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　新年あけましておめでとうございます。
　昨年、大阪を訪れた外国人の方が過去最高
を４年連続更新するなど、大阪の賑わいや景
気にも明るい兆しが見えてきました。この流
れを本格的なものとし、府内のすみずみまで
景気回復を行きわたらせ、府民の皆様が豊か
さを実感できる大阪を実現したいとの思いを
強くしています。
　このため、府政においては「変革と挑戦」
を基本姿勢に、これまでの成果を土台に、民
間、市町村はじめ関係機関と連携しつつ、具
体的な取組みを本格化する年にしたいと思い
ます。

　現在、大阪府では、2025年日本万国博覧会
の誘致をめざし、国、経済界と一体となった
取組みを進めているところです。万国博覧会
は、2020年の東京オリンピック・パラリン
ピック後の成長の起爆剤となります。また、
イノベーションを促し、社会のあり方をも変
える世界的なイベントです。その圧倒的な求
心力や発信力、すなわち世界中の人々の出会
いや交流を生み出す力こそが、これからの日
本の成長の鍵となります。今後、国において
閣議了解を経て、BIE（博覧会国際事務局）
に登録申請をすることになります。大阪・関
西で「人類の健康・長寿への挑戦」をテーマ
とした万国博覧会が実現できるよう、オール
ジャパン体制のもと全力で取り組んでまいり
ます。

　また、東西二極の一極を担い、豊かな大阪
を実現する“副首都・大阪”の確立・発展に
向けた取組みも進めます。東京とは異なる個
性・新たな価値観をもって、平時にも非常時
にも日本の未来を支え、けん引する成長エン
ジンの役割を果たすべく、都市としての機能
強化に努めてまいります。

　我が国の新たな大動脈となるリニア中央新
幹線については、東京、名古屋、大阪の三大
都市圏が一体化したスーパー・メガリージョ
ンの形成を実現し、国土軸を強化する極めて
重要な社会基盤であり、この度、大阪延伸の
開業時期が従来計画の2045年から８年前倒し

となりました。引き続き、リニア中央新幹線
の早期全線開業を国等へ求めてまいります。
併せて、北陸新幹線の大阪への早期延伸につ
いても、強く働きかけてまいります。

　また、新エネルギー、ライフサイエンスな
どの成長産業分野では、国際競争力強化に向
けた環境整備を進めてまいります。世界トッ
プクラスのライフサイエンスクラスターの形
成を進めるとともに、万国博覧会のテーマに
関連する健康･長寿関連産業を育成してまい
ります。併せて、これまで大阪産業を支えて
きたものづくり中小企業の基盤を活かし、イ
ノベーションの創出に取り組んでまいりま
す。

　さらに、魅力あふれる都市空間の創造に向
け、大阪の顔となる「うめきた２期」などの
都市基盤の整備や、企業・住民が主体となっ
たみどりの創出などに取り組みます。大阪の
競争力強化に資するインフラ整備に関して
は、淀川左岸線延伸部の新規事業化をはじめ、
交通ネットワークの充実・強化に引き続き取
り組んでまいります。

　大阪を訪れた外国人の方は、知事に就任し
ました平成23年には150万人を超える程度で
したが、今や1,000万人にまで迫っています。
昨年、都市魅力のさらなる充実・向上につい
ては、2020年の来阪外国人旅行者数1,300万
人という高い目標を掲げました。大阪を世界
的な創造都市、国際エンターテイメント都市
へと加速させ、世界にアピールしてまいりま
す。
　また、「統合型リゾート（IR）」については、
国における推進法の成立を受け、府市でス
ピード感をもって必要な取組みを進めてまい
ります。

　今年も府庁組織一丸となり、施策を力強
く推進してまいりますので、皆さまの一層
のご理解とご協力をお願いいたします。本
年が皆様にとって実りある素晴らしい年と
なりますようお祈りします。

大阪府知事　松井　一郎

平成29（2017）年　知事年頭所感
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10月
４日 研修・事業委員会
６日・11日・19日
  診断士交流会
７日 会員サポート委員会
11日 会員サポート委員会
12日 総務委員会
13日 会員サポート委員会
14日 秋の歓迎会
  臨時近畿ブロック会議
14日・25日
  業種別交流会
17日 理事会
21日 広報委員会
26日 スキルアップ研修
28日 会員サポート委員会

11月
１日 研修・事業委員会
４日 60周年記念フォーラム
８日 総務委員会
８日・10日・16日
  診断士交流会
９日 理事会
９日・11日・22日
  業種別交流会
18日 会員サポート委員会
  広報委員会
19日 土曜セミナー
21日 監事会
23日～ 27日
  海外研修旅行

12月
１日 総務委員会
  研修・事業委員会
１日・13日・21日
  診断士交流会
２日 会員サポート委員会
６日 広報委員会
９日・27日
  業種別交流会
10日 士会協会合同委員会懇親会
12日 理事会
16日 会員サポート委員会
21日 広報委員会
  スキルアップ研修

お 知 ら せ

10月
３日 理事会
 人材マッチング部会
４日  大阪信用保証協会　経営サポート事

業　座学研修
 交流会
５日 中之島図書館無料経営相談　夜間
 中之島図書館セミナー個別相談会
15日 中之島図書館無料経営相談
17日 人材マッチング部会
 広報部会
19日 中之島図書館セミナー
26日 弁理士会連携会議

11月
１日 理事会
２日 中之島図書館無料経営相談　夜間
 中之島図書館セミナー個別相談会
４日  中小企業診断士の日制定及び府協会

設立60周年記念フォーラム　
７日 人材マッチング部会
14日 総務・運営合同部会
 事業部会
 広報部会
16日 中之島図書館セミナー
17日 人材マッチング部会
19日 中之島図書館セミナー個別相談会
21日 監事会
 人材マッチング部会
22日  大阪信用保証協会　OSAKAビジネ

スフェアものづくり展　出展
25日 弁理士会連携会議
29日 事業部会

12月
５日 人材マッチング部会
７日 中之島図書館無料経営相談　夜間
10日 理事会
16日 弁理士会連携会議
 事業部会
19日 人材マッチング部会
20日 広報部会
21日 中之島図書館セミナー

大阪府協会の主な行事
（平成28年10月～ 12月）

士会の主な行事
（平成28年10月～ 12月）

診 断 士
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　あけましておめでとうございます。

　皆様におかれましては、健やかに新年を迎

えられたことと、心からお喜び申しあげます。

　市長就任から２度目の新年を迎え、気持ち

も新たに、「子どもの教育・医療　無償都市

大阪」をめざした子育て・教育環境の充実、

暮らしを守る福祉等の向上といった「市民

サービスの拡充」を図ってまいります。併せ

て、府市一体となった成長の実現やICTの徹

底活用など、「大阪の改革と成長」を推進す

ることで、着実に市政を前に進めてまいりま

す。

　大阪という都市を、日本の成長をけん引す

る東西二極の一極として、世界で存在感を発

揮する、副首都にふさわしいものとなるよう

成長戦略を進めていきます。

　なかでも、うめきた２期区域のまちづくり

や淀川左岸線延伸部の整備などに取り組む一

方で、民間の創意工夫を活かし、統合型リゾー

ト（IR）や万国博覧会の誘致など、夢洲で

の国際観光拠点の形成に向けたまちづくりを

推進します。

　国家戦略特区などと連動し、地方税ゼロの

延長をはじめとした海外との競争を見据えた

環境整備や産業の育成を進めるとともに、大

阪の都市魅力創造に引き続き取り組んでまい

ります。

　さらに、南海トラフ巨大地震などの大規模

災害に備え、堤防等の耐震・液状化対策を実

施するなど、防災力の向上を図ります。

　また、副首都にふさわしい大阪の実現に向

けて、新しい自治の仕組みの設計に全力で取

り組み、総合区及び特別区の両制度案につい

ては、市民の皆様の意見や議会の議論などを

踏まえ、両制度案のベストな案を作成し、最

終的に市民の皆様に判断していただきたいと

考えています。

　これからも、皆様との対話を重視して、市

政運営に全力で取り組んでまいりますので、

ご理解・ご協力をぜひよろしくお願いいたし

ます。

大阪市長　吉村　洋文

新年のごあいさつ

診 断 士
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　平成29年の新春を迎え、謹んで新年のお慶
びを申し上げます。

　昨年は、英国のEU離脱や新たな保守主義
の台頭が懸念される中、世界経済の不透明リ
スクが高まるなど海外情勢に大きな注目が集
まる年となりました。
　国内に目を向けると、景気は緩やかに回復
傾向にあるものの、設備投資や収益改善の動
きに足踏みが見られるなどの課題がありま
す。
　関西の状況を見ますと、景気は一部に弱い
動きがみられるものの、緩やかに改善してい
ます。この改善の動きを加速させ、地域に広
く行き渡らせていくことが極めて重要です。
関西には、優れたものづくり企業、大学や研
究機関の立地、伝統的工芸品と匠の技などの
幅広い分野の集積に加え、新市場開拓に挑戦
する産学連携や、海外交流などの活発な取り
組みが数多く存在します。この関西の強みを
最大限に発揮し、経済の好循環を生み出すこ
とが必要不可欠です。

　近畿経済産業局といたしましては、本年も
企業を取り巻く環境や地域が直面する課題に
丁寧に目配りをし、きめ細かく対応するとと
もに、地域経済ひいては日本経済の更なる活
性化に向けて以下の４つの重点分野に取り組
む所存でございます。

　まず第一に「第４次産業革命」を起点と
する企業の活力向上と事業環境整備です。
昨年、官民会議「未来投資会議」が発足し、
IoT、ビッグデータ、AI、ロボット等の重点
分野に関わる各種支援を行う体制が整えら
れつつあります。当局でも健康・医療分野、
航空機分野、セルロースナノファイバーな
どの新素材分野で、現場ニーズと技術シー
ズのマッチング、地域内の連携強化やサプ
ライチェーン構築の取り組み等の各種支援
を行い、民間の未来投資を喚起し、産業競
争力の強化を図ります。

　第二に中小企業等による内外需要の開拓促
進です。訪日外客数が2,000万人を突破する
など、海外需要の勢いはとどまるところを知

りません。当局では、この機会を逃さず、イ
ンバウンド需要の獲得を目指すとともに、関
西の魅力を世界にアピールし、対日投資を促
進します。また、各種セミナーやテストマー
ケティング等の海外販路開拓支援を行うこと
により、中小企業による海外需要の開拓を目
指します。

　第三に下請等中小企業の取引条件改善で
す。経済の好循環を実現するには、中小企業
の賃金の上昇等が適正に取引価格に反映され
ることが必要です。このため、昨年９月に発
表した「未来指向型の取引慣行に向けて」（世
耕プラン）に基づき、今後とも、下請中小企
業の声にしっかりと耳を傾け、下請取引の適
正化に向けて尽力していく所存です。

　第四にエネルギー政策再構築への対応と地
球環境への貢献です。「関西スマートエネル
ギーイニシアティブ」によるスマートエネル
ギーシステム実装促進や再生可能エネルギー
の導入促進を行います。これらの活動を通じ
て、エネルギーミックスの実現に向けて取り
組んで参ります。

　関西では、2021年のワールドマスターズ
ゲームズ開催、2025年の国際博覧会誘致など
関西復権に向けた地域の活動が活発化してい
ます。
　国際博覧会の開催は、その経済効果のみな
らず、人類社会の課題解決に向け、関西のモ
デルの提示を通じて、国際貢献する機会とな
ります。昨年12月に国の検討会が設置され、
フランスが既に立候補している中、国内外の
支持を得るため、地元経済界を始めとして、
地域が一体となって力強く推進していくこと
を期待しています。

　近畿経済産業局といたしましては、これら
の取り組みに全力をあげ、関西経済の活性化
に努めることで、日本経済をリードする強い
関西を目指して参ります。
　本年も経済産業行政への御理解と御協力を
御願いするとともに、みなさまの御多幸と御
健勝を祈念いたしまして、新年の御挨拶とさ
せていただきます。

年頭所感

近畿経済産業局長　池森　啓雄

診 断 士
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　新年明けまして、おめでとうございます。
　新春を迎え、大阪府中小企業診断協会及び
大阪中小企業診断士会の皆様方に心からお慶
びを申し上げます。
　皆様方におかれましては、日頃より中小企
業診断士の知名度および社会的地位の向上の
ために積極的な活動を展開していただき、誠
にありがとうございます。
　中小企業診断協会（連合会本部）では、昨
年、中小企業診断士の役割およびその専門性
などを広く社会へアピールするブランディン
グ戦略をより一層推進するため、「中小企業
診断士の日」の制定や新たな「会員中小企業
診断士バッジ」の製作、各種メディアを通じ
た広報活動などを積極的に実施いたしまし
た。
　「中小企業診断士の日」は、わが国におい
て中小企業診断制度が発足した昭和23年11月
４日にちなみ制定したものであります。この
日の前後一週間程度の期間に中小企業診断士
のPR活動を実施することとしており、昨年
は中小企業診断協会では11月８日に中小企業
経営診断シンポジウムを開催し、また、大阪
府中小企業診断協会では60周年記念式典と合
わせ、中小企業診断士の知名度向上のため、
シンポジウムを実施していただきました。な
お、「中小企業診断士の日」の活動につきま
しては、本年以降も引き続き実施していく予
定としております。
　新たな「会員中小企業診断士バッジ」は、
一昨年12月に最優秀作品を選定し、そのデザ
インをもとに昨年９月より製作、着用運動を
展開してまいりました。本年も着用運動を引
き続き展開していくとともに、中小企業診断
士の存在を中小企業・小規模事業者をはじめ、

支援機関や広く社会にアピールしていく所存
です。皆様方におかれましては、新たな会員
中小企業診断士バッジを着用いただき、大阪
府中小企業診断協会・大阪中小企業診断士会
の活動等に積極的に取り組んでいただくこと
を期待しております。
　また、中小企業を取り巻く環境が大きく変
化し、課題が多様化するのに伴い、中小企業
診断士の役割や職域も広がりつつあります。
昨年７月１日施行の「中小企業等経営強化
法」では、支援制度を受ける中小企業の経営
力向上計画作成のために中小企業診断士がサ
ポートするケースが増加したり、海外展開支
援ではTPPに関連して「新輸出大国コンソー
シアム」が発足し、総合的支援のために幅広
い知識を持つ中小企業診断士が求められてい
るなど、中小企業診断士に対するニーズの拡
大を感じております。中小企業診断協会とし
てもこれらのチャンスを逃さぬように、さら
なるブランディング戦略の展開を積極的に推
進してまいります。
　さて、わが国の経済状況は、雇用・所得環
境は着実に改善しているものの、地域ではア
ベノミクスの成果が十分に浸透していないと
ころもあります。
　このような時期においてこそ、皆様方には
より一層、自己の力量強化に取り組んでいた
だき、中小企業診断協会の発展のために、主
体的にご協力をいただけるようお願い申し上
げます。
　最後になりましたが、本年も皆様方のます
ますのご健勝とご多幸、ご活躍を祈念いたし
まして、新年のごあいさつとさせていただき
ます。

新年のごあいさつ

一般社団法人中小企業診断協会　会長　福田　尚好
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　会員の皆様には良き新年をお迎えのことと
お慶び申し上げます。また、昨年は、大阪府
中小企業診断協会の様々な事業運営に対し、
皆様方から多大なご協力を賜り、誠にありが
とうございました。本年も昨年と変わらぬご
支援、ご協力を賜りますよう、宜しくお願い
申し上げます。
　昨年を振り返りますと、５月に行われまし
た大阪府中小企業診断協会第５回定時総会で
私が理事長を拝命し、福田前理事長から理事
長職のバトンを引き継がせていただきました。
その時にスローガンにつきましても、「脱皮
そして飛躍」をさらに推し進めたいとの思い
から、「変革・成長、そして貢献」という言
葉を掲げさせていただきました。
　また、中小企業診断協会（本部）が一昨年
より取り組んできました中小企業診断士バッ
ジの案が羅針盤と決まり、本部の掲げる「中
小企業診断士バッジ着用運動」が開始され、
大阪府中小企業診断協会においても全面的に
協力すべく、９月26日からバッジの配布を開
始しました。
　そして、昨年は大阪府中小企業診断協会設
立60周年の節目の年であったことと、新たに

「中小企業診断士の日」が制定されたのを受
け、太閤園で11月４日に記念フォーラムを開
催させていただきました。当日は中小企業の
皆様方、支援機関の皆様方、他府県の診断協
会の皆様方や会員の皆様方のご参加により、
300名を超える方々にお集まりいただきまし
た。
　それ以外にも、毎年行われている理論政策
更新研修、実務補習、実務従事、スキルアッ
プ研修、海外研修旅行等々、数々の取り組み
を行って参りました。改めて、会員の皆様、
各理事、委員の皆様に心から御礼申し上げま
す。

　さて今年ですが、まずはスローガンとして
掲げました「変革・成長、そして貢献」を旗
印に、より一層の知名度及び社会的地位の向
上を目指し、一歩ずつではありますが取り組
んで行きたいと考えています。
　具体的な取り組みについては、各委員会で
行っております各種活動を基本としながら、
昨年に正副理事長、委員長で構成した戦略策
定会議の検討結果を踏まえ、経営支援の専門
士業として“ビジネス・ソリューション・プ
ロフェッショナル（BSP）”集団を目指す年
にし、その上で、会員皆様方の活躍の場を広
げていきたいと思っています。
　またもう一つの取り組みとして、一昨年よ
り行ってきました沖縄県協会、埼玉県協会と
の連携・交流をより深めるとともに、昨年度
近畿ブロックの臨時会議で提案・検討が行わ
れた、近畿ブロック内の府県協会との連携・
交流も深化させたいと思っています。その契
機となるのが、今年の「中小企業診断士の日」
にちなんで予定している近畿ブロック内府県
協会が共同で行う初めてのイベントです。ブ
ロック内の全府県の参加は、各府県の事情か
ら難しいかもしれませんが、できるだけ多く
の府県協会と共同開催することで、近畿ブ
ロックが一体となって中小企業を支援する契
機となればと思っています。このような取り
組みに大阪府中小企業診断協会は、積極的に
参加・推進してまいります。
　加えて今まで培ってきた行政、各種支援機
関、研究機関、大学等との協力・連携関係を
大切にしながら、さらに多くの組織との連携
構築を図るための活動も積極的に行いたいと
思っています。
　最後になりましたが、会員の皆様方のご健
勝とご多幸をお祈りいたしまして、年頭のご
挨拶とさせていただきます。

新年のごあいさつ

一般社団法人大阪府中小企業診断協会　理事長　風谷　昌彦
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　新年あけましておめでとうございます。会
員の皆様には良き年をお迎えのこととお慶び
申し上げます。
　会員の皆様におかれましては、昨年１年間、
士会の事業運営に対し、多大なるご協力を賜
り誠にありがとうございました。この場を借
り御礼申し上げます。
　また理事、監事、顧問、運営委員、業務局
の皆様には、新体制でのスタートという慣れ
ない中での諸活動に、率先して取り組んでい
ただき、各事業の立ち上げに貢献いただいた
こと、心から感謝申し上げます。
　私自身を振り返りますと、昨年５月28日の
総会において理事長を拝命し「守りから攻め
へ」「公から民へ」のスローガンを掲げ、ス
タートいたしました。しかしこの７か月間は、
組織体制の整備、各事業の見直しと再構築、
攻めに転じるための環境整備に終始した７か
月間でした。新しい組織の立ち上げにどれだ
けのパワーが必要であるかを改めて実感させ
られました。
　このような現状を踏まえ、本年は、士会と
しての本格的な事業をスタートしなければな
りません。そして、たとえ小さくても成果に
結びつけていかなければならないと考えてい
ます。
　では、本格的な事業とは何か。私が考える
事業のイメージを述べさせていただきます。

１．活動地域の拡大
　公的支援機関からの受託事業の場合は、行
政区域内の事業者が対象となります。しかし、
民間企業からの受託事業であれば、そのよう

な枠組みはありません。大阪中小企業診断士
会が、大阪という地域を超えて、業務範囲を
拡げていくことで、知名度向上、社会的地位
の向上により大きく寄与すると考えています。
　例えば他府県協会との連携もその一つで
す。昨年末に兵庫県中小企業診断士協会様と
第１回目の意見交換会を実施することができ
ました。その中でさまざまな連携事業の可能
性を見い出すことができました。具体的な事
業はこれからという段階ですが、一つひとつ
形にしていきます。
　
２．活動対象の拡大
　中小企業診断士の支援対象は、その多くが
中小企業であり、助言の相手は中小企業の経
営者です。しかし、会員の皆さんもそうだと
思いますが、コンサル活動の中で大企業が支
援対象である場合も少なくありません。ある
一部上場企業の製造部長から仕事をいただい
た際に、「うちは大企業だが、一部門だけを
みれば中小企業と同じです」と言われたこと
を今でも鮮明に覚えています。士会はこれか
らも中小企業をしっかり支援することに変わ
りはありませんが、今後は大企業へのアプ
ローチも積極的に行っていきます。

　以上、新年にあたり、２つの事業構想を掲
げさせていただきました。どちらも具体的な
事業としてスタートしているわけではありま
せんが、構想の実現に向けて努力していきた
いと考えています。会員の皆様のさらなるご
協力をお願いし、新年のご挨拶とさせていた
だきます。

新年のごあいさつ

一般社団法人大阪中小企業診断士会　理事長　池田　朋之
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　今年度から11月４日が「中小企業診断士の
日」と制定され、全国の診断協会で診断士の
認知度や社会的評価を高めるための取り組み
を行うことになりました。
　当大阪府協会では、支部時代から通算して
ちょうど60周年に当たることから、両方の意
味合いを兼ねたイベントを11月４日に開催す
ることが今年度の事業計画に盛り込まれてお
り、テーマや具体的なプログラムを企画・実
行する組織横断的なプロジェクトがメンバー
12名で７月に発足しました。
　各プログラムの報告は他のページに譲り、
ここではプロジェクト（PT）メンバーが
フォーラムの成功を期して、４ヶ月間どんな
思いを持ち何を目指して企画・運営に取り組
んできたのかを少しご紹介したいと思いま
す。
　
◆「良い会社」がメインテーマに
　まず、幸いなことに、診断協会福田会長の
ご尽力で「日本でいちばん大切にしたい会社」
などの著書で有名な法政大学大学院教授の坂
本先生に、超
ご 多 忙 の 中、
当日の基調講
演をお願いす
ることができ
ました。テー
マは、近著に
ちなんで「良
い会社100の指標」。この「良い会社」とは、
ひと言で言えば「企業に関わるすべての『人』
の幸せを追求し長年安定した黒字経営を持続
している会社」のことを指します。まさに、
我々診断士が目指すべき企業のあり方を示し
ているとも言えます。
　そこで、フォーラムの統一テーマを「良い
会社づくりと中小企業診断士」と決め、基調
講演に続くパネル・ディスカッションや事例
発表、研究発表などを通じて、我々診断士の
日々様々な活動が「良い会社づくりにいかに

努力し貢献しているか」を当協会内外の診断
士や経営者の方に広く紹介していこうと方針
を定め、また集客目標を300名としました。

◆多様な診断士の多様な活動をアピール！
　当協会の会員数は1,000名を超えるまでに
なり、多数派である企業内勤務の方や独立診
断士（プロコン）会員以外にも、他士業の専
門性を併せ持つ方や自ら起業する事業家診断
士も増えてきています。
　基調講演に次ぐ第２部前半のパネル・ディ
スカッションでは、「良い会社づくり」にこ
のような様々な立ち位置で関わる診断士の魅
力や可能性をご紹介することにしました。登
壇していただいたメンバーから、きっと皆さ
まにその意図をお伝えすることができたので
はないかと思います。
　第２部後半では、２つの分科会に分かれて、
経営者（創業者）からの事例発表や診断士会

（プロコン）グループの事例発表、また、研
究会や交流会の活動発表などを行いました。
各々の発表では、コンサルティングや研究活
動を通じての「良い会社づくり」への熱意と
ノウハウを感じていただけたのではないで
しょうか。

◆プロジェクト管理ではクラウドを活用
　４ヶ月間でPTメンバー全員が集まったの
は、プログラム・広報・会場担当などの役割
分担と概略スケジュールを決めたキックオフ
の日だけでした。それ以降は、クラウド上で
グループウェアをフル活用し、進捗管理・予
算管理・意見交換などを日々行い、無事当日
を迎えました。このようなPT運営ができた
のは各メンバーが診断士としての能力を最大
限に発揮してくれた賜物と思います。
　最後に、PTメンバーとご協力いただいた
全ての方に心より感謝を申し上げます。
　　　（文責　フォーラムPTコアメンバー

　　　　　府協会副理事長　北口祐規子）

60周年記念フォーラム報告（全体）

〜良い会社づくりと中小企業診断士〜
診断士の日制定ならびに府協会60周年記念フォーラム開催報告
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60周年記念フォーラム報告（基調講演）

　306名の参加者を集めて開催された、基調
講演は、法政大学大学院政策創造研究科教授
の坂本光司教授をお招きして、「良い会社100
の指標」の内容をご講義いただきました。坂
本先生が２年の歳月をかけてまとめられた、
中小企業のあるべき姿についての講義要旨は
以下の通りです。

　良い会社とは何か。利益率、成長性、業界
内シェア、これらの指標が優れている会社が
必ずしも良い会社とは限りません。現状の日
本の中小企業の70％が赤字であることを踏ま
えて。現象除去型の政策ではなく、あるべき
姿を導くために100の指標にまとめました。
　社員に関する事柄など10分類のテーマに10
項目の評価指標があり合計100の評価指標を
構成するものです。赤字の企業は点数が40点
以下になります。
　7,500社の中小企業及び大学院に在籍する
経営者にヒアリングを行いました。そのうち
１割の会社は、景気に左右されず業績をあげ
るブレない経営を行っていることがわかりま
した。日本的経営以上に日本的な経営を行っ
ているこれらの良い会社に共通する点は、人
を大切にするということを把握して、社員に
関する指標を設けました。
　企業はあらゆる人（正規社員、外国人、子
供、若者、老人）を大切にしながら利益を上
げることが重要です。人件費を削減すれば自
社の人に負担をかけることになり、材料費や

外注費を削減するということになれば社外社
員を犠牲にすることになる。他者に泣いても
らうことで捻出する黒字ではダメです。（事
例として二つの企業の業績や利益率を例示し
て説明が行われました。）
　社長が率先して努力をして新製品開発を行
い、従業員も大切にされていることをわかっ
ている企業は良い企業です。　　
　転職率の高い会社、社員が「待遇が不満
だ。」と思っている会社の業績は悪い。モチ
ベーションのレベルが低いということです。
　その他人に関することの良い会社の特徴と
しては、社員のコミュニケーション、社員レ
ベルでの決算数字の把握、適正な残業時間、
余裕のある人員の配置などが挙げられます。
良い会社に働く社員はお客様への感動サービ
スを提供します。ヒューマンファーストとい
うことです。
　同様に取引先を社外社員と考えて行動する
ことが重要です。仕入先への決済に支払手形
を使用するのではなく、社内の従業員と同じ
仕切りの条件で現金決済をすることが、社外
社員への愛です。適正な価格、条件での取引
により、日本の中小企業がこれ以上廃業する
ことなく、維持していくことが重要です。
　（その他、顧客や経営者、福利厚生、経営
計画など、100の指標をまとめた資料が会場
内に配布され周知されました。）

（文責：広報委員　永井俊二）

診 断 士

診断士会報No217v8.indd   9 2016/12/22   11:42



（　10　）

　●パネルディスカッション「良い会社」づ

くりに貢献する多様な診断士●

　第１部の基調講演に引き続き、15：00より
パネルディスカッションが開催されました。
　前半は「あなたにとって良い会社とは」で、
後半は「中小企業診断士の可能性について」
で、様々な背景をもつ中小企業診断士によっ
て活発な議論が展開されました。
　コーディネート役は組織開発・人材育成コ
ンサルタントとして著名な柳瀬智雄氏で、絶
妙な合いの手と、議論の場の空気づくりの手
腕はさすがに確かなものでした。
　パネリストの加藤秀勲氏は、中小企業診断
士として独立しておられ、プロのコンサルタ
ントとしての立場で語っていただきました。
　加藤氏にとっての良い会社とは、企業、組
織が同じ方向、目的に向かって動く会社であ
り、社員へその目的、目標を伝えるコミュニ
ケーションの仕組みができている会社である
と述べられました。また加藤氏は外部の専門
家の立場として、幅広い様々な業界の視点を
持ち、環境に対応した変化を促進する解決策
の提供を心掛けているとのことでした。
　パネリストの赤木孝一氏には、株式会社
i-plugの経営企画室のマネージャーという、
企業内診断士の立場で語っていただきまし
た。赤木氏は過去においてもベンチャー企業
のIPOの業務に携わっておられ、株式公開の

専門家でもあります。そんな赤木氏にとって
の良い会社とは、目に見える制約がなく、自
由闊達であり、人を大切に、また大事にし、
わくわくするような会社であるということで
した。　　　　
　また、赤木氏は、中小企業診断士の可能性
という論点において、IPOは公認会計士や証
券会社が担当するのが一般的であると考えら
れているが、上場審査で引っかかるのは、事
業計画のロジカルな説明部分であり中小企業
診断士の知識が生かせると考えておられま
す。IPOにおける中小企業診断士の活躍の場
はもっとあると考えているという事でした。
　パネリストの中澤未生子氏には、弁護士と
のダブルライセンスという立場から語ってい
ただきました。中澤氏にとって「良い会社と
は、倒産などの危機に対して、みんなが応援
したくなる会社である」という事でした。そ
れは、経営者のコンプライアンスに対する真
摯な姿勢であったり、現状を改善しようとす
る社員の努力があれば、事業再生においても
外部の専門家や金融機関が応援しようとする
会社は立ち直れることを実際に経験されてお
られました。
　弁護士としての立場は、起こってしまった
ことに対しての法的な処理であり、そうなら
ないために、助言するのが中小企業診断士で
あると考えているという事でした。
　パネリストの大音和豊氏は、中小企業診断
士として独立されている一方で、ご自身でモ
ノプラス株式会社という試作品や少量生産品
を製造している会社を経営されており、経営
者という視点で語っていただきました。
　大音氏は、「会社は社員の幸せのためにあ
る」ことを明言されました。社員がみんな生

60周年記念フォーラム報告（第二部）
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き生きと働くことができれば、いいサービス
を提供でき、顧客に満足していただき社会貢
献につながるという考えをされています。
　理想を持って経営していても、裸の王様に
なってしまわないように、外部の専門家とし
ての中小企業診断士の役割は大きいとお考え
でした。大音氏は最後に「自分の会社を日本
一の働き甲斐のある会社にし、基調講演の坂
本先生に取り上げてもらう」ことを宣言され
ました。
　以上のように、パネリストの皆様の良い会
社への、中小企業診断士への熱い思いが語ら
れ、あっという間に時間が過ぎた充実した内
容でした。
●分科会１　企業支援事例発表●

テーマ１「創業支援〜小さな支援の積み重

ね〜」

＜発表者＞
・会員診断士　山本 裕司氏
　株式会社さかい新事業創造センター　
　インキュベーション・マネジャー
・事例企業
　株式会社ケアビジネスサポートシステム
　代表取締役　藤原 秀規氏

　藤原氏は、もともと福祉用具、介護用品に
おいて共同で起業されたメンバーであったの
ですが、第２の創業ということで、同業他社
を支援するシステムを提供する子会社を設立
されました。しかし当初は思うように業績が
伸びず、親会社の利益を食うことになりまし

た。そこで親会社を飛び出して株式会社さか
い新事業創造センターに入居することになり、
山本氏の支援を受けることになりました。
　山本氏は日本政策金融公庫への融資や
ASPビジネスモデルの収益構造についての
助言、事業を継続させるために次々と新しい
打ち手や企画を実行することをすすめるな
ど、支援者として、日々刻々と変わる起業者
の状況に応じ、一歩一歩小さな支援を積み重
ねてこられました。
　藤原氏の会社は、介護業界におけるホーム
ページの作成、eラーニングシステム（業界
知識で大手３社に勝利）の制作などの仕事を
しながら、ついに大手企業との協業に成功し
会社は軌道に乗ります。
　講演は、藤原氏が山本氏の支援内容や事業
の困難をいかに乗り越えていったかを熱心に
語り、藤原氏の事業に対する思いと２人の間
の信頼関係を伺わせる内容となりました。
テーマ２「在庫最適化の取り組みは『良い会

社づくり』への第一歩」

＜発表者＞
　大阪中小企業診断士会 在庫最適化チーム
　石井誠宏氏、島田尚往氏

　在庫の最適化によって２千万円のキャッ
シュを生み出して設備投資や展示会へなど前
向きな投資に資金を回せた事例の話や、15％
の品目で80％の売上をしめる事例においての
重点管理の考え方、在庫の見る指標、在庫の
ABC分析、実地分析、作業手順、レイアウト、
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在庫管理ソフトの使い方など、在庫最適化に
向けた分析手法の紹介をされました。業務プ
ロセスチーム、システムチームと専門家チー
ムによるアプローチにより在庫を強みに変え
る提案内容を、簡易診断であれば３週間でレ
ポートが可能となります。
●分科会２　診断士グループによる研究活動

発表●

テーマ１「診断士による『ええとこ経営 （知

的資産経営 ）』支援で良い会社づくり」

＜発表者＞
　知的資産経営研究会　鷹津　俊一氏　

　知的資産経営研究会からは、及川朗氏に変
わって急遽代役となられた鷹津俊一氏から、
そもそも「知的資産って何？」、「知的財産と
の違いは？」といった疑問をバッチリ解決す
る発表がありました。
　参加者は、「会社のええとこ」探しの手法
がローカルベンチマークにも取り入れられて
いるお話に、熱心に耳を傾けていました。
テーマ２「良い会社づくりを目指す！電機業

界グループ診断士の取り組み」

＜発表者＞
　電機業界交流会 桑山政明氏

　電機業界交流会は「大阪から電機業界を元
気にしよう！」との掛け声のもと、発足した
研究会です。幹事の桑山政明氏から、人的ネッ
トワークづくり、相互啓発、異業種の学習等
を行うことを目的とした協会会員の自主活動
についての紹介がありました。
　企業内診士の自己研鑽の機会や、取得した
スキルのアウトプットに関しての話しは、企
業内診断士にとって興味深い内容でした。
テーマ３「製造業のクレーム対応マニュアル

『心得帳』」

＜発表者＞
　大阪中小企業診断士会 商品開発チーム 
　製造業のクレーム対応支援グループ 
　吉松敏男氏

　商品開発チームを代表して吉松敏男氏から、
チームが開発した製造業のクレーム対応サー
ビスについての説明がありました。クレーム
改善に役立つマニュアルとクラウド型のシス
テムをセットとした両輪型の支援サービスで、
説明のあとに引き続きで行われたクラウドシ
ステムのプレゼンテーションでは、システム
の完成度の高さに参加者は画面に釘付けに
なっていました。

取材・編集：広報委員
（池渕　ゆかり・大草　吾朗）
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60周年記念フォーラム報告（懇親会）

　別館ガーデンホールに場所を移して盛大に
懇親会が行われました。
　はじめに、風谷理事長による、参加いただ
いた企業や連携機関の来賓の皆様へのお礼と
挨拶がありました。
　続いて来賓として、ご来場いただいた行政
機関、連携機関の皆様のご紹介と、頂戴した
お祝いや祝電が披露されました。
　来賓挨拶は、中小企業診断協会福田会長か
ら、ユーモアを交えながら、「よい世の中作
り」に診断士が貢献していこうと激励。公益
財団法人大阪産業振興機構の南部理事長様か
ら、事業承継についての問題を例示して、行
政と支援機関、士業専門家が一体となって中
小企業を支えていくことの重要性についてお
言葉をいただきました。
　大阪中小企業診断士会池田理事長による乾
杯の発声により幕を開けた懇親の宴では、ス

クリーンに、診断協会60年の歴史を振り返る
スライドが上映され、スピーチでは分科会参
加企業や連携機関の方々から診断士に寄せる
期待についてお話を頂戴しました。
　お楽しみ企画として、青年部による「中小
企業診断士格付けチェック」と題して、上野
さんの軽妙な司会進行で利き酒クイズなど楽
しい余興が繰り広げられ、会場は大いに盛り
上がりました。
　終盤では、歴代の理事を務められた方々を
壇上にお呼びして、長年の協会活動に対して
尽力をいただいたことへの感謝をお伝えしま
した。
　中締めは北口副理事長による、来場者への
挨拶、当事業に貢献されたプロジェクトチー
ムメンバーの披露の後、大阪締めで、盛大な
会を締め、懇親・交歓の宴が大盛況・成功裏
に終了しました。

（文責：広報委員　永井俊二）
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　私は絵が大好きです。正確にいえば、絵を
見るのが好きなのです。
　私の生まれ育った場所のすぐ近くに、平安
神宮や京都会館（現ロームシアター京都）を
擁する岡崎公園があります。公園内には、京
都市美術館と京都国立近代美術館が向かい合
い、張り合うように建っています。さらにそ
こから自転車で15分も行けば京都国立博物館
にたどり着きます。
　中・高校生の頃は、友達と、あるいは一人
でこれらの企画展が変わるたびに足繁く通い
詰めました。
　特に私が好きな日本の画家は、神坂雪佳と、
その頃はまだデビューもしていなかった山口
晃です。そして、今回ご紹介したいのが次の
言葉です。
　「私が面白い・大切と思うものを誰もそう
思わない。そう思えるよう表してやる。それ
が表現。」（山口晃）
　NHKの日曜美術館で密着取材をされてい
た時に彼のノートに書き留められていた言葉
が映し出されました。山口画伯の描く世界は、
いわば異質な世界の融合です。大和絵の中に、
例えば、アンドロイドの馬に乗った武将など
が緻密に描かれていたりします。でも、その
異質感にもかかわらず違和感はありません。
　しかも、高度なデッサン力や格調の高いデ
ザイン、構成によって、誰もがそれを芸術作
品であると認識せざるを得ません。こんなも
のは見たことがない。でもひどく面白い。見
ていて飽きない、いやもっとみたくなる。見
る価値のある魅力的な作品だという感じなの
です。
　ところで、昨年に生誕300年後を迎え、展
覧会が引きも切らない伊藤若冲は「千載具眼

（せんざいぐがん）の徒（と）を竢（ま）つ」
という言葉を遺しています。自分の作品の価
値がわかる人を千年でも待とうといった意味
だそうですが、没後200年も経ずに再評価さ
れ、以来抜群の知名度と人気を誇っているの
ですから、千年とは若冲独特の謙遜だったの
かもしれません。
　仮に、若冲の言葉を徳川家康の「鳴かぬな
ら鳴くまで待とうほととぎす」に例えてみる
なら、山口晃の言葉はさながら秀吉の「鳴か
ぬなら鳴かせてみようほととぎす」になぞら
えることができるでしょう。同時代を生きる
芸術家たちが羨望するという山口氏の技術に
対する自信が垣間見えるようです。しかし、
山口氏は「技術というものは持っていること
を忘れさせるくらいにまで磨きこまれること
が大切であるのではないか」といったことも
語っています。そして、「見せたいものを見
せる力が技術」だとも。
　診断士の仕事の中には、誰かのやる気を引
き出したり、持論を翻させたり、説得する力
が必要であると考えますが、それは、とりも
なおさず表現力です。そしてこれを身につけ
ることを新年の抱負にしたいと考えた次第で
す。
　最後に、表現力について考える時、必ず思
い出されるのが、音楽評論家の福島章恭が超
絶技巧の名ピアニスト、ポリーニを評した言
葉です。「ポリーニの悲劇は『伝えるべきも
のが何もないのにテクニックがある』･･とい
うことか」
　伝えるものがあればこその表現力、私の伝
えたいことは、そもそも表現する価値のある
ことかどうか、そこのところが最も大切だと
いうところで筆をおきたいと思います。

略歴
京都市生まれ。大学卒業後、大阪商工会議
所に勤務。2007年中小企業診断士登録。2015
年に退職し独立。母校のMBAコースに在学
中。

診断士としての 
表現力を身につける

　会員　山本　彰子

新年の抱負
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　皆さま、明けましておめでとうございます。

旧年中に賜りましたご厚情に深く感謝申し上

げますと共に、本年も倍旧のお引き立ての程

よろしくお願い申し上げます。

１．人生を変える「気づき」を与えてくれた

出会いに感謝

　昨年３月に実務補習を終え、４月に診断士

登録を済ませた私を待っていたのは、多くの

先輩診断士との出会いでした。昨年１年間、

協会や士会のイベントに積極的に参加し、

多くの方との出会いを通じて、独立診断士

や企業内診断士の方々が自分の強みとして

どのように資格を活かしているのかという

「気づき」をたくさん得ることができました。

　受験生時代から「診断士の世界には、診断

士にならないと出会えない素晴らしい人たち

がたくさんいる」と聞いていましたが、まさ

にその通りだと実感しているところです。

２．自分の強みを「考える」機会が増えたこ

とに感謝

　自分が納得した診断士ライフを送っている

方に共通していることは、自分の強みを認識

してしっかりと伝えることができる人だと感

じました。自分の強みを認識することは簡単

ではないですが、この壁を乗り越えないと先

は見えないと思い、自分の強みは何かについ

て「考える」時間を作るようにしました。た

だ机に座って考えるだけではなく、懇親会の

場などで自分が14年前に思いつきで始めた個

人事業の話をすると、相手からの何気ない一

言が自分の強みを認識するきっかけとなるこ

ともありました。

３．今年はさらに「行動する」を磨く

　昨年は運よく素晴らしい方々との出会いが

あったおかげで、執筆や創業相談、再生支援

など色々な仕事にチャレンジすることができ

ました。

　「信頼される診断士になるために、何に気

づき、何を考え、どのように行動するか」と

いう疑問に答えが見えた今、今年はいよいよ

自分の強みである行動力を最大限に発揮する

年です。攻めすぎず、守りすぎず、バランス

を取りながら今、自分ができるベストを尽く

して信頼を勝ち取り、独立診断士として成長

していく自分を楽しみたいと思います。

略歴
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
を興して独立。16年に診断士登録後は、流
通業以外にも製造業や運送業、サービス業
などで現場のコミュニケーション改善や人
材育成を通じて経営改善支援を行う。

「気づき」、「考え」、 
「行動する」診断士に

なる！
　会員　尾㟢　敏明

新年の抱負

（左）実務補習メンバーの森本さん
（右）独自路線を走る＆蹴る上野さん
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　私は平成26年度の試験に合格し、平成28年
４月に登録しました、鳥生雅己（とりゅうま
さみ）と申します。
　今回このような機会を頂きましたので、僭
越ではございますが、私の新年の抱負を書か
せていただきます。
　私の2017年の抱負は『発信力の向上』です。
　この抱負を掲げた理由は、ここ数年の活動
を通して、自分が相手に伝えようとしている
理想と、実際に伝わっている現実との間に差
を感じることが多く、相手に想いを伝えられ
る人間になりたいと思ったからです。
　診断士の受験時代から情報を仕入れること
には慣れていますが、仕入れた情報から自分
で考えること、自分で考えたことを周りに伝
えることが、まだ経験不足と感じています。
例えば、実務補習での報告書の作成や最終報
告、また、研究会活動での発表などがこれに
あたります。
　中小企業においても、情報発信不足により、
企業や商品・サービスの良さを伝えられてい
ないという状況があると思います。私も中小
企業を支援する者として、まずは自分の情報
発信力を高め、自分の良さや経験を伝えられ
る一年にしたいと考えています。
　情報発信を行うことで、自分の良さを知っ
てもらい、経験を積むことで、その経験から
知識を蓄積して、また情報発信をしていくと
いう好循環を作っていきたいと思っていま
す。
　そのために各活動において以下の内容を実
施していきます。
１．診断士活動について
　昨年から診断協会の青年部に参加させても

らっています。今までは参加するのみで自分
から発信することはなかったので、一度は主
催側を経験したいと思います。
　また、私はデザイン経営研究会に参加して
います。2015年、2016年は２社の支援に参画
し、実践を経験しました。2017年はさらに実
践数を増やして、またその成果を発表する場
を得たいと考えています。研究会で学ぶデザ
イン経営は、顧客の共感を得ることから始ま
ります。顧客の望むものを理解し、提供でき
るように経験を積んでいきます。
２．企業内活動について
　これまでは部署で決められた課題に対して
解決策を考えることが中心の業務でした。今
後は関係各部署を巻き込んで、診断士活動で
得た知識を活かしながら業務改善をしていき
たいと思います。
３．その他診断士活動について
　現在は研究会活動などに集中しているた
め、交流の場に行くことが減ってきていると
感じています。より多くの方と交流を持つこ
とで多様な考え方を身につけるとともに自分
の経験の場を探すきっかけにしたいと思いま
す。
　また、学生時代から陸上競技を始めて15年
目になります。昨年はマラソンで３時間切り
を達成しましたので、より速く走れるように
なり、走る診断士の一員として、中小企業診
断士の知名度向上に貢献したいと思います。
　2017年を飛躍の年にできるように精進して
まいりますので、今後とも皆様ご指導ご鞭撻
のほどよろしくお願い申し上げます。

略歴
平成26年度の診断士試験に合格。平成28年
４月に登録。ガス商社の経営企画部に所属
し、主に子会社の予実管理を担当。現在は、
グループの情報システム整備プロジェクト
にも参画している。

新年の抱負

発信力の向上

　会員　鳥生　雅己
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　10月14日（金）に「秋の歓迎会」をマイドー
ムおおさか１Ｆレストランマイドームで開催
し、68名の方々にご参加いただきました。
　「秋の歓迎会」は、夏期実務補習修了者を
はじめとして、府協会への入会を検討してい
る方々に、府協会と診断士会の活動内容を
知っていただくためのイベントです。尚、本
年よりこの秋に入会、または実務補習を終え
られた方々を歓迎する意を込めて、昨年まで
の「秋の懇親会」から「秋の歓迎会」とタイ
トルを改めて開催されました。
　まず、最初に風谷理事長から開会挨拶を頂
きました。続いて、小野副理事長が大阪府中
小企業診断協会の活動内容を紹介されまし
た。
　内容は、活動の目的や体制から始まり、会
員の皆様への様々な機会提供や研修等につい
てお話しされました。

　続いて、大阪中小企業診断士会の津田副理
事長より士会の活動をご紹介頂き、新人の診
断士に向けて、独立診断士へのサポート体制
についてご説明を頂きました。
　その後、小林会員サポート委員長の乾杯発
声により歓談に移りました。当日は府協会未
入会の方25名、入会１年以内の方８名の参加
もあり、各研究会や交流会の代表者に積極的
に質問したり、先輩診断士に診断士としての
活動に関する相談を行うなど、和気藹々とし
た雰囲気の中で、親睦を深めておられました。

　乾杯から 30 分経過し、会員同士の懇親が
図られたところで、登録研究会・業種別交流
会・青年部の各会から会員募集の呼びかけが
行われ、会の趣旨や活動の様子が紹介されま
した。
　①企業リスクマネジメント（ERM）研究会
　②デザイン経営研究会
　③宣伝広告・販売促進研究会
　④繁盛する飲食店経営研究会
　⑤顧客満足経営（CSM）研究会
　⑥最先端ビジネス研究会
　⑦ピザの会
　⑧ISO研究会
　⑨サプライチェーン・マネジメント研究会
　⑩独立希望者の会
　⑪不動産業界交流会
　⑫電機業界交流会
　⑬事業革新研究会
　⑭国際派診断士研究会
　⑮青年部
　⑯走る診断士
　⑰考えて蹴る診断士
　今回は活動紹介を行った研究会等が、昨年
の９から17に増加し、賑やかで充実したプレ
ゼンとなりました。
　最後のプレゼンとして、秋会員サポート副
委員長より府協会の行事予定紹介を行い、歓
迎会は閉会となりました。
　会員サポート委員会では、今後も会員の親
睦を図るイベントを企画してまいります。皆
様の積極的なご参加をお待ちしております。

（文責：会員サポート委員　井上　和也）

『秋の歓迎会』
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　今回は、大阪府中小企業診断協会の中小企
業人づくり研究会の例会を訪問させていただ
きました。

１．中小企業人づくり研究会の概要
　2012年（平成24年）12月に発足し、今年で
４年目になります。会員数は現在30名（2016
年11月現在）になります。
　研究会は、幅広く「人づくり」全般の研究
を通じて、中小企業の実態を把握し、診断士
として、経営基盤の強化に貢献できるノウハ
ウ・知見を身につけることを目的としていま
す。
　定例会は毎月第一日曜日の午前10時から大
阪産業創造館で開催しています。
　中小企業には、①社長自らが、経営理念や
人づくりへの想いを情報発信することによる
効果的な人材確保、②密接な人間関係の構築
による個人の特性を活かしたきめ細かな人材
育成、③一体感の醸成や働きがいを高めた家
族的な経営による定着率の向上、等の強みが
あります。
　一方、①知名度が低く人材採用面における
ハンディ、②人的資源に余裕がなく育成を担
える人材不足、③資金に限りがあり人材育成
予算が過少、等の弱みがあります。
　これらの中小企業の特性を踏まえて、強み
に着目しつつ弱みに対応し、診断士らしい

「人づくり」を研究していくことを、活動コ
ンセプトとしています。
　企業の経営者をお呼びして、ディカッショ
ンするなど実践的な活動を実施しています。
　平成26年登録研究会の論文表彰に当研究会
の「事例から考える中小企業の人材育成」の
テーマが優秀賞に選ばれました。メンバーの
増加に伴って、今年より４つの分科会が発足
いたしました。

① モチベーション分科会
② リーダーシップ分科会
③ コミュニケーション分科会
④ 営業分科会
　営業分科会以外の各分科会は、本年度にお
いても論文の執筆活動を進めています。

２．例会の様子
　今回は2016年11月６日の例会を取材させて
いただきました。お伺いした日は24名が出席
でした。例会を拝見して率直な感想は、まじ
めに中小企業の人づくりの研究に取り組む反
面、写真のように、アットホームで仲睦まじ
い研究会だと感じました。
　当日は各分科会に分かれて、論文の執筆検
討していました。実際に企業に赴いてアン
ケートをとり、分析するなど、実践的な研究
活動をしています。
　各分科会に、現在の取り組み状況と今後の
方向性についてインタビューしました。
①モチベーション分科会
　活動目標は「『モチベーション』の視点から、
中小企業へのコンサルティングを実施する能
力をつける」です。
　モチベーションが高い状況とは、その人自
身が所属する企業において貢献できていると
実感でき、それに対して評価されていると実
感できる状況をさすと考えます。貢献への実
感と評価のバランスを明らかにすることで、

中小企業人づくり研究会　突撃ルポ

診 断 士

診断士会報No217v8.indd   18 2016/12/22   11:42



（　19　）

モチベーション向上のための施策を追求して
いきます。
②リーダーシップ分科会
　これまでの中小企業人づくり研究会を通じ
て、リーダーシップという切り口で、実際の
企業においてどのように発揮され、活用され
ているのかの研究を行ってきました。
　外部の企業経営者をお呼びし、人づくり交
流会を行いました。人づくり交流会はプロと
して活用できるコンサルツールの開発を目的
として発足しました。参加企業の協力のもと
で異業種でも同様の悩みや気付き誘発の場と
して将来的には人材育成塾にまで発展させる
ことを目標としています。

③コミュニケーション分科会
　中小企業のコミュニケーションの見える化
を図って企業の活性化の検証を行っていま
す。中小企業に役立つツールとして、人はど
のような思い、考え方、行動を通じてコミュ
ニケーションをしていくのかの検証を行い、
中小企業に役立つツールの開発を目指しま
す。
　簡単なようで難しいコミュニケーション。
企業の原点は人づくりです。その人づくりに
大切なのはコミュニケーションであり、カウ
ンセリングの観点から、行動科学の観点から
実践力を重視して、中小企業の支援に役立つ
ツールとして「チェックリスト」を開発して
います。

④営業分科会
　優れた社員の行動特性を実際にメンバーが体
験した業務を通じて、研究していきます。現在、
来年２月の中小企業人づくり研究会の例会で
の発表にむけて、それぞれ資料の作成とブ
ラッシュアップを行っています。
　　１．優れた銀行マンの特性と育成につい

て、銀行ごとの文化の違い
　　２．優れたコールセンターの対応と育成

について
　　３．優れた保険営業の特性と育成につい

て

３．取材を終えて
　例会が終わった後は、研究会メンバーで昼
食会にて懇親を深めました。

　研究するときは、真剣な皆様なのですが、
懇親の場では、くつろいだ雰囲気で、笑い声
が絶えません。外部の企業の経営者を巻き込
んで、実践的なツール開発を目指し、精力的
に論文の執筆活動を目指されている研究会の
姿を見て、身が引き締まる思いをあらたにし
ました。
　独立されている診断士の方、独立を目指さ
れている診断士の方、企業内診断士として知
識を研鑽されている方、皆様が全員参加型で
取り組まれている厳しくも楽しい研究会だと
お見受けしました。

取材・編集：広報委員（大草　吾朗）
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　11月12日（土）から11月21日（月）まで、
福田診断協会会長と私（小野）が、JICAか
らコロンビアの首都ボゴタに「フォローアッ
プ研修の専門家」として派遣されました。
≪派遣の背景≫
　JICAでは、毎年、発展途上国から研修員
を受け入れ、日本の経営手法や管理技術等を
研修しています。
　今回、日本で研修を受けたボゴタ商工会議
所の研修員（以下「帰国研修員」）から、
JICAを通じて、福田会長にフォローアップ
研修の要請があり、私が同行いたしました。
≪目的≫
　今回、帰国研修員からの要請は、
１．中小企業の成長に寄与する「日本の診断

士制度」の価値を普及させたい。
２．日本企業の価値創造の背景にあるリーン

シンキングの考え方を経営者層、及び商
工会議所の指導員に提供したい。

　このような内容でした。
　しかし、コロンビアの実情、受講者のレベ
ルに関する情報が乏しく、さらに、スペイン
語しかほとんど伝わらないという状況の中
で、研修に対する不安は膨らむ一方でした。
≪いよいよ出発≫
　11月12日（土）20：25 伊丹を出発。伊丹
⇒羽田⇒パリ⇒ボゴタへ着いたのは現地時間
11月13日（日）16：00。伊丹を出発して、32
時間を超える長旅でした（時差は−14時間）。
≪現地時間14日≫
　この日は、コロンビアの祝日です。午前中
のフリータイムに、ホテルの近くを恐々散策、
祝日ということで、町は自転車天国でした

（サッカーと並んでサイクリングも人気のス
ポーツです）。昼食にベーカリーショップに
入りましたが、昼間の治安は、当初の予想以
上によく見えました。
　14：00から、帰国研修員と明日からの研修
についての打ち合わせです。研修は8：00か
ら18：00まで、あらためて、行きつく暇もな

いスケジュールだと認識しました。それでも、
帰国研修員の自ら企画した研修への想い、参
加者の期待を知ることができ、モチベーショ
ンがどんどん高くなっていきました。打ち合
わせは、なごやかな雰囲気で終わり、相手に
合わせたテキストの作りこみに灯が付いた感
覚です。
　夜は、JICAコロンビアの方に、食事に連
れて行ってもらいましたが、近くでも、すべ
てタクシーを使います。さらに、夜は出歩か
ないように厳しく言われました。
≪現地時間15日≫
　朝8：00オープニングセレモニーに続いて、
AMは、企業経営者を対象にしたオープンセ
ミナーです。福田会長から「SMEのイノベー
ション分野における成功例」、続いて、小野
から「SMEにおけるリーンシンキング・モ
デル」のプレゼンテーションをおこないまし
た。セミナー後、日本の成功モデルに対する
質問が殺到して、あっという間に時間オー
バーとなりました。
　PMは、ボゴタ商工会議所の指導員を対象

にした小野のセッションです。日本のSME
のチャレンジ事例に続いて、イノベーション
の背景となる日本の企業文化の話では、「お
もてなしの心」の事例。続いて、「もったい
ない」「創意工夫」では、風呂敷や折り紙を
使って、実演をおこないました。指導員にも、
折り紙を折ってもらって、聴講や対話だけで
はない、共通の空間ができました。
　この日は18：00を過ぎたので、JICAの方が、
お寿司のテイクアウトを買ってきてくれまし

ココロンビア（首都ボゴタ）における派遣日誌
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た。外出できないことも現実、お寿司を食べ
られることも現実、不思議なボゴタの夜でし
た。
≪現地時間15日≫

　AMは、私のセッションの続き。「リーン
シンキングに基づく診断と支援」というテー
マのプレゼンと対話をおこないました。基本
的な考え方を話したあと、私のクライアント
企業の診断支援事例、そして、質疑応答に
入ったのですが、質問が後を絶たず、積み
残しは、メールでの回答になりました。
　PMは、ボゴタ商工会議所の幹部職員を対
象に、福田会長から「診断士制度の内容」「診
断士の能力を担保する仕組み」という、診断
士制度の基盤についてのプレゼンテーション
です。ボゴタ商工会議所では、診断士制度に
対する関心が高く、すぐにでも導入したい勢
いでした。福田会長からは、「国を頼るので
は時間がかかるので、ボゴタ商工会議所とし
て診断士の資格を授与する制度を構築しては
どうか」との提案がありました。
　２日間の研修を通じて気付いたことは、今
回の研修を企画・運営している帰国研修員も、
そして、幹部職員も若く（30歳代が主体）、
さらに、半数以上が女性なのです。
≪現地時間16日≫
　AMは、福田会長のセッションの続き。「企
業の要望に対する診断士の任命プロセスおよ
び評価」「診断協会の経営戦略工学研究セン
ターの実績」を通じて、具体的な診断士の活
動のプレゼンテーションでした。このセッ
ションでは、帰国指導員へのインタビューや
質疑応答を交えながら、日本の事例だけでな
く、商工会議所の指導員の活動内容も踏まえ

て、ボゴタ商工会議所として、どのようにし
て診断士制度を導入すればよいのか、お互い
の認識を深める内容となりました。
　PMからは、今回のフォローアップ研修を
踏まえて、ボゴタ商工会議所として、何に取
り組んでいくのか、４つのグループに分かれ
て、テーマ設定とアクションプランを作成す
るワークショップです。抽出されたテーマは

「診断士制度の導入」「起業家へのサービス提
供」「職員のモチベーションアップ」「情報の
共有化」。非常に重要なテーマであるけれど、
範囲が広いので、明朝の発表までにまとま
るのか、アドバイスをしながら、不安が残
りました。
≪現地時間17日≫
　AMで、フォローアップ研修の総仕上げ、
アクションプランの発表です。昨日の話し合
いの内容とは、雲泥の差の発表で、我々も非
常に感動しました。聞くところによると、帰
国研修員の方々が、夜遅くまでアドバイスを
していたそうです。皆さん、すごくよく働く
し、アドバイスを受けたあとの対応力にも驚
くばかりです。福田会長が、「日本がコロン
ビアに抜かれる日がくるのではないか」とコ
メントされましたが、誇大な表現ではないと
感じています。
　昼食をとりながら、帰国指導員の方々から、

「３つの目的が完璧に達成された」と聞いた
ときは、本当に胸をなでおろしました。
　PMは、コロンビア大使館に表敬訪問、夜
は、JICAコロンビアの所長と食事をとりな
がらの報告会でした。14日以来、２度目の外
での食事です。
≪現地時間18日≫
　帰国の日、AMに初めて黄金博物館に観光
にいきました。それまでは、観光どころでは
なかったですから。そして、ボゴタ⇒パリ⇒
関空と日本時間21日（月）10：00 無事帰国
しました。

（文責：小野知己）
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１．概要
　今年で丁度10回目となる大阪府中小企業診
断協会の海外研修旅行が、沖縄県協会からの
４名を含め計28名の会員が参加して2016年11
月23日（水）〜 27日（日）にかけて実施さ
れた。
　行先はASEAN10 ヵ国のうち人口の少ない
シンガポール・ブルネイを除けば、一人当た
りGNIが唯一１万ドルを超える国であるマ
レーシアの首都クアラルンプール及び世界遺
産のリゾート地ペナン島で、季節は雨季で
あったにも拘らず傘を使うこともなく、天候
にも恵まれた研修旅行となった。
　■マレーシア概要
　　・面積･･･約33万km2

　　・人口･･･約3,100万人
　　　※主要民族構成
　　　マレー系62%・華人系21%・インド系

６%
　　・言語･･･国語：マレー語、
　　　　公用語：英語、中国語、タミル語
　　・宗教･･･イスラム教（国教）
　　　※マレー系以外各民族の信仰は自由
　　・一人当たりGNI･･･ １万米ドル強
　旅程の前半は、まずJETROクアラルンプー
ル事務所にてブリーフィングを受けた後、ク
アラルンプール中心部から車で約１時間以内
にある日系企業２社を視察した。

　旅程の後半は、世界的リゾート地ペナン島
にて地元料理を食しつつ世界遺産の街並み等
を訪れ、島の歴史を肌で知ることが出来た。

２．JETROでのブリーフィング

　多民族・多宗教の人々が共存共栄し一定の
繁栄を享受している国は世界的に稀なケー
ス。
　1971年に施行されたマレー系優遇のブミプ
トラ政策が厳格に実施されてきたが、近年見
直しが進み、今では製造業は100%資本のま
ま進出でき、サービス業の分野でも「とんこ
つラーメン」店が30店ほど見られるようにな
る等柔軟になってきている。
　日本との関係では、1981年に就任したマハ
ティール首相の「ルックイースト」政策を契
機に日系企業の進出が加速し現在1,450社以
上が進出している。同時に、日系企業に対抗
して欧米等企業も約4,000社が進出し、一気
に産業構造の高度化が進んだ。
　2015年における国別投資残高及び投資認可
額の日本の順位は各２位と、日本からの投資
の存在感は際立っている。
　マレーシア経済は原油価格の低下を背景に
足元では減速傾向だが、2020年の先進国入り
を目標（一人当たりGNI15,000米ドル）とし
て地域の特性に合わせた大型開発計画等の施
策が進められており、引き続き日本からの投
資が期待されている。
　（１）マレーシア経済の魅力
　　①親日的
　　　・例えば訪日客の伸びが年20%以上。
　　②労働者・国民の英語力
　　　・多民族の共通語として英語が使われ

てきた経緯から英語力が高い。但し
以前と比べると近年は英語力の低下
がみられる。

　　③少ない自然災害
　　　・地震は無く、台風も稀。
　　④安全・治安　他

マーレーシア〔クアラルンプール・ペナン島〕
海外研修旅行報告

※クアラルンプール
の街の光景、高
層ビルが目立つ。

※ペナン島
ジョージタウン
の街の光景

※JETROでの
ブリーフィング
光景。
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　（２）マレーシア経済の不安要因
　　①不安定な通貨の動き
　　　・原油価格の低下に併せて、対ドル相

場の通貨リンギット安。
　　　・米国の金融政策による短期資本市場

の混乱。
　　②財政赤字
　　　・対GDP比総債務残高比率が57.4%と

ASEANではベトナム並の高さ。
　　③貿易の不調
　　　・中国の景気悪化から受ける影響大。

３．企業視察
　（１）住宅販売企業

　　・2012年進出、グループ創業者の思いで
ある「良家」を経営理念としている。

　　・JapanQualityを強みとし、中間所得層
をターゲットに設計・施工している。

　　・「良い家づくり」だけでなく、神奈川
県藤沢での街づくりをモデルとした

「街づくり」までを事業範囲としてい
る。

　　・車社会なので、日本とは異なり「駅よ
り〇分」の宣伝文句に効果はない。

　　・スモッグ等空気がきれいではないので
空気清浄機は必須の設備としている。

　　・200Vなので温水便座にしていない。
　（２）金属熱処理企業

　　・全世界13工場（国内９、タイ、中国、
メキシコ、マレーシア）の一つ、受注
先は自動車企業40%、電機企業30%。

　　・1996年にコスト面のメリットを求めて
進出、20周年は日本から会長・社長等
を迎え現地従業員が企画したパー
ティーで盛大に祝った。なお従業員数
は約120名、うち日本人５名。

　　・工場設計では、暑さを和らげるため天
井を高く（11m、中央16m）して換気
扇を回し、風の通りを良くした。

　　・品質管理では、ISO審査員から最高ク
ラスとお墨付きをもらっている。但し
防錆が最大の課題で防錆剤の検討等、
常に品質に気を配っている。

　　・人材では、現地化を進めることが安定
成長に必須と捉えCEOはマレーシア
人。CEOの 目 標 は『 皆 が“Happy”
になるために、多民族の従業員の心を
一つにまとめる』とのこと。なお
CEOが現地人なのは稀なケースだが、
従業員満足度を高めるためにはそれが
必須と経営判断した。

　　・現地人材の育成には、繰返し教えるし
かない。実際日本では最近見かけるこ
とが少なくなった訪問者への挨拶が徹
底されていたのには驚いた。

４．まとめ
　今回は遠方の沖縄県協会からもご参加頂き
盛況の研修旅行となりました。視察先企業選
定にあたっては電機業界交流会の当協会会員
にご尽力頂き、おかげでアンケート結果でも
満足度の高い研修となりました。この紙面を
お借りして御礼申し上げます。
　金属熱処理企業視察で、20年間駐在のGM
が『私はマレーシアを愛している。』と強調
されていたのが印象的でした。私も訪問前の
イメージより街は清潔、また社会も安定して
いるように感じました。実際「行ってみなけ
ればわからないことばかり」です。来年も多
くの会員の方々の参加を心待ちにしておりま
す。

（文責：岡田幸徳）※工場前で記念撮影

※住宅販売会社の
モデルルーム。
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【第３回ヤングリーダー講演会】
　平成28年９月24日（土）14：00より大阪国
際会議場（グランキューブ大阪）1009会議室
にて開催いたしました。
　今回は「豆腐革命！そして伝説へ　前人未
踏の売上1,000億円への挑戦」と題し、ザク
とうふで一世を風靡した豆腐業界No. １相模
屋食料株式会社 代表取締役社長 鳥越淳司様
をお招きし、お話を伺いました。

　日本の伝統食材「おとうふ」は日持ちが短
いチルド品であり、シンプルな食材であるか
らこそ差別化が難しく、さらに近年は原材料
費の高騰や厳しい価格競争にさらされ、廃業
を余儀なくされる企業が後を絶ちません。
　その中で製造現場にイノベーションを起こ
し、業界初の取組みを次々と打ち出し、９年
間で売上を５倍にされました。そんな鳥越社
長の原点は、前職の雪印時代に直面した食中
毒による凄まじいクレーム経験にありまし
た。
　「自らプライドを捨てると物凄く強い」と、
おとうふの常識を知らないことが逆に強みに
なったという話を皮切りに、ガンダムファン
なら嬉しいザクとうふ開発の秘話、会社や個
人の強みの作り方、常識に縛られた伝統食品
であるおとうふに対する考え方や取組み方な
ど、診断士としても非常に役立つエピソード
が満載でした。
　特に印象に残ったのは、「伝統＝守るもの」、

「伝統食品市場はどうしようもないレッド

オーシャン」という考え方から、「皆が取り
組まないからこそチャンスがある」という逆
転の発想で付加価値のあるおとうふを次々に
開発されたというお話です。新たな市場を切
り拓き続けることが、急成長を続ける秘訣だ
と感じました。

　後半のパネルディスカッションでは、スペ
シャルゲストとして株式会社マルヤナギ小倉
屋 代表取締役社長 柳本一郎様に加わって頂
き「社員のモチベーションをどのように高め
てきたのか」をテーマに行いました。
　「社内の挑戦する雰囲気作りを重視する」
鳥越社長と「経営理念を整備して浸透させる」
柳本社長の社員に対する対照的な接し方は、
非常に興味深く勉強になりました。社長ご自
身が持つ志・考え方、そして行動力が会社成
長の源であると改めて感じさせられました。
　青年部主催のイベント史上最高の75名の方
に参加して頂き、皆様の満足度も高く企画者
として大変嬉しく思います。

＜文責：青年部　仲谷陽介＞

ヤングリーダー講演会報告

鳥越淳司社長のご講演

全員で集合写真！

パネルディスカッションの様子
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【10月開催の青年部イベント】
　平成28年10月19日（水）19：00より西区の
カフェにて『中小企業診断士×行政書士』を
開催し、診断士と行政書士の両方から多数の
参加がありました。
　中小企業診断士の社会的地位の向上に伴
い、他士業からも「診断士について知りた
い」、「コラボレーションをしたい」という
話を頂くことが増えてきました。それと共
に診断士の中で更なるレベルアップや他の士
業の活躍を求めている人が多くなっており、
今回のイベントが実現できました。
　こういったイベントがきっかけとなり他士
業とも協力できればと感じています。

【11月開催の青年部例会】
　平成28年11月23日（祝）は兵庫県にある『日
本丸天醤油』様と『灘菊酒造』様の企業訪問
を実施し、20名が参加しました。
　『日本丸天醤油』様は、たつの市にて1795
年から醤油の醸造をされており、醤油を始め
として、「そうめんつゆ」や「鍋つゆ」等、
醤油を活かした専用調味料も手掛けられてい
ます。
　今回は工場見学に加えて、延賀社長から直
接お話を伺いました。延賀社長は30代の若い
社長で、青年部と同年代です。２時間半とい
う時間ではありましたが、従業員への考え方、
醤油業界の状況、中小企業としてどこに注力
していくのかといったことを赤裸々に語っ
て頂き、事業戦略、事業承継、人事管理など
色々なことで勉強となりました。

　

　『灘菊酒造』様は、姫路市の酒造メーカー
で日本酒そのものに加えて、酒蔵の見学、料
理と一緒に楽しむことを提案されています。
　女性の杜氏である川石様から酒蔵と観光の
取り組みについてお話を伺いました。
　青年部では３年連続で酒蔵見学を実施して
いますが、全ての蔵で取組み内容が異なって
おり、１回だけでも、複数回でも気づくこと
が多いです。
　お話を伺った後は酒蔵の中のレストランに
て美味しいお酒とお料理を頂きました。

　青年部はネットワーク構築や自己研鑽と
いった場の提供をすることを目的として参加
型のイベントも積極的に実施しています。ま
ずは一度お問合せください。

（文責：石井）

【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
　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

青年部だより

　　　　青年部　今後のスケジュール
１月例会
日時：1月14日（土）10：00 〜 12：30
場所：ANAクラウンプラザホテル大阪
内容：ピッチコンテスト
　　　『プロコン』スター誕生！

【延賀社長のお話中の様子】

【川石様のお話中の様子】
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スキルアップ研修

１．はじめに（テーマと研修構成）

　企業にとって、お客様の継続的な満足度向
上は、永遠の課題です。お客様から寄せられ
る苦情は、耳が痛い反面、サービス向上のた
めのヒントが満載かつ対応次第では直接の満
足度向上につながります。直近約10年の苦情
対応経験を踏まえ、苦情を分析したうえで、
特に、限られた情報しか得られない電話応対
の中で、どのように考え、行動して、顧客満
足につなげるのか。翌日からの実務で使って
いただけるよう、ワーク重視で構成しました。

２．対面と電話、コミュニケーションの相違

　アイスブレイクを兼ねて、参加者同士、２
つのテーマで話していただきました。目を開
けた状態（特に相手の目を見ながら）と目を
つむった状態での伝わり方の相違、五感のう
ちの視覚の重要性を解説しました。

３．顧客満足向上と苦情との関係

　顧客が不満を抱いた際の行動について、内
在→忌避・悪評流布となる場合と表明（苦情
申し出）→商製品改善・新たなニーズ把握や
満足度向上・良い口コミとなる場合を割合の
推移も含めて解説しました。

４．苦情対応の歴史

　顧客との接点の変化（個別対応→コールセ
ンターやネット受付等）。有名な1999年東芝
クレーマー事件の詳細経緯。それ以降の苦情
対応の歴史について解説しました。

５．苦情の分類とそれぞれへの対処

　理不尽申し出を「クレーム」、正当要求を
「苦情」と分類し、それぞれの申出者の心情・
期待、明確に区分した対応方針を説明。双
方に共通する、①マナー（態度・言葉使い）、
②相手の話を聴く→訊く（ともに聞くとは異
なる）、③判断・通告・説明の手順を解説。
その後、前者は毅然としたお断り、後者は会
社としての対応可能な範囲を見極め、落とし
どころを想定したうえでその一歩前の譲歩案
を提示、妥協点を見いだすという手法を詳細
に説明しました。

６．トレーニング

　電話応対に絞って、①敬語、②表現、③伝
達、④思考、それぞれを参加者への質問、ペ
ア・チームでのロープレでトレーニングして
いただきました。特に最後の思考では、皆さ
ん大いに盛りあがって議論していただきまし
た。恐縮ですが、ネタバレになるため、内容
はご容赦ください。

７．最後に

　研修講師の勉強と考え、最後まで興味を
持って参加していただけるよう内容・構成を
練り上げました。アンケートでも概ね高い評
価をいただき、お役に立てたと感じています。
ありがとうございました。

４人に１人がありがとう！
〜苦情対応の極意〜

　会員　影山　貴俊

略歴
大学経済学部卒業後、生命保険相互会社に
入社。勤続34年。最近10年間は苦情対応に
従事し、現在はコールセンタ—在籍。支社
では電話・訪間を問わず、本社では電話応
対と支社サポートを行う。税理士有資格者・
１級ファイナンシャルプランニング技能士。
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スキルアップ研修

１．中小企業会計について
　「会計」は非常に論理的でよくできたツー
ルです。また、世界共通のルールがあるから
こそ、決算書を通じて会社の業績を誰もが把
握・比較することができます。しかし、中小
企業はどうでしょうか？多くが同族会社であ
る中小企業は、株主への報告も公認会計士の
監査も必要なく、適正な申告をして「税務
署」さえクリアすれば問題なし、というの
が現状であり、必ずしも会計のルール通り処
理していません。よって、国は中小企業向け
会計ルールの普及を目指しています。つまり、
中小企業の会計は理論通りにいかないケース
が多々あることを踏まえておくことが重要で
す。

２．予想BSの作成方法
　予想BSの作成は、予想PLがスタートライ
ンです。そこから、下記の手順で作成すると
スムーズに行えます。
　① 過去３〜５年のBS推移をみて金額の変

動から重要な勘定科目を確認する。
　② 予想PLと関連する勘定科目について金

額を確定する。
　③ 規則的に変動する勘定科目、全く変動

していない勘定科目の金額を確定する。
　④ 財務指標（回転率など）から売上債権、

仕入債務の金額を確定する。
　⑤ 重要性の低い科目で金額を調整する。
　特に財務指標は重視したいところですが、
会計処理の方法も含め、中小企業には様々な
要因がありますので、指標に縛られすぎない
ことが重要です。最後に必ず貸借のバランス
チェックは行って下さい。

３．キャッシュ・フロー計算書の作成方法
　予想キャッシュ・フロー（以下、CF）計
算書の作成は、予想PL・BSがスタートライ
ンです。実務においては、投資CF、財務CF
から作成するとスムーズです。予想BSと投
資・財務CFができていれば、営業CFは差額
により導出できますし、作成した投資計画や
返済計画を基にするので正確な予測値を算出
できることが理由です。あとは、営業CFを
ルール通りに作成し、差額については調整し
ます。最後に必ず期末現預金残高が予想BS
と一致することを確認してください。

４．資金繰り表の実務
　期中の実行支援・モニタリングにおいては、
PLと資金繰り表を使うのが一般的です。損
益の確認だけだと、お金の流れは見えないか
らです。資金繰り表は、会計処理にとらわれ
ずに実際のお金の流れを確認し、また、予測
することで、資金不足なく事業が継続できる
かどうかを確認するものです。これにより、
設備投資などで突発的な資金需要がある場合
には資金調達、慢性的な資金不足である場合
には改善のための施策を検討する必要性を事
前に把握することができます。

５．最後に
　特に経営改善支援では、施策実行後の状態
を数字で示すことが求められます。日頃の支
援内容に数字の裏付けを加えることで、より
具体的で説得力のある支援になると思いま
す。

予想BSとキャッシュ・
フロー計算書の実務

　会員　橋本　賢宏

略歴
昭和53年東京都生まれ。大学卒業後、会計
事務所にて税務業務に従事し、2011年10月
に独立登録する。現在、税務業務のほか、
経営改善支援及び事業計画策定による各種
補助金取得支援を行っている。
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１．マインドフローとは何か

　お客様がファンになるには「知って・買っ
て・使って・気に入る」というプロセスを得
てファンになります。
　このプロセスを分解すると、佐藤義則氏の
開発した「認知、興味、行動、比較、購買、
利用、愛情」に７つの関門になります。この
お客様の心の流れをマインドフローといいま
す。

２．７つの関門でのハードルの発見

　お客様の視点で、お客様の経験する順番を
追っていきます。
①認知　商品・サービスを知る
②興味　興味・ニーズを感じる
③行動　資料を請求する・お店に行く
④比較　他店と比べる・魅力を感じる
⑤購入　購入する
⑥利用　実際に使う・利用する
⑦愛着　満足する・好きになる
　この７つの関門のどこにハードル・問題点
があるのかを把握し、そのハードルを改善す
る手を打ちます。
　たとえば、CMをみて「商品」を認知し
「興味」をもっていても、いつも行くお店に
問い合わせをしたら、商品の展示もなく、カ
タログ等もないなら「行動」関門を越えられ
ません。
　もし、買っていただけても、使いこなしを
支援する教室や訪問などによる面倒見がない
なら「利用」関門を通過できず、愛情がわく

どころではありません。
　お客様がどこの関門で止まっているかに
よって、なすべきことが違ってきます。問題
のある関門を重点改善していきます。
　
３．マインドフローの実際の活用

　現在、私が研修で担当しているクライアン
トは既存事業に加えて、広くお客様の暮らし
に密着するため、事業分野の拡大に力を入れ
ています。
　事業分野の拡大のターゲットは、既存事業
でのいわゆる上得意客です。
　ですので、まず上得意客を増やす活動が必
要になります。
　７つの関門の⑥「利用」や⑦「愛着」です。
徹底した面倒見でお客様を上得意化していき
ます。
　次に新たな事業分野のアプローチですが、
上得意でも新たな事業分野に取り組んでいる
ことを知らず、上得意の困り事解決のせっか
くの機会を失うこともしばしばです。
　①「認知」に課題があります。これを改善
するため、店舗看板による告知、手配りチラ
シ配布、訪問時での紹介などを重点的に行い
ます。
　
４．最後に

　このフレームワークは、すでにご存知の方
も多いと思いますが、複数の事業分野を扱っ
ているお店には事業ごとにアプローチの違い
が認識しやすく、わかりやすいと感じていま
す。一度試してみていただければと思います。

ビジネスシーンで使える私のお薦め

マーケティングツール
「マインドフロー」の

ご紹介
　会員　吉田　圭一

略歴
2011年診断士登録。現在、電機メーカーに
勤務。社内の研修所にて、主に経営者・後
継者層の研修に従事。
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士会のページ

総務部の活動
　総務部は下記のメンバーで構成され、会員
サポートと業務局サポートなどを行っていま
す。
・部長：石橋研一
・運営委員：鈴江武、水谷哲也、柴田将芳

　会員サポートとして、入会のサポート、会
員交流会の実施、会員向け研修の企画、矢野
経済研究所との契約管理などを行っていま
す。
　業務局サポートとして、会員管理、会計・
決算処理、総会・理事会・監事会などの運営
などを行っています。

　総務部は業務局関連で運営部と重複する部
分が多いため、運営部と一緒に1.5 ヶ月に１
回のペースで部会を合同開催しています。
　具体的な事業については個別活動になる
ケースが多いため、運営部と一緒にプロジェ
クトチーム（以下「PT」）を組成して各事業
を行っており、各PTの進捗状況を部会で確
認するようにしています。以下において、各
PTについて簡単にご紹介します。

≪資料保存規則PT≫
資料保管の適正状況を確立する為に、現在保
管資料の精査を実施しています。

≪データ管理規則PT≫
士会で取り扱う電子データの保管規則を検討
しています。

≪士会案内パンフレット作成PT≫
会員勧誘用と入会者向けに配布するパンフ
レットを作成しています。

≪士会交流会PT≫
半期に１回実施している交流会について協議
しています。

≪再生支援協議会ワークショップPT≫
大阪府中小企業再生支援協議会と実施する

ワークショップを企画しています。

上期交流会
　平成28年10月４日にドーンセンターで、士
会の上期交流会が開催されました。
　参加人数50名で、うち12名が新入会員で
した。士会の会員は200名弱ですので、その
１/ ４強の会員が出席したことになり、かな
り高い出席率になりました。

　今年度から「飲まない交流」も図るべく、
事前に集めた自己紹介文をまとめた用紙を配
布したり、ワークショップ形式を取り入れた
りして、会員相互間の飲まない交流を深めま
した。

　当然、飲む交流も大いに盛り上がりました。
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士会のページ

事業部の活動
　事業部は下記のメンバーにて、対外的な営
業対応と営業ツールの整備を展開していま
す。
・部長：柳辰雄
・担当理事：酒井眞
・運営委員：中尾博一、西嶋衞司、松尾健治

　対外的な営業対応では、外部からの問い合
わせや引き合いに対する初期対応と案件の立
ち上げ等を担当しております。
　また、それらに係る対外的な営業ツールを
整備するため、士会案内リーフレットの作成

（対外的なもの）とホームページのリニュー
アルを実施しています。

　新体制になってから概ね半年が経過しよう
としていますが、外部からの問い合わせや引
き合いに対して、順次、案件の立ち上げを実
施しています。代表的な取り組みは以下のと
おりです。

≪西日本プラスチック製品工業協会　研修≫
先方からの依頼を受け、セミナー・研修企画
案を提案いたしました。現在、先方にて今後
の進め方等を検討中です。

≪岡山県産業振興財団　専門家紹介≫
BCP支援の専門家を２名紹介いたしました。
紹介の２名は当財団の専門家として登録して
いただきました。

≪船場経済倶楽部　講師派遣≫
先方からの依頼により創業塾の講師を２名派
遣いたしました。

≪アルパック　業種別調査レポート≫
業種別調査レポート作成案件を受託し、17名
の会員にて20業種のレポートを作成いたしま
した。

≪船場経済倶楽部　講師派遣≫
前期からの引継ぎ案件として、ビジネス活性
化塾への講師派遣を実施いたしました（全６
回）。

士会案内リーフレット
　営業ツール整備の第一弾として、士会案内
リーフレットを作成いたしました。主に対外
的な営業活動に使用することを想定してお
り、まさに会社案内＆サービスメニュー表の
ような内容となっています。

〔リーフレット内面全体〕

　組織を紹介するという構成ではなく、営業
的な要素に重点を置いた内容としており、受
け手が支援サービスを具体的にイメージしや
すいように、支援メニュー例を大きく掲載い
たしました。また、一般的なコンサルタント
とは違った、中小企業診断士であるからこそ
の特徴も記載し、営業的な訴求度を高めてい
ます。

　ホームページのリニューアルは現在取組み
中ですが、リーフレットで策定したコンテン
ツを活かして、さらにバージョンアップした
内容にいたします。
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新入会員の紹介

市木　宏和

　はじめまして。勤務先で
は、製造業や小売業の企業様
に向けた原価計算や財務会計
のシステム導入に従事してい
ます。今までのプロジェクト

経験を活かして、支援先企業の生産性向上に
貢献できる診断士を目指します。
趣味・特技　ゴルフ

稲垣　賢一

　2016 年 10 月に入会しまし
た。農学部から青果卸売（社
内システムマネジメント）、
ITSM（公共システム運用・

保守）を経て、独立診断士として歩み始めた
ところです。30 歳未熟者ですが、皆様方か
ら多くを学び精進し、多くの事業者の発展に
貢献して参ります。
趣味　旅行準備、旅行そのもの
特技　とにかく傾聴

大西　孝志

　あけましておめでとうござ
います（今 11 月です）。中小
企業の経営企画に従事してま
す。組織と利害関係者、自身
が成長した感覚は喜びです。

その喜びを提供できる診断士でありたいで
す。11 月４日は妻の誕生日であり、結婚記
念日です。とても大事な日となりました。
趣味・特技　魚釣り、スキー、料理、囲碁・
将棋

尾崎　貴則

　はじめまして、尾崎と申し
ます。理系出身で現在は日用
品メーカーで研究開発職に携
わっています。まずは企業内
診断士として、企業人として

成長したいと思います。そして、将来的に日
本経済の発展に貢献できるような診断活動を
していきたいです。
趣味・特技　家事、ショッピング、山登り

川辺　和秀

　半導体メーカーで 10 年技
術に携わった後、品質管理の
仕事に 14 年間従事していま
す。現在は商社において品質

管理の仕事を続けていますが、企業内診断士
として研鑽し、中小製造業の経営をサポート
できる診断士を目指すつもりです。
趣味・特技　電車観察、少林寺拳法

木谷　日向子

　こんにちは！平成 28 年 10
月に診断士登録しました。大
阪市内の会計事務所に勤務し
ています。目標は数字に強い
コンサルタントとして企業の

掛かり付け医になることです。よろしくお願
いします。
趣味・特技　ピアノ、料理
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新入会員の紹介

新宮　亮佑

　抱負は、経営と IT との橋
渡しを行い、経営に役立つ
IT 投資を推進・支援するこ
とです。これまでの ERP パッ
ケージ導入支援の経験に加え

て、診断士の学習で得られた知識や根性を基
に、お客様と一緒に知恵を絞り出して、「刺
さる提案」を目指します。
趣味・特技　テニス

宮本　耕介

　診断士として登録すること
ができましたが、まだまだス
タ―トラインに立っただけで
すので、今後は「自分の強み
はこれだ」と自信を持って言

えるように励んでいきたいと思います。
　よろしくお願いいたします。

 他府県協会への移籍 
西谷　弘士　　　　　　滋賀県

会員の消息

府協会の未来を語り合おう！
ワールドカフェ参加者募集

　当協会では、会員のみなさまにとって、よ
り価値ある組織になるために、みなさまの
ニーズやご要望を知りたいと考えています。
そこでこのたび、多くの方の生の声をお聞き
するために、ワールドカフェ形式の意見交換
会を開催することになりました。ワールドカ
フェのリラックスした空気感の中で、当協会
の様々な可能性について、ワイワイ語り合い
たいと考えています。

　当協会のより良い未来は中小企業診断士の
素晴らしい未来とリンクするものと考えてい
ます。当協会の未来について、一緒に考えて
いただける方はもちろん、ワールドカフェに
興味がある方もぜひお気軽にご参加くださ
い。なお、ワールドカフェのルール上、愚痴
や不満は禁止ですのでご留意ください。

＜開催情報＞
日時：平成29年１月16日（月）
　　　18：30 〜 20：30（18：15受付開始）
会場：マイドームおおさか８階　第６会議室
参加対象者：中小企業診断士（非会員も可）
参加費：無料
ファシリテーター：柳瀬智雄

（会員サポート委員会）
お申込み方法：
大 阪 府 中 小 企 業 診 断 協 会 ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.shindanshi-osaka.com/）
から事前にお申込みください。

（ご参考）ワールドカフェとは
４〜５名程度がテーブルにつき、提示された
テーマについてダイアローグを行います。何
かを決める機能より、情報や考え方を共有・
深化する機能が高く、チームビルディングに
も高い効果があります。現在世界中に普及し、
ビジネス、NPO活動や市民活動、教育など、
さまざまな分野で活用が進んでいます。
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スキルアップ研修スキルアップ研修

日　時　平成29年１月25日（水曜日）
　　　　18時30分〜 20時30分
会　場　マイドームおおさか（予定）
テーマ　『�家庭内診断士、新しい診断士のカ

タチ』
講　師　原　明日香　氏

　診断士の資格を取得すると人生の選択
肢が増えます。しかし、迷いも生じます。
今のまま勤め続けるのか？　診断士の活
動は？　家庭は？　選択肢が増えるほど
それぞれの時間のバランスが難しくなる
ものです。診断士は大きく企業内診断士、
独立系診断士ととらえられていますが、
診断士のカタチは人それぞれ。何を重視
し、どう活動していくのか。今一度立ち
止まって考えなおし、自分だけの診断士
のカタチを見つけてみませんか。

日　時　平成29年２月22日（水曜日）
　　　　18時30分〜 20時30分
会　場　マイドームおおさか（予定）
テーマ　『�独立診断士の奮闘物語〜独立７年

目までの軌跡〜』
講　師　柳　辰雄　氏

　中小企業診断士試験を目指すことに
なった経緯から独立までの「独立ゼロス
テージ」、独立３年目までの「独立ファー
ストステージ」、独立４年目から現在に
至るまでの「セカンドステージ」の３部
構成で自らの独立体験談をお話しいたし
ます。
　「独立ファーストステージ」では、新
米診断士が心掛けるべき姿勢や態度、考
え方について、「独立セカンドステージ」
では、経営コンサルタントとしての信念
や仕事への取り組み方等について、私な
りの経験を踏まえてお伝えできればと考
えております。また、今後どのような取
り組みを想定して、さらなる研鑽を積み、
スキルを高めていくのか、自らが考える
「サードステージ」への取り組みについ
てもご紹介いたします。

スキルアップ研修 スキルアップ研修

　昨年はいろいろな事が起きました。ヨーロッパで
はイギリスが EUからの離脱を決定しました。また、
アメリカでは、ドナルド・ジョン・トランプ氏が第
45 代アメリカ合衆国大統領に当選しました。一方、
日本でも日本一有名な中小企業診断士の活躍が終了し
ました。日本一有名な中小企業診断士は誰だって？答
えは最後に。府協会も色々な出来事がありました。協
会の新組織体制の発足。新しい診断バッジの作成。府
協会の 60 周年イベント。と息をつく間もないほどの
イベントラッシュ。広報委員会も通常＋αの活動でて
んてこ舞いでした。
　怒濤の昨年が終わり、年が明けた今年は酉年です。
大修館書店の新漢語林MXによると、酉の字の成り
立ちは酒のつぼの象形文字です。一説によると、収穫
した果実を発酵させて酒を作るという行為に由来した

といわれ、「成熟」の意味があるとされています。毎
年 11 月の酉の日には各地の鷲（おおとり）神社で酉
の市が開催され、開運招福、商売繁盛を願う祭りとなっ
ています。しかし、なぜ酉の字が動物の鳥に割り当て
られたのか、諸説ありますが実際のところ不明らしい
です。
　今年の広報委員会は去年の活動の反省を生かし、昨
年よりも成熟した委員会活動で、より一層協会会員の
皆さまの活動を支援できるよう、鋭意努力してまいり
ます。皆さまの一層のご支援とご協力を賜りますよう
お願い申し上げます。
　
　日本一有名な中小企業診断士は、漫画「こちら葛飾
区亀有公園前派出所」の主人公「両津勘吉」です。

【古川　佳靖】

編集後記　～広報委員会から～

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下さい。
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スキルアップ研修

日　時　平成29年３月21日（火曜日）
　　　　18時30分〜 20時30分
会　場　マイドームおおさか（予定）
テーマ　『 支援機関のコーディネーターの立

場から独立される方への助言』
講　師　志水　功行　氏

　中小企業診断士の資格を取られて間も
ない方やこれから独立していこうと考え
ておられる方に対して、中小企業診断士
として独立してどのように仕事を得てき
たのかをお伝えすることを目的としま
す。
　内容としては、私自身が独立してから
どのような人脈関係で仕事を得てきたの
かを説明し、独立する前にしておくべき
ことや独立して間もない時にやっておく
べきことなどをお伝えします。

同好会だより

第30回「診断土ゴルフ同好会」報告
幹事　西田　金司

　2016年10月３日第30回「診断士ゴルフ同好
会」が法隆寺カントリー倶楽部で開催されま
した。
　同好会も年２回ですので、15年になります。
　午前中は曇りでしたが、午後は雨のなかプ
レイしました。しかし皆様と楽しくゴルフを
楽しみました。
　参加者皆様のハッスルプレイで楽しい１日
を過ごしました。
　優勝は幹事の西田でした。良いスコアでは
なかったのですが、ダブルペリアのおかげで
優勝でした。
　プレイ終了後、コーヒーパーティーがあり、
出席者全員近況報告があり、日ごろの忙しい
仕事を忘れ、ゴルフ談議に花が咲きました。
　「お菓子」「果物」などの景品を全員が頂き、
楽しい会合でした。
　席上次回コンペが検討されまして2017年４
月３日（月）法隆寺カントリー倶楽部の開催
が決定しました。
　現在12名の会員がおられますが、診断士ゴ
ルフ愛好家の親睦を目的に拡大したいと考え
ていますので、参加希望者は大阪府中小企業
診断協会事務局又は西田までご連絡くださ
い。多数の参加をお待ちしています。
　次回開催日　2017年４月３日（月）
　開催場所　法隆寺カントリー倶楽部
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　新年あけましておめでとうございます。
　昨年、大阪を訪れた外国人の方が過去最高
を４年連続更新するなど、大阪の賑わいや景
気にも明るい兆しが見えてきました。この流
れを本格的なものとし、府内のすみずみまで
景気回復を行きわたらせ、府民の皆様が豊か
さを実感できる大阪を実現したいとの思いを
強くしています。
　このため、府政においては「変革と挑戦」
を基本姿勢に、これまでの成果を土台に、民
間、市町村はじめ関係機関と連携しつつ、具
体的な取組みを本格化する年にしたいと思い
ます。

　現在、大阪府では、2025年日本万国博覧会
の誘致をめざし、国、経済界と一体となった
取組みを進めているところです。万国博覧会
は、2020年の東京オリンピック・パラリン
ピック後の成長の起爆剤となります。また、
イノベーションを促し、社会のあり方をも変
える世界的なイベントです。その圧倒的な求
心力や発信力、すなわち世界中の人々の出会
いや交流を生み出す力こそが、これからの日
本の成長の鍵となります。今後、国において
閣議了解を経て、BIE（博覧会国際事務局）
に登録申請をすることになります。大阪・関
西で「人類の健康・長寿への挑戦」をテーマ
とした万国博覧会が実現できるよう、オール
ジャパン体制のもと全力で取り組んでまいり
ます。

　また、東西二極の一極を担い、豊かな大阪
を実現する“副首都・大阪”の確立・発展に
向けた取組みも進めます。東京とは異なる個
性・新たな価値観をもって、平時にも非常時
にも日本の未来を支え、けん引する成長エン
ジンの役割を果たすべく、都市としての機能
強化に努めてまいります。

　我が国の新たな大動脈となるリニア中央新
幹線については、東京、名古屋、大阪の三大
都市圏が一体化したスーパー・メガリージョ
ンの形成を実現し、国土軸を強化する極めて
重要な社会基盤であり、この度、大阪延伸の
開業時期が従来計画の2045年から８年前倒し

となりました。引き続き、リニア中央新幹線
の早期全線開業を国等へ求めてまいります。
併せて、北陸新幹線の大阪への早期延伸につ
いても、強く働きかけてまいります。

　また、新エネルギー、ライフサイエンスな
どの成長産業分野では、国際競争力強化に向
けた環境整備を進めてまいります。世界トッ
プクラスのライフサイエンスクラスターの形
成を進めるとともに、万国博覧会のテーマに
関連する健康･長寿関連産業を育成してまい
ります。併せて、これまで大阪産業を支えて
きたものづくり中小企業の基盤を活かし、イ
ノベーションの創出に取り組んでまいりま
す。

　さらに、魅力あふれる都市空間の創造に向
け、大阪の顔となる「うめきた２期」などの
都市基盤の整備や、企業・住民が主体となっ
たみどりの創出などに取り組みます。大阪の
競争力強化に資するインフラ整備に関して
は、淀川左岸線延伸部の新規事業化をはじめ、
交通ネットワークの充実・強化に引き続き取
り組んでまいります。

　大阪を訪れた外国人の方は、知事に就任し
ました平成23年には150万人を超える程度で
したが、今や1,000万人にまで迫っています。
昨年、都市魅力のさらなる充実・向上につい
ては、2020年の来阪外国人旅行者数1,300万
人という高い目標を掲げました。大阪を世界
的な創造都市、国際エンターテイメント都市
へと加速させ、世界にアピールしてまいりま
す。
　また、「統合型リゾート（IR）」については、
国における推進法の成立を受け、府市でス
ピード感をもって必要な取組みを進めてまい
ります。

　今年も府庁組織一丸となり、施策を力強
く推進してまいりますので、皆さまの一層
のご理解とご協力をお願いいたします。本
年が皆様にとって実りある素晴らしい年と
なりますようお祈りします。

大阪府知事　松井　一郎

平成29（2017）年　知事年頭所感
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10月
４日 研修・事業委員会
６日・11日・19日
  診断士交流会
７日 会員サポート委員会
11日 会員サポート委員会
12日 総務委員会
13日 会員サポート委員会
14日 秋の歓迎会
  臨時近畿ブロック会議
14日・25日
  業種別交流会
17日 理事会
21日 広報委員会
26日 スキルアップ研修
28日 会員サポート委員会

11月
１日 研修・事業委員会
４日 60周年記念フォーラム
８日 総務委員会
８日・10日・16日
  診断士交流会
９日 理事会
９日・11日・22日
  業種別交流会
18日 会員サポート委員会
  広報委員会
19日 土曜セミナー
21日 監事会
23日～ 27日
  海外研修旅行

12月
１日 総務委員会
  研修・事業委員会
１日・13日・21日
  診断士交流会
２日 会員サポート委員会
６日 広報委員会
９日・27日
  業種別交流会
10日 士会協会合同委員会懇親会
12日 理事会
16日 会員サポート委員会
21日 広報委員会
  スキルアップ研修

お 知 ら せ

10月
３日 理事会
 人材マッチング部会
４日  大阪信用保証協会　経営サポート事

業　座学研修
 交流会
５日 中之島図書館無料経営相談　夜間
 中之島図書館セミナー個別相談会
15日 中之島図書館無料経営相談
17日 人材マッチング部会
 広報部会
19日 中之島図書館セミナー
26日 弁理士会連携会議

11月
１日 理事会
２日 中之島図書館無料経営相談　夜間
 中之島図書館セミナー個別相談会
４日  中小企業診断士の日制定及び府協会

設立60周年記念フォーラム　
７日 人材マッチング部会
14日 総務・運営合同部会
 事業部会
 広報部会
16日 中之島図書館セミナー
17日 人材マッチング部会
19日 中之島図書館セミナー個別相談会
21日 監事会
 人材マッチング部会
22日  大阪信用保証協会　OSAKAビジネ

スフェアものづくり展　出展
25日 弁理士会連携会議
29日 事業部会

12月
５日 人材マッチング部会
７日 中之島図書館無料経営相談　夜間
10日 理事会
16日 弁理士会連携会議
 事業部会
19日 人材マッチング部会
20日 広報部会
21日 中之島図書館セミナー

大阪府協会の主な行事
（平成28年10月～ 12月）

士会の主な行事
（平成28年10月～ 12月）
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