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新年あけましておめでとうございます。
私はこれまで、「成長と安全・安心のよき循環」により、府民の

皆様が生活のなかで豊かさを実感できる大阪の実現に取組んで
きました。その結果、来阪外国人旅行者数は大幅に増加し、雇
用状況も改善するなど、大阪経済はゆるやかな回復傾向を示し
ています。

今年は、これまで積み上げてきた成果を土台に、府民の皆様
や市町村、経済界とともに、さらなる成長の芽を大きく育てていく
一年としたいと考えています。

自らの有するポテンシャルを見定め、さらに磨きをかけていくこと
で、「副首都・大阪」をめざし、東西二極の一極として日本の成長
をけん引し、誰もが安全・安心に暮らせるまちにしていきます。

これを支える制度面の取組みが、新たな大都市制度の実現
です。住民の皆様のご意見を踏まえ、議会と丁寧に議論を重ね、
今年秋に住民投票を実施したいと考えています。

成長の大きなインパクトとなる2025年の国際博覧会のテーマは
「いのち輝く未来社会のデザイン」です。子どもからお年寄りまで、
だれもが生き生きと暮らせる健康で豊かな社会。そのような社会
を大阪・関西から実現し、世界に広めていく。それが、私たちが
めざす2025年の万博の姿です。

世界から様 な々「知」を集め、発信することにより、府民はもちろ
ん、世界の人 を々笑顔にしたいと考えています。

今年秋には、いよいよ開催地が決定されます。フランス、ロシア、
アゼルバイジャン。いずれも強敵ですが、皆様と心を一つに、オー
ルジャパンで誘致を勝ち取りたいと思います。応援よろしくお願い
します。

あわせて、好調なインバウンドをさらに加速するのが、統合型リ
ゾート（ＩＲ）です。今後、ＩＲ実施法案の成立を見据え、他の自治
体に先駆け、大阪の目指すＩＲの姿を示します。ギャンブル等依存
症などの懸念事項への対策も、着実に実行していきます。

こうした取組みを通じ、エンターテイメントやMICE機能を備え、
ビジネス客からファミリー層まで安心して楽しめる、「世界最高水準
の成長型ＩＲ」を核とした国際観光拠点を、大阪・夢洲で実現させ
たいと考えています。

成長の基盤となる都市インフラの充実にも力を注ぎます。
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」の整備を進めるとともに、関空アクセスを強化するため、
長年懸案だった「なにわ筋線」をはじめ、リニア新幹線や北陸新幹
線など、広域鉄道ネットワークの整備も着実に進めます。

万博の掲げる「いのち輝く未来、だれもが活躍できる社会」をめ
ざし、大阪・関西の強みであるライフサイエンス関連産業・研究
機関の集積を生かしたイノベーションの創出に取組むとともに、健
康寿命の延伸や子育て環境の整備、多様な人材育成を進めます。

今年の春には、重粒子線がん治療施設が開設します。近接す
る大阪国際がんセンターと連携し、豊かな暮らしの基礎となる質
の高い医療を提供します。

また、市町村と連携しながら保育所等の待機児童の解消や、
子どもの貧困対策など、子育て環境の整備に全力で取り組みます。

次の時代の大阪を担う子どもたちの教育については、学力・体
力の向上や、英語教育の充実、課題を抱えた児童・生徒の支援
など、さらなる教育力の向上に努めます。

一人ひとりが活躍できる社会の基盤となるのが、災害対策です。
自然災害から府民の皆様の暮らしを守るため、「人命を守る」

ことを最優先に、南海トラフ巨大地震への備えや豪雨対策など、
様々な危機事象に確実・迅速に対応できるよう、着実に対策を
進めます。

今年も府庁が一丸となり、府民の皆様のための施策を力強く推
進していきます。一層のご理解、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。

大阪府知事

松井 一郎
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あけましておめでとうございます。

皆様方におかれましては、健やかに新年をお迎えのことと、

心からお喜び申しあげます。

さて、昨年末に市長任期４年の折り返し地点を通過いたし

ました。大きな「挑戦の年」になる就任３年目も、豊かな大阪

を実現する「市民サービスの拡充」と「大阪の改革と成長」を基

軸に、これまでの政策推進や市政改革での取組みをさらに発

展させ、着実に市政を前へ進めてまいります。

これまで、大阪が将来も活気があり続けるために、現役世

代への重点投資が必要であるという考えのもと、「子どもの教

育・医療　無償都市大阪」を掲げ、４歳児・５歳児への幼児

教育の無償化、18歳までの医療費無償化を実現してきました。

本市が先駆けて実施してきた幼児教育の無償化は国におい

て実現される見通しがついたところです。今年は待機児童対

策と幼児教育の質の向上に力を入れて取り組みたいと考えて

います。

待機児童解消に向けては、この２年間で6,000人分の保育

所等の入所枠を拡大してきました。今後も安心して子育てが

でき、働くことができるよう、待機児童を含む保育を必要と

するすべての児童の入所枠確保について、全市一丸となり、

あらゆる手法を検討し取り組んでまいります。

また、真に支援が必要な方にしっかりとサービスが届くよ

う、特別養護老人ホームの入所待機者解消や認知症高齢者の

方への支援等、福祉の向上に取り組んでまいります。
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併せて、若者、子育て世代、女性、高齢者、障がいを持つ

方など、すべての人が能力を発揮できる環境の整備を進めて

まいります。

大阪の成長という観点では、大阪という都市が、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

し、副首都にふさわしい都市となるよう、成長戦略を進めて

まいります。

なかでも、IRや2025日本万国博覧会の誘致など、国際観

光拠点の形成に向けて夢洲のまちづくりを推進していくとと

もに、うめきた２期区域のまちづくり、淀川左岸線延伸部や

なにわ筋線の整備なども引き続き進めてまいります。

本年11月には万博の開催地が決定します。万博誘致の実現

には、海外プロモーションとともに国内の更なる機運の醸成

が必要です。皆様のより一層のご支援・ご協力をお願いいた

します。

大阪が副首都としてさらなる成長を遂げ、豊かな住民生活

を実現していくためには、新たな大都市制度が欠かせません。

市民の皆様からのご意見や議会の議論などを踏まえ、総合区

及び特別区の両方の制度案について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おります。

これからも、皆様との対話を重視し、市政運営に全力で

取り組んでまいりますので、ご理解・ご協力を賜りますよう、

よろしくお願いいたします。

大阪市長

吉村 洋文
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平成３０年の新春を迎え、謹んで新年のお慶びを申し上げます。
昨年の日本経済は総じて景気回復が続き、中小企業の業況も

改善傾向にあります。
先月閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」などを着実に

推進することにより、この改善の動きを関西全域に幅広く行き渡ら
せ、関西の潜在成長率を高めていくことが重要です。

ここ関西には、化学や鉄鋼などの基礎素材や、電子・電機分
野の基盤的な部素材を扱う企業が多く、これらに関連するベン
チャーから大手企業までフルセットの産業構造が存在しています。
さらに、企業を継続して支援する大学や研究機関も数多く立地し
ています。

この強みを活かすため、各有望分野で、意欲ある若者や地域
を牽引する中小企業、企業支援に積極的な金融機関を取り込ん
だ、産学官金のネットワーク作りや事業環境の整備に取り組んで
いきます。

関西では、２０２５年の国際博覧会の誘致活動が、今秋の開催
地決定に向けて活発化しています。万博の開催は世界から注目を
浴びる絶好の機会となり、関西のイノベーション創造の起爆剤とし
て大きな効果が期待できます。

当局においても、経済界や地元自治体とともに万博誘致に全力
で取り組んでまいりますが、誘致を成功させるためには地元関西
の機運醸成が何よりも重要になります。皆様におかれましても、御
支援、御協力のほどよろしくお願いいたします。

こうした現状を踏まえて、当局といたしましては、以下の３つの
重点分野に取り組む所存です。

一つ目は、関西の特長を活かしたビジネス環境の創生です。
現在、ＩｏＴ・ロボット・ＡＩ・ビッグデータなどの技術革新を

背景とした第４次産業革命による、新たな繋がり（Connected 
Industries）から、個々のニーズを解決する「Society 5.0」を志向
した様 な々ビジネスモデルが生まれつつあります。

当局では、中小企業のＩｏＴ・ロボット導入に向けた支援や、再
生医療産業・医療機器市場の活性化の促進、航空機・セルロー
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スナノファイバーといった次世代製造業の創出プロジェクトなどに取
り組み、関西にポテンシャルのある産業や、多くの研究機関など
との交流を演出し、Connected Industries時代に向けたイノベー
ション創出を支援してまいります。

二つ目は、持続可能な世界を目指した技術と感性での世界へ
の貢献です。

2015年に国連において採択された「持続可能な開発目標
（SDGs）」は、関西にとっても国際貢献とビジネスチャンスの拡大
につながる重要な目標です。当局では、「SDGsプラットフォーム」
を立ち上げ、ビジネスネットワークの構築を進めるなど、積極的に
SDGsの実現に取り組んでまいります。

また、関西発の技術によるイノベーションの加速、関西固有の
感性によるクリエイティブ産業の新たな市場創出、環境・省エネ
分野をはじめとする中堅・中小企業の海外展開支援、スマートエ
ネルギーを活用した革新的なエネルギービジネスの創出にも取り組
んでまいります。

三つ目は、地域未来投資の促進と中小企業の事業環境整備
です。

地域未来投資促進法の成立を契機に、地域の特性を活かした
成長性の高い分野に取り組む動きが活発化しています。関西経
済の好循環の実現に向けて、地域未来投資の促進により、中核
企業を集中的に支援してまいります。

また、中小企業の課題解決に向けて、事業承継支援や人材不
足対策による事業環境の整備に取り組んでまいります。

さらに、局職員が「がんばる企業応援隊」として、年間1,000社
を訪問するなど、中堅・中小企業の実態把握と地域中核企業支
援のさらなる強化に努めます。

本年はこれらの取組に全力をあげ、関西経済のさらなる活性化
を目指していきます。

結びに、経済産業行政への御理解と御協力をお願いするととも
に、皆様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。

近畿経済産業局長

森 清
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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および大阪中小企業

診断士会の皆さま方に心からお喜びを申し上げます。

会員の皆さま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。

中小企業診断協会本部では、一昨年、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に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、

この前後1週間程度の期間に中小企業診断士のPR活動を実施

することとしています。昨年は中小企業診断協会本部では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11月１日に兵庫・京都の各協会の

協力を得て、中小企業診断士の知名度向上のため、3府県協

会合同のシンポジウムを実施していただきました。

新たな「会員中小企業診断士バッジ」につきましては、一昨

年9月より着用運動を展開してまいりました。おかげさまで、

当バッジの着用率は、旧バッジ時代と比較して驚異的に上昇

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。

新年のごあいさつ

皆さま方におかれましては、この誇り高きバッジを胸にして、

大阪府中小企業診断協会・大阪中小企業診断士会の活動など

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、昨年は、3分間動画を会員の皆さまから募集いたし

ました。全国から15の作品が寄せられましたが、どれも優秀

なものばかりであったことをご報告いたしますとともに、今

後の協会活動において積極的に活用していただき、診断士の

知名度の向上に寄与していただきますことを期待いたします。

さて、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。またそれとともに社会的評価も日々向上してき

ていることは、日経新聞の3年にわたる記事や、診断士試験

受験者数の推移を他の士業と比較しても明らかです。これら

は、中小企業の総合的支援のために幅広い知識を持つ中小企

業診断士に対するニーズが拡大していることを示しているも

のといえましょう。中小企業診断協会本部としてもこれらの

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

開を積極的に推進するとともに、診断士の主体的力量の強化

に取り組んでまいります。

会員の皆さま方にはより一層、自己の力量強化に取り組ん

でいただき、中小企業診断士の知名度・社会的地位の向上の

ために、積極的にご協力を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、本年も皆さま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。

（一社）中小企業診断協会会長

福田 尚好
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受章のコメント
「このたびの受章は、私個人に対してではなく、中小企業診断協会会員全員に対して授与されたものであり、私はたまたま会

員を代表して受章したのだと受け止め、さらにいっそう、中小企業診断士の知名度向上、社会的地位の向上に努めたいと思っ

ています。本当にありがとうございました」

平成29年11月3日付けで発令されました平成29年秋の叙勲において、一般社団法人 中小企業診断協会 会長 福田尚好氏が

旭日中綬章を受章されましたので、ここにお知らせいたします。

旭日中綬章は、顕著な功績を挙げた方に授与されるもので、このたび、長年にわたり中小企業経営支援に携わり、経済社会

の発展に寄与した功労を称えられての受章となりました。

また、平成29年秋の叙勲伝達式は11月10日（金）に東京プリンスホテルにて執り行われ、その後、皇居の豊明殿において、

天皇陛下に拝謁されました。

一般社団法人 中小企業診断協会
福田尚好会長が叙勲受章されました

経歴
昭和４５年大阪市立大学商学部卒業後、（株）日本ビクターへ入
社。
昭和６０年に診断士登録し、昭和６３年に退職後、福田経営研究
所開業。
平成７年から社団法人中小企業診断協会大阪支部および社団法
人大阪中小企業診断士会（当時）の理事に就任後、役員を歴任し、
平成１９年に社団法人中小企業診断協会大阪支部長および社団法
人大阪中小企業診断士会理事長に就任。

平成１８年株式会社プラクティカルマネジメント設立。
その後、改組に伴い、平成２４年に一般社団法人大阪府中小企
業診断協会理事長、平成２５年に一般社団法人大阪中小企業診断
士会の理事長に就任、現在は一般社団法人大阪府中小企業診断協
会会員代表理事および一般社団法人大阪中小企業診断士会顧問。
また、平成１５年からは社団法人中小企業診断協会（当時）理事に
就任後、役員を歴任し、平成２３年に東京以外からは初の同協会本
部の会長に就任し、現在に至る。



8　経営者を訪ねて

社名に込められた思いと 
起業に至るストーリー

ビジューとはフランス語で宝石を意味し、「洗練された人や

モノ」を表す。宝石のように大切なお気に入りの品々で、お

客さまの毎日を彩っていただきたいという気持ちを社名に込

めている。

同社が提供するサービスは、家庭向けのお片づけサービス

と、整理収納に関する講演活動である。「お片づけ」をキーワー

ドとしてサービスを開発し、事業展開している。しかし、こ

のビジネスを始めるきっかけは、三谷社長が「片づけられな

い女」だったからである。

学生時代から、心理学や教育学を学んでいた三谷社長は、

心の問題について知識を有している。教育施設で勤務してい

た頃、うまく整理できない部屋や仕事、職場と向き合う中で、

「部屋は、心を映す鏡」という言葉がよぎった。身の回りのも

のを片づけて、シンプルに生きるということを実践し、さま

ざまな整理収納やインテリアの書籍を片手に試行錯誤してい

く中で、ノウハウを蓄積していくことができ、前向きな人生

を送れるようになった。

この経験と、人との出会いの中で、「自分の使命は何か。人

の役に立つことはできないか」と自分に問いかけた時、「片づ

け」と「心理学」という２つのキーワードが浮かび上がってき

た。目に見える現実のあり方を変化させることで、前向きで

自信をもった状態に変化させ、もっと自分らしくエネルギー

全開で生きる人を増やしたい。「行動療法としての片づけ」を

コンセプトとして２０１０年3月に起業した。

起 業 直 後 に、

整理収納アドバ

イザーの２級を

取 得、その年の

夏には１級の試

験を受け、体系

的な知識も習得

三
谷
社
長（
中
央
）と
、
谷
村
診
断
士（
左
）、
嶋
診
断
士（
右
）

ビジューオーガナイズ株式会社
を訪ねて
経営者

【代表者】 代表取締役 三谷 直子
【創　業】 ２０１５年（個人事業創業２０１０年）　【資本金】 ３００万円　【従業員数】 ３名　登録スタッフ１０名
【事業内容】  ハウスキーピング、お片づけサービス、講座、講演、研修講師
【所在地】 〒 530-0047 大阪市北区西天満 3-2-4 大三ビル 504　【URL】 http://bijou-organize.com

診断士が支援した企業の経営者に話をお伺いする企画の２回目は、お片づけに関するサービス業を営むビジューオーガナイズ
株式会社の三谷直子社長に登場いただきます。同社は大阪府よろず支援拠点で中小企業診断士による事業計画作成のサポー
トを受けました。担当した当協会所属診断士の谷村真理さん、嶋えりかさんが社長に話を伺います。顧客目線のビジネスコンセ
プトや女性社員と協力してつくり上げる新しいサービス、診断士の印象と期待などについて語っていただきました。

社員の川西さん（左）、北林さん（中央）と三谷社長（右）
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した。当時はまだ、片づけに関する世間の注目は低かったが、

同じ年の夏に断捨離のブームが起こり、片づけが注目され、

同社にとっても事業展開の追い風となった。

「片づけ」というと、ハウスクリーニングやお掃除サービスな

ど家事代行業と混同される面があるが、ブームにより片づけ

の認知度が上がったことが良かった。二番煎じではなく、世

間が注目する前から事業をスタートしており、社長には先見

の明があった。

サービスの内容と 
ビジネスとしての工夫

具体的な事業内容は、出張片づけサービスと、セミナーや

講演活動である。片づけサービスは、トライアル、ベーシッ

クのプランを料金や回数別で設定し、顧客の自宅やオフィス

に二人一組でスタッフが出張し、事前相談からカウンセリン

グ、整理仕分け作業や収納作業を行う。片づけはリバウンド

が起こりやすく、アフターフォローにも力を入れている。

片づけセミナーは自社開催と、講師依頼に大別される。自

社セミナーは「起業や転職を考えている」「自分を見つめ直し

たい」と漠然と現状に不安を抱えている女性に訴求力があり

好評である。セミナーでは三谷社長の他、整理収納アドバイ

ザーの資格を持つスタッフが登壇している。この他、後進の

育成を目的とした自社セミナーも開催している。

一方、依頼に基づく出講の相手先は、企業や公共機関が主

体である。暮らし関連のサービス業や、男女共同参画関連の

部署が、顧客や市民を集めるセミナーにおいて、同社のセミ

ナーやワークショップを提供している。マーケティング活動

としては、会社独自のコンテンツの磨き上げ、セミナー実績

の露出によるPR、メールマガジンやブログ、動画の配信を地

道に行っており、年々業績は向上している。

セミナー講師を自社で養成し、受講者に分かりやすくする

ため内容を改良していく過程においては、新たなサービスの

アイデア創出や、新たなニーズ発掘など、事業の発展につな

がるたくさんの気づきがある。それらを事業計画書に落とし

込む時には、診断士による強みの見える化や、販売促進の方

法など、アドバイスも加わった。

今後の事業展開としては、培ったノウハウを生かして、個

人や家庭にとどまらず、事業所、オフィスや生産の現場にお

ける整理・改善に事業領域を拡大していくことを検討してい

る。

ビジュー式片付けカードワーク®の 
商品化

セミナーの中で、体感

ワークのツールとして使

用していた片づけカード

ワークは、社員とアイデ

アを出し合って作成した

ものである。「普段使いの

食器」「２０年前に買った

ダウンコート」など、整理

すべきモノの属性を記載したカードを、使用頻度や重要性な

ど４つの象限に分けていくことで、整理の大切さと正しい分

け方を学べる内容となっている。このツールを商品化する時

に中小企業診断士のサポートがあった。三谷社長が所属して

いる、女性起業家コミュニティ「わくらく」の三根早苗代表か

ら、よろず支援拠点を紹介され、相談に足を運んだのである。

コーディネーターを務める診断士により、商品化と周知促

進のためのプロモーション計画策定のアドバイスを受け、事

業化に取り組み、同時に小規模事業者持続化補助金にもトラ

イして採択された。昨年、東京と大阪でカードワークを使っ

たセミナーを開催したい整理収納アドバイザー向けのセミ

ナーを１３回開催し、受講者は１２２人に達した。定期的に診

断士に事業の進捗を相談して、その都度評価点や修正点の

フィードバックを受け、カードワークは同社の看板コンテン

ツとして成長している。

〈片づけの事例〉

片付けカードワークの様子
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社員と協力してつくった 
新商品「おしゃれ終活®ノート」

顧客や受講生との会話の中で、社員の川西由佳さんは５０

代〜６０代の女性の多くから悩みを聞き取った。これが次の新

たなサービス開発のきっかけとなった。「親世代の片づけが気

になる」「親に終活を勧めたいが勧め方が分からない」という

悩みと、「自分の将来への不安、このままでいいのか」「何かに

チャレンジしたいが、どうやって見つければいいのか」漠然

とした不安を感じる女性が多い。

川西さんは、子育て一段落後、「からの巣症候群」となり、

生きがいを見いだせない日々が続いていた。片づけに出合い、

資格を取得し同社に入り、片づけという仕事に従事して、ア

クティブな毎日を過ごしている。同じ悩みを持つ顧客の役に

立ちたいと強く思った。

片づけの理論で、この世代の女性の悩みを解決できる新た

なサービスをつくる。社内で議論を重ねる中で生まれたコン

テンツがおしゃれ終活である。これまでのセミナーのコンテ

ンツをもとに、アイデアを出し合い、編集作業を進めていっ

た。ノートは２冊で構成されており、FindingNoteでは、人

生の後半戦をより自分らしく生きていくための、やりたいこ

と・やるべきことなどを記入して、自分の気持ちを片づける。

InformNoteでは、相続人や親族などが必要な情報を書き記

す内容となっている。

従来の終活に抱かれがちな重たい・後ろ向きのイメージを

払拭するフレーズ「おしゃれ終活」は、社員の北林敦子さんが

発案したものである。「５０代のアナタにおしゃれ終活」という

コンセプトを練り上げ、形にしていく過程で、三谷社長を含

め、３名の女性が知恵を出し合って、新たな商品を開発した。

「３人のできることを持ち寄ってやっている」。社長は社員

への感謝の言葉を口にするだけでなく、大事な展示会など

は、遠方でも３人で出張するようにしている。お客さまの評

価にじかに触れることによって、社員が成長しモチベーショ

ンを維持できる。互いを認め合い協力する３人の女性のチー

ムワークが素晴らしい。

診断士のサポートにより、当該コンテンツで２度目の補助

金が採択され、現在はテストマーケティングを繰り返してい

る段階である。同社の新たな収益源とするべく取り組み中で

ある。

同社のよろず拠点における相談では、谷村真理、嶋えりか、

楢崎賢吾、森憲二郎、永井俊二、のべ5名の診断士がアドバ

イスを行なった。

診断士の印象、期待

最後に、中小企業診断士の印象や期待について語っていた

だいた。

「創業時から診断士にアドバイスをもらう機会が何度かあり

ましたが、私が診断士に対して感じていた印象は、先生ご

との得意とする分野でフレームワークを確立していて、その

範囲で経営を語る専門家・ちょっと怖い人というものでした。

企業と診断士には相性の問題が生じることもあるかもしれま

せん。私の仕事でも大切なことですが、相手が理解できる言

葉、共通言語を選ぶことが大切だと思います。

昨年来、よろず支援拠点で複数の診断士に経営相談をし

た時に、この印象は変わりました。皆さんそれぞれの専門分

野はありながらも、とにかく私の話を受け入れて、親身に聞

いていただき、アドバイスをいただきました。補助金申請時

の自社の経営分析、新コンテンツ販促時の営業先の選定など、

有益な助言に助けられました。身内ではない人にここまで味

方になってもらえるということを思い出すと、熱いものが込

み上げてきます。

診断士がより多くの経営者に認知されて、たくさんの企業

を助けてあげてほしいと思っています。」

（文責：広報委員　永井俊二）

片付けカードワークとおしゃれ終活ノート 嶋、永井、谷村診断士と三谷社長
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中 小 企 業
診
断
士

おススメ
私

の

■皆 さま、自分の性格の特徴を把握されていますか？

「自分のことは自分が一番知っている」と、あらため

て考える機会は少ないかもしれません。また、「上司や部

下の考えていることが分からない」「顧客と話が噛み合わ

ない」などで困った経験はないでしょうか？

■そ こで私のおススメ、対人関係の向上を目的に、メン

タルヘルスやコミュニケーション研修などでも活

用される教材『ＳＰトランプ』（開発者：株式会社ＳＯＲＡ角

本ナナ子氏、ＹＡＯ教育コンサルタント八尾

芳樹氏）をご紹介します。

■Ｓ Ｐトランプは、多くの人の性格の特徴

１万サンプルの中から特によく見られ

る５２の特徴（強み・弱み）が描かれています。

自身の特徴に最も当てはまる１０枚のトランプ

を選択することで、４つのタイプ（ハート・

ダイヤ・スペード・クラブ）に分類すること

ができます。

■お のおののタイプ別

に効果的なコミュ

ニケーションの取り方が

あり、自己理解と他者理

解を深めることで、他者

対応力を高められます。

■私 は主に、上司との交渉ごとに活用してきました。

■ハ ート型：称賛しておだてる。ダイヤ型：

心に優しく訴えかける。スペード型：単

刀直入に話す。クラブ型：数値化したデータ

を示す。タイプ別にコミュニケーション方法

を工夫することで、見事に交渉ごとが実って

いきました。

■自 己分析だけでなく他者分析手法もあり

ますので、さまざまな人間関係の場面に

おいて活用できます。

■ち なみに私はハート型なので、褒めていた

だければ率先して行動するタイプです。

■次 回は、星 雄仁さんのおススメをご紹介

いただきます。

私のおススメ「SP（サブパーソナリティ）トランプ」
中山 匡・著　かんき出版・発行

但馬 久美

2016年4月
登録。ソフト

ウェア開発会社の人事・
総務部門に勤務。会社
員である一方で、健康経
営セミナー講師やコミュ
ニケーション研修講師と
して活動中。

診断士
略歴

《同カード７枚以上：典型、５・６枚：その傾向が強い、３・４枚：それなりに当てはまる》
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H
iroyuki T

ashiro 自己紹介

はじめまして、田代博之と申します。1982年生まれの

35歳で、小学生の頃に親の勧めで野球を始め、高校

卒業まで野球一筋のいわゆる元気な体育会系です。東

京都、埼玉県、神奈川県へと移り、転職を機に大阪市

内に住み始めて6年ほどが過ぎました。各地の方言やイ

ントネーションが混ざった言葉を使う点が、悩みでもあり

特徴でもあります。

大学卒業後は、不動産の売買仲介業、電子基板の

田
代 

博
之
研
鑽
と
チ
ャ
レ
ン
ジ
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で

未
来
の
自
分
と
出
会
う

設計から製造受託、デジタルコンテンツ制作受託を経験

しました。現在は独立系商社に勤務し、クラウド事業、

RFID事業の経験を経て、ＩＯＴソリューション営業に従

事しています。

営業畑で13年、個人向けの反響営業（広告からの問

い合わせ営業）、企業向けのルート営業（取引のある会

社への営業）、新規開拓営業（取引のない会社への営

業）、企業向けインサイドセールス（オフィス内での営業

活動）と、営業の中でも幅広い業務経験を積んできまし

た。

企業内診断士が語る新年の抱負

大学卒業後、不動産仲
介、開発受託会社で営

業を経験。現在は独立系商社に勤
務しＩＯＴソリューション営業に従事。
2017年に中小企業診断士登録。

診断士
略歴
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診断士になった経緯

営業という職種は、能力や経験を客観的に測ることや示すこ

とが難しい部分があり、転職市場で一つのラインとなる35歳まで

に、何か資格を取得したいと考えていました。そんな時、新しく

着任した部長が診断士資格の勉強をしていたこともあり、どのよ

うな資格なのか興味を持ったことがきっかけとなります。

ジェネラリストの資格といわれている診断士資格は、私が思い

描くものとマッチし、すぐに勉強することを決めました。そして、

せっかく勉強をするなら部長を追い抜かそうと目標を立てました。

2015年12月末から、周囲には勉強していることを秘密にしな

がら独学で勉強を行い、2016年度の試験で合格、その後

2017年4月に登録をしました。

スキルアップを目指して

現在、診断士として、「企業活動」「受験者支援」「協会活動」

と3つの活動を通じて、スキルアップを図っています。

「企業活動」では、勤務先の業務において「ＩoＴ」というワード

を中心に、通信、デバイス、システム構築、データ活用など、

ソリューション提案を行う上での知識や経験を向上させています。

今までは営業としての知識で満足していましたが、現在はもう少

し深い部分まで理解するように心がけ、可能な範囲で関連資格

の取得も検討しています。

「受験者支援」では、主に昨年1年間の活動で終了となります

が、試験対策セミナーの開催や勉強会の運営、ブログの執筆な

どを通じてさまざまな経験を積むとともに、あらためて試験で問

われる知識の定着を図りながら、同期合格者や先輩診断士との

ネットワーク構築や交流を行っています。

また企業支援や執筆活動のお話をいただくこともあり、受験者

支援の枠を超えて多くの活動を行っています。

「協会活動」では、「青年部」「中小企業人づくり研究会」「デザ

イン経営研究会」の3つに参加し、自己研鑽や交流を行っていま

す。自分の興味ある分野の知識を深めながら、できるだけ企業

支援やセミナーなどアウトプットの場に積極的に参加し、多くの

経験を積むように意識しています。

日々の時間の使い方

受験時代の学習時間と概ね同じですが、平日の朝と帰宅後の

時間を中心に、休日の時間もできるだけ個人の活動時間に充てて

います。大きな区分けとして、朝はインプットの時間、帰宅後や休

日は受験者支援、研究会活動、打ち合わせ、交流などを行いな

がら、空き時間があればインプットの時間としています。本当は趣

味の時間も充実させたいと思いながらも、ストレス発散の飲み会

以外では趣味の時間を取っていないのが現状です。

新年の抱負

本年は大きく2つの目標を掲げています。

1つは「自分が何をしていきたいかを答えられるようにする」こと

です。現在はお声がけいただいたお話にできるだけ参加し、さま

ざまな経験をさせていただいています。おかげでボヤっとですが、

自分の目指す方向が見えてきましたが、まだ明確に答えることが

できません。今年もさまざまな活動を通じて経験を積んでいきた

いと考えています。その中で「自分は何をしていきたいか？」の自

問自答を行いながら、これからの自分が進む道を少しずつ明確に

していきたいと考えています。

２つ目は「ミャンマー事業」を進めることです。現在、ご縁が

あった企業さまの新規事業として、ミャンマーでのビジネス構築

や展開に関わらせていただいています。すでにグループ会社とし

て進出をされていますが、まだまだスタートしたばかりです。本年

はさまざまな企業さまとの連携を進め、さらに加速させるように

活動を行っていきたいと考えています。

診断士をどう生かしていくか

勤務先の業務がソリューション提案ということもあり、診断士

の知識や考え方を活用することができますが、企業に勤務してい

ると、関係する業界や業種が狭くなってしまいます。逆に診断士

の世界では職業や地位、年齢や性別を超えて、多様な知識や

経験をお持ちの方との出会いがたくさんあり、多くの刺激とチャ

ンスをいただきながら活動の幅を広げています。　

今後は、勤務先で専門性を磨くだけでなく、社外の方とのネッ

トワークを拡大しながら新しいことにチャレンジし、自己研鑽との

バランスを取りながら活動範囲を広げ、成長を続けていきたいと

考えています。
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今までの経歴

現在、大阪のシステム開発会社で企業内診断士と

して勤めています。2017年の春に中小企業診断士登

録を行いました。今までは、卸・小売業の中小企業

や製造業における販売管理を中心とした基幹システ

ムの保守・運用を行ってきました。保守・運用の業

務ではお客さまと直接お話しをする機会も多く、担

当する範囲も販売管理、物流、経理と多岐にわたっ

ていました。

そうした経験の中で業務知識を深め、システムを

どのように利用したいのかお客さまの要望の本質を

とらえるよう心がけてきました。

このような取り組みをお客さまにも認めていただ

き、現在は基幹システムなどから収集できるデータ

をどう活用できるか、その企画立案から運用までを

担当させていただいています。

東
山 

真
由
子
Ｉ
Ｔ
と
組
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中小企業診断士を取得したきっかけ

私が中小企業診断士を取得したいと考えたのは、

業務を通してお客さまが本当に必要としているシス

テムを提案、構築できるようになりたいと思ったか

らです。

そのためには、一部の現場だけではなく会社全体、

経営までを考慮する必要があると考えました。その

きっかけとなったのがお客さまの経営層との会議で

した。システムの必要性を経営層の方々にも納得い

ただけるようにするには、自身が経営を理解しなけ

ればならないと感じました。

そこで中小企業診断士を取得し、全社最適を考え

たIT活用を提案していきたいと考えるようになった

のです。

データ活用から学んだこと

現在担当しているデータ活用は、何もないところ

からお客さまと二人三脚で進めてきました。

最初に遭遇した課題は、データを収集しても得た

い結果が見られないというものでした。

データは、日々の業務の積み重ねの結果といえま

す。業務フローが全体最適されていないため、ルー

ルが守られず各々が違うやり方を行ったり、データ

を個別に保持したりしていました。

また言葉の定義が曖昧になっていたため、各々が

異なる判断基準を持っていました。

その結果、データが分散していたり、フォーマッ

トが統一されていなかったりといった問題点が露呈

しました。こうした問題に対して単にデータをきれ

いに変換するだけでなく、業務自体を最適化してい

こうと考えました。

企業内診断士が語る新年の抱負

大阪のSierに勤務し、2017年に中小企業
診断士に登録。販売管理システムなどの保

守運用に関わり業務知識を深める。現在は中小企業に
おけるデータ活用の企画から運用に携わる。

診断士
略歴
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そこで現場ヒアリングを行ったのですが、合理的なルー

ルを設定しても利用する側が正しく理解し納得しなければ

ルールは形骸化し、結局は活用できるデータは蓄積されな

いということを痛感しました。その経験から、過去に策定

したルールが守られないことが大きな問題であると捉えて、

どのようなルールづくりを行えば良いかに注力しました。

中小企業診断士としてのスキルの活用

「ルールを策定しても実際に活用されなければ意味がない」

という問題を解決するための糸口となったのが、中小企業

診断士を取得する際に学んだ組織に関する知識でした。

ルールや仕組みをつくるだけでなく、運用し続けること

ができる組織づくりをしていかなければならないと気づか

されました。

加えてシステムやIT活用は全社最適にならなければなら

ないということも意識していきたいと思います。

全社最適には、経営の理論やロジカルシンキングなどの

知識を活用していきたいと考えています。

今まではITの知識やスキルを使って一部の業務について

考えてきましたが、中小企業診断士として学んだ知識を活

用することで、よりお客さまが本当に必要とするIT活用を

提案していきたいと思います。

スキルアップへの取り組み

今後高めていきたいスキルは、ITと組織づくりです。IT

スキルの基本的な知識については資格試験の取得を目標に

学習をすすめ、最新の動向についてはセミナーや勉強会な

どを通じて情報収集を行っています。

今後は組織づくりについてのスキルアップにも取り組ん

でいきたいと考えています。

また、「実際の仕事を通じて学べることは多い。いつもこ

の仕事から何が学べるかを意識して取り組むと良い」と、先

輩の中小企業診断士の方からアドバイスをいただきました。

このアドバイスを胸に日々の業務の中から学ぶことを心

がけ、今まで経験してこなかった新たな取り組みを積極的

に提案しています。

加えて、中小企業診断士同士の情報交換も、非常に有効

なスキルアップとなっています。当協会の勉強会では、経

営者の悩み相談などから経営者がどんなことを考え、先輩

診断士の方々のコメントからどんな助言を行えるのかを学

んでいます。

今後も業務外でのスキルアップ、業務から得る経験や知

識の向上、中小企業診断士や経営者の方々とのつながりを

大切にして、さらなるスキルアップを行いたいと考えてい

ます。

今後の中小企業診断士としての抱負

今後も、現在お付き合いさせていただいているお客さま

により良いサポートができるよう企業内診断士として日々

邁進していきたいと考えています。

導入しても利用されない、効果がないシステムとお客さ

まに思われないように、システムやITを活用できる組織作

りと経営方針や全社の業務に沿った仕組み（システム）作り

の両方を提案できるような中小企業診断士を目指したいと

思います。

2018年は中小企業診断士として2年目を迎えます。まだ

まだ知識はあっても、実践にどう生かすのかを模索中の段

階ですが、小さな経験を積み重ね、自らの方向性を考え、

スキルアップに努めたいと考えております。
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M
anabu W

atanabe 自己紹介

大学卒業後、国民金融公庫（現：日本政策金融公庫）

に入庫。学生時代はモータースポーツ（主にラリー）に没

頭し、社会人になってからも社会人チームに所属し、モー

タースポーツを継続。シリーズ戦を転戦し、おかげさま

で数々の入賞を果たすことができました。働きながら、勝

負の世界（？）にも挑戦した経験が、現在の私のバック

ボーンになっています。

中小企業診断士のほかにも社会保険労務士、1級ＦＰ

技能士、CFP、宅地建物取引士など合計25ほどの資

格を持っています。モータースポーツで培った試合でベ

ストを尽くすための心構えが、試験勉強に大いに役立ち

ました。

仕事では、兵庫の姫路を皮切りに鹿児島、愛媛の支

店を経験し35歳で関西に戻り、現在は大阪支店の融資

課長として地域の中小企業を支えるべく奮闘しています。

当時の上司からの勧めもあり、自分自身の幅が広がれ

ばと思い平成29年度に大阪府中小企業診断協会に入会

しました。

渡
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診断士になった経緯

30歳になり、日々 の仕事をこなしていくだけでは、自身

のスキルアップにならないと感じ、資格の勉強を始めまし

た。FP2級を最初に取得しましたが、知識が増えること

に加え、仕事の肩書きに資格を付与する喜びを感じて、

どんどん資格を取得していき、中小企業診断士は平成

20年に取得しました。ちなみに、一次・二次試験ともに

一発で合格できました。

学校にも行かず独学で挑んだのですが、奇跡が起きた

というしかありません。FPや社労士の知識が生き、加え

て日頃の融資業務にもコンサルテイングを意識して取り組

み、シナジーがうまく働いた結果だと私なりに分析してい

ます。

どのようなスキルアップを行っているか

当協会に入会するまでは、経営・経済関係の本を読

み、役立ちそうな知識はノートに書き留めていつでも見

返すことができるようにコツコツ学んできました。

CFPの資格は2年毎に更新があり、その間協会が指

定した研修・通信教育を受けて30単位を取得する必要

があり、自然と勉強しなければいけない環境にあります。

加えて毎年のように、銀行業務検定などを受験して仕事

に必要な知識のブラッシュアップを図っています。

昨年、診断士協会の登録研究会・交流会に5つ（！）

入会し、セミナーや発表を聞くことでスキルアップを図る

ことができました。

企業内診断士が語る新年の抱負

平成２１年中小企業診断士登録。
兵庫県出身。大学卒業後、政府系金融機関に従事し、現在

に至る。２２年間、一貫して営業店に勤務し、延べ6,000社以上の審査を
実施。

診断士
略歴
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スキルアップのタイムマネジメント、	 	
コツや工夫

受け身の状態だと日常に流されてしまいがちになりますので、

更新要件のある資格を継続することや、さまざまなセミナーに積

極的に参加するなどスキルアップせざるを得ない環境に自らを置

くことで、スキルアップをマネジメントしています。また、簡単な

資格でも良いのでさまざまな試験を受けることで、一定の目標や

程よい緊張感を保つことができます。

昨年、協会に入会したことで、所属している研究会や交流会

での発表の場を設けていただき、それに向けての資料づくりも私

自身の知識の整理とスキルアップにつながっています。大変感謝

しております。

新年の抱負

昨年、協会に入会したことで、さまざまな方と知り合い、ネッ

トワークおよび知識の幅が広がりました。今年も積極的に登録研

究会などに参加して自分自身のレベルアップを図っていきたいと

思います。

個人的には、「ローカルベンチマーク」「知的資産経営」に興味

を持っておりまして、本業の業務に生かしたいと思っています。

融資審査業務で定性面を深堀りできる、私が策定した「事業性

評価シート」のマイナーチェンジを行っていきたいと思います。

また、部下の育成にも注力していきたいと考えます。特に審

査での目利き力向上に向けて、ローカルベンチマークをうまく活

用していきたいです。

私の課の雰囲気は、若い者が多く、明るくエネルギッシュに業

務に励んでいます。仕事に関係するテーマでセミナーの講師も

積極的に引き受けていきたいと思います。

診断士資格をどのように生かしていくか

幸運なことに中小企業の支援を本来業務としています。

案件決済・起案も年間1,500件程度こなしており、地域の中

小企業の資金繰りを直接的に支援しています。

今後は、金融庁の指摘に従って金融機関は貸出業務以外に

もコンサルテイング機能を生かして本業支援にも力を入れていく

必要があります。

中小企業診断士は、この本業支援を行う上でまさにドンピシャ

の資格であり、この機会を生かさない手はないと思います。

部下から上がってくる審査案件の中からローカルベンチマーク

を実施して、顧客の事業内容の整理を行い、必要であれば「よ

ろず支援拠点」などに取り次ぎ、地域の中小企業の支援を高度

なレベルで行っていきたいと思います。

公庫という、地域の中小企業の資金繰りをサポートする機関

で勤務しているメリットを生かして「資金も付くコンサルタント」を

目指して。

知的資産経営研究会公開セミナーにて登壇

課の打ち上げ風景：部下は９人います
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18　企業支援事例

■  企業支援事例を持つ診断士が、どのようなプロセスで支援を行ったかを紹介！
企業支援の経験を持つ中小企業診断士に、具体的な事例をご紹介いただき、企業が抱える課題から支援の詳細、目標

達成までのプロセスを、分かりやすく解説してもらいました。

今回は、金融機関さまからご紹介いただいた、在庫最適化
支援事例をご報告します。

1企業概要 
（事例報告の趣旨を損なわない範囲で、加筆修正しています）

企業名（業種）　食品卸売業Ａ社
所在地　３大都市圏以外の県庁所在地
年商　4,000 百万円
従業員数　70名（内パート40名）

2相談内容

⑴ 相談までの経緯
Ａ社は、創業70年を超える地域密着型の食品卸売業であ

り、地域の食品小売業や食品スーパーとともに成長してきた。
Ａ社の強みは、先代が導入した先進的な物流システムであり、
デリバリー能力の優位性で、全国チェーンのスーパーなどに
も販路を拡大してきた。しかし、近年、競合他社との競争に
より、売上高・利益率が急速に悪化してきたことから、Ａ社
では、現社長のリーダーシップのもと、価格競争から脱皮す
るために、自社しか扱えない食材を調達・開発するとともに、
新たな事業領域の開拓に取り組んできた。

⑵相談内容
既存事業領域において、収益性の悪化に歯止めがかからず、

一方、新たな事業領域の開拓を推進してきたが、新規事業が
会社全体の収益性改善に貢献するまでには至っていない。結

果、売上高・利益額が減少する一方で、商品在庫が増え、資
金繰りが悪化して、新たな事業領域への投資もできなくなっ
ている。まず、現状の資金繰りを改善したい。

3診断結果

⑴５年前と診断時の比較分析

【診断時】《売上高と在庫のSKUの関係》
・売上高80%に貢献していないSKU ⇒ 2,000 SKU
・在庫高 80%を占めるSKU ⇒ 4,000 SKU
※ SKUとは、商品の最小管理単位（Stock Keeping Unit の略）

⑵診断結果（抜粋）
〇 売上高、粗利益率ともに減少している。一方では、平均在

庫高が増加しており、その結果、在庫回転率が減少している。
〇 売上高が減少しているにもかかわらず、SKU数が増加して

いる。
〇 売上高20%しか寄与していないSKU数が14,500SKUある。
〇 在庫高80%を占める2,000SKUが、売上高80%に寄与して

いない。

事例企業
Diagnosis Case

経営指標 ５年前 診断時

売上高 5,000 百万円 4,000 百万円

粗利益率 15.2% 13.5%

平均在庫高 240百万円 280百万円

在庫回転率 20.83 回転 14.28 回転

ＳＫＵ数 15,000SKU 16,500SKU
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4支援内容（抜粋）

⑴在庫最適化体制の構築
〇 社長直轄の在庫適正化プロジェクト（社長・営業・新事業開

拓・仕入・物流・財務の責任者）を立ち上げる。
〇 仕入・物流・営業の連絡会議（販売計画に基づく発注体制の

構築）を創設する。

⑵在庫最適化プロジェクトの取り組み
〇 ３年後の在庫最適化（在庫回転率、SKU数）目標を設定する。
〇 不動在庫・滞留在庫を削減する。今までも取り組んでおり、

効果は限定的であった。
〇 在庫高80%を占めて、売上高80%に寄与していない在庫（約

2,000SKU）を削減する。営業部門から、削減すると顧客と
の取引がなくなるなどの激しい抵抗があった。検討を重ね
た結果、売上高を営業が管理することを条件に、500SKU
を復活、一方、収益性の悪い顧客に対しては取引を停止した。

〇 適正在庫を維持するルールづくりを行う。

⑶在庫最適化に向けた経営体質の変革
〇経営戦略と在庫実態の整合性を図る管理指標を導入する。
〇 利益率重視、デリバリー重視からキャッシュフロー重視

の経営体質に変革する。

5支援結果（抜粋）

〇 在庫を最適化することにより、キャッシュを創出すること
ができた。

〇 創出したキャッ
シュを新商品開
発・新規顧客開
拓へ投資するこ
とにより、収益
の向上を実現し
た。

※ 既存事業領域の売上縮小と新たな事業領域における売上拡
大を達成した。

6 中小企業診断士として支援

在庫管理の問題は、多くの企業で①重要だけど緊急でない
問題、②仕入部門が行う部分最適の問題③経営戦略とは離れ
た問題と捉えられている。中小企業診断士が客観的な視点を
持ち、関与することによって、①キャッシュを創出する緊急
の問題、②営業も巻き込んだ全体最適の問題、③経営戦略と
整合性ある問題に変えていくことが可能となる。中小企業診
断士は、経営者の夢実現のパートナーとして、全体最適を見
据えた支援者でなければならない。
参考資料： ＥＭＥのＨＰ「コンサルティング物語」「在庫を最適

化するために」

イーエムイーコンサルタンツ㈱　代表取締役　http://www.emejp.com/
（一社）大阪府中小企業診断協会　副理事長
（一社）大阪中小企業診断士会在庫最適化Ｇ　代表
大阪経済大学大学院 / 大阪経済大学　非常勤講師

小野 知己
サントリー㈱、内装仕上業などを経て、平成6年独立。「ワクワクする企業創り」

を追い求めた企業支援を行っている。
著書：「我が社はなぜ顧客から選ばれているのか」など多数。

経営指標 支援前（診断時） 支援後（３年後）

売上高 4,000 百万円 ※ 4,000百万円

粗利益率 13.5% 14.7%

平均在庫高 280百万円 230百万円

在庫回転率 14.28 回転 17.39 回転

ＳＫＵ数 16,500SKU 12,500SKU
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◆診断士の日の制定と今回の企画の経緯
平成28年度から、わが国に「中小企業診断制度」が発足した

日にちなんで、11月4日が「中小企業診断士の日」として制定さ

れ、全国の各都道府県協会では、毎年11月初旬を中心に、中

小企業診断士のことをもっとアピールしようとさまざまな取り組み

を行っています。

大阪府協会では、２年目となる昨年は、より多くの経営者や

支援機関の方 に々われわれ中小企業診断士の活動を知っていた

だこうと、京都府協会・兵庫県協会とともに3府県が協力しあっ

て合同でのイベントの企画・開催にあたることになりました。

◆�イベントの趣旨とテーマ� �
～診断士のト・リ・セ・ツ～の設定
５月にスタートした合同プロジェクトでは、コアメンバー間で検

討を重ね、今回のイベントの目的として次の２点を掲げました。
 ●  経営者や各種支援機関の方 に々、「中小企業診断士」という資

格や仕事の内容についてより理解を深めていただき、診断士

をもっと身近な存在として活用するきっかけにする
 ●  診断士自身がアピールするよりも、支援先の企業経営者の方

に、生の声をいただく

そして、イベントの日に配付する冊子として、中小企業診断士

の活用方法を「トリセツ（取扱説明書）」としてまとめ、実際に診

断士が支援した事例20社を掲載することにしました。すでに冊

子をご覧になった皆さまは、ご存知かと思いますが、「中小企業

診断士のト・リ・セ・ツ７カ条」として、次の７項目を設定してい

ます。

〈その１〉	中小企業診断士が何者かを正しく理解する
〈その２〉	中小企業診断士を活用する目的を整理しておく

〈その３〉	  役割分担を明確にする（経営者のやるべきことを認
識する）

〈その４〉	  信頼関係を大切にする（診断士を信頼し自社の状況
を共有する）

〈その５〉	  中小企業診断士を活用し尽くす（知識やノウハウの
引き出しを徹底活用する）

〈その６〉	  中小企業診断士を評価する（経営者の要望に対する
適性を見極める）

〈その７〉	  経営者として結果に責任を持つ（診断士を活用し自
社を成長させるのは経営者）

◆当日のプログラム
当日のプログラムでは、まず、東大阪市の製造業でこれまで

多くの中小企業診断士を活用して現在も成長し続けておられる、

株式会社中農製作所 代表取締役会長 中農康久氏に、「これか

らの中小企業支援の着眼点」と題した基調講演をいただきました。

講演の中では、具体的にどんな場面でどんな診断士からどんな

支援を受け、それを自社のものとして実らせてきたかについて、

中小企業診断士の日�記念イベント�開催報告

中小企業診断士をこう活用すれば会社は伸びる！
～診断士のトリセツ～

平成29年11月1日（水）に開催いたしました中小企業診断士の日記念イベント「中小企業診断士をこう活用すれば会社は伸びる！～診

断士のトリセツ～」は、のべ235名の方々のご参加をいただき、盛況のうちに無事終了することができました。ご参加ご協力いただいた

皆さまにお礼申しあげるとともに、以下に開催のご報告をさせていただきます。
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診断士の実名も上げなが

らのお話が興味深く、われ

われ診断士の活動に対し

て厳しくも温かいエールを

いただきました。

続く事例発表では、3府

県の事例から選定された５

社の企業経営者に、自社

の状況や取り組みとその成果などをじかにお話いただき、また、

それをさまざまな立場で支援した診断士から、支援のポイントや

企業の受け入れ姿勢などについて補足説明がありました。発表

いただいた企業は、次のとおりです。

〈発表順に〉
株式会社ナオミ（大阪府）、サイクルショップ ナカゴヤ（兵庫県）、
常国鉄工株式会社（大阪府）、山城萱葺株式会社（京都府）、 
株式会社ＫＭユナイテッド（大阪府）

支援内容は、業務改善・経営革新の支援をはじめとして、IT

システムの構築、事業承継の後継者の新たな取り組みの支援、

伝統産業の新たな事業展開の支援、多様な人材を活用した企

業成長の支援と、まさに多様で、会場の多くの参加者にとっても、

自社へのヒントがあったのではないでしょうか。

発表いただいたのは５社でしたが、会場では、冊子に掲載し

た20社の事例をパネル展示で紹介し、また、商品サンプルやパ

ンフレットを展示していただきました。経営者と診断士、また経

営者相互の交流を深めていただく機会としてお役に立てたので

あれば、たいへんうれしく思います。

最後になりましたが、あらためてプロジェクトコアメン
バーから一言お礼を申し上げます。

今回は、大阪、兵庫、京都の3府県が協力してイベン
トを企画・実施できたことは、近畿ブロックとして非常に
素晴らしいことだと思います。関係者の皆さんありがと
うございました。次回は、近畿の全ての府県が参加でき
る企画をやりましょう。

（京都府中小企業診断協会　副会長　坂田 岳史）

京都、兵庫、大阪が共同でイベントを開催できたこと
は、府県協会が連携して、中小企業者に対応できること
を示す、第一歩になったと思います。関係者の皆さま、
ありがとうございました。今年は、さらに飛躍しましょう。

（大阪府中小企業診断協会　副理事長　小野 知己）

3府県合同でイベントを実施できたことは、大変価値
があったと思います。ご協力をいただきました関係者の
皆さまに感謝いたします。近畿全体でのイベントに発展
していければ素晴らしいと思っています。

（兵庫県中小企業診断士協会　理事　志水 功行）

　文責：三府県合同プロジェクト・コアメンバー
北口 祐規子（大阪府中小企業診断協会　副理事長）
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「 ゆ るつな」は当協会の会員を対象にしたFacebookグループです。「A Place to do something（ゆるく・つながって・なんか

する場）」をコンセプトに会員の交流促進を目的に、会員サポート委員会によって運営しています。

このたび、「ゆるつな」を盛り上げていくために、皆さんとゆる～くワイワイ語り合いたいと考え、『ゆるつな・ザ・リアル』という「ゆるつ

な」を楽しむ企画を立ち上げるためのワークショップを開催し、28名の方にご参加いただきました。

当日、最終発表された企画は以下のとおりです。詳細はFacebookグループでの投稿をご覧ください。これらの中から今後具体的

にプロジェクトが動いていくことを期待しております。

・【カタル】カンブリア宮殿の企業をカタル

・【ツドエ・カタル】野球好きのつどい

・【ツドエ】ぶらり湯けむり探訪～ポロリもあるよ～

・【ツドエ】診断士メンズ料理対決

・【マナブ・ツドエ】YOUは何しに大学♡へ

・【モトム・ツドエ】メディアへの持ち込み企画を考える会

会員の皆さまの積極的な投稿、投稿に対するコメント、イベントへの参加で盛り上げていきましょう！

（文責：会員サポート委員会　坂野 圭吾）

国 際派診断士研究会は会員相互で中小企業支援の経験・考え方を発表・共有することで研鑽を図ってきました。この経験・ノ

ウハウを広く中小企業に活用していただくために、当研究会初の試みとして、10月11日（水）に大阪産業創造館で開催された

「海外展開支援フェスタ２０１７」に協力団体として参加いたしました。内容としては、研究会会員による基調講演「海外で新規顧客開

発を成功に導く」および当研究会と関わりのあった２社との「パネルディ

スカッション」、「相談ブース出展」です。講演は聴講者約150名と大

盛況でした。「相談ブース」はJICA、JETROなどが並ぶ支援機関とし

て出展し、11名の方が相談に来られました。

あらためて海外事業での中小企業診断士への期待の大きさを感じま

した。今後も、国際派診断士研究会は地域の中小企業との接点を広め

ていきたいと考えております。

（文責：国際派診断士研究会　岡本 隆）

「ゆるつな・ザ・リアル」開催報告（会員サポート委員会）

産創館「海外展開支援フェスタ２０１７」に国際派診断士研究会が
基調講演・相談ブース出展で参加（会員サポート委員会）
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委員会のページ

こ のたび、大阪府中小企業診断協会（以下「協会」という）

と大阪中小企業診断士会（以下「士会」という）では、会

員サービスの一環として、また予約時における公平性の確保の

観点から会議室・フリースペースの予約を協会HP上から行うこ

とができる「会議室予約システム（以下「予約システム」という）」

を導入することとなりました。

〈予約システムの主な内容〉
会議室・フリースペースの使用者は①協会各委員会、②士

会各部会、③診断士交流会、④研究会、⑤業種別交流会、

⑥青年部、⑦協会事務局および⑧士会業務局とし、該当する

団体の代表者には事前にログインIDとパスワードを発行します。

予約は前月の１日午前9：00から行うことが可能（例：2月1日

午前9：00より、3月1日から31日までの予約が可能）で、予約

時に選択する利用時間（単位）はこれまでどおり、午前（9:00～

12:00）、午後（13:00～17:00）、夜間（18:00～21:00）の３

区分となっています。なお、予約システムの導入に伴い、これま

で500円/回の利用料を徴収していたPC・プロジェクターの貸し

出しを無償化することとなりました。

会 議室などの利用についての詳細は、協会HP会員ログイ

ンページの「会議室利用規則」、「共用パソコン利用規

則」、「共用プロジェクター利用規則」に記載しておりますので、

内容をよくお確かめの上ご利用ください。

〈導入スケジュール〉
予約システムは２月５日（月）より公開し、約１カ月間、電話・

メールによる予約と併用した後、３月１日（木）より予約システムに

一本化されます。３月１日（木）以降は原則として電話・メールに

よる予約ができなくなりますのであらかじめご了承ください。

（文責：総務委員会　中嶋 聡）

当 委員会の事業である中小企業診断士試験、実務補習の

平成30年の日程概要をご案内いたします。

中小企業診断士試験日程（未確定）
一次試験	 8月第１週の土、日曜日（昨年は8月5日、6日）
二次試験（筆記）	 10月第3週の日曜日（昨年は10月21日）
口述試験	 12月第3週の日曜日（昨年は12月17日）

年度によって、若干の前後はありますが、例年、上記の日程

で実施されています。

実務補習
平成29年度冬期実務補習（確定）

15日間コース
2月2日（金）、3日（土）、11日（日･祝）、12日（月･振）、13日（火）、
2月16日（金）、17日（土）、24日（土）、25日（日）、26日（月）、
3月2日（金）、3日（土）、10日（土）、11日（日）、12日（月）
5日間コース
2月2日（金）、3日（土）、11日（日･祝）、12日（月･振）、13日（火）

平成30年度夏期実務補習（未確定）

5日間コース

7月第1週または2週の金曜日開始、翌々週明け終了

8月第3週の金曜日開始、翌々週明け終了

9月第1週または2週の金曜日開始、翌々週明け終了
　昨年は
　7月7日（金）、8日（土）、16日（日）、17日（月･祝）、18日（火）
　8月18日（金）、19日（土）、26日（土）、27日（日）、28日（月）
　9月8日（金）、9日（土）、17日（日）、18日（月･祝）、１９日（火）
夏期実務補習は5日間コースのみとなっています。

中小企業診断士試験、実務補習ともに、会員の皆さまのご協

力なくしては、円滑な運営はできません。今後も何とぞ、当委員

会の事業にご協力お願いいたします。

（文責：研修・事業委員会　高山 吉和）

ご連絡（総務委員会） ご連絡（研修・事業委員会）
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青年部だより

全体で3時間半に及び、青年部例会としては長時間にわたる

会となりましたが、参加者32名が7チームに分かれてワークを進

め、14のユニークな案がでました。提灯の新商品というと、デ

ザインを駆使したライトなどをすぐに思いつくかもしれませんが、

今回は、別の視点で新商品の検討を進めました。今まで提灯が

あまり利用されていなかったシーン、例えば結婚式や、出産、

成人式などで、どのようにすれば提灯を活用してもらえるかを考

えました。提灯を新しいものにつくり替えるのではなく、既存の

商品に新しい価値、新しいストーリーをつくることで新商品になる

ということを体感し、診断士として学ぶものが多い時間になりまし

た。また、秋村社長もこれまでに無いアイデアを聞くことができ

たと、とても満足されていました。

（文責：青年部運営委員　林 一成）

【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：06-4792-8992
E-mail：osaka.sk.seinenbu@gmail.com

9月開催の青年部イベント

9月の青年部は、「同じ商品でも、ストーリーを変えると新商品

になる」ことを、ワークショップを通じて学ぶ機会となりました。

開催日	 平成29年9月30日（土）13:30 ～ 17:00
講　師	 有限会社秋村泰平堂　代表取締役　秋村 敬三 氏 

デザイン経営研究会　 林 一成 氏　　仲谷 陽介 氏 
田代 博之 氏　鈴木 文崇 氏

９月の青年部の例会は、当協会の登録研究会であるデザイン

経営研究会から講師を招き、「ワイワイと盛り上がって面白かっ

た」で終わらない「本気で取り組めるワークショップ」をテーマに

開催しました。本気で取り組める要素として、デザイン経営研究

会が用意したポイントは、３つありました。

①経営者からのインプットがある
現在、新商品開発に取り組み中の秋村泰平堂から、秋村 敬

三氏をお招きし、これまでの取り組みや現状の課題などをお話し

いただきました。その後、秋村泰平堂の新商品を中小企業診断

士がワークショップを通して検討・企画しました。

②経営者へ直接、思いを伝えられる
経営者に対して検討した新商品を、１対１で説明できる時間が

設けられました。普段、企業内で働いており、経営者と会話す

る機会が少ない方にとって、経営者に対して直接思いを伝えら

れる貴重な機会となりました。

③ワークショップの進め方が学べる
デザイン経営研究会は、これまで複数の企業を支援していま

す。実際の企業支援を通して学んだことを踏まえて、今回の青

年部例会専用に、ワークショップを組み立てました。アイデア発

想の流れを体験してもらいながら、随所に解説もありワークショッ

プの進め方も学べる内容となっていました。

青年部　今後のスケジュール
「青年部10周年記念大会」
日時：3月31日（土）14:00～ 17:00
場所：マイドーム大阪
講師：�中小企業診断協会　会長　福田�尚好�氏�

株式会社バリューシンク　代表取締役�
大阪府中小企業診断協会�青年部　初代代表　林�浩史�氏
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Ⅰ．事業部メンバー

⃝柳 辰雄（理事、事業部長、事業部全体統括）

⃝酒井 眞（理事、ホームページ管理運営責任）

⃝中尾 博一（運営委員リーダー、事業企画担当）

⃝西嶋 衞司（事業企画担当）

⃝松尾 健治（ホームページ管理運営担当）

⃝尾崎 敏明（事業企画担当）

⃝土居 伊子（ホームページ管理運営担当）

Ⅱ．事業部の活動内容

①ホームページ管理・運営
平成29年4月に、従来のホームページを改訂し、新たなホー

ムページを開設いたしました。ホームページ改訂にあたってはメ

ンバーによる協議、ならびに変更作業を経て、下記の基本的な

考え方のもと、新たなホームページをリリースしました。

⃝ 会員プロフィール情報や取組事例などの充実化を図ると同

時に、外部からの検索およびアクセスを容易にする。

⃝ コンサルティング、セミナー、研修、経営診断、調査事業

などの案件を、企業や支援機関などから新たに受注するた

めのツールとする。

②事業企画
新たなコンサルティング、セミナー、研修、経営診断、調査

事業などの案件を受託するために、企業や支援機関などへの企

画提案や企画検討を行います。企画提案や企画検討を行うに

あたって各メンバー間の協議を経て、各企業や支援機関との折

衝を実施します。また新たな案件受注が決定した後は、当該案

件の趣旨や要件などを会員向けに情報提供し、公募形式などで

広く各会員に取組打診を行っています。

今回は、事業部のご紹介をいたします。

事業部は、大阪中小企業診断士会として、コンサルティング事業・経営診断・調査事業・研修・セミナー事業に関する企画・営業

を担当します。

Ⅲ．主な取り組み

①コンサルティング案件
今般改訂しましたホームページを経由して、化粧品製造販売

業者から生産管理などの改善提案依頼がありました。まず事業

企画メンバーによる当該事業者へのニーズ調査を行った後、会

員2名による取組提案を実施し、当該企業の事業実態調査の案

件を受注しました。

②セミナー、研修案件等
船場経済倶楽部ビジネス活性化塾の新企画（経営者と会員と

のコラボセミナー開催）に関して、会員向けの公募を行い、会員

3名の企画案を選出しました。

③調査事業等
中小企業などの民間調査機関より、商工会議所/指導員向け

の業種別レポート作成の依頼がありました。18業種のレポート作

成およびインタビュー取材などの公募情報を各会員向けに発信し、

会員に取り組んでいただきました。

④その他
ア  大阪府中小企業団体中央会のものづくり補助金のフォロー

アップ受託事業として、補助金採択先の現況確認を行うに

あたって、中央会へ９名の会員を推薦し、平成２９年９月末

現在で50件のフォローアップを実施しました。

イ  改訂したホームページからの問い合わせに対して、事業部

メンバーが持ち回りで初期対応を実施しています。平成29

年4月から平成29年9月までの半年間で、20件ほどの問い

合わせがあり、会員紹介など、質問および問い合わせへ

の返答などを実施しました。

以上

（文責：酒井 眞）








