はじめまして。現在は大阪

就職が決まり、当面は企業内

のコンサル会社に勤務してお

診断士です。長らく DTP 制

りますが、元々は IT 企業で

作や WEB 企画に関わってき

営業マンとしてお客さまの経

ましたが、今は経営企画に取

営課題の解決にとりくんでま

り組んでいます。歳は取りましたが、まだま

いりました。これからは営業マンから診断士

だ新しい勉強をしていきたいと思っていま

として、経営者に寄り添えるコンサルを目指

す。ご指導よろしくお願い致します。

します。よろしくお願い致します。

趣味・特技

趣味・特技
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ネットラジオ番組のお知らせ
この度、広報委員会では、診断士の知名度

こ れ ま で 17 年 間、 食 品

向上のため、新たな情報発信媒体として、イ

スーパーの経営に携わって

ンターネットラジオ番組に取り組むこととな

きました。販売・仕入や経理・
人事等の幅広い経験を活か
し、現場オペレーションか
ら経営計画まで、中小企業のサポートがで
きるよう活動したいと考えています。どう
ぞよろしくお願い致します。

りました。
番組は30分間の放送で、関西の中小企業経
営者に出演していただき事業内容やエピソー
ドなどをお話しいただく「おもろい経営者紹
介しまっせ」のコーナーや、一般の方に馴染
みの薄い中小企業診断士について、普段の仕
事の中でのエピソードを交え、わかりやすく
伝えていく「中小企業診断士って何？」のコー
ナーなどを放送します。
６月14日（水）20時から初回放送を開始し、

福田

以降隔週水曜日の同時刻に放送していく予定

達夫
メーカーで、人事・総務・
経理などをひととおり経験、
現在は新規事業の立上げを担
当しています。目標管理、タ
イムマネジメントに特に興味

があります。入会を機に、出版・指導実務な
どさまざまな経験・人脈を広げていきたいの
で、どうぞよろしくお願いします。
前所属協会名
趣味・特技
山田

旧東京支部城南支会
鉄道、サックス演奏

です。ぜひご聴取ください。
【番組情報】
■媒体名：「ソラトニワ梅田」
http://www.soraxniwa.com/radio/program/
umeda
■番組名：「中小企業診断士の時間」
http://www.soraxniwa.com/radio/7db33489
4c7c
■放送日時：隔週水曜日20時～
■番組専用facebookページ
https://www.facebook.com/smecatime

昌彦
はじめまして。守口市の中
小企業に勤めており、製造系
SCM の IT 構 築、 運 用 に 15
年来携わっております。日本
の中小製造業を元気にする独

立診断士を目指し精進して参ります。まずは
協会活動に参画し見聞を拡げたく思います。
どうぞよろしくお願い致します。
趣味・特技
ム
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将棋観戦、筋トレ、テレビゲー

（第 1 回収録後の様子）
森川商事株式会社（昭和湯） 森川晃夫氏
森川真嗣氏
ゲストハウス木雲
広報委員会 東、林、松尾
（広報委員会
東 純子）
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平成29年度中小企業診断士理論政策更新研修開催のご案内
（一社）大阪府中小企業診断協会では、平成29年度の中小企業診断士理論政策更新研修を下
記のとおり開催いたします。受講希望の方は、申込受付方法に沿って期間内に手続きをお願い
いたします。
なお、この理論政策更新研修は、中小企業診断士の登録更新要件のひとつ ｢新しい知識の補
充に関する要件｣ のために実施する４時間の座学研修で、原則として毎年受講することが必要
です。この研修では遅刻および中座は一切認められませんので、時間に余裕をもって参加いた
だきますよう、よろしくお願いいたします。
テーマ：前半部 『新しい中小企業政策について』『最近の診断に関する理論及びその応用』
後半部 『演習または事例研究』 となっております。
＜開催日程＞

第１回

７月８日（土）

第７回

13:00 〜 17:15
第２回

13:00 〜 17:15

７月12日（水）

第８回

13:00 〜 17:15
第３回

８月９日（水）

第９回

９月９日（土）

第10回

９月23日（土）

第11回

１月27日（土）
13:00 〜 17:15

10月４日（水）

第12回

13:00 〜 17:15
＜会

12月６日（水）
13:00 〜 17:15

13:00 〜 17:15
第６回

11月11日（土）
13:00 〜 17:15

13:00 〜 17:15
第５回

11月４日（土）
13:00 〜 17:15

13:00 〜 17:15
第４回

10月28日（土）

２月21日（水）
13:00 〜 17:15

場＞ 大阪市中央区本町橋２番５号
マイドームおおさか８階

第１･ ２会議室

大阪市中央区本町橋２番８号
大阪商工会議所４階

＜定

員＞

＜申込方法＞

401号会議室、大阪商工会議所６階

白鳳・桜の間

120 〜 145名
郵送によるお申込み
別途送付の受講申込書にご記入の上、各申込受付期間内にご郵送ください。
インターネットによるお申込み
「（一社）中小企業診断協会」ホームページよりお申込みください。

＜申込先＞

郵送申込みの場合
〒540-0029
大阪市中央区本町橋２番５号 マイドームおおさか７階
一般社団法人大阪府中小企業診断協会「理論政策更新研修」係
インターネット申込みの場合
http://www.j-smeca.jp/index.html
（一社）中小企業診断協会ホームページ 「診断士更新研修」より

＜受講料＞

１回当たり

＜その他＞

詳しくは、
（一社）大阪府中小企業診断協会のホームページをご参照下さい。
http://www.shindanshi-osaka.com/update/
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スキルアップ研修
日

時

平成29年７月26日（水曜日）

スキルアップ研修
日

時

18時30分〜 20時30分

18時30分〜 20時30分
会

場

マイドームおおさか（予定）

テーマ サービス業の生産性向上のための人
材育成支援事例のご紹介
講

師

土居

伊子

平成29年８月23日（水曜日）

会

場

マイドームおおさか（予定）

テーマ

飲食店の業務改善手法

講

原

師

伸行

氏（大阪府協会会員）

氏（大阪府協会会員）
現在、中小飲食店は非常に厳しい現状

今年の厚生労働省の助成金の特徴の一
つは「生産性を向上させた企業は労働関
係助成金が割増されます」という数値目
標が設けられたことです。

です。５年生存率が30％であるといわれ
ています。
生き残っていくために何をするべき
か？

かねてより日本の産業、特にサービス

私は難しいことをする必要は何もない

業においては諸外国に比べて労働生産性

と考えています。我々診断士にとって当

が低いことが課題となっていました。労

たり前のことをいかに実際に行っていた

働人口が減り、一人あたりの働く時間は長

だくかが一番重要です。

くなる一方、労働基準法では残業月60 〜

色々なタイプの社長にいかに当たり前

80時間を上限とし、罰則も設けるといった

のことを行っていただくかを、長年経営

法改正が検討されています。助成金を割

者向けに行っているセミナーの内容や事

増にすること、一方で罰則を設ける事で、

例を交えながらお話しさせていただきま

いよいよ国をあげて労働生産性向上の課

す。

題にとりくむ本気度が明らかになってき
ました。このような外部環境の中、中小
企業診断士として企業へ提言できる事は
どういったものがあるのでしょうか。
先に挙げた労働生産性の数値目標達成
には何が必要か、また数値目標達成が実
態に即したものになるのか、事例を交え
ながら課題解決のヒントを皆様と見つけ
たいと思います。
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スキルアップ研修・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
までにお申込みをお願いします。
ホームページに掲載されている申込み受付
専用フォームよりお申込みください。
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平成29年９月27日（水曜日）
18時30分〜 20時30分

会

場

テーマ

マイドームおおさか（予定）
IT活用によるサービス業の生産性
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中小企業診断士バッジの貸与について
府協会事務局にて新たな中小企業診断士
バッジの貸与を実施しています。
まだ、新しいバッジをお持ちでない正会員
の皆様は事務局までお越しください。

向上について
講

師

西谷

雅之

氏（大阪府協会会員）

（一社）中小企業診断協会では、中小企業
診断士の役割及びその専門性等を広く社会に

現在、日本では生産性向上が必要であ

アピールするためのブランディング戦略の一

るとの認識が高まっています。その中で

環として、新たなロゴマークとバッジを制作

も特に、サービス業は諸外国に比べて生

しました。また、わが国の「中小企業診断士

産性が低いというデータもよく目にしま

制度」が発足したこと踏まえて、11月４日が

す。この生産性が諸外国に比べて低い要

「中小企業診断士の日」として制定されまし

因の一つに「IT化」の遅れがあるとの認

た。

識が国にはあり、最近特に中小企業のIT

正会員の皆様におかれまして、まだ新しい

化推進の取り組みが強化されています。

バッジをお持ちでない方は事務局までお越し

しかし、
「生産性」とは果たして何を

ください。使用上の留意点説明と同意を頂い

指すのでしょうか。本当に日本の生産性

たうえで、無償貸与させていただきます。

は低いのでしょうか。また、生産性向上
にIT化 は 本 当 に 有 効 な の で し ょ う か。

お渡し可能時間は、原則、

サービス業の生産性向上について、支援

平日の10：00 〜 12：00、13：00 〜 17：30

の現場から見えたこと、さらにはサービ

とさせていただきます。

ス業の一つであるわれわれ診断士自身の
生産性向上のために必要なことなど、シ

（総務委員会）

ステムエンジニアと診断士の経験から感
じてきたことをお話しします。

編集後記 〜広報委員から〜
ホットな夏がやってきましたが、協会
の広報も暑さに負けじと、ホットな活動
を行っています。その一つがインターネッ
トラジオによる情報発信の開始です。大
阪初（発）の中小企業診断士による「中
小企業のための情報番組」を皆様はもう
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お聞きになりましたか。今後も広報誌の
リニューアルへと続くことで、アナログ・
デジタル両面での会員の枠を超えた情報
発信を行って参りますので、引き続きよ
ろしくお願い致します。
【池渕】
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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29年４月～６月）

４月
４日 広報委員会
５日 会員サポート委員会
６日・11日
		 診断士交流会
10日 総務委員会
11日 理事会
		 正副会議
14日・25日
		 業種別交流会
15日 新歓フェスタ
19日 広報委員会
22日 土曜セミナー
24日 監事会
		 総務委員会
26日 スキルアップ研修
27日 理事会
27日 正副会議
		 広報委員会
５月
９日 広報委員会
		 会員サポート委員会
11日 総務委員会
12日 会員サポート委員会
12日・23日
		 業種別交流会
13日 土曜セミナー
15日 理事会
		 正副会議
19日 定時総会
		 理事会
24日 スキルアップ研修
26日 診断士交流会発足式
６月
６日 広報委員会
７日 総務委員会
８日 研修事業委員会
９日・27日
		 業界交流会
13日 理事会
		 会員サポート委員会
17日 土曜セミナー
20日 広報委員会
28日 スキルアップ研修
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（平成29年４月～６月）

４月
３日
６日
８日
17日
19日
21日
24日
25日
28日

事業部会
人材マッチング部会
事業説明会
総務部会
理事会
運営部会
監事会
広報部会
保証協会説明会
人材マッチング部会

５月
８日
11日
12日
15日
17日
19日
25日
29日

人材マッチング部会
総務部会
運営部会
広報部会
株式会社日本M&Aセンター勉強会
理事会、定時総会、懇親会
保証協会説明会
事業部会

６月
１日
７日
11日
16日
17日
21日
23日
28日
29日

保証協会 取扱商品説明会
中之島図書館無料経営相談
総務部会
運営部会
中之島図書館無料経営相談
中之島図書館セミナー個別相談会
事業部会
経営サポート事業研修会
理事会

会員の消息
他府県協会への移籍
鳥生

雅己

東京都

草譯

貴博

兵庫県

金和

英俊

東京都
他府県協会より移籍

與曽井清司

長野県

2017/06/22 9:20
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29年度のスタートにあたって
ＢＳＰを目指して

種、多様な能力のある会員が集まっています。
これこそが、府協会の重要な資源であり知的
資産だと思っています。
戦略検討会議では、このような会員の方々
理事長 風谷 昌彦
の能力発揮に焦点を当て、会員の皆様ととも
に「成長・変革、そして貢献」を目指したい
と思っています。この考えの下、戦略検討会
平成29年５月19日に行われました第６回大
議 で 生 ま れ た コ ン セ プ ト が、「 ビ ジ ネ ス
阪府中小企業診断協会（以下、府協会）通常
（Business）ソリューション（Solution）プロ
総会は、会員の方々のご協力により、無事終
フ ェ ッ シ ョ ナ ル（Professional）」（ 以 下、
了いたしました。こころより感謝申し上げま
BSP）です。このBSPを目指した最初の取り
す。
組みとして実施したのが、会員サポート委員
さて、私が昨年の総会で理事長に就任し、
会によるニーズ調査でした。この調査は、中
早１年が過ぎました。この一年を振り返りま
小企業 ・ 支援機関 ・ 診断士 の各主体に
すと、色々な取り組みが行われました。協会
分け、各主体から見た診断士や当協会に対す
本部との連携による取り組みとしては、診断
るニーズを把握しようというものです。その
士の社会的地位の向上をめざしたブランディ
ング戦略の下、会員の皆様もご承知のように、 結果、経営支援に対する 診断士の能力不足
や、 当協会の活動が見えない
診断士が
昨年９月から中小企業診断士バッチの貸与と
何をする専門家なのかが分からない といっ
着用運動が始まりました。また、「中小企業
た厳しい指摘もありましたが、一方で経営
診断士の日」が11月４日と決められたのを機
支援において診断士に期待する意見も多く
に、
「大阪府中小企業診断協会記念フォーラ
ありました。私はこのような厳しい意見や、
ム」を大阪中小企業診断士会との共催で実施
大いなる期待こそが、当協会や診断士対す
致しました。
る心温かいエールだととらえています。
一方、府協会単独での取り組みとしては、
さて、今年度ですが、昨年度同様、引く続
従来からの委員会活動に加え、正副理事長と
き「社会的地位の向上」と「認知度の向上」
各委員会委員長を構成メンバーにした戦略検
を目指し、各委員会が所管する各事業を着実
討会議を設置し、府協会の2020年のあるべき
に実施して参ります。また、ニーズ調査の結
姿の検討を開始しました。その目的は、府協
果を受け、BSPを目指した次のステップとな
会会員の方々が有する多様な能力を、中小企
る具体的な内容を、戦略検討会議等を通じて
業の支援に役立てる方策の検討です。既にプ
検討していまいります。例えば、会員の皆様
ロの独立診断士として活躍されている会員の
が主体的に力量の向上を図ることができる場
方々については、府協会の兄弟組織である（一
の提供や、課題を抱える中小企業者との接点
社）大阪中小企業診断士会（以下、士会）が
の場の創出などが想定されるところです。そ
様々な活躍の場を作ろうと、活発に活動され
れ以外では、今年度は近畿ブロックの他府県
ています。府協会と士会は車の両輪です。双
協会との連携を更に図って参ります。その中
方の組織の魅力の向上への取り組みが、診断
の象徴的な取り組みが、11月１日の中小企業
士の社会的地位の向上に資することは間違い
診断士の日に合わせたイベントです。
ありません。
何れの取り組みも、会員の皆様方の協力が
府協会では、独立したプロコンの方々だけ
不可欠です。会員の皆様方におかれましては、
ではなく、会員の多数を占める企業内診断士
引き続き府協会の活動及び運営に、ご支援・
と呼ばれている企業の最前線で活躍されてい
ご協力を賜りますようお願い致します。
る方々や、複数の資格を有しながら、診断士
以外の業務を専門に行っている方々など、多
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