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知事年頭所感

大阪府知事

新年あけましておめでとうございます。
昨年は、経済面でもようやく回復基調がみ
られる中、2020 年東京オリンピック・パラ
リンピックの開催が決定するなど、日本全体
に明るい兆しを感じる年となりました。大阪
においても、うめきたの先行開発区域グラン
フロント大阪の開業といった、明るいニュー
スがありました。
知事就任以来「大阪の再生」が「日本の成
長をけん引する」という強い意志の下、「変
革と挑戦」の取組みに全力を注いでいるとこ
ろです。就任３年目を迎え、2014 年は、さ
らなる飛躍の年にしたいと思います。
柱の一つは、大阪府と大阪市で一本化した
「大阪の成長戦略」に基づく持続的な「成長」
の実現です。その起爆剤となるのが「特区」
です。大阪の成長のためには、人材や企業が
国内外から集まり、新たな価値を創出する「イ
ノベーション都市」へと生まれ変わることが
必要です。関西イノベーション国際戦略総合
特区では、大阪の強みを活かしたライフサイ
エンスや環境・新エネルギー分野の産業・技
術の強化を図り、最大「地方税ゼロ」となる
税制措置やプロモーション活動等によって、
企業の集積や投資が進みつつあります。
また、昨年末に法律が成立した「国家戦略
特区」は、規制緩和や民間開放により民間活
力を最大限に引き出す制度です。大阪から「世
界に打って出る」「世界を取り込む」をテー
マに、医療、都市再生、公設民営学校などの
プロジェクトなど、全国一大胆な提案を大阪
府・大阪市共同で行いました。今年は、特区
の地域指定などが予定されており、指定獲得
に向け取り組みます。
そして、特区による経済効果をさらに広く
府域全体に波及させ、大阪経済の主役である
中小企業等の皆さんにも、景気の回復を実感
していただきたいと考えています。
また、成長を支える重要な取組みとして、
都市魅力の創造と発信を戦略的に進めてまい
ります。昨年、府・市・経済界共同で立ち上
げた大阪観光局を中心に、引き続きオール大
阪で都市魅力向上・発信に取り組み、観光集
客の強化を図ってまいります。
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さらに、来年 2015 年は、大坂の陣、道頓
堀川開削から 400 年などさまざまな節目の年
に当たり、大阪の魅力を世界に向けて発信し
ていくシンボルイヤーと位置付けています。
毎日、大阪のどこかでイベントが行われてい
る「年間を通じた空前のお祭り」となるよ
う、今年から準備を進めていきます。行政と
して、規制緩和や活躍の場の提供、広域的な
プロモーションなど主役である民間の取組み
を支え、府域全体で大阪の都市魅力を高める
取組みを加速していきます。
成長とともに、「府民の命を守る」ことは、
行政として取り組むべき最も基本的な使命で
す。とりわけ、南海トラフ巨大地震対策は、
喫緊に取り組まなければならない課題です。
「人命を守る」ことを最優先に、「防災」は
もとより、被害を最小限にくいとめる「減災」
の取組みが重要です。また、大阪が被災した
場合、大阪経済のみならず、日本経済全体に
も多大な損失を与えることになります。国家
的観点から国においても必要な取組みを行う
よう働きかけるとともに、大阪が「真に災害
に強い都市」となるため、着実に取り組んで
いきます。
まずは、津波浸水被害を防ぐための防潮堤
の補強にただちに取り掛かるため、緊急の補
正予算を編成しました。府域の詳細な被害想
定などを踏まえ、ハード・ソフトの両面から
地震・津波対策を行います。
今年は、「国家戦略特区」や大阪が全国に
先駆けて取り組む「新たな大都市制度」等を
通じて、大阪から「改革」を着実に進め、実
を結ばせたいと強く思っています。「大阪が
変われば日本が変わる。」を信念に、首都圏
とともに日本の成長をけん引し、東西二極の
一極を担う「強い大阪」を目指してまいりま
す。
皆さまの一層のご理解とご協力をお願いい
たしますとともに、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。
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新年のごあいさつ

大阪市長

橋下

徹

ら、今年は 2015 年シンボルイヤーに向けた
あけましておめでとうございます。
スパートの年でもあり、さらなる都市魅力創
皆さま方には、すがすがしい新年を迎えら
造に向け、官民一体となり大阪を水と光の魅
れたこととお喜び申しあげます。
力でより一層盛り上げ、賑わいを創出してま
さて、昨年末に市長任期４年の折り返し地
いります。
点を通過いたしました。市長就任以来、現役
また、市民の皆さんに身近な公募区長は、
世代が継続的に活力を生み出せるように支援
昨年初めて本格的に編成した予算をもって、
を行い、その活力を高齢者にも還元する流れ
個性あふれる区政運営を行い、区民の声を教
を作ろうと、子育て支援施策や教育施策に重
育行政やこども施策に反映しているほか、地
点的に取り組んでまいりました。昨年は 11
域活動協議会もほぼすべての地域で形成され、
区で待機児童ゼロを達成し、今年は全区で達
「ニア・イズ・ベター」を実践しております。
成すべく総力を挙げて取り組むほか、教育施
今年は区と局との連携体制も一層強化する
策についても、英語教育をはじめグローバル
とともに、区長と区長会議に責任を持って政
人材の育成、教育力の向上、ICT 活用など
策や改革を実行してもらうために、部会の決
教育環境の充実にさらに力を入れてまいりま
定権と責任も強化してまいります。さらに、
す。また、女性にももっと活躍してもらいた
市民生活の安全・安心を確保するためには、
いと思っております。経済社会において女性
認知症高齢者や発達障がい者の支援など真に
の活躍の可能性はまだまだあり、少子高齢化
支援を必要とする人のための取り組みも引き
に伴い労働力が減少する中、現役世代の活力
続き行う一方で、南海トラフ巨大地震対策を
の底上げと、経済活性化のためにも、女性が
はじめとする防災・減災対策や各区の実情を
能力を十分に発揮できる機会を確保してまい
踏まえた防犯対策を急がなければなりません。
ります。
少子高齢時代にあって、財政状況も厳しい
そして、大阪は「民」の力で発展してき
中、防災・減災対策はじめ新たなニーズに対
た都市です。大阪の活力を取り戻すために
応できるストック形成を図るため、資産マネ
は、何よりも民が活動しやすいフィールドを
ジメント改革として、資産の組換えを積極的
整えることが必要で、大胆な規制緩和と税制
に行ってまいります。
措置は必須であり、昨年は国家戦略特区への
こういった様々な取り組みを「成長は広域
提案や府市規制改革会議の設置などに取り組
行政、安心は基礎自治行政」という役割分担
み、これまで官が担ってきた分野の民間開放
のもと実施し、大阪の成長、市民生活の向上、
を図ってまいりました。あわせて、大阪府・
安定した財政基盤を将来においても確かなも
市で実施している特区進出企業「地方税最大
のとするためには、新たな大都市制度を実現
ゼロ」の特例措置も着実に企業への適用が進
させなければなりません。昨年には、大阪府
んでおり、こうした取り組みを含め、民の持
市大都市局の設置や大阪府・大阪市特別区設
てる力を最大限発揮してもらえるよう、さら
置協議会で区割りや事務分担、財政調整など
なる環境整備を推進してまいります。
様々な観点から議論を進め、今年はいよいよ
昨春にはうめきたにグランフロント大阪が、 協定書案の作成、住民投票を経て、新たな大
今春にはあべのハルカスが全面開業するなど、 都市制度への移行に向けた正念場となります。
大阪は今、民の力で大きく動き出しておりま
市民の皆さんに実現のメリットをわかりや
す。昨年には、民の視点で観光振興を行う大
すくお示しし、ご理解をいただけるよう、全
阪観光局も設立しました。また、2015 年に
力で進めてまいりますので、市民の皆さまの
大阪城まちづくり 400 年や天王寺動物園 100
一層のお力添えを賜りますようお願い申しあ
周年といった様々な節目の年を迎えることか
げます。
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近畿経済産業局長

平成26年の新春を迎え、謹んで新年のお慶
びを申し上げます。
昨年は極端な円高の是正や株価の大幅な回
復など、日本経済にとって様々な良い変化が
ございました。一方で、大企業と中小企業、
大都市圏と地方圏、また業種によって、景気
の回復が“まだら模様”となっているように
も見受けられます。
我が国には、世界で高い評価を得ている企
業や、優れた研究者が数多く存在しています。
景気回復の追い風を味方に、これら我が国の
強みをより一層向上させるため、政府一丸と
なって成長戦略を実行していきます。当省と
しましても「産業競争力強化法」で確立する
実行体制のもと、スピード感をもって政策を
立案・実施していきますので、施策の積極的
な御活用をお願いいたします。
関西には、世界的な大企業からオンリーワ
ン技術を有する中小ベンチャーまで、多岐に
わたる企業が揃い、有力な中堅・中小企業が
集積しています。蓄電池や医療機器をはじめ、
高度な技術力を持ち、世界の製造現場を支え
ている企業や、大学、研究機関も多数存在し
ています。関西がこの強みを最大限に発揮す
るために、当局は本年も、以下に掲げる取組
みをはじめとして事業環境の整備に努めると
ともに、関西経済の発展に尽力してまいりま
す。
まず、関西の成長産業であるライフ・グリー
ン分野の取組みを応援します。
ライフ分野に関して、関西には製薬企業、
大学・研究機関、医療機器関連の企業が集積
しています。当局では自治体等と協力し、医
療現場のニーズとものづくり企業とのマッチ
ング推進などを積極的に進めており、今後も
革新的な技術や新たなビジネスが生まれるよ
う支援してまいります。
また、東日本大震災以降大きく変化したエ
ネルギー需給環境下において、再エネ、新エ
ネ、熱利用を含めた多様なエネルギーの導
入・利活用に加え、地域レベルで統合的にエ
ネルギーマネジメントを行い、エネルギーを
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有効に利用することが求められています。当
局では、多様なプレイヤーの参画のもと、関
西スマートコミュニティ推進フォーラムを立
ち上げ、関西におけるスマートコミュニティ
形成の推進と関連産業の振興を目指す取組み
を進めてまいります。
次に、優れた中小企業の海外展開支援を、
引き続き積極的に行います。一昨年11月には
ベトナム商工省と、また昨年４月には、ベト
ナムドンナイ省と当局との間で、関西とベト
ナム間の経済交流に関する協力文書を締結し、
関西企業が現地でスムーズにビジネス展開で
きるよう働きかけています。中小企業の海外
展開は、大きなビジネスチャンスにつながる
可能性がある一方、企業単独ではハードルが
高いことも事実です。企業の方々には行政の
支援を御活用いただきたいと考えています。
加えて、関西は独自の文化やライフスタイ
ルの魅力を有する、生活文化産業の集積地で
もあります。これらの感性価値の向上やクリ
エイティビティの強化を図り、「クール＆ク
リエイティブ関西」として海外へアピールす
る試みを、本年も積極的に進めてまいります。
今、日本経済は、長年続いたデフレから脱
却しようとしています。
今後、デフレスパイラルを断ち切り、景気
回復の流れを加速させるためにも、経営者の
方々には、新事業への投資や賃上げをはじめ
とする景気の好循環を促す取組み・御英断を
お願いしたいと思います。皆さまと一緒に関
西を盛り上げていく取組みを、職員一同、全
力でサポートしていく所存です。
現場主義が私の信条です。当局の職員はも
ちろんのこと、私自身も、できる限りいろい
ろな方にお会いし直接お話を聞くようにして
います。本年も引き続き、皆様の声を行政に
反映すべく努力してまいりたいと存じますの
で、よろしくお願いいたします。
本年も経済産業政策への御理解と御協力を
お願いするとともに、皆様方の御多幸と御健
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。
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新年のごあいさつ

一般社団法人中小企業診断協会

新年あ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会員
の皆様方に心からお慶びを申し上げます。
会員の皆様方におかれましては、中小企業
診断士の知名度の向上およびその社会的地位
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。
ご存じのように、私たち中小企業診断協会
は一昨年から大きな変革を続けてまいりまし
た。一昨年４月２日付で全国の中小企業診断
協会支部は、その一部を残して一般社団法人
化され、連合会組織の構成員となりました。
また、連合会組織の本部も、昨年４月１日に
一般社団法人化し、連合会としての新たな装
いを構築することができました。
各都道府県協会においても、この新組織体
制への移行を契機に主体的に事業活動を展開
されるところが続出し、従前に比してより活
動的な組織へと変革されていることはうれし
い限りです。本年は、このような新組織体制
の下に大阪府中小企業診断協会の皆様をはじ
めとした全国会員の力を結集し、当連合会の
さらなる発展に努めてまいりたいと思います。
このような中で、私たち中小企業診断士を
取り巻く環境も大きく変化してきました。
ご存じのように昨年３月末に「中小企業金
融円滑化法」が終了し、これに関連した種々
の施策が制定されましたが、その代表的なも
のである「中小企業経営力強化支援法」にお
いて「認定支援機関」制度が創設されました。
当初は、この新制度が私たち中小企業診断
士にとって強い逆風であったことは否めませ
んでしたが、幸いなことに現場での活動が開
始されるにつれて、中小企業診断士の有用性
が再認識され、順風に転化する兆も現れてき
ました。今こそ、この順風の兆しを本物の順
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風にすべく最大の努力を結集することが喫緊
の課題であるといえましょう。
長期化した不況の波がやや回復基調を見せ
始めたとはいえ、まだまだ厳しい環境にある
中小企業経営に対する助言者としての我々中
小企業診断士に対する期待は、今後ますます
大きくなっていくとともに、その主体的力量
を問われることも必須であると考えます。今
こそコンサルティングファーム、シンクタン
クとして、また会員支援組織としての中小企
業診断協会の確固たる地位を確立することが
求められているのです。
ところで、大阪では昨年の11月２日に「関
西を元気にする国際フォーラム」が開催され
ましたが、役員はじめ多くの会員の皆様方の
ご支援・ご協力をいただき、大成功を収める
ことができましたことを感謝いたします。ご
存知のように、このフォーラムは、大阪府中
小企業診断協会、大阪中小企業診断士会が、
大阪経済大学とともに、PREX（太平洋人材
交流センター）のご協力のもとに開催いたし
ました。
このように、大阪府中小企業診断協会、大
阪中小企業診断士会は、今後とも多くの外部
機関との連携を強化して、中小企業診断士の
知名度向上に努め、その社会的地位の向上に
つなげるように邁進いたします。
このような変革期においてこそ、皆様にも
より一層、自己の力量強化に取り組んでいた
だき、大阪府中小企業診断協会と中小企業診
断協会本部の発展のために、主体的にご協力
いただきます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。
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さらなる「飛躍」の年
一般社団法人大阪府中小企業診断協会
一般社団法人大阪中小企業診断士会

「関西を元気にする国際フォーラム」の大成功
新春を迎え、会員の皆様には良きお年をお
迎えのこととお慶び申し上げます。
昨年は、大阪府中小企業診断協会、大阪中
小企業診断士会の事業運営に対し、皆様方か
ら多大なご協力を賜り、ありがとうございま
した。
ご存じのように、一昨年4月2日付で大阪府
中小企業診断協会は一般社団法人化し、また
大阪中小企業診断士会はそれより１年早く一
般社団法人化して、それぞれの新たな組織活
動を展開してきました。
この間、大阪府中小企業診断協会、大阪中
小企業診断士会の両理事長をお引き受けして、
「脱皮そして飛躍」をスローガンに掲げて以
来、会員の皆様方の温かいご支援・ご協力を
強い味方として、大阪府中小企業診断協会・
大阪中小企業診断士会の発展に努めてまいり
ましたが、昨年11月2日には、一昨年の11月7
日に開催した「中小企業診断シンポジウム」
の成功を踏まえて「関西を元気にする国際
フォーラム」を開催いたしました。
当フォーラムの開催におきましては、役員
をはじめとした会員の皆様方の絶大なる努力
によりまして、大成功を収めることができま
したことを心からお礼申し上げます。
午年はさらなる「飛躍」の年
今年は午年にあたりますが、昨年の新年の
ごあいさつでも申し上げましたように、「脱
皮しない蛇は死ぬ」とも言われています。私
たちはこの午年に、さらなる「脱皮」を図り、
高々と空高く飛躍する年にしたいと考えてい
ます。
おかげさまで、多くの会員の皆様方から
「診断協会は変った」とのお声をいただいて
おりますが、これに満足することなく、さら
なる「脱皮、そして飛躍」に邁進することを
本年の重要な課題に設定し、その実現のため
に多くの事業を展開していくつもりですので、
会員の皆様の絶大なるご支援・ご協力をいた
だきますようお願いいたします。
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福田

尚好

中小企業診断士の社会的地位の向上と、業務
領域の拡大を目指して
大阪府中小企業診断協会、大阪中小企業診
断士会の究極のミッションは「診断士の社会
的地位の向上」にあると考えていることは
常々申し上げているとおりです。
一昨年は、私たち中小企業診断協会にとっ
て、逆風ともいうべき環境に立たされました。
しかし幸いにも昨年後半からは、それが順風
に転換する兆しを見せています。ご存知のよ
うに、一昨年に「認定支援機関」制度が導入
されましたが、当初は私たち診断士にとって
の認定申請は極めてハードルが高かったこと
は否めません。しかし、制度が動き始める
にしたがって、私たち診断士に対する評価
も高まってきています。私たちは、このよう
な兆しを本格的な順風にするよう自己研さん
に努め、診断士の「社会的地位の向上」と、
それを基盤とした「事業領域の拡大」に努め
なければなりません。
このためには、私たち診断士は「中小企業
診断士の社会的地位の向上に資するかどう
か」を常に判断基準にしてプライオリティー
を勘案したうえで活動することが求められて
いると考えています。
会員数1,000名の達成を
診断士の「社会的地位の向上」の前提とし
て「組織力の強化」が図られなくてはなりま
せん、更新制度の改定によって減少した会員
数も、昨今では拡大傾向を見せ始め900名を
超えるまでになりました。私たちは組織の活
動力を強化して、多くの魅力的な事業を展開
するとともに、それらを外部に発信すること
によって、会員数1,000名を目指すつもりで
すので、会員の皆様方の絶大なご支援・ご協
力を切にお願い申し上げます。
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。
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関西を元気にする国際フォーラム

開催報告

一般、診断士、学生の皆様236名に参加いただき
大盛況のうちに終了しました！
平成25年11月２日（土）、秋の好天に恵まれ、
マイドームおおさかで、（一社）大阪中小企
業診断士会、
（一社）大阪府中小企業診断協会、
大阪経済大学、（公財）太平洋人材交流セン
ター（PREX）が連携して「関西を元気にす
る国際フォーラム」を開催いたしました。
当日は 236 名
もの多くの方に
ご参加をいただ
き、おかげさま
で内容も大変充
実したものとな
りました。
基調講演には、ワタベウェディング株式会
社相談役の渡部隆夫氏をお迎えし、ご自身の
海外ウェディン
グ事業拡大の経
験から現場での
苦労話や成功体
験についてお話
しいただきまし
た。体験談を元
にしたお話は迫
力満点でした。
パネルディスカッションの第一部は「海外
進出に際しての課題と対策」をテーマに、
（公
財）太平洋人材交流センター部長の森本正人
氏がコーディネーターを務め、インディビ
ジュアルシステムズ代表取締役の㈱浅井崇氏
氏、㈱西山酒造マネージャーの青木直嗣氏、
JICA関西の津田昌二氏、大成学院大学教授
で中小企業診断士である釣島平三郎氏をパネ
ラーとして迎えました。中でもインディビ
ジュアルシステムズの浅井社長は本イベント
のために拠点であるベトナムから日本に帰国
し、その熱い想いを語って下さいました。や
はり、海外進出を成功させるためには経営者
自らが現地で熱意をもって事業を進めること
が重要だと感じました。
第二部は「海外人材の雇用、その課題と対
策」をテーマに、大阪経済大学教授で中小企
業診断士でもある太田一樹氏がコーディネー
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ターを務め、エバオン㈱代表取締役の前西佳
信氏、（一財）大阪労働協会マネージャーの
佐々木順一氏、大阪経済大学大学院の中国か
らの留学生である唐慎睿（トウシンエイ）氏、
㈱ナイトウ経営代表取締役で中小企業診断士
である内藤秀治氏をパネラーとして迎えまし
た。中小企業経営者、留学生、中小企業支援
者とそれぞれの異なった視点でのディスカッ
ションは非常に示唆に富んでおりました。私
自身は海外従業
員の中でコミュ
ニケーションの
コア（ハブ）と
なる人材の重要
性を知ることが
できました。
中小企業施策説明では、近畿経済産業局通
商部国際事業課長の青井登志子氏から最新の
支援施策をご紹介していただきました。ここ
でも話題の中心はベトナムとなり、ベトナム
への注目度の高さを伺うことができました。
また、同じフ
ロアの一角では、
展示ブースを設
け、行政、支援
機関など多数の
ご協力を得てパ
ンフレットやカ
タログの展示を行い、沢山の方にみていただ
くことができました。
今回の国際フォーラムの運営には、本当に
たくさんの方々のお力をいただきました。公
募で自主的に応募していただいた運営スタッ
フの皆様、協会、士会の事務局の方々、協会・
士会員、役員の方々、集客に尽力していただ
いた大阪経済大学中小企業・経営研究所およ
び（公財）太平洋人材交流センター、中小企
業経営者の方々や行政・支援機関、金融機関
の方々、すべての方々に紙面をお借りしまし
て厚く御礼を申し上げます。本当にありがと
うございました。
（文責：国際シンポジウムPT 大音和豊）
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営業系診断士の活動報告
士会のページ
売りは科学できる
会員

乾

哲也

そんな私の社会人の営業時代ですが…。
工場の現場監督から営業職に転身したた
め、当然、営業のイロハを知らず、典型的な
ダメ営業マンだったのです。（だって、人と
会話するよりもハンマーや溶接などを黙々と

１．あがり症の営業コンサルタント

する作業の方が多かったからです…）

はじめまして、乾哲也と申します。現在は、
営業関連のセミナー及び、企業の営業力強化
のコンサルティング等の仕事をしています。
本来であれば、トップセールス経験のある

３．営業というものは…
また、この頃の私は、営業とはどのような
ものか全く理解していませんでした。

方がこの紙面でお話をされた方がよいように

だから、営業とは、お客様のご機嫌をしっ

思っていました。なぜなら、私、極度のあが

かり取って、商品をちゃんと説明すればよい

り症で人前では全く話せない駄目営業マンに

ものだと思っていました。

近い人間だったからです。でも、そのような

そのような状態だったので、営業で契約は

人間が、今では営業力強化のセミナーや同行

取れず、上司に営業のやり方を聞いても具体

営業等を通じて企業の売上げアップの支援を

的な答えは得られず、しつこく質問すると、

行っております。今でも、昔の自分を想像す

最後は、気合いと根性を持つことのみを教わ

ると、自分が営業力強化の関連のコンサルタ

りました。そう、根性営業です。

ントをしているのが不思議なくらいです。

信じられないかもしれませんが、これが昔
の私でした。

２．サラリーマン時代の私
仕事で支援先の担当者の同行営業などをし

４．営業の転機（神様のいたずら）

ていると、よく同行営業の担当者から「乾さ

そんな、ダメダメ営業マンだった私が、突

んは、今の仕事（コンサルタント）をする前

然、コンサルタント会社に転職をすることに

は、バリバリのトップセールスマンだったの

なりました。本当、神様のいたずらのような

ですよね」という言葉をいただきます。

感じです。

この言葉を聞くと、私はいつも苦笑いをし

そのコンサル会社は、マーケティングの専

ています。なぜなら、冒頭にも書きましたが、

門のコンサルタント会社でした。そこの職場

私は、あがり症の典型的なダメダメセールス

で体験したことは、地域家電専門店の売り上

マンだったからです。

げアップでした。

私のサラリーマン時代は工場の現場監督を
しており、営業とは全く無縁でした。そして、

５．驚きのコンサルティング体験

どちらかというと極度のあがり症と人見知り

そこで、驚きの体験をしました。コンサル

で営業は大の苦手と言った方がいいかもしれ

ティングと言えば１対１を想定していました

ません。
（工場の現場監督とはハンマーを振

が、そのコンサル会社は違いました。１対多

りかざし、溶接などをやって、いつも汗だく

数なのです。

で仕事をしている状態でした…）
でも、そんな私にも突然、営業という職種
を経験する時が来ました。
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そう、研修型のコンサルティングなのです。
しかも、研修に参加した人の成果を保証する
という無茶な方法でした。
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８．営業で大事な考え方
では、この考え方の中で少し身近で分かり

なぜなら、そのような方法は見たこともな
いし、売上アップは対前年比200％以上を保
証するというものだったからです。

やすい例を挙げてみます。
その考え方の一例で、「あいまいな質問は、
あいまいな回答で返ってくる」があります。

しかし、実際にやってみた結果は驚きでし

この考え方を持って、営業活動するのとし

た。半信半疑で始めた研修型のコンサルティ

ないのとでは営業成績が大きく変わってくる

ング（半年間で売上を倍増させる）でしたが、

と言っても過言ではありません。

200店 の 業 績 を 倍 増 さ せ た の で す。 そ う、

例えば、営業の訪問活動でお客様の悩みや

110％ではなく200％以上の実績をあげること

ニーズを聞いてくるようにと上司が部下に指

ができたのです。

導をしています。先程の、考え方を持ってい
ない営業担当者はどのような話法でニーズを

６．売りは科学できる

聞いているでしょうか？

ここで、学んだことは、私、乾個人のコン

恐らく、「何か、困っていることはありま

サルタントとしての指導の能力が高かったの

せんか」だと思います。何か困っていること

ではなく、勤めていたコンサルタント会社の

というのは、あいまいな質問です。だから、

売上げアップのノウハウが凄かったというこ

回答もあいまいな答えが多く、「特に困って

とです。そこで、当時、私が勤めていたコン

いません」というのが多いかと思います。

サルタント会社の社長から言われた言葉があ

「あいまいな質問は、あいまいな回答で返っ

ります。
「乾君、売りは科学できるのだよ～、

てくる」という考え方を持っていれば、「何

その法則を知っているか、知らないかで成果

か困っていませんか」という質問ではなく、

は変わるということを知っておきなさい」と

もっと具体的な質問をします。

いうことを言われました。

このように、営業幹部や営業担当者の営業

それから、誰でも再現性が可能なノウハウ
を体系化して、営業の現場で指導を行ってお
ります。そう、しっかりとした営業技術を身
につければ誰でも再現が出来るからです。

活動に対する考え方を少し変えるだけで、営
業成績が変わってきます。
ちなみに、私は、顧問先などには、営業活
動における考え方の10カ条をまず浸透させて
から、営業手法の話をしております。

７．成果を上げる公式

ただ、営業手法のパターン化は出来ました

成果を上げる公式として京セラの稲盛会長
は、次のように言われています。
仕事の成果＝考え方×熱意×能力

が、私自身が人間としてまだまだ、未熟な点
が多く、日々、研鑽して、自己成長に努めな

です。

ければならないと思っております。これから

この、公式をちゃんと理解して、実践する

も、診断士の諸先輩方の指導をいただきなが

だけでも営業成績は大きく変わってきます。
特に、この公式の考え方という部分が重要

ら、成長していきたいと思っておりますので、
よろしくお願いします。

になってきます。そう、セミナーなどでは営
業手法の能力を伸ばすお話を良くしています
が、コンサル先では考え方の重要性のお話を
良くしています。
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略歴

2005年に有限会社 乾経営コンサルティン
グを設立し、営業関連の研修及び営業の仕
組み構築から同行営業の指導等を行ってい
る。
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営業系診断士の活動報告
中小企業の展示会
出展支援
会員

高山

３．新しい販売先を獲得するために

吉和

１．展示会出展の意義
知名度が低い中小企業にとって、接触が難
しい量販店のバイヤーや大手メーカーの購買
担当者との接点がもてることに意義がありま
す。普段は主に社内で活動している人たちが、
自社の抱えている問題を解決するための情報
収集を目的として、展示会という場に足を運
んできます。
広報予算や営業マンの数が限られている中
小企業にとっては、展示会に出展することは、
自社の商品・サービスを知ってもらう絶好の
機会です。
２．展示会出展の目的の明確化

新しい販売先を獲得するためには多くの見
込み客が集まる場所に行き、多くの見込み客
に出会い、アフターフォロー（営業活動）を
実施することが求められます。
４．多くの見込み客に集まる場所に行くため
に～自社の商品・サービスに適した展示
会に出展する～
多くの見込み客が集まる場所に行くとは、
自社の商品・サービスの価値をわかってくれ
る人たちが足を運ぶであろう展示会に出展す
ることです。
自社の商品・サービスのメリットを享受で
きるユーザー像を明確にする必要があります。
５．多くの見込み客に出会うために～展示
ブースに来ていただく～

展示会出展の主な目的は、新しい販売先を
獲得することです。ところが、展示会出展が
終了すると終わったこと自体を喜んだり、も
しくは全然注文が取れなかったと嘆くだけで、

多くの見込み客と出会うためには、見込み
客に自社の展示ブースを訪問していただくこ
とが重要となります。その為には、展示会前
の集客活動、足を止めてもらう展示ブース、

その後のフォロー活動を実施しないために、
販売先獲得に結びついていないことが多々あ

見てもらう資料、聞いてもらうトークが必要
になります。

ります。展示会出展をゴールとして活動する
のではなく、あくまでも新しい販売先を獲得
するための手段として認識すべきです。

事前の集客活動としては、既存得意先に対
して営業マンからの周知、想定される見込客
に対して、FAX、DM、Eメールによる告知、
出展専用ページを作成してHPでの告知、専
門誌、業界新聞にて出展を広告する等の方法
があります。
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触をもとにＡランク～Ｄランクのランク分け
を行います。

足を止めてもらう展示ブースのポイントは、
目に留まる動く展示物、モニター、手にとれ
るサンプルを通路側に置くことである。あく
までも通路で来訪客をつかまえることを心掛
けます。展示パネルは、自社の商品・サービ
スを利用したらどうなるかというメリットを
前面に出し、来訪客に訴求します。文字は通
路 か ら も は っ き り と 見 え る 様 に4ｍ ～ 5ｍ
（ブース奥行き3ｍ＋通路1ｍ～ 2ｍ）の距離
でもはっきりと見える大きな文字にします。
左右の壁面には、10ｍ先から見える様にメ
リットをアピールするパネルやキャッチフ
レーズを掲げ、ブース前を通る前から自社の
展示ブースに関心をもってもらうようにしま
す。
見てもらう資料としては、商品・サービス
の特長や機能以外にも、メリットの視覚化（メ
リットを数値化し、グラフや表で数値化す

展示会終了後、展示会のふりかえり時に再
度ランク分けを行い営業活動につなげます。
ランク分けにもとづいた営業活動を確実に

実施し、PDCAサイクルを回して、新たな販
売先を獲得していきます。

る）
、権威の利用（〇〇大学との共同開発、
大手メーカー〇〇でも採用等）、緊急性の認

７．最後に
展示会の出展はコストと大きな労力が必要

識（今、問題を解決せずに放置するとこうな
る）社会的認知の利用（使用例、使用実績を
明示する）が考えられます。
聞いてもらうトークは自社の商品・サービ

であるが、適切な事前準備と運営、展示会後
のアフタフォローにより、知名度の低い中小
企業には新たな販売先を獲得できる有効な手
段といえます。

スのメリット、特長、機能を伝える１分間トー
クを考えます。来訪者の関心を引く、キャッ
チフレーズを加えることがポイントとなりま
す。
６．アフターフォロー（営業活動）を実施
足を止めてもらい話を聞いてもらった来訪
者からは必ず名刺をいただき、その場での感

診断士会報No205v6.indd 11
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1960年生まれ。大学卒業後、機械工具商社、
大手ゴムメーカー販売会社を経て、2005年
中小企業診断士取得後に高山中小企業診断
事務所を設立。専門分野は生産財、日用雑
貨卸売業の営業・販売支援、マーケティン
グ戦略策定。
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営業系診断士の活動報告
営業経験のない人が
コンサルやると、
こんな感じになります。
会員

田邊

佑介

■はじめに

まりのトークから報告をスタートするのでし
た。まさに謝罪から始まる会議。営業現場を
知らない私にとっては、なぜ会議で謝らない
といけないのか、不思議でなりませんでした。
２）営業担当の常務の話が長すぎました。「俺
が○○社の担当だったときは、、、。」という自

あまり時間もないので、一番得意な話を書

慢話が延々と続くのは、正直眠くなりました。

こうと思います。私は、2004年に経営コンサ

精神論が多く、科学的ではないと感じました。

ルタントとして独立してもうすぐ10周年を迎

３）2時間の予定が4時間かかりました。出席

えることになります。この10年でさまざまな

している営業マンは10名以上いました。これ

お仕事を経験させていただきました。現在の

だけの営業マンを拘束するコストを考えたこ

主な守備範囲としては、戦略策定・営業強化・

とがないのでしょうか。

組織活性化・再生支援・ウェブマーケティン

会議終了後、常務さんは満足気に私に話し

グ・まんがマーケティングなどです。

かけてきました。その常務さんに放った私か

■営業強化のお手伝いスタート

らの一言は、
「この会議ムダじゃないですか？

一番得意な分野が、営業強化の支援です。

もう止めませんか？」でした。もちろん、27

独立当初は、製造現場に強いコンサル！と考

歳の若造コンサルタントの発言は、常務さん

えていたのですが、実際にお客様を訪問する

の顰蹙を買うことになりましたが、社長と営

と製造現場よりも営業現場の課題が多く、そ

業マンは大喜びでした。

のニーズにお応えすべく始めたのが営業強化

■ムダ取りが大事

のお手伝いでした。

こうやって私の営業強化のご支援がスター

とはいえ、私の少ない社会経験は、ソフト

トしました。その後、一緒に営業マンと営業

ウェア開発職・金型設計職・工場のマネジメ

現場にて行動を共にすると、なんともムダな

ントのみです。営業の「え」の字も知らない

ことが多いと感じました。

状態で、この仕事に臨んでいたことは、振り

移動のムダ、連絡のムダ、報告のムダ、書

返って考えると「ゾッ（+_+）」としますね。

類のムダ、時間のムダ、ありとあらゆるムダ

■営業強化の原点「営業会議」

を取り除き、営業マンの本来の活動である「お

私の営業強化の原点は、とある「営業会議」

客様との商談時間」をどうすれば確保するこ

でした。営業強化のお手伝いをすることだけ

とができるかについて、徹底して改善を図り

が決まっていた案件で、オブザーバーとして

ました。よく「行動量を増やせ」と指示する

「営業会議」に出席させてもらいました。営

営業マネジャーがいらっしゃいますが、時間

業担当の常務が仕切るその「営業会議」は、

を確保しないと行動量は勝手に増えません。

当初２時間だけというお話でした。しかし、

行動量を増やすためには、徹底的にムダ取り

会議がスタートすると「？」と思えることが

を行うことが重要であると、最初のお仕事で

たくさん私の頭の中をよぎりました。

痛切に感じたことを、いま思い出しました。

１）営業マンから先月の売上報告があるので

■行動量を２倍

すが、全員が「大変申し訳ございません。先

徹底してムダを取り除き、「行動量を増や

月は未達成でした。理由は、、、。」というお決

す時間と環境」を作ることができれば、あと
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は営業マンに「実践させる」だけです。具体

えるか、どの表現がわかりやすいのか、どの

的には、
行動量の目標を２倍に設定しました。

ような比喩・事例がいいのか、などを研究し

新規顧客の訪問件数を２倍！商談件数を２

たことを記憶しています。一方で、短期的な

倍！見積提出件数を２倍！なんでも２倍で

成果が得られなくなりました。（´・ω・｀）

す。これだけで、売上が増加しました。
（・∀・）

短期的な成果を求めるクライアントからは、

ムダを取って、行動量を増やしたら、売上

不満が出ましたが、仕方ないですね。長期的

がアップしたのです。正直、営業コンサルタ

には、営業マンの成長につながっていること

ントって簡単だなって思いました。（^。^）

がわかっていただけます。

■落とし穴

■マネジメントの現場を変える

と、ここまでは順調だったのですが、やは
り落とし穴がありました。（；´Д｀）

私の支援スタイルが変わったとしても、実
際に営業マンに接するのは、営業マネジャー

実は、数ヶ月経過すると、売上が元に戻っ

です。営業マネジャーが、できれば私と同じ

てしまいました。成果があがったことで、私

考え・方針で、営業マンをフォローしてもら

が現場に赴く回数が減少するに伴い、現場の

えることが一番いいことです。そのためには、

行動量が減少していったのです。このとき、

しくみが重要です。簡単にいうと、上司と部

ハッと気づかされました。（ ﾟдﾟ）ﾊｯ

下のコミュニケーションのあり方を変えるこ

それは、「私の指示命令により、営業マン
の行動量を増加させていた」だけであって、
「営業マンの自分の意思で行動量を増加させ
ていない」ということです。

とです。残りの紙面が少なくなったので割愛
しますが、とても重要なことです。
■営業経験のなさを活かして
ということで、現在も同じようなスタイル

最近では、こういう表現をしています。

でお客様と接するようにしています。最近で

「営業マンが自分のアタマで考えて、自分

は、「私は営業をやったことがありません。」

のアシを動かすことが大事です！」

と公言するようになりました。営業経験がな

つまり、当時の私は、
「営業マンは、考え

いからこそ、「営業の仕事」を客観的に見る

るな。私の考えたことを、やりなさい。」と

ことができ、「情」に流されずあるべき姿を

いうことを現場で実践していたのでした。こ

お伝えすることは、私の強みなのかもしれま

れでは成果が継続的に臨めないと直感しまし

せん。

た。このとき独立１年目の後半だったのです

10年の歳月を経て、営業にとって大切なこ

が、これをきっかけに私のコンサルタントと

とは、すべてお客様から教えていただきまし

しての方針を変更せざるをえませんでした。

た。独立診断士にも、営業経験がない方が多

■方針転換

数いらっしゃると思います。自分の守備範囲

そのときに、決めたことが以下の３点です。
１）短期的な成果のみを追わない。
２）行動量は大事だが、意思の方が大事。
３）自分で考えたことを実践した方が、
「営業」は、はるかに楽しい。
方針転換後、コンサルティングのスタイル
が大きく変わりました。営業にとって大切な
ことを、どうやって営業マンにわかってもら

診断士会報No205v6.indd 13
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1976年、フランス・パリ生まれ。早稲田大
学卒業。FAメーカーでソフトウェア開発者
として勤務。その後東大阪の金型工場に転
職。2004年に独立。営業の楽しさ・幸せを
覚え、営業現場に特化したコンサルティン
グを提供。2008年、株式会社そだてる設立。
取締役に就任。
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営業系診断士の活動報告
商売完結

お分かりですね！？若い日の苦い経験談で
す。

会員

中嶋

克己

まあ、最近は信用情報やインターネットが
発達してますが、それでも当然

倒産は突然

「商売完結」とは、「商売は売って終わりで

やって来るものです。大企業の場合は金曜の

なく代金を回収してやっと完結する。」と言

夕方が多いようですが、中小企業の場合は従

う当たり前のお話です。これを教えられたの

業員が帰った後に社長がドロン！！朝、来た

は、私が、船場の繊維商社に入社した最初の

社員がびっくり！ってなケースもままあるよ

研修でした。「売ってなんぼ！」の商社時代

うです。（実際に前日商談したこの取引先の

から独立した今日までこの言葉を胸に仕事に

営業部長がそう言ってました。）だからこそ、

励んでまいりましたが、意外とこの当たり前

日頃からの管理が大切なのです。

のことが難しいものです。商社時代に10回以
上は倒産や回収不能を経験し、独立してから

【与信管理は何故必要か？】

は、顧問先の営業社員やセミナーの度々に

与信管理と書きましたが、中小企業とお話

言ってきました。今回は、その辺のお話もさ

しする時は、売掛金管理と言い直す時もあり

せて頂きます。

ます。厳密には違いますが、よくあるのは「う
ちみたいな会社では無理！手間がかかる！」

【プロローグ】
ある日の朝、営業のA君が得意先に何度電
話しても繫がらない？

「引っ掛ったら仕方がない！」と会社によっ
て違いますが、オーナーが多い中小企業では、
与信意識は高くないのが現状です。

「おかしいな？」と思いつつ部長に言うた

営業社員に至っては、よくあるのは、100

ら「すぐ見に行け！」と怒鳴られて得意先に

万円引っ掛り（回収不能）が発生しても100

行くとシャッターが閉まっておりその前に黒

万円をどこかで売上を上げれば良いと思って

山の人だかり、見てみると

いる人も結構います。

「破産申請……保全命令……」の紙
えらいこっちゃと携帯電話で会社に連絡し
「えらいことですわ！どないしましょ？」
すると部長は
「 ど あ ほ！！ お 前 は 気 が 付 か ん か っ た の
か？今まで何をしてたんや？」と怒る一方
「そやけど昨日も商談したし、どないなっ

そんな時は、100万円（回収不能）÷利益
率（卸売平均2.1％）＝売上4761万円と言う
と驚いて「それは無理やわ！？」が多いです。
売掛金管理は営業の仕事ですが、情報は現
場にあっても気付いていない状態も多く、ま
たノルマがあるから営業社員は売りたがるも
のです。

てるんやろう？」と思っても
「すいません？」と言うのが精一杯
「すぐ帰って来い！」の一言で電話が切れ
て「あー！」っとため息！

【問題】商品を売ってから現金になるまで
何日かかるでしょうか？
・現金引換え＝即日（これが一番！）

その後むらむらと憤りを覚え「ちくしょ

・掛売り＝「出荷～記帳」日数＋「締め

う！」と怒鳴ってもどないしたらいいんやろ

支払」（売掛日数）＋手形（受手日数）

う？？
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きると思います。

理意識も高いと思われます。
【簡易裁判所の活用】
【平常時の与信管理】

「自分の会社は自分で守る！」と社長さん

日頃の与信管理は、ざっと下記のようです。

にお勧めしていますので、回収の場面で４回

どれでもリスクは付きものですが、何もし

ほど簡易裁判所（訴訟価格140万円以下）の

ないと深みにどんどんはまります。

お世話になりました。（もちろん社長が原告、
私は傍聴席です。）現在、相談窓口もあり親

①取引の書面化

（契約主義の徹底）

・売買基本契約書（裁判に有利！）

切に対応してくれますので、下記の有効な活
用をお勧めします。

②信用限度による簡易与信額の設定
・担保価値

時価の担保価値

・資金調達法

自社の資金繰り

裁判所の調停委員会のあっせんにより、紛

・月商基準法

取引先月商の3 ～ 10％

争を話合いで適切に解決しようという制度

・販売高予測法

取引先の仕入高から推測

で、調停でまとまった内容は、判決と同様

・粗利益法

何年で元とれる

の効力があります。

③ファクタリング

①調停

②支払督促

・保証ファクタリング

申立人の申立てに基づいて裁判所書記官が

・買取ファクタリング

金銭の支払を命じる制度で、確定すると、

④取引信用保険
・損害保険会社の保険
・グループ取引信用保険制度
（大阪商工会議所・協会等）
⑤中小企業倒産防止共済制度

判決と同様の効力が生じます。
③訴訟
裁判官が、法廷で双方の言い分を聴いたり、
証拠を調べたりして、最終的に判決によっ
て紛争の解決を図る手続きです。
140万円：申立手数料1万2千円＋郵送代

他によく聞かれるのは信用調査書の信頼度
ですが、
「それなりに！」と申し上げています。

④少額訴訟
訴訟のうち1回の期日で審理を終えて判決
を言い渡すことを原則とする特別な手続き

【危ない会社の見分け方】
今春の金融円滑化法の終了で倒産が増加と

で、60万円以下の金銭の支払を求める場合
に限り利用出来ます。

騒いでいた新聞記事も最近は見なくなりまし
たが、倒産度をチェックし「自分の会社は自

以前一緒にセミナーをした弁護士さんに聞

分で守る！」と社長さんに意識改革を迫りま

いたこともありますが、債権金額100万円前

しょう。

後の積極的対応は、余りしていないようです。

「危ない会社…」等に関する書籍は多く出
版されていますので、ここでは省略しますが、
私の経験から言わせて頂きますと“後から考
える…思い当たる！？”ことも多々ありまし
た。普段は、見てるようで見ていないもので、
意識しないと見えない（感じない）ものです。
やはり現場の状況・情報が大事と言う事に尽
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営業系診断士の活動報告
２ＳＴＥＰ 営業
成功スキル共有法

いる。その際、よく聞く声は、「恥ずかしな

中村

うような内容である。つまり、自分の営業方

会員

佳織

企業における営業部門の課題
営業パーソンが複数名いる企業において必

がらわたしの営業は自己流なので、、、」「他の
人はどんな営業をしているんですか？」とい
法はこれでいいのかと不安に感じながら日々
の仕事をこなし、優秀な人はどうやっている
のか知りたいと常々思っているのである。

ず出てくる問題のひとつは「個々のスキル

ここに、営業パーソンの真の問題点と解決

差」である。マネージャーが同じように指導

方法が見えてくる。問題は「自分の営業のど

し、同じ営業ツールを提供し、同じ程度の件

の部分が悪いのかがわからない。また、悪い

数の顧客を訪問させていても、１人１人の業

部分はどう変えるのがいいのか理想形もわか

績には差が出てくる。

らない」ということである。他人と比較する

「２：６：２の法則」というものがある。
組織を作ると、２割は優秀、６割は普通、２

機会なく毎日一人でお客様を訪問している
「営業職ならでは」の問題とも言えるだろう。

割は落ちこぼれ、という構図になるというも

これを解決する方法は、「理想の営業のや

のである。支援した数社の企業の営業組織を

り方を明確にしてあげること」である。営業

分析してみたことがあるが、実際に、いずれ

マニュアル本に書いているような一般論レベ

も「２：６：２」にかなり近い構図になって

ルではなく、
「自社の商材」を「現在の営業ツー

いた。
「２：６：２」の各層の業績の差が小

ル」を使い、「現在の商圏、顧客」に販売す

さい場合は良いが、差が大きいほど問題は深

る際の、現時点でのベストなやり方を現場の

刻である。優秀な２割の営業パーソンに、会

行動レベルで言語化するのである。このため

社の売上の多くを依存していることになるか

に、私は「行動観察」という手法を用いてい

らである。例えば営業10人の企業であれば、

る。

たったふたりに依存している状態であり、い
ずれかが急に退職したら、と考えるとそのリ
スクは極めて高いと言える。

行動観察による成功スキルの標準化
行動観察とは、もともとはアメリカでIBM

営業パーソンのレベルアップのために、経

社が体系化したマーケティング手法と言われ

営者やマネージャー層は様々な策を試みる。

ている。日本でも、ここ数年メディアなどで

営業同行を増やす、管理体制を強化する、会

取り上げられるようになってきたので耳にし

議の回数を増やす、顧客の担当替えを行う、

たことのある方もいらっしゃるだろう。比較

外部の研修に参加させる、などである。しか

的学問職の強い手法であるが、私は営業現場

し、このような施策だけで業績が伸びる営業

ですぐに活用できるよう実用性の高い形に大

パーソンは残念ながら多くはない。なぜか？

きくアレンジして取り入れている。

それは、営業パーソンが抱える真の問題・課
題をおさえていないからである。

具体的には、企業の優秀な営業パーソンに
終日同行し現場での行動を徹底して観察する。
実際は、ずば抜けたトップセールスがいるこ

営業パーソンの真の問題とは？
私は日々、多数の営業パーソンに同行して
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な行動を抽出するのだが、多い時は１日で

果たして誰もがトップセールスと同じように

100個以上の行動をピックアップすることも

その行動ができるのか？という疑問もあるだ

ある。それら抽出した行動を分析し、その企

ろう。優秀な営業パーソンは人には真似でき

業における現時点でのベストな営業のやり方

ない特殊なセンス、スキルがあると思われが

を体系化して、全員が共有できる形に標準化

ちである。しかし、行動レベルまで細かく分

するのである。標準化というと「営業マニュ

解すると、実は誰にでも真似できる行動がほ

アル」のようなイメージを持つが、マニュア

とんどである。簡単な行動であっても、やっ

ルと言っても基本的な仕事のやり方ではなく、

ているかどうか、またどんな頻度で、どんな

成功している人の仕事のやり方の標準化であ

順番で、どんなタイミングでやっているか、

る点がポイントである。

などの小さな違いの積み重ねが大きな差に繋
がっているのだ。それゆえに標準化すると再

「行動観察による成功スキル標準化」事例
いくつか簡単に導入事例を紹介したい。
①オフィス向け飲料卸売業

現性が高いのである。
また、改善しても継続、定着するのが難し
いというケースもある。従って、行動科学を

課題：全国250名の新規開拓営業について、

取り入れた「行動定着プログラム」を取り入

ボトムアップのために優秀営業と下位営業

れている。新たな行動を定着させるには習慣

の違いを明確にし、マネージャーの指導の

化するまで継続する必要があるが、その段階

指針にしたい。

で「数字による計測」や「褒める」ことがモ

支援内容：20名の営業パーソンに同行し、

チベーションになる。つまり、定着場面では

現場での行動の違いを分析。ポイントとな

本人の努力だけでなくマネージャーによる関

る行動を標準化し指導の指針とした。営業

与がより重要になるのだ。従って、企業ごと

パ ー ソ ン に よ っ て は、 翌 月 か ら 業 績 が

の組織体制やパワーバランスを考えながら、

127％にアップした人もいる。

実施しやすい形に仕組み化して、全員で取り

②日用雑貨製造販売業

組んでもらうのである。

課題：業績が５年前をピークに右肩下がり
になっており、赤字転落直前である。個々

このように「行動観察による成功スキルの

の営業スキルおよび営業組織全体を改善し

標準化」と「行動定着プログラム」の２つの

たいが、どこをどう変えるべきかヒントが

ステップにより、１人１人をスキルアップさ

欲しい。

せ、一部の営業パーソンに依存しすぎない営

支援内容：約15日にわたり営業部に密着し

業組織を作っていくのが、私の営業支援の形

て組織の問題点を把握し、改善策を整理、

である。特殊な手法のため、理解頂くのに時

提言。また、同行により優秀営業の行動を

間を要するが、一層力を入れて広めていきた

標準化して営業研修を実施した。その後、

いと考えている。

３年ぶりに月次で営業利益の対前年同月を
クリア。半期で、予算達成には及ばなかっ
たが前年実績を大きくクリアできた。
行動改善とスキルの定着
さて、成功スキルを標準化したところで、
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関西学院大学文学部卒業。株式会社CDG（プ
ロモーション会社）にて15年間、営業職に
従事。部下育成にも11年間携わる。
2011年reface設立。営業・接客サービス業の
行動観察、定着支援、研修を中心に活動中。
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営業系診断士の活動報告
中小製造業の営業
モデル再構築支援
会員

柳

辰雄

１．はじめに

２．営業モデルの再構築
現在は環境の変化が激しく、そのスピード
も加速しています。このような状況において
は、変わらないことが大きなリスクになり、
あらゆる面で変化に対応した修正が求められ
ます。これは営業のやり方も同様で、かつて

このたびは当会報に記事掲載の機会を頂

適合していた顧客や製品分野が今日では合わ

き、関係者各位、また会員の皆様には深く感

なくなってきていることに気付き、違う方法

謝いたします。

で営業活動を展開することが重要となってき

私は平成20年に中小企業診断士として登録

ます。私はこれを営業モデルの修正を伴う取

した後、翌年の平成21年に独立して現在５年

組みだと認識していますが、中小製造業の場

目を迎える、独立診断士です。サラリーマン

合、製品や加工技術等の要素を簡単に変える

時代は中小の消費財・生産財メーカーで営業

ことはできないため、短期的には営業対象と

職として従事してきたこともあって、中小製

する顧客や市場分野の再選択に重点を置いて

造業の営業力強化支援をテーマに活動を行っ

支援することにしています。

ております。

そもそも営業モデルとは、「だれに」、「な

中小製造業では、一部の取引先に売上高の

にを」売るのかということを規定するもので

多くを依存する、いわゆる下請体質を抱えた

あり、対象顧客・市場と自社の製品・技術等

企業が散見されます。安定した売上高や最新

が整合している必要があります。ここが不整

の技術・ノウハウ、情報等を享受できる一方、

合だと、いくら優れた製品・技術であっても、

相手の意思決定次第ではたちまち経営危機に

必要のない顧客や市場へアプローチしている

瀕するリスクも内包しており、多くは相手方

ということになり、売れるものも売れないと

の要求を受け入れざるを得ない弱い立場に立

いう状態に陥ります。したがって、まずはこ

たされています。

の営業モデルに「ずれ」がないかに着眼し、

下請体質からの脱却を図るため、内向きに
は技術力のさらなる高度化や新製品開発等が

支援方法を考えるというスタイルを採ってい
ます。

主要なテーマとなり、外向きには営業活動の

強化が主要テーマになると考えます。ただ、 〔営業モデル修正の概念図〕
下請企業の殆どは販売を取引先に依存してき
たため、営業活動が苦手という企業が多いの
も実情です。したがって、この営業活動の強
化が下請脱却の大きな鍵を握っており、
「売る
力」さえあれば、一部の取引先に依存しない
自立した経営が可能だと信じております。そ
のため、
「ジリツ・コンサルティング」という
屋号を掲げ、営業力強化を通じた自立した経
営の確立をテーマとして活動しております。
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中小製造業の営業支援を通じて感じること

断

〔ヒアリングの着眼点〕

は、多くの企業が過去の流れを踏襲した自然
発生的な営業モデルとなっており、顧客の事
情や市場動向等の変化に対応できていないと
いうことです。これでは、営業担当者の負担
が増すばかりで、それはモチベーションの低
下につながり、さらに売れない状態に陥ると
いった悪循環を招く恐れもあります。
３．技術・ノウハウの所在
営業モデルの再構築で一番注力するところ
は、企業が持つ技術・ノウハウの所在を明確
にすることです。支援の場で感じることは、

（ 19 ）

士

着眼点
顧客から選ばれて
いる理由
業界の潮流
競合他社が敬遠す
る仕事
サービスとして提
供している仕事
協力会社
設備

内
容
＜技術的課題・問題の解決＞
品質維持・向上、生産性向上、
事業速度の向上、投資抑制等
業界で求められている技術的
課題・問題への対応等
他社ではできないと断られた
仕事をしていないか等
直接的に売上には結びついて
いないが、品質維持やコスト
削減等に資する仕事（検査、
メンテナンス、仕様変更）
協力会社の技術・ノウハウと
自社の技術・ノウハウの融合
独自で改良した設備の存在、
設備の組合わせ・調整等

自社の技術・ノウハウを適切に把握している
企業が意外に少ないということです。特に下

技術・ノウハウが明確になれば、どの分野

請業務に長らく依存してきた企業について

の顧客や市場にアプローチするのが適切か、

は、この傾向が顕著です。そのため、営業モ

技術・ノウハウ等をどのように「魅せる」の

デルを修正するにあたっては、どのような武

か、営業担当者の人数やスキル等を勘案して、

器（技術・ノウハウ）を持っているかを適切

どのような営業プロセスを構築するのが望ま

に評価することが重要であり、これがないと

しいか等を検討し、決定していきます。特に、

対象顧客・市場を再選択することすらできま

新規営業活動で一番難しい顧客からの引き合

せん。製造業である限りは、この技術・ノウ

いや問い合わせの獲得段階においては、人的

ハウの所在がどこにあるのかを明確にするこ

な営業活動だけでなく、ＤＭやホームページ、

とが営業モデル修正の大前提となるのです。

展示会の活用等も含めた営業方法の確立にも

支援対象企業の技術・ノウハウを引き出す

力を入れています。

場合、
単に「御社の技術的強みは何ですか？」
と問いかけても、適切な答えは返ってきませ

４．おわりに

ん。したがって、ある程度こちらで仮説を

限られた誌面の中で、私の活動内容を十分

持って相手に質問し、自社が持つ技術・ノウ

にお伝えできたかは不安が残るところです。

ハウを再認識してもらいながら、ヒアリング

しかし、製造業の営業力強化のポイントは、

を重ねていくことになります。そうすること

必要な物を、必要な相手に提供するという商

によって、普段当たり前のように行ってきた

売の基本に基づいたものであり、業種・業態

業務が、意外と高度な技術を要するものだっ

に関係なく普遍的なものであることをご理解

たり、競合他社が容易に真似できないもの

いただければ幸いに存じます。

だったりする等、新しい発見をすることも少
なくありません。
この技術・ノウハウを引き出す際には、以
下の着眼点を用いながらヒアリングを実施し
ます。
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1969年 大阪市出身
自動車整備士（２級整備士資格保有）
、印刷
会社、消費財メーカー、生産財メーカー等の
営業職を経て、平成21年に独立、現在に至る。
製造業の営業力強化支援を中心に事業再生支
援や在庫最適化支援等にも尽力する。
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タイ・バンコク海外研修旅行報告
１．概要
大阪府中小企業診断協会の年度行事、海外
研修が 2013 年 11月9日（土）～ 12 日（火）に
かけて実施された。今年で第 7 回目となる行
先はタイ・バンコクで、雨季が明けており天
候にも恵まれた。JETRO バンコク事務所で
のタイ国内最新経済事情等のブリーフィング、
バンコクの南東約 120km にあるチョンブリ
県ピントン工業団地の日系進出企業３社を視
察した他、バンコク市内の荘厳な寺院めぐり
や郊外の世界遺産アユタヤ観光などを実施し、
総勢 21 名の会員による充実した研修旅行と
なった。
（ピントン
工業団地
の入り口）
タイの国名は
「タイ王国」で、
政治形態は立憲
君主制、国王や
王室は絶対的
な存在で、1782
年以来、チャクリー王朝が続き、現在の国
王はラーマ９世、国土は日本の約 1.4 倍、北
はラオス、東はカンボジア、南はマレーシア、
西はミャンマーと国境を接する。国内は 76
の県と１つの都（バンコク）に分かれている。
人口は 6744 万人と日本の約半分。タイ全土
には「ワット」と呼ばれる仏教寺院が約３万、
僧侶は 29 万人いる。寺院は神聖な場所であり、
生活習慣やマナーも仏教と深くかかわるもの
が多い。
経済面で、タイは GDP の成長率が著しい
東南アジアの成長センターとなっており、日
本の GDP を追い抜いた中国に加えてチャイ
ナ・プラス・ワンの一つとして注目が集まっ
ている。特に、バンコクはアジアのデトロイ
トといわれるほど日本の大手自動車メーカー
がこぞって進出しており、自動車を中心に電
気・電子産業、医療・観光などが主な産業と
なっている。
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２．視察先企業
今回視察した日系進出企業は、自動車の
組み立てラインを製造している会社、自動
車部品を製造している企業 2 社の計 3 社であ
る。タイ現地では、小売・サービス業の進出
を規制する一方で、世界各国からの製造業進
出を優遇する投資奨励制度があり、現地の低
廉な労働力、優秀な女性ワーカーが日系進出
企業を支えている様子を垣間見ることができ
た。品質は日本、労働は現地という考え方で
日系進出企業のビジネスモデルが成立してい
る。隣国マレーシアから部品を輸入しタイで
完成品に仕上げる役割も担っているようであ
る。また、成長する GDP を背景に労働市場
のみならず消費市場としても魅力的である。
個人が所有するファースト・カーには自動車
取得優遇制度もあり、街中を走っている自動
車は日本製が圧倒的に多く、新型車も目に
留まる。JETRO の矢島アドバイザーからは、
県ごとに優遇税制を変えた政策を採っている
ことから、訪問したチョンブリ県のピントン
工業団地は日本の中小企業にとって進出しや
すい工業団地であるなどの説明もあった。一
方、進出企業の立ち位置によっては後発参入
企業の場合、すでに現地市場で価格競争が始
まっており、品質はもちろん価格面でも厳し
さが出てきている話を進出企業の経営者から
聞くことができた。別の企業では、マネジャー
クラスとして日本人が駐在し、現地人の技術
管理者を養成するような体制が見られた。ま
た、英語のできる現地ワーカーが少ないため、
その問題解決を、通訳を介して行ったり、日
本で予め研修した専門学校卒業の現地人材が
日本のマネージャーとともに現地ワーカーを
指導するなどの取り組みが見られた。現地の
ワーカーは女性が主力で、1日10 時間以上の
労働をこなすくらい精勤で、工業団地周辺か
ら通っている。ワーカー確保のための人材紹
介事業者が存在し、また条件の良い職場を渡
り歩くジョブホッパーもおり、製品の低価格
競争もある中、最近では人件費の上昇も直面
する課題となってきているとのことである。
大卒の営業職の初任給月額は 15000 バーツ程
度ということから日本円で 4 万 5 千円（1 バー
ツは約 3.1 円）であるらしい。
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（日系進出企業での経営者インタビュー状況）
一方で、95％が仏教徒で親日感情があり、
日常買い回りのスーパーマーケットや通勤通
学の電車の中ではお互いに譲り合うなど日本
とよく似た光景が広がり、政権騒動がなけれ
ば安定した国であると感じた。また、鉄道駅
の駅員が英語で応答できるほどの語学力もあ
るなど国民の教育レベルの高さも確認できた。
３．JETROでのブリーフィング
JETRO では、研修団一行にかなり詳しい
現地情報が用意されていた。①タイの概況と
アセアン経済、②タイの投資環境、③外国人
事業法、④タイ経済と日本企業の動向につ
いて、等の情報を得ることができた。また、
2011 年にバンコク郊外で発生したタイ大洪
水では、冠水被害を受けた 800 社のうち 450
社が日系企業であったが、これについては乾
季・雨季の変わり目にダム貯水量コントロー
ルが適切にできていなかった人災面や、その
背景にあった政治不安などの政治災害などの
要素があるとの示唆もあった。
４．観光と現地事情
さて、研修団一行は、企業視察だけではな
く、市内観光や郊外のアユタヤ観光、現地で
のフィールドワークも随時行った。到着初日
には、1500 店舗もの商業集積が見られるチャ
オプラヤー川流域の新名所「アジアティー
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ク・ザ・リバーフロント」のショッピング
センター視察、市内観光では 3 大寺院めぐり、
アユタヤでは宮殿散策などのオプショナルツ
アーも実施した。市内視察では、現地の交通
事情や屋台などの生活文化も体験した。バン
コクは自動車の渋滞が社会問題となっており、
現地ガイドも随分バスの所要時間を気にして
いた。JETRO の説明では、市内の渋滞緩和
のために鉄道旅客輸送人員を年間 4500 万人
から 7500 万人に拡大するなどの運輸分野の
インフラ開発「2 兆バーツプロジェクト」計
画を知ることとなったが、帰国してから、日
本の丸紅・東芝などのグループが国土交通大
臣のトップセールスの甲斐あって進出が決定
しているという新聞報道を目にすることに
なった。日本のインフラ技術の輸出も期待で
きそうである。
５．経営者と交えての懇親会
3 日目の夜は、現地進出企業の経営者を交
えての懇親会を開催し、親交を深めた。懇親
会では、中小企業診断協会が視察にくるほど、
自社が注目されていることなどを社内訓話さ
れたとの報告があり、単なるコンサル集団で
はなく中小企業診断協会の公的な位置づけの
大きさを感じた次第であった。

（日系進出企業経営者を交えての食事会）
６．海外研修への期待
当協会の海外研修は公的機関の視察団とい
う性格から、個人旅行では経験できない待遇
で研修できることが大きな特長であるといえ
る。また、企業内診断士の方々にも配慮した
旅行日程を組んでおり、若年層も参加しやす
い価格帯を設定するなど工夫されている。海
外研修を楽しく、より充実したものにできる
よう、多くの会員の関心と参画が期待される。
（文責：海外研修プロジェクト 福嶋 康徳）
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会員懇親会報告
去る10月11日（金）に「秋の懇親会」を開
催し、45名の方が参加されました。今回は未
入会の方にも呼びかけたところ7名のご参加
があり、
うち数名の方に入会して頂きました。
昨年と同様に会員の懇親だけではなく、会
員の活動活性化につなげるべく、交流会や登
録研究会、有志による勉強会等の仲間を募る
呼びかけを行いました。当日、7つの会から
プレゼンを行い、熱心な会員募集が行われま
した。会員の募集を呼びかけた会は下記の通
りです。
①電機業界交流会
②ピザの会（登録研究会）
③青年部
④関西走る診断士の会（有志による会）
⑤最先端ビジネス研究会（登録研究会）
⑥診断士HTML5勉強会（有志による会）
⑦不動産業界交流会
7月～ 9月の実務補習を終えて入会された
方は、新歓フェスタを経験していません。そ
こで秋の懇親会では、こういった方々にも協
会内の活動を知ってもらうプチ新歓の意味合
いも持たせました。この日、呼びかけた研究
会等は一部ではありましたが、協会の雰囲気
が伝わり、これからの活動の参考にして頂け
たのではないでしょうか。
また、今回は上記のような位置付けから、
未入会の方や入会間もない方の参加も多く、
新しい出会いによって会員同士のつながりが
一層広がった懇親会になりました。
会員サービス委員会では、今後も会員皆様
の活動の活性化や会員間の交流のためにイベ
ント等を企画してまいりますので、是非ご参
加下さい。
（会員サービス委員会
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スキルアップ研修
都市近郊農家の
事業計画作成支援の
ポイント
会員

東松

英司

１．大阪府内の農業の現状
大阪府内でどのような作物が生産されてい
るか、イメージがあまり膨らまない方が多い
のではないでしょうか。それもそのはず、大
阪府の農業産出額は47都道府県中、46位。最
下位の東京都に次ぐ「非農業県」なのです。
しかし、大阪府の農業に強みが無いという
わけではありません。収穫量が全国で10位以
内に入る品目があります。大消費地に近いと
いうメリットを活かし、しゅんぎく、こまつ
な、みつばといった軟弱野菜や、ぶどう、い
ちじくなどの果樹の栽培が盛んです。
２．農家の経営状況と問題点
大阪府内の販売農家の特徴として、経営規
模の小さい農家が多いことが挙げられます。
耕地面積が50ha未満の農家が約50％（全国
では25％弱）、１ha未満の農家が約40％（同
35％弱）を占め、１ha以上の農家数は10％（同
40％強）にも届きません。
そして、大阪府の販売農家１戸あたりの農
業粗収益は年間で約220万円、経営費を除い
た農業所得は年間約45万円で全国平均の約
37％しかありません。
「儲からない！」とい
うのが大阪府内の農家の最大の問題です。
３．都市近郊農家の目指すべき姿
大阪府内の農家を始めとした都市近郊農家
は、都市近郊に位置することのメリットを最
大限に活かした事業活動が有効です。例を挙
げると、
①多品種少量生産による、多様化する消費者
ニーズへの柔軟な対応（商品化政策）
②直売を含めた多数の販売先・流通チャネル
の活用（販売先の確保）
③消費者との交流を通じた、消費者ニーズの
把握とファンづくり（事業の継続性）
④多様なスキル・ノウハウをもつ人材の活用
による、付加価値の創造・新分野への進出
（新規事業開発）
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といった取り組みです。いずれも、大消費地
が近くに存在する、消費者との距離が近い、
豊富な人材が近くにいる、といった都市近郊
のメリットを活用していくものです。
方向性としては、小規模経営を維持しつつ
も、独自性を追求して特定の顧客層の需要に
対応していく高価格戦略や、６次産業化によ
る高付加価値戦略を取っていくべきでしょう。
４．事業計画作成支援のポイント
農家の事業計画作成を支援する時に最も重
要なことは、事業計画書の作成を目的としな
いことです。農家にとって事業計画書の作成
はあくまでも手段。本来の目的は、今後の方
向性を明確にすることと、今後、何のために
何をしていくべきかを整理することです。
多くの農家は経営者としての考え方に慣れ
ていません。したがって、ありきたりのフレー
ムワークを用意して詳細を落とし込むような
やり方では、焦点が絞り切れずに却って混乱
させてしまう恐れがあります。
優先課題を見極めたうえで、どのような対
策を取っていくべきかを理解してもらうため
の「説得材料」として事業計画書の作成プロ
セスを位置付けるとよいでしょう。そのため
には、まずはその農家が何をどこまで考えて
いるのか、十分に引き出し、理解することが
重要です。
５．まとめ
農家の中には、現状や将来について強い想
いを抱いている人が少なくありません。その
ような想いに共感することが支援の第一歩で
す。
そして、経営者としての考え方を身に付け
てもらい、明日からの行動指針としてもらう
ために、事業計画書の作成に取り組みます。
農家の実力・行動力を把握することも重要な
ポイントの一つです。
略歴

京都大学大学院農学研究科修士。大手メー
カーの新規事業部にて農産物トレーサビリ
ティシステムの開発～導入支援に携わった
後、中小企業診断士として独立。現在、農
業者や農産物直売施設の経営改善支援を中
心に活動中。産地経営サポート代表。６次
産業化プランナー。
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スキルアップ研修
わざと小さな失敗を経験
することで大きな成功を
引き寄せる方法
会員

高木

正和

です。エジソンの白熱ランプやカーネルサン
ダースの事例から千単位、万単位の大量行動
の重要性を確認しました。ライト兄弟も200
を超える実験をしました。しかし、品質工学
を応用すれば、実験数を大幅に削減すること

企業が生き残るには差別化が必要だと言わ

ができます。中小企業にとって闇雲に情熱を

れます。智恵を絞って差別化しても、すぐに

燃やしてコストをかけ続けることは極めて困

模倣品や類似品が現れ、気がつけば価格競争

難です。もし、その情熱があれば品質工学を

に巻き込まれてしまいます。儲かっている企

応用することで、従来以上に早く、安く製品

業は、何をつくればよいのか、どのようにつ

開発できることを具体的な４つの事例（省エ

くればよいのか、どのように売ればいいのか、

ネ塗料、耐屈曲ケーブル、医療機器開発、洗

という三点のいずれかで外からは見えない競

浄装置開発）でお伝えしました。また、品質

争力を持っています。

工学を応用すれば製造業だけではなく、小売

研修会では主に製造業４社の成功事例（セ

業やサービス業など広く経営に役立つことを

ラミックメーカ、精密加工業、金属加工業、

二つの事例（減塩味噌開発、カレー屋メニュー

鋳物加工業）を紹介しました。その事例から

見直し）を交えご紹介いたしました。

分かることは、目に見えない品質を見える化

さらに品質工学の戦略性についても触れ、

することが重要だということです。しかもコ

新規オープン店ではわざと集客に失敗し、少

ストはかけたくないものです。工業製品の開

ない来店客に目いっぱい接客することで、か

発では、品質向上とコスト削減を同時に実現

えって継続的な集客を可能にすることもお伝

する方法として品質工学が活用されていま

えしました。科学者の検証によれば、専門家

す。そのポイントは開発段階で、わざと失敗

の予測はチンパンジーのダーツより当たる確

するような意地悪テストです。なぜライト兄

率が低いそうです。ならば、予測をやめて願

弟が世界で誰よりも早く飛行機を飛ばせたの

望を実現することが経営者にとって重要な考

か、その秘密は風洞実験にありました。大規

えであることを紹介しました。願望実現のた

模で莫大な費用のかかる実物実験のできな

めには現実を知る必要があり、参加者の皆さ

かったライト兄弟だからこそ、風洞実験を思

んには、未完了効果による二段階の取り組み

い付いたのです。模型による簡単な実験で飛

の有用性にもワークを通じて実感いただけま

行に関する有益で本質的な情報を引き出すこ

した。その二段階設計の代表的な手法こそが

とができたのです。飛行機の機能とは、いい

品質工学であり、品質工学がなんであるかを

かえれば飛行機の本質とは、どんな風が吹い

知ることよりも、品質工学がいかに使えるか

ても機体が安定することです。模型飛行に対

を知って頂くよい機会になったと感謝してお

して意地悪な風を当て、どんな設計条件であ

ります。

れば機体が安定するかを評価したのです。つ
まり、
わざと失敗するような結果の中にこそ、
成功にいたる情報が隠されていることが分か
ります。
多くの成功事例に共通することは成功する
まで諦めないこと、情熱を燃やし続けること
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略歴

メーカー勤務22年。品質工学を活用し、導電
性高分子、光ファイバ部品、医療機器開発に
携わる。品質工学の普及活動に努め、出会っ
た事例は500を超える。平成20年中小企業診
断士登録。平成25年９月独立。

13/12/24 16:13

診

断

士

（ 25 ）

スキルアップ研修
地域資源を活かした
売れるものづくり
とは！！

CAD が対応しており、相談を受け認定を受
けるまでの支援を「ブラッシュアップ」と言
い、 認 定 後 の 事 業 実 現 へ 向 け て の 支 援 を
「フォローアップ」と言っている。
認定に向けては一定の要件があり、その要
会員 樽谷 昌彦
件をどのように満たしていくかがポイントに
「伝統産業や金属加工技術等、様々な地域
なっている。特に新製品で新市場へ向かう「多
資源を活かした経営革新への取組み」
角化」への取組みとなる場合はやはり注意が
必要である。
１．中小企業支援施策について
２．事業計画認定の事例紹介
⑴経営革新の重要性について
認定を受け既に販売を開始している事例に
2005年中小企業白書において、
「既存企業
ついて、各事例毎に相談から認定までの取組
の『経営革新（イノベーション）』の重要性」
み内容や確認事項の説明並びに、認定後の販
が取り上げられており、特に成長期あるいは
売に向けての取組み内容等についての紹介を
成熟期での取組の活発化が述べられている。
した。
⑵中小企業支援施策の変遷
・建設業から建築金物製造販売業へ
同年、経営革新支援法他の法律が整理統合
・ガラス工事業からガラス製品製造業へ
され「中小企業新事業活動促進法」となり「新
・金属加工技術の応用による新製品開発
連携」の取組みが始まり、2007年「中小企業
・和傘の技術でランプシェード
地域資源活用プログラム」の他、様々な施策
・寝具販売から暮らしの提案へ
の取組みが始まっている。現在も様々な施策
・そろばん玉を活用したオリジナル家具
があるが、企業にとって常に「経営革新」に
・糸染め加工から製品作りへ
取組むことが重要であり、この「地域資源活
※詳細は、J-Net21地域資源活用チャンネル
用」においても、各企業において、様々な地
http://j-net21.smrj.go.jp/expand/shigen/
域資源である個々の技術を活かした経営革新
index.html
への取組みが求められている。
３．認定への支援について
⑶中小企業地域資源活用プログラムとは
⑴新規事業取組み上の注意点
地域を元気にするためのプログラムであり、
特に補助金活用時においての注意点として、
①域外市場を狙った新商品等の開発・事業化、 「経営の基本的要素は整えているか？」特に
②地域資源を活用した新たな取組みの掘り起
注意すべきはおカネ。補助金は立替払いが発
しや価値向上、を目指している。
生するので、資金力が必要となり、投下資本
当初、全国で1,000件の創出を目標として
の規模、回収の可能性、既存事業の資金繰り
いたが、本年５月で初期目標は達成し、近畿
等事前チェックが必要となる。
管内では153件の実績となっている。
⑵専門家としての認定への支援について
地域資源には、
「農林水産物」「産地の技術」
認定迄は、施策情報の提供から相談時の立
「観光資源」があり、一定の基準により各府
会い、申請書の作成支援等が重要な役割とな
県において定められている。特に「産地の技
る。企業単独での書類作成は困難なため、思
術」においては、伝統産業のイメージがある
いを文章や形にする支援は重要である。認定
が、大阪では、ねじ、作業工具、プラスチッ
後においては、事業成功に向けて一緒に走っ
ク製品等の工業品も含まれている。また、事
ていくことが求められている。
業計画認定を受けた企業等に対する支援措置
としては、補助金（限度額3,000万円（上限）
略歴
補助率２/３以内）の活用や低利融資、別枠
地域金融機関に31年間勤務後、2007年に退
保証等がある。
職し独立開業。
（独）中小機構近畿本部にお
⑷認定に向けての体制や基準等
いて地域資源活用業務に従事中。
（株）関西経営サポートセンター 代表
中 小 機 構 近 畿 本 部 に お い て 担 当 の PM、
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セミナー報告
士業向け

ビジネスマナー＆話し方講座

【士業の「人間力」を高める講座を実施】
■講師紹介
おかやまアナウンス・
ラボ株式会社
代表取締役
森田恵子 氏

■実施要領
日時：平成25年８月17日（土）
10時半～ 16時半
場所：大阪府中小企業診断協会

事務所

■内容紹介
仕事や人間関係に大きく影響する第一印
象。皆様は、どのくらい意識していますか？
表情、身だしなみ、立ち居振る舞い…。服装
や髪形、身に着けている小物や靴にいたるま
で、クライアントは意外に見ています。
食事や冠婚葬祭のマナーについても、不安
な点はありませんか？話す時の声や表情を、
自分で振り返ることをしていますか？自分で
は気づかないこと。でも、周りの人には見ら
れています。
自分に気付き、変わると決断し、行動力を
高める。他のマナー講座とは少し違う、士業
のための「人間力」を高める、そんなビジネ
スマナー講座です。
■講座の趣旨
我々診断士が必要なのは、コンサルスキル
や専門知識だけではありません。コンサルと
して独立して活躍している方が口をそろえて
いわれるのは「人間力」が必要ということで
す。ではその人間力はどうすれば高めること
ができるのか。その一つとして、服装、挨拶、
身だしなみといった基本となるマナーがあり
ます。しかし、ふだん意識が向いていないこ
とも多いと思います。そこで、体系的に学ぶ
機会を設けました。

■ビジネスマナー
『第一印象を戦略的に使い分ける』という
考え方は、印象を意識している人が使う高度
なテクニックです。どう見られているか、ど
う見られたいか、その問いからたくさんの気
づきがありました。
身だしなみは、スーツの着こなしからトー
タルコーディネートまで。クライアント訪問
時の振舞いは、受付の対応から奥深い名刺交
換まで。普段は聞けない冠婚葬祭のワンポイ
ントでは、困った経験のある受講者から多く
の質問がありました。
森田講師の解説を聞いているだけでも勉強
になりますが、受講者からの活発な質問は、
他の受講者にとっても大変勉強になるもので
した。質疑が活発だったのは普段なんとなく
すませているマナーが多いということでしょ
う。
『ふた付きのお茶』が出されたときの作法
は実演してもらいました。みなさん身を乗り
出して注目、そして声をそろえて「おー（そ
うするのか！）」という反応がありました、
これから必ず経験する場面です。今回の受講
者は正しいマナーを実践できることでしょう。
■話し方
伝える力の大切さを確認し、伝える力の差
が生まれる原因について教わりました。話し
方の技術は後からついてきます。その前に必
要なこと、それは『相手の身になって話すこ
と』です。
実践的なコミュニケーション術として、
クッション言葉の使い方や、語尾に付ける
「？」の使い方も学びました。
■まとめ
昨年に引き続いて実施した講座ですが、今
回は話し方よりビジネスマナーを中心としま
した。アンケート結果も好評で、再度実施を
望む声がありました。次回を楽しみにしてい
て下さい。
（文責
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独立１年目診断士からのメッセージ
独立しました。

会員

吉田

喜彦

現在私は、独立コンサルタントとして経営
相談、企業再生支援、後継者支援、能力評価、
店舗診断、研修講師、システム化計画支援、
研修企画・運営などに携わっています。
しかし、実は１年前は一般企業に勤める会
社員でした。このような転身ができたのは会
社員としての経験が今に繋がっているからだ
と思います。けれど、最初から順風満帆だっ
たわけではありません。学校を卒業して最初
に就いた仕事は鉄鋼の営業でした。しかし、
力不足、一年で挫折して退職、計画もないま
まフリーターに転身しました。何をすればい
いのかもわからず、短期のアルバイトをして、
夏の一ヶ月間は北海道をひとり旅していまし
た。
そんな組織から離れた生活で気づいたこと
がありました。社会に出たら、生活のために
も、会社に合わせる必要があると思っていた
けれど、実は、本当は、もっと、自分の思い
通りにやってもいいのではないかということ
です。
それからはなんでもやってみようと思い、
パソコンに興味はないのにIT業界に転職し
ました。社長面接で「給料はいくらほしい」
の質問に「いくらでもいいです」と答えたの
が良かったのかもしれません。給料も知らな
いまま入社したIT企業。25歳で未経験、パ
ソコンも持っていないIT技術者の誕生です。
すぐにいくつかの資格を取得し、社内では勉
強会を主催して講師を務めました。初任給16
万円は25歳にしては少なかったけれど、年平
均２万円増えたので、30代前半には世間並み
の給料になりました。知識も経験も給料も増
えたけれど、社長が交代して私の方針から会
社がずれていったので、転職することにしま
した。
３社目の就職先は従業員700名のメディカ
ル系メーカーで経営管理の仕事でした。大企
業と中小企業とでは組織もルールも異なりま
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す。しかし、そんな中でも中小企業と同じよ
うに仕事をしていました。飲み会の席で取締
役が「こいつアホやねん」というので、何を
言い出すのかと思ったら「自分のやりたいよ
うに仕事しとる」と言われ、よく見ていると
感心したのを覚えています。意外と中小企業
のやり方も大企業で通じるもので、入社から
１年半は平社員だったのに、次の２年で４回
出世して課長級になり、手当ても増え、残業
がつかなくなり、残業もやめました。役職も
給料も上がったけれど、定年を迎える上司を
見て、自分の向かうところではないと感じて、
自分がやりたいことは何かを考えました。自
分がやりたいことは、世の中にとって価値あ
る人、企業、文化の力になる事。その為に独
立を選択しました。
最初の退職はただの挫折だったけれど、次
の就職から様々なことを積み重ねることがで
きました。意識したのは、会社が用意した目
標を自分の目標にするのではなく、「自分が
本当にやりたいこと」を基準にすることです。
会社や肩書きや仕事はコロコロ変わったけれ
ど、自分が好きなこと、大切なことの価値観
だけはずっと変わっていません。
独立して分かったことは、どうやら経営コ
ンサルタントの潜在市場は非常に大きいとい
うことです。独立診断士で、会社員の数倍の
収入を得ている方々の共通点は、独自の強み
を持って、やりたいことで稼いでいることで
す。独占業務がほしいという声も聞こえてき
ますが、自由な診断士に独占業務は似つかわ
しくありません。
私にとって最初の２年間は、多くの先輩方
から学び、様々な経験を通して学ぶための修
行期間です。収入はまだまだですが、この積
み重ねが将来の自分を作ると信じています。
皆様、まだまだ若輩者ですが、どうか今後
とも宜しくお願い致します。
略歴

73年、奈良生まれ。2013年独立。
営業と経理を経験したIT技術者であり、中
小企業と大企業の管理職を経験した診断士
である。趣味は予定を決めない一人旅。
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ビジネスシーンに使える“わたしのお薦め”
お店の「ウリ」を
「売上」にする方法
会員

藤森

薫

出しも増やすこともできました。
また今回は男性診断士だけでなく、女性診
断士からの回答も多くあるため、多様性に富
み、大変読みやすい感じがしました。
題名にもなっている『お店の「ウリ」を「売

※

私のお勧めはMAP メンバー 14名の中小

上」にする』のはまさにその通りで、私自身

企業診断士（以下診断士）による共著“お店

も実際に小さな会社の店主とお話する現場で

の「ウリ」を「売上」にする方法”です。こ

も、常にそのことを意識して、お話すること

の本は主に実店舗を有する従業員５人以下の

が多いので、全般にとても共感しながら読み

小さなお店の店主を読者に想定し、小さなお

進めることができました。

店の店主でも実行可能なことを中心に、Ｑ＆

あと本の至るところにそれぞれの診断士の

Ａ方式で、１つの店主のお困りごと（Ｑ）に

似顔絵が描かれています。似ているかどうか

対し、２～３名の診断士が回答（Ａ）してい

は別にして、個性を活かし？上手に描かれて

く形式で書かれています。

おりますので、内容は当然の事ながら、こち

私自身、公的支援機関に勤めており、仕事

らも合わせてオススメしたいと思います。

柄小さなお店の店主とお話する機会が多いの
ですが、本に書いてある店主のお困りごとに

※MAP…Marketing Assist Project

ついては、確かに実際の現場でも起こり得る

大阪府中小企業診断協会会員の青木宏人氏が

ような事例がたくさんとりあげられており、

代表をつとめるマーケティング支援グループ

またそのお困りごとに答える診断士が具体的

http://www.map-consulting.jp/

なアイデアを持ち寄り回答されているので、
大変参考になりました。また回答内容もさる
ことながら、表現方法についても専門用語を
あまり使わずなるべくわかり易い言葉で書か
れており、店主の皆様と話をする際に必要な
いいまわし等もあらためて勉強になりまし
た。
この本は小さなお店の店主向けにかかれて
おりますが、我々診断士がこの本を読むにあ
たっては、１つのお困りごとに対し、まずは
自分なりに回答を考え、その後診断士がそれ
ぞれの切り口から答えている回答と読み比べ
ていくととても面白く、気づかされる点が多
いと思います。私自身も読んでいると、やっ
ぱりそうだよね、とか、そういう切り口もあ
るよね、とか、おっ、それを言っちゃう等色々
と思うところがあり、またそれがとても勉強
になり、自分自身がお店を支援する際の引き
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略歴

平成22年中小企業診断士登録。民間気象情報
会社を経て、現在兵庫県にある猪名川町商工
会にて経営指導員として、地域で頑張る経営
者からの経営相談や地域の活性化に現在奮闘
中。大阪府中小企業診断協会総務広報委員会
委員・青年部副代表。
健康第一。
「走る診断士」活動実践中。
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青年部だより
【９月開催の青年部特別交流会】
平成25年９月28日（土）14時00分より、マ
イドームおおさか7階大阪府中小企業診断協
会にて、青年部9月例会が開催されました。
今回のテーマは「偏愛マップを用いたコ
ミュニケーション。」前半では、自らが好き
でたまらないものを１枚の紙に書き出してい
く「偏愛マップ」を作成。後半では２人１組
となってお互いの偏愛マップを見せながら質
問を行い、「初対面なのに会話が盛り上がる」
「短時間で相手のことを深く知れる」等の利
点を実感しました。マップの作成に時間が必
要で、研修等のアイスブレイクとしてはやや
使いづらいですが、チームメンバーの関係性
構築の第一歩として、非常に効果的なコミュ
ニケーションツールです。簡単ですので、是
非支援先や職場のチームビルディングに活用
されてみてはいかがでしょうか？

偏愛マップを用いてコミュニケーション中
【11月開催の青年部例会】
平成25年11月16日（土）
、青年部11月例会
が開催されました。今回は「大阪の“てっぺ
ん”能勢の資源を知り尽くす」というテーマ
のもと、
「能勢町の産業・観光施設視察」を
行いました。能勢町商工会様にご協力頂き、
「おおさか地域創造ファンド事業」の採択を
された事業所を巡り、各事業所の代表者の方
から直接お話をお伺いさせて頂きました。
①樹齢1000年の野間の大けやき（国の天然
記念物）
、
②（株）古嶋商店様、③能勢酒造（株）
様、④Dear N’s Kitchen様、⑤（株）谷尾様、
⑥（有）能勢観光物産センター「くりの郷」様、
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を訪問させて頂き、能勢町の地域資源や自社
の強みを活かした各事業所の積極的な取り組
みを学ぶことができ、大変有意義な時間を過
ごすことができました。

能勢町観光物産センター前で集合写真
青年部は一緒に活動して頂けるメンバーを
随時募集しています。オブザーバー参加も可
能です。青年診断士の方、ネットワークを構
築する場、知識・経験を高める場として是非
青年部をご活用ください。
（文責：青年部 四十万谷（しじまや））
【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

今後のスケジュール

2014年１月例会
日時：１月13日（土）午前中（詳細調整中）
場所：総合生涯学習センター
（大阪駅前第２ビル）
内容：「プロコンに聞く！経営者が求める中小
企業支援の在り方」
（予定）
※例会は２カ月に１回（奇数月）行っていま
す。
（次回は３月15日（土）の開催予定です。）
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知的資産経営研究会

１．知的資産、知的資産経営とは

め、多くの会員が中小企業の現場で知的資産
経営の支援に取り組んでいます。

企業にはそれぞれの強みがあり、それらを
繋ぎ合わせて経営が成り立っています。しか

企業の知的資産を発掘し、「知的資産経営

し、ほとんどの企業では、自らの特有の強み

報告書」や、そのサマリー版である「事業価

をはっきり認識できておらず、それゆえ、強

値を高める経営レポート」にまとめる支援を

みが効果的に経営に活かされていません。な

しています。また、セミナーや研修会にも力

ぜそうなってしまうのでしょう。それは多く

を入れています。

の強みが、財務諸表などの目に見える数字に

これまで、知的資産経営支援件数は200社

表されるものではなく、目に見えない資産、

を超え、セミナーや研修も約150回実施して

すなわち「知的資産」の中に数多く埋没して

います。昨年は10月に「公開研究会」、11月

いるからです。

に「 知 的 資 産 経 営WEEK2013」 を 主 宰 し、

「知的資産」には技術やノウハウ、組織力、

各々 100名近い方々にご参加いただきました。

ネットワークなど数多くあります。これらが

毎月開催している定例会では、会員が現場

企業競争力の源泉となります。「知的資産経

で支援した事例を中心に、活発な質疑応答が

営」では、
このような見え難い資産である「知

繰り返されています。議論を通じて会員の知

的資産」を掘り起し、見つけ出した強みをう

識、スキルの向上を目指しています。

まく組み合わせ、企業価値を高めて、新たな
顧客提供価値を生みだしていきます。キー

４．最後に

ワードは「違いを見つけて、繋ぐ」です。
知的資産経営研究会では新たなメンバーの
２．研究会の概要

加入をお待ちしています。是非、定例会の見
学にいらしてください。

名

称：知的資産経営研究会

発

足：2007年１月

会員数：52名（2013年９月現在）
目

的：知的資産経営に関する動向や事例
を研究し、実際の経営現場での支
援に役立て、中小企業の経営改善
に貢献する。

活

動：定例会は原則毎月第３火曜日、午
後６時半より開催。その他適宜ス
ポット的な活動があります。

３．活動内容
当研究会の会員の半数以上は独立した経営
コンサルタントです。企業内診断士の方も含
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知的資産経営研究会
代表：森下 勉
E-Mail：info@chitekishisan.jp
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中小企業診断士技術向上研究会

１．研究会の概要

今までの発表テーマとしては年間テーマで

名 称：中小企業診断士技術向上研究会

はトヨタ生産方式、事業承継、見える化など、

発 足：平成９年４月

自由テーマでは内部統制、事業再生、CSR、

会員数：10名（平成25年５月末現在）

知的資産経営、国際会計基準、インターネッ
ト広告、社員教育、ポーター賞、グローバル

２．研究会の目的

人材育成など。

研究テーマは ｢中小企業に対して役立つ経
営コンサル技術の向上を図る｣ ことです。
企業経営の指導に当たって、診断士一人だ

（２）開催
例会は毎月第四木曜日18時30分から20時30

けの経験や知識の範囲は狭く浅いものです。

分まで。会場はマイドーム大阪内大阪府中小

また、経済情勢の変化や経営管理の考え方・

企業診断協会会議室です。

手法の進化に対応する必要性があります。
こういった課題に対して、一人だけではで
きない専門性の深化と拡大を目指しています。
そのため幅広い分野を研究の対象としていま

４．メンバー
発足時からの経験豊かな会員の他、最近入
会の会員も数名活動中です。
診断士としての能力向上に役立つ研究会と

す。

して、新しい会員の入会を歓迎します。
３．研究活動
（１）概要
会員全員が研究発表を通じて積極的に中小

＜連絡先＞
代

表：村上

謙治

企業経営の課題について取り組み、研究成果

メール：kmurakami@ybb.ne.jp

を発表する形で運営しています。研究テーマ

電

話：090-3847-2036

については現時点で診断士、経営コンサルタ
ントとして知っておくべきことや診断・コン
サル事例をもとにコンサルタントとしてどの
ように対応したかなどの経験などを中心にし
ています。
研究テーマは年間テーマと自由テーマで
半々としています。
・年間テーマ
特定のテーマのグループ研究を行い、成
果物（論文など）を生成する。
・自由テーマ
各人が自由に経営管理手法や診断・指導
手法に関する内容などを発表する。
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１．住環境にまつわる研究を実施

士

住環境研究会
４．和気あいあいとした雰囲気

当研究会は、建設・不動産業界に関する研

ここまで書くと、堅そうな研究会のように

究会として発足しましたが、その後研究範囲

思われるかも知れませんが、実際の例会発表

を広げ、現在では広く住環境に関するテーマ

は、個性豊かなメンバーのおかげで、ざっく

について研究しております。

ばらんに進行し、和気あいあいとした雰囲気

メンバーは、12 人の小所帯ですが、建設業、

です。

不動産業、住宅関連産業の関連業界出身の診

また、有志で集まる２次会では、裏話や本

断士と、それ以外の方の割合は、ほぼ半分ず

音トークも聞くことができ、それも大きな魅

つです。

力となっています。さらに、夏の懇親会と冬
の忘年会の年２回の公式懇親会では、いつも

２．例会での活動内容
活動の中心は、毎月１回開催される例会と
なります。そこでは、毎年統一研究テーマを

より少し高級な食事をしながら、各自の近況
報告や最近のニュースの話題で盛り上がって
います。

決めて、メンバーで関連資料を持ち寄って勉
強会を開催しています。
過去の研究テーマは次の通りです。

５メンバーを随時募集中
当研究会では、随時メンバーを募集してい

・2010 年「高齢者専用賃貸住宅」

ます。業界経験・知識は問いません。また、

・2011 年「防災・省エネに関する新技術」

昔に登録された方、最近登録された方、どち

・2012 年「生活支援サービス」

らも大歓迎です。

・2013 年「木材活用」
今年度のテーマについては、３月から本格

ご興味を持たれた方は、下記までご連絡下
さい。

的に勉強会を開催し、
・日本の林業・関連産業の現状分析

＜お問い合わせ先＞

・木造住宅メーカの戦略

住環境研究会代表：荒牧

・木材の種類と特徴

TEL/FAX：06-4794-0301

・木材を使った内装材

E-mail：office@aramaki.com

裕一

・海外（オーストリア）事例研究
というように、様々な角度から木材活用に
関する研究を進めています。これらは、関連
業界のコンサルティングをする際の基礎知識
として有用なものだと思っています。
３．成果の発表と支部表彰
研究成果については、文書にまとめて、
「登
録研究会研究論文・活動成果表彰」に、毎年
欠かさず応募しています。
これまで、2006 年に優秀賞を受賞した他、
努力賞７回を受賞しています。これらの表彰
がメンバー一同の励みになっている面もあり
ます。
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１．これまでの研究会の活動
当研究会では調査研究が主な活動になりま
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士

農業経営研究会
につなげていくことを念頭において報告書を
執筆しています。

す。この３年間で、
「都市近郊野菜」
「羽曳野
産ぶどう」
「大阪地卵」をテーマに取り組んで
きました。調査研究は概ね以下の流れに沿っ
て、進めています。
①行政など関係機関との協力関係の構築
②地域の農業者の課題の明確化（プレヒアリ
ング）
③調査企画立案（課題の想定、提案フレーム

鶏卵品評会後の情報交換会で報告
（2013 年 11 月）

の検討）
④調査活動の推進
・農業者へのヒアリング

２．近年の活動内容
現在取り組んでいるテーマは大阪の地卵で

・先進事例の収集

す。府内の地卵農家は20軒近くまで減少しま

・先進農業者への視察・ヒアリング

したが、新鮮でおいしい卵を府民に提供して

・商業者や加工業者のヒアリング

います。現在、農業者へのヒアリング（9軒）

⑤報告書執筆・印刷

が終わり、報告書の作成に鋭意取り組んでい

⑥調査成果の報告会開催

る状況です。

府下では農業支援に取り組むコンサル会社

来年からはある地域の農業者の方と勉強会

は数少ないと考えます。川下の商業者等との

を開催することになりました。「農業者から

パイプがあることが診断士の強みであり、当

経営者への意識転換」を目指し、計画や戦略

研究会の調査研究は独自性のあるユニークな

などの重要性について、一緒に考えていきま

活動であると自負しています。

す。また、農業者といっても他の農産物の業

調査研究で重視することは農業者へのヒア

界については知らないことが多いので、これ

リングです。農業者は大変ご多忙ですが、現

まで研究会の活動で得た事例や知見を紹介し

地でお話を伺うことができるのは大変貴重な

ていく予定です。

経験と考えています。
３．運営面での工夫
農業の扱う分野は大変に幅広く日々学習が
必要になります。このため、定例研究会では
ミニ学習会を適宜開催しています。メンバー
が得意とするテーマについて30分程度レク
ぶどうの先進農家の視察（岡山県）

チャーしてもらうなど学習の機会を設けてい
ます。

調査研究ということで、最初（「都市近郊

研究会に期待される役割は今後ますます大

野菜」
）の報告書はやや難しく専門的な記述

きくなると考えます。そのため、ワーキング

が多かったと感じます。最近の調査では、農

グループをつくりメンバーの知恵を結集する

業者の方に読んで頂き経営のヒントを得てい

ことで、機動的な組織運営を心掛けています。

ただくこと、調査研究終了後も継続した支援

（文責
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士会のページ
新任理事奮闘記
事業推進部

加藤

秀勲

３．公募・組合事業の活動
本段落では、何をしているのか？よりイ
メージできるように、原稿作成の依頼のあっ
た平成25年10月度における１ヶ月間の理事と
しての活動内容を下記に記載致します。

１．はじめに
（※書ききれないので担当事業分のみ記載）
平成25年度より、大阪中小企業診断士会（以
①事業推進部会議（10月上旬）
下、士会）の理事となった加藤です。今回、 担当委員からの現状報告や情報共有、検討事
『新任理事奮闘記』とタイトル指定で、会報
項の協議などを行った。
原稿の執筆依頼がありました。
②公募採択案件の実施者と打合せ（10月上旬）
奮闘って何に対して力を奮って戦っている
公募案件に対する課題（事務局体制整備など）
のだろう？と自分では疑問ですが、折角の機
について改善内容を検討した。
会なので、士会理事の活動を広く協会会員の
③士会理事会（10月中旬）
皆様にも知ってもらえる機会にしようと思い、 士会の各事業について、各理事からの状況報
筆をとりました。
告や検討議題について協議した。
④組合事業担当者との打合せ（10月中旬）
２．理事の活動
組合事業の現況や次年以降計画方針の確認・
多くの方が疑問に思われることの一つに、
意見交換をするため、咲洲にある大阪府に訪
そもそも理事の活動として、どんなことをし
問し、事業担当者との打合せを実施した。
ているのか？というのがあります。
⑤組合事業新規登録者募集説明会（10月下旬）
実は、理事として士会から報酬を頂いてい
新規案件の開拓を行うため、大阪府組合支援
る訳ではなく、対価としての業務はありませ
事業の新規専門家登録説明会を実施した。
ん。しかし、福田理事長はじめ各理事が、士
⑥公募申請チームの情報交換会（10月下旬）
会が『経営コンサルティングの専門機関』と
公募活動に係る尊守事項及び注意事項の確認
なるために、必要な内容を多くの会議で議論
や意見交換のため、士会公募申請チームとの
し、積極的に様々な取り組みを行っています。 情報交換会を実施した。
では、具体的にどういった内容のことをし
ているのかと言うと、士会の組織には、総務
ここに、事前準備や資料作成、打合せ、関
サポート部と事業推進部の２つの部門があり、 係者調整なども入り、担当事業以外の活動や
その中で各理事の担当を決めて、各々の課題
協会の活動もあるので、改めて結構な活動を
をクリアすべく活動しています。
しているなあと感じます。そういった意味で
例えば総務サポート部では、士会会員の活
は奮闘していると言えなくはないかも…。
動をスムーズに支援できるようなホームペー
ただ、活動するのが目的でなく、その結果
ジの作成や規約の制定を行っていますし、事
何が変わるのか？どういった成果につながる
業推進部では、士会会員の方がビジネス機会
のか？が重要で、その観点で見ると充分な活
を創出できるようなインフラ整備や商品開発
動がやり切れていないように感じています。
グループへの支援を行っています。
また、他にも企業再生事業といった具合に
４．終わりに
士会で受注対応している個別テーマについて、
正直、孤軍奮闘に意味はなく、会員の皆様
理事が担当しているケースもあります。私が
に協力してもらえてこそだと思うので、そう
担当しているのは、公募・組合事業であり、
なるようにより一層頑張って行きたいと考え
①公募案件事業に関する運営②大阪府と提携
ています。私自身は、士会をビジネスの機会
している組合支援事業の２つが大きな活動内
を創出できるような場にしたいと考えていま
容となっています。
すので、是非、一緒に実現していきましょう。
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士会のページ
新任理事奮闘記
総務サポート部

石橋

研一

るかといえば、答えは簡単で、各理事が本当
に真剣だからです。それぞれの理事が、それ
ぞれの立場で、士会にとっての最善の方向性
を真剣に考えているからこそ、時には意見が
割れることもあるのだと思います。

平成25年度の定期総会で理事に選任いただ

通常の株式会社であれば、社長以下取締役

きました石橋研一と申します。総務サポート

の間で意見が割れることはほとんどないと思

部に所属し、士会の運営が円滑に行われるよ

います。私が社外取締役を務めている結構な

う、微力ながらお手伝いさせていただいてお

規模のクライアントでも、取締役会は業績報

ります。

告と意見交換といったレベルのものです。報

この度のテーマが「新任理事奮闘記」とい

告事項と決議事項が明確に分かれている訳で

うことで、私からは理事会運営についてお話

はなく、決議事項といっても、社長からの「こ

しさせていただきます。

れでいこうと思うが皆の意見は？」に対して、

理事会は毎月１回開催され、毎回、身の引

他の取締役が「異議なし」みたいな感じであ

き締まる思いで参加しております。今年、初

り、法的な意味合いでの意思決定機関とは言

めて理事会に参加してみての感想は、「とて

えません。

も厳格に運営されているんだ…」というもの

それに対して、士会の理事会は、報告事項

です。
当たり前といえば当たり前なのですが、

と決議事項が明確に区分されており、決議事

私にとっては非常に新鮮な感覚でした。

項においては各理事が責任をもって議決権を

士会の理事会の議事は、大別すると報告事
項と決議事項があります。報告事項は、各理
事が、
それぞれ担当分野について報告を行い、
それに対して皆で意見交換を行います。

行使しており、まさに意思決定機関そのもの
です。
士会の運営に参画させていただく前は、士
会の運営はどのようなプロセスで決まってい

そして、より緊張感が増すのは決議事項で

るのだろう？と漠然と思っていたものでし

す。決議事項についての審議は、熱のこもっ

た。しかし、今ははっきりと言えます。それ

た議論を経て、最終的には出席理事の過半数

は理事会で決まっているのです！

の賛成をもって可決されます。私も新米理事

でも、よくよく考えてみると、各理事がそ

の立場ながら、１票の議決権を有しており、

れだけ真剣に理事会運営に携わっているのは

理事長も私も同じ１票の議決権なのですか

当然といえば当然です。なにせ、約160人の

ら、議決権を行使する際の緊張感はものすご

会員を代表して、理事会を運営している訳で

いものがあります。

すから、予定調和の理事会運営などできるは

しかも、決議事項についての審議が、結論

ずがないのです。

ありきの予定調和で進んでいる訳ではないの

最後に皆さんに少しだけ言わせてくださ

です。この数ヶ月間だけでも、票が割れた決

い。士会の理事は皆、個人でもバリバリに忙

議事項が数件ありました。その中でも、ある

しい方々が、士会のより良い運営のため、無

事業に参画するか否かの決議は、わずか１票

報酬で、上記のように真剣に取り組んでいま

差で可決されました。それはもう、緊迫の瞬

す。そのような状況も考慮していただき、士

間でした。その１票を私のような新米理事が

会の発展のため、皆で力を合わせていきま

握っている訳ですから、責任は重大です。

しょう！

なぜ、このように票が割れる決議事項があ
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新入会員の紹介
青木

菊池

梨花
抱

負

光倫
抱

平成25年9月に登

負

平成 25 年 10 月に

録致しました。宝塚商工

登録しました。食品メー

会議所に勤務しておりま

カーで菓子食品の商品開

す。20代・１児の母とい

発に従事している企業内

う事もあり、気軽に話せ

診断士です。

る診断士を目指したいと思います。将来は西

診断士としては「元気な日本！」を旗印に、

アフリカで活動できればと考えています。何

創業支援や地域活性化に貢献していきたいと

卒宜しくお願い申し上げます。

考えています。外国人観光客ターゲットのビ

趣味

ジネスを模索中です。

西アフリカ向け Facebook ページ

趣味・特技

少年ラグビースクールのコーチ、

英語、読書
明石

学
抱

負

前職では上場企業

橘

雅清
抱

の組織再編や業務改善に

負

システムの開発／

携わってきましたが、今

運用、サーバの構築／保

後は中小企業診断士とし

守 な ど、IT業 界 歴 が 長

て、また、一人の中小企

い た め、 経 営 者・ITベ

業経営者として、中小企業の抱える問題を身

ンダ双方の立場 を 理 解

近に感じ、諸先輩方との切磋琢磨を通じてそ

できるのが強みです。
（IT

の問題解決・中小企業の発展に貢献したいと

コーディネータ登録準備中）ITに限らず、人・

思います。

資金・業績など、幅広く経営者のお力になり

趣味・特技

バスケット、ゴルフ、映画鑑賞

たいと考えています。
趣味・特技

大矢

直人

千原
抱

負

スキー、ドライブ

將成（ちはら

転職を機に東京か

抱

まさしげ）
負

2013年10月に登録

ら大阪へ移りました。

した千原と申します。現

前職に続いてコンサルティ

在 は 外 資 系IT企 業 で 営

ング業界で働きますが、大

業として勤務しておりま

阪の中小企業の社長様は東

す。 外 資 系・IT系・ 営

京よりも個性的な方が多いと伺っております

業職と絞りこめば、診断士の中でも珍しい存

ので、皆様と情報交換を積極的にさせていた

在かもしれません。今後は自身の特長をしっ

だき、頑張りたいと思います！

かり打ち出し、いい意味で目立つ診断士を目

趣味・特技

指します。

サイクリング

趣味・特技
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新入会員の紹介
中川

雅之

藤尾
抱

負

竜馬
抱

10 月 入 会 さ せ い

負

明けましておめで

ただきました中川と申し

とうございます。昨年度

ます。職業技術専門校の

診断士登録を行い、当協

校長の経験を踏まえ、受

会に入会致しました。ま

け皿となる中小企業には

だまだ20代の若僧ではあ

何としても元気になってもらわねばならない

りますが、今後は様々な研究会等に参加させ

と考え、中小企業支援に邁進することにいた

て頂き、日々精進していく所存です。お邪魔

しました。今後ともよろしくお願いいたしま

させて頂いた際には、何卒宜しくお願い致し

す。

ます。
趣味・特技

西嶋

覚えたてのゴルフ

衛司
抱

負

住宅関連業界を中

松井

重雄

心に、長年の実務経験を

抱

負

転勤先の東京から

活かして、営業と人財育

戻って参りました。企業

成の支援を行っていま

内の活動だけではなく幅

す。また管理職研修や営

広い活動ができる様、視

業研修の講師経験も豊富です。わかりやすく

野を広げて参りたいと思

即役立つことをモットーに、中小企業の皆様

います。大阪支部の活動に参加したり自己啓

方のお役に立ちたいと考えています。

発をしてスキルアップを図ります。皆様と交
流を深めていきたいと思いますのでよろしく
お願い致します。

林

升田

覚
抱

負

博之
抱

商社での20年の経

負

私は、信用金庫で

験を活かして中小企業の

法人融資渉外業務に５年

国際化や海外への成長戦

従事、現在は製造会社の

略を微力ですが後押しを

経理業務に就き、10余年

していきたいと考えてい

になります。財務諸表を

ます。ご指導よろしくお願いします。

読む側と作る側の両方の経験を自分の強みに

趣味・特技

繋げたいと考えております。企業を成長軌道

英語、野球、ゴルフ

に乗せる未来の財務諸表を描ける診断士に成
長したいです。
趣味・特技

フットサル、ランニング、スノー

ボード
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新入会員の紹介
三辻

一浩

吉村
抱

負

保範
抱

平成25年10月に登

負

経済団体で、資金

録・入会しました三辻一

調達や販路拡大など経営

浩（みつじかずひろ）と

相談業務を担当していま

申します。現在はユーザ

す。また、モノづくり企

系IT企業に勤務していま

業向けの展示交流会の開

す。診断士として活動を通じて研鑽を積み、

催や、将来性のある有望市場への参入支援、

少しでも社会のお役に立てることができれば

産業連携も微力ながら取り組んでいます。皆

と考えています。よろしくお願いいたします。

様との交流により研鑽に努め、専門性を磨い

趣味・特技

ていきたいです。

読書、美術館巡り

趣味・特技

広島東洋カープ応援

図書のご寄贈
この度、釣島 平三郎 先生より次の図書を
ご寄贈いただきましたので、ご利用ください。
書

名 『アメリカ人は理解できない「ご縁

著

者

という日本の最強ビジネス法則」』
発行所

釣島 平三郎
株式会社

講談社
会員の消息
他府県協会への移籍
早馬

重富

岡山県

宮本

昇

東京都

川戸

聡敬

石川県

山崎

敏

東京都

大橋

英子

山梨県

松﨑

秀宣

熊本県

星野

剛

岩手県

松木

和成

東京都

畠中

裕也

愛知県

他府県協会より移籍
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お 知 ら せ
士会の主な行事

大阪府協会の主な行事
（平成25年10月～ 12月）

（平成25年10月～ 12月）

10月
１日 正副会議・理事会
３日 会員委員会
７日 理事・委員選定方法PT
８日 海外研修PT
９日 総務委員会
10日・15日・16日
診断士交流会
11日 秋の懇親会・業種別交流会
15日 研修事業委員会
19日 プロコン道場
20日 中小企業診断士２次（筆記）試験
22日 広報委員会・スキルアップ研修
28日 広報委員会・協会パンフレット作成
PT

10月
７日 事業推進部会
10日 総務サポート部HP改善運用担当会
議
11日 事業推進部プロモーションチーム
12日 人材マッチング部会・理事会
17日 海外シンポジウムPT・総務サポー
ト部会
21日 国際シンポジウム打合せ
事業推進部公募組合チーム説明会
事業推進部公募組合チーム打合せ
22日 事業推進部商品開発チーム
28日 事業推進部再生担当・事業再生専門
家養成講座PT
30日 人材マッチング部会

11月
５日 合同正副会議・合同理事会
６日・８日
業種別交流会
７日 総務委員会・理事・委員選出方法
PT・協会パンフレット作成PT
12日 研修・事業委員会
14日 会員委員会
14日・19日・20日
診断士交流会
20日 スキルアップ研修
21日 広報委員会
22日 協会パンフレット作成PT
27日 研修委員会
30日 青年部分科会

11月
２日
４日
５日
６日
13日
17日

12月
４日 青年部例会
６日 監事会・会員委員会・広報委員会（会
報編集部会）
10日 正副会議・理事会・研修事業委員会
11日・13日
業種別交流会
12日 合同交流会
15日 中小企業診断士第２次（口述）試験
16日 研修委員会・総務委員会
19日 研修事業委員会・理事・委員選出方
法PT
20日 広報委員会（会報編集部会）・スキ
ルアップ研修
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18日
24日
25日
26日
12月
１日
５日
６日
10日
11日
17日
20日
26日

事業推進部商品開発チーム
事業再生専門家養成講座PT
合同理事会
業務提携説明会
事業推進部プロモーションチーム
事業再生専門家養成講座PT・事業
推進部再生担当
事業推進部会
事業再生専門家養成講座PT
事業推進部公募組合チーム打合せ
総務サポート部会
人材マッチング部会
事業再生専門家養成講座PT
理事会
監事会
事業推進部商品開発チーム
事業推進部プロモーションチーム
事業推進部再生担当
士会交流会
総務サポート部会

13/12/24 16:13

（ 40 ）

診

断

士

スキルアップ研修
日

時

平成26年１月22日（水）
18時30分～ 20時30分
会 場 マイドームおおさか７階
大阪府協会事務室内フリースペース
テーマ 『消費税法の改正と中小企業の
対応について』
講 師 武田 晃一 氏（大阪府協会会員）
消費税法の改正により、消費税率は平
成26年４月に８％、平成27年10月に10％
と２段階で引き上げられることになりま
した。消費税率変更に伴い、商品価格表
示やシステム変更等、コスト面・事務面
で大きな負担が強いられるため早期の対
応が求められます。セミナーでは、改正
の概要から税率引上げに伴い必要と考え
られる様々な課題と実務対応について、
経過措置や消費税転嫁対策特別措置法を
もとに、経過措置の指定日後から税率改
正の施行日までに留意すべき項目、施行
日をまたいで留意すべき項目、施行日後
に留意すべき項目に分け、各段階におけ
る問題と取るべき対応策について解説い
たします。

日

時

平成26年２月17日（月）
18時30分～ 20時30分
会 場 マイドームおおさか７階
大阪府協会事務室内フリースペース
テーマ 『中小企業の海外進出の秘訣
～グローバル化時代の
日本企業の生き残り～』
講 師 釣島 平三郎 氏（大阪府協会会員）
アベノミックスで少し景気は上向いた
とはいえ、中小企業にはまだその効果が
及んでいない。今後中小企業といっても
海外進出など経営のグローバル化を推進
しない限り生き残れなくなってきた。
現在世界を席捲しているグローバルス
タンダード経営の本質を浮き彫りにし、
我々診断士として、中小企業を支援する
にはどのような新しい観点で指導すべき
かを一緒に学習してみたい。
特に異文化理解や海外進出の秘訣など
に重点をおきたい。

スキルアップ研修会・講演会への
参加希望の方は

レジュメ等の準備の都合上、開催日１週間前
までに事務局へ
TEL（06-4792-8992）・FAX（06-4792-8993）
E-mail（info@shindanshi-osaka.com）
でお申し込みください。

編集後記

～広報委員会から～

あけましておめでとうございます。

その意味で、製品・サービスの作り手とお客様を

今年の干支は、「午年（うま）」。古代中国の自

つなぐ「営業」の役割の重要性はますます大きく

然哲学思想である五行説では、
「午」は火行に属し、

なってきていると言えるのではないでしょうか。

全てを燃やす躍動の気と言われています。ぜひこ

今回の特集が皆様の新たな価値発見の気づきにつ

の勢いにあやかり、大きな飛躍の年にしたいもの

ながれば幸いです。

です。
新年を迎えた今号の特集では、営業系診断士の

広報委員会では、今後とも、会員の皆様のお役
に立つ情報発信に、積極的に努めてまいります。

方々にご登場願いました。多くの情報が氾濫する

本年も変わらぬご愛読・ご協力のほど、よろしく

現代において、独自の強みや価値を正しくお客様

お願いいたします。

に伝えることは、大きな競争優位につながります。
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