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知る人ぞ知るスカイスポーツのメッカ、兵庫県丹波市。
自分で飛ぶのは怖いけど、せめて写真だけでも。

足立 悠平氏

写真撮影時のエピソード

第７２回読書週間にちなんで「診断士が読む本」
皆さんは読書週間の始まりをご存じでしょうか。
終戦まもない１９４７年（昭和２２）、日本にまだ戦火の傷痕が残っている中で「読書の力によって、平和な文化国家を作ろう」とい

う決意の下、出版社・取次会社・書店と公共図書館、そして新聞・放送のマスコミ機関も加わって、１１月１７日から、第１回『読
書週間』が開催されました。そのときの反響が素晴らしく、翌年の第２回からは期間も１０月２７日～１１月９日（文化の日を中心にし
た２週間）と定められ、この運動は全国に広がっていきました。『読書週間』は、日本の国民的行事として定着しています。

中小企業診断士の皆さんにとっても、本は情報収集、勉強、気分転換、癒し、生活・仕事などなど、生活のいろいろな場面
でなくてはならないものだと思います。そこで今回の特集では、診断士がいかにして本と付き合っているか、情報源や選ぶ基準、
影響を受けた書籍などを執筆いただきました。皆さんが、次の１冊に出合うきっかけになれば幸いです。

まずは、広報委員お薦めの１冊から、紹介します。

私事で恐縮ですが今春共著を出版しました。積極的に女性登用
を行う経営者への取材をもとに、診断士目線で女性の就業可能性
を見いだし、定着を図るための組織づくりを解説しています。

柔軟な発想と可能性を信じ、挑戦する経営者の取り組みをぜひ
ご一読ください。

東 純子
なぜあの会社の女性はイキイキ働いているのか
福田尚好、高橋佐和子、中村佳織、中澤未生子、東純子 / 同友館

プロが相乗効果を発揮するからこそ、プロジェクトをやる価値があ
る。クライアントの潜在能力を引き出す質問、ワークショップの目的、
組織論、インタビューやプレゼン、アイデア発想やラピッドプロトタイ
ピングなど、チームで問題解決する診断士やプロジェクトリーダーに
必要な考え方や手法が、コンパクトにまとめられています。

松尾 健治
プロジェクト・ブック
阿部仁史・小野田泰明・本江正茂・堀口徹 / 彰国社

組織内でイノベーションを起こすための「ＦＯＲＴＨ」メソッドの実
践書です。その本質はイノベーション＝探検であり、旅立ち～通過
儀礼～帰還までを物語として捉え、ＦＯＲＴＨのプロセスに沿って
チームをつくり、世界観を共有してビジネスストーリーをつくることに
あります。

田中 聡
ＳＴＡＲＴ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ！　

ハイス・ファン・ウルフェン / ビー・エヌ・エヌ新社 オズボーンのチェックリストを応用した、アイデア創出のワーク本
です。短答形式で実際の企業が取り組んだ事例がたくさん掲載さ
れています。固定観念にとらわれて、アイデアが出にくくなったとき、
頭を柔らかくするセルフトレーニングにぴったりです。学生向けのビ
ジネスモデル講義をするときのアイスブレイクにも活用しました。

永井 俊二
考える力を磨く１分間トレーニング　

木村尚義 / かんき出版

ビジネスを考える際、消費者傾向は重要ですが、分かりづらいも
のでもあります。この本は、国内３万人のモニターを男女別、５歳
区切りの世代別に分け、それぞれの層で支持されているブランドや
行動傾向から、各層が持つ価値観を検証しています。これを読むと、
今売れている「もの」と売れている「理由」が推測できます。

打上 紋
世代×性別×ブランドで切る　第５版　

マクロミル　ブランドデータバンク / 日経 BP 社
お薦めといえるかどうか分かりませんが、会社勤務時代から定期

購読を始めて、気づけばもう10年以上になる雑誌をご紹介します。
「月刊経理ウーマン」という株式会社研修出版が発行している実
務本です。独立した今でも税務や労務における法改正情報や実務
の変更点についての情報収集に役立てています。

池渕 ゆかり
月刊経理ウーマン　

研修出版

私がアカウンティングスクールへ通っていた時代に出合った本で
す。「基礎編」は、数値例も豊富な管理会計を初めて習う人に向け
た平易な入門書ですが、今でも資料作成などで管理会計の辞書
代わりとして重宝しています。「上級編」は新時代の新しいテーマを
多く解説しています。

松原 啓雄
管理会計レクチャー〔基礎編〕〔上級編〕　

門田 安弘 / 税務経理協会 ネットで昨年の出版直後から話題になっていた本です。昆虫学者
の筆者が西アフリカのモーリタニアでの研究体験を面白おかしく書
いています。バッタの生態を紹介する記述を読むと、昆虫学者はこ
んな視点で昆虫を見ているんだなという気づき、苦しい時にこそ分
かる自身の思い、を知ることができます。ぜひ家族全員で読んで笑っ
て感銘を受けてほしい１冊です。

古川 佳靖
バッタを倒しにアフリカへ　

前野 ウルド 浩太郎 / 光文社 
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1956年名古屋生まれ。1995年診断士情報
部門登録、1998年独立し枚方市に事務所を

開設。専門分野は経営戦略、マーケティング、IT。
URL：http://www.wakamatu.jp/

診断士
略歴

Toshiyuki W
akam

atsu

１．影響を受けた書籍

診断士になってから最も大きな影響を受けた書籍をあ

げるとすれば、石井淳蔵氏の『ビジネス・インサイト―

創造の知とは何か』（岩波新書、2009年）です。

この書籍との出合いは、著者がエーベルの『事業の

定義―戦略計画策定の出発点』（千倉書房、1984年）

の訳者だったこともあり、また、書籍の帯に「イノベーショ

ンを起こす知はこれだ！　問題の全体像が見え、将来を

見通せたとき、経営者は跳ぶ」という決め台詞が踊って

いたのに惹かれたからでした。

新たなビジネスモデルを発想する経営者の頭には、ど

のようにアイデアが生まれてくるのか、どうやって「神が

降りてくる」のか？　という問題意識を持っていた私には、

まさにドンピシャのテーマでした。

この書籍は、「イノベーションを起こす知」とは何かとい

う疑問に答えようとする挑戦的な書籍で、実務家にとっ

ても、経営学者にとっても示唆深い内容を提起していま

す。

目次では、「実証主義の経営を検証する／ビジネス・

インサイトとは何か／知の隠れた力tacit knowing ／ビ

ジネス・インサイトをケースで学ぶ／ケース・リサーチの

可能性／経営における偶有性」となっています。

実証主義的なアプローチをする従来の経営学では、

「経営者が欲しい答えは出そうもない。過去の延長線上

に未来があるのでなければ、未来は発見されるのを待っ

ている実在というわけではない。未来は現在の活動の中

若
松 

敏
幸
「
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
知
を
求
め
て
」

から創造されるのだ」と述べ、「将来を見通していく力」＝

「ビジネス・インサイト」について探求しています（インサイ

トとは、断片的な事実から全体を見通す力であり、内観、

洞察とも訳されます）。

宅配便ビジネスモデルを発見した小倉昌男氏の事例を

もとに、「集配密度」というインサイトを得ることで、「BＣＤ

（ベース／センター／デポ）という集配物流体系、必要

な取次店数、主婦の集配ニーズの喚起と配送に対する

不安の解消、女性ドライバーの採用、集配と荷造りの

責任体制、均一価格……といったさまざまな要素の関連

が分かってきた」と分析しています。

石井氏はさらに、マイケル・ポランニーの『暗黙知の

次元』（ちくま学芸文庫、2003年）を取り上げ、「名詞とし

ての知（knowledge）ではなく、動詞としての知ること

（knowing）、進行形の知」に注目します。「暗黙裡に、

つまりそれと分からないうちに知ってしまう、隠れたプロ

セス」こそ、知の暗黙の次元＝暗黙の認識の力であると

述べています。

暗黙知については、野中郁次郎氏＆竹内弘高氏が

「暗黙知から形式知へ」をテーマにした『知識創造企業』

（東洋経済新報社、1996年）を執筆するきっかけになっ

たともいわれています。しかしポランニーの著書はページ

数は少ないものの記述は難解で、それを石井流に読み

解いて紹介してくれているのがありがたいです。

２．問題意識が知（書籍）を引き寄せる

診断士としてさまざまな経営者と将来の事業戦略につ

いて議論をする際に、「イノベーション」の話題は不可欠

です。現在不調な事業者の場合はもちろん、好調な事

業者の場合であっても、長期的な視野には「今の事業の

ままでよいのか？」という疑問と不安を常に抱えているは

ずです。私たちは、道具としてSWOT分析を用い、成長ベクト

ルで事業の方向性を論じたりしますが、先の見えない将来の事

業ドメインについて、自信をもって語ることは難しいのです。どの

ような姿勢で経営者の思いを受け止め、一緒に議論できるのか？　

それができるスキルと感性を研ぎ澄ませていきたいというのが、

私のいつもの問題意識です。

自ずと、「イノベーション、経営革新」というキーワードが念頭

にあり、関連する分野の書籍や事例などに興味を持つようになり

ました。問題意識が必要とする知（書籍など）をあちこち（新聞、

TV、Web、図書館など）から招き寄せているといえます。その

出合いは偶然ですが、私には必然的なストーリーです。また、

摂南大、大阪成蹊大で非常勤講師を務め、現代経営情報論や

流通システム論などの専門分野を深めるきっかけになったのも大

きいです。

「事業革新研究会」では、ビジネスモデルについて長年メンバー

と一緒に研究をしてきました。収益性のあるビジネスモデルのパ

ターンがあると提唱したのがスライウォツキーの『プロフィット・

ゾーン経営戦略』（ダイヤモンド社、1998年）などの一連の書籍

です。そこから、川上昌直氏の『ビジネスモデルのグランドデザ

イン』（中央経済社、2011年）、オスターワルダー＆ピニュール

氏らの『ビジネスモデル・ジェネレーション ビジネスモデル設計書』

（翔泳社、2012年）と、ビジネスモデル論について一通り学習し

てきました。

しかし、ビジネスをいくつかの構成要素に分解し、そこから事

業の特徴を分析するという静的なモデルには、方法論として限

界を感じてきました。そこでこの４、５年はIDEO社などが提唱

する「デザイン思考」の考え方や方法論に傾倒しています。トム・

ケリーの『発想する会社! 』（早川書房、2002年）やティム・ブラ

ウンの『デザイン思考が世界を変える』 (ハヤカワ・ノンフィクショ

ン文庫、2014年)が入門書になると思いますが、静的ではなく

動的にイノベーションを考える切り口として「デザイン思考」に大

きな可能性を感じています。

３．最近のお気に入りの書籍

最近のお気に入りの書籍をあげるなら、同じ石井淳蔵氏の書

籍で恐縮ですが、『マーケティング思考の可能性』（岩波書店、

2012年）でしょうか。この書籍は専門書ですので、難解な用語

が並びます。あまり一般の人にはお薦めできません。収録の論

文が執筆されたのが1996年から2009年までですので、現代

マーケティングの分野で日本の経営学者がどのような議論をして

きたのかを鳥瞰するのに最適な書籍だと思います。

重要なキーワードは、他者性、偶有性、プロセスとしての競争、

社会構築主義などです。ここで詳細を紹介するのは紙面の都合

上できませんが、これまで常識と思っていた前提が根底から覆さ

れ、脳の裏側をゴシゴシ掻いてもらうような快感（？）を覚えること

必至でしょう。

伝統的マーケティング手法で「もの」や「過去」、「情報」を実在

のものとして考えるのではなく、解釈学的アプローチ、そして社

会構築主義へとつながる立場でマーケティングの系譜を紹介し

ています。

「現代経営戦略論が、われわれに問い掛けるもの。（中略）秩序

を前提とせず、変化を含んだダイナミックな視点からマーケティン

グの現実を捉えること、これである」（同書第5章）との表現に、

同書の基本姿勢がよく表れています。もう一つ別の、深い世界

を覗くことを望む方にはお薦めします。

診断士が読む本

石井淳蔵氏の
『ビジネス・インサイト

―創造の知とは何か』
（岩波新書、2009 年）

石井 淳蔵の
『マーケティング思考の可能性』

（岩波書店、2012 年）
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（一社）関西dラボ代表理事 /（一社）ビジネスモ
デルイノベーション協会理事。ビジネスモデル

キャンバス等、先進メソッドを活用し、多くの企業・スタート
アップの支援活動に注力中。

診断士
略歴

A
kiho O

kada

1.はじめに

中小企業診断士にとって、読書は極めて身近な行為。

もちろん私も大好き。この機会に、あらためて自分の読

書について考えてみました。

2.なぜ本を読む？

私が本を読む理由・目的は、多くの場合（ほとんどに

近い？）「知の探索」となっています。

「知の探索」とは、入山章栄氏（早稲田大学ビジネスス

クール准教授）がイノベーションの絶対条件と説く「両利

きの経営」において、「知の深化」と共に重要な要素とし

て挙げられているものです。

「知の探索」「知の深化」、そして「両利きの経営」がど

ういうものかの詳細については、氏が著した関連書をご

確認いただきたく思いますが（『ビジネススクールでは学

べない世界最先端の経営学』など）、近年、イノベーショ

ンにおいては、特に「知の探索」に意識的に取り組むこと

の重要性が、各所で唱えられています。

ジョセフ・シュンペーター博士による「新結合」の概念

を持ち出すべくもなく、イノベーションには「結合/組み合

わせ/掛け合わせ」のための素材として、幅広い、かつ

大量の「知」が必要、近年「資源ベース論」（RVB）の進

化系として注目されている「ダイナミック・ケイパビリティ

論」（DCF）においても似た知見が示されています（構成

３要素のうち「感知」に関して）。

読書は、この「知の探索」「感知」の具体的手段とし

て、極めて効率的・効果的な方法であることは間違いな

いところでしょう。

現在、私がお手伝いしている案件のほとんどが、イノ

ベーションをキーワードとするもの。ここに、私が「少しで

も時間があれば本を開く」日々 を送っている最大の理由が

あります。

3.選書の基準

従って、読む本の範囲は割と広めになります。とはいっ

ても、やはり多少なりともビジネスに関係のあるものがほ

とんどで（この点、私自身も少々問題と思ってはいますが、

なかなか……）、その前提条件付きではありますが、や

はり標準よりは広く、かつ、読む本の数も割と多い方で

はないかと感じています。

ただし、決して手当たり次第の乱読というわけではなく、

私の中においては、選書にあたっての軸は確かにありま

す。その軸とは、私自身のビジョンです（その詳細はス

ペースの関係上、省略）。

「この本は、私のビジョン実現にとって、意味のある書だろうか」

という問いをたてた上で、何か感じるものが少しでもあった場合

は躊躇なく購入しているという状況です。加えて、その読み方も

特徴的で、全体の流れ、および要点を効果的につかみつつ、ま

た、振り返りもしやすい読書法を活用しています。

4.情報源

これについては割と多様です。最も強力に購入を動機付けら

れるのが「相互共感関係にある知人の書評」、頻度として多い

のがネット上に流れる書評、新聞広告といったところでしょうか。

あと、書店の店頭……ふらっと寄ることがほとんどですが、店を

出るときには、かなりの確率で何冊か手にしています。

5.影響を受けた本

数え上げたらきりがないほどあって……どれとは決めかねます

が……最近の中で、あえて、どうしても1冊だけ選べと言われた

ら、この書でしょうか。

●『思考能力の作り方』
  （前野隆司著、角川書店発行）

著者の前野隆司先生は慶應義塾大学大

学院システムデザイン・マネジメント研究科

教授で、分野の枠を超えて幅広くシステム

デザインの研究を行なっておられる、わが

国を代表する識者のお一人です。発行は

2010年と少し前ですが、今年の春、奥さまである前野マドカさ

ん（同研究科）を大阪にお招きしてワークショップを企画した際、

「この本は、主人が最も力を入れて書いた渾身の作です」とご紹

介いただきました。で、読んでみると……完全没入状態に（笑）。

スペースの関係上、本書の内容をここで紹介することはでき

ませんが、現代において必要となる思考のあり方・能力が、実

に分かりやすく、それでいてパワフルに説かれています。

中小企業診断士必読の書と位置付けていいでしょう。未読の

方は、この機会にぜひご一読ください。

6.最近のお気に入りの書

これもまた数え上げたらきりがなく。それでも、ごく最近読ん

だ書に限定し、その中であえて1冊だけ選ぶとしたら、この書で

しょう。

●『構想力の方法論』
　 （紺野登/野中郁次郎共著、
 　日経BP社発行）

著者の両先生については、もうご紹介は

不要でしょう。文句なしに、わが国が世界

に誇る経営学の大家です。

両先生の著書（『知識創造経営のプリンシプル』東洋経済新報

社 など）には、これまで何度も衝撃を受けてきました。本書は、

その両先生の最新共著作です。

文句なしに、イノベーター必読の書です。とにかく、ご一読を

強くお薦めします。

なお、紺野登先生は、私が理事を務める（一社）ビジネスモデ

ルイノベーション協会（BMIA）のシニアアドバイザーでもいらっ

しゃいます。

7.まとめ

以上、「私の読書」について、徒然なるままに述べさせていた

だきました。あくまでも私の個人的な見解からのものですが、もし、

わずかでもご参考にしていただける点があったとしたら、望外の

喜びです。

なお、私は読んだ本の全てではありませんが、できるだけ書評

をフェイスブックページにアップしています。少々マニアックな書

評ではありますが、一部の方には結構受けている様子ですので、

もし選書時などの参考にということであれば、ご活用ください。

https://www.facebook.com/amm.hira/

診断士が読む本岡
田 

明
穂
私
の
読
書
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Sou Ishii

「中小企業人づくり研究会」所属の石井です。研究会

内の分科会、「人づくり読書会」を主催させていただいて

いる関係から、今回の機会をいただきました。

本題に入る前に申し上げると、私はいわゆる精読は苦

手で、ほとんどの本は1回しか読みません。数百ページ

に及ぶ本についても、線を引いた数カ所しか覚えておら

ず、それすら正しく理解している自信もありません。自分

の探す答えが見つかれば、勘違いでも構わないくらいの

感覚で本を読みます。この後の文章も、その前提で優

しい目で読んでいただけると助かります。

書籍を選ぶ情報源

書籍を選ぶ情報源として、最も多いのは「その時読ん

でいる本の参考文献」になります。私の場合、本を読む

理由は、自分の疑問を解決するために限られます。何か

しらの疑問に対する答えを探すために、本を読み始める

わけです。ただし、1冊の本で疑問が解消されることは

まずありません。むしろ、読み始める前よりも疑問が増え、

頭の整理がつかない状態になることがほとんどです。そ

のとき、頼りになるのが、その本に参考文献として書か

れている「別の本」になります。著者のネタ元を探れば、

疑問に対する答えが見つかるかもしれない、そのような

発想です。それを続けていくと同じテーマで10～20冊

以上読むことになるケースもあります。後から1冊目に答

えがあったことが分かることもよくありますので、ほ

ぼ同じことを繰り返し読んで理解しているだけ

なのかもしれません。

1冊の本を読んだ際に発生した疑問が、

同じテーマの類書では解消されず、別の

テーマの本に答えを探す必要がある場合、

疑問の中心となるキーワードを元に「ネット

検索」を活用します。例えば、「マインド

フルネス」で語られる「今、ここ」

に集中できている状態と、スポーツ選手などの集中状態

として語られる「フロー」の状態はどのように違うのだろう

か、このような疑問を解消しようとするケースです。一

読すると、どちらも同じことをいっていそうだが、どうも違

うことをいっているような気がする。片方のテーマに関す

る本を読み続けても、違いが分かりそうにない。このケー

スでは、「マインドフルネス」「フロー」それぞれのテーマ

の本に登場する「無我」というキーワードで、関連書籍を

ネット検索です。その結果、次の文章に行きつきます。

「禅では自分の自意識を捨て、やることと一枚になれとよ

く言われます。食事の時は噛んでいる自分を観察するの

ではなく、食事と一枚になる。掃除の時も観察しながら

掃除するのではなく、あらん限りのスピードで走って拭き

掃除をする」(サンガジャパンVol26における特集記事

「無我とは何か」ネルケ無方）。私の頭の中で、「禅」が

「フロー」に、「噛んでいる自分を観察する」が「マインドフ

ルネス」に置き換えられ、その違いが（本当に正しい理解

かは別として）理解されます。このような会心の一文を見

つけられたときが、読書において、最もうれしい瞬間です。

このような形で、ネット検索を活用した読書数珠つなぎも

楽しんでいます。

人からのお薦めも大事にしています。特に、その本で

得られた自分の気づきを本の引用のままではなく、自分

の言葉、自分の解釈で語れる方のお薦めは特に大事に

します。そして、そんな仲間を持てることは、本当に幸

せだと思います。

 選ぶ基準

あまり意識したことはないのですが、テーマ

を除けば帯も含めたタイトルに惹かれて選ぶこ

とが多いと思います。著者自身が言いたいこ

とをどこまで整理できているか？に加えて、

読み手に伝えようとするサービス精

神は、タイトルに表れると思います。反対に、タイトルがいまひと

つであれば、同テーマでも読む順序が後回しになります。コーチ

ング関連の読書を進めるうちに行き当たった「論理療法」をテー

マにした本でも、『論理療法トレーニング』（スーザン・R・ワレン

他/東京図書）より、『どんなことがあっても自分をみじめにしない

ためには―論理療法のすすめ』（アルバート・エリス/川島書店）

の方が魅力的だと思いませんか？　後でご紹介する『人を助ける

とはどういうことか』も、良いタイトルですね。

影響を受けた書籍

何度読んでも分からないのは、『夜と霧』（ヴィクトール・Ｅ・フラ

ンクル/みすず書房）です。ナチスの強制収容所に収容された著

者が、そこでの出来事を淡 と々つづります。重労働の中、自分

がいつガス室に送られるか分からない極限状態の中、人 は々どの

ように生きたか。有名な一節、「わたしたちが生きることからなに

を期待するかではなく、むしろひたすら、生きることがわたしたち

からなにを期待しているかが問題なのだ」は、原文が難しいことを

言っているのか、翻訳がいまひとつなのか、いずれにしても何を

言っているのか理解できない。この手の難しい文章は読み飛ば

すことが多いのですが、この一文だけは、自転車に乗っていると

きに週に一度は思い出す不思議な一節です。この一節、いろい

ろな解釈があるようですが、私は「どうしたら良いか？　人に答え

を求めるのではなく、自分で考える。その場の問いにどのように

応えるかが、自分を形づくる」と、今のところは理解しています。

最近のお気に入りの書籍

最近の「人づくり読書会」でも課題図書とした、エドガー・H・

シャインの『人を助けるとはどういうことか 本当の「協力関係」を

つくる7つの原則』をご紹介したいと考えます。ここでは、私自

身の気づきだけではなく「人づくり読書会」で得た学びについて

も記載します。

この本は、支援者としてどのように行動すべきか、をまとめた

ノウハウ本と考えてよいでしょう。特に後半の「支援関係におけ

る７つの原則とコツ」は、シンプルにまとまっていて、この点だけ

を切り取っても実務にそのまま使えそうな気づきが得られます。

一方で私は、タイトルにある「人を助けるとはどういうことか」と

いう問いに対する答えが気になったのですが、この点について

はあまり触れられていません。いったい「人を助ける」ことは自分

にとって、どのような価値を持つものなのでしょうか。このような

疑問が湧いてくる本は、私にとっては良書です。ちなみに、私が

「人づくり読書会」を通じて出した仮説は、「人を助けることは、

自分の居場所をつくること」というものでした。その場、その場

で与えられた役割が、自分が何者であるか説明している。その

役割が健全であれば、自分を肯定できるようになる。つまりは、

「人を助ける」ことは、社会に自分の居場所をつくる活動ではな

いか。このような仮説が立ち、次の読書につなげていきたくな

る1冊でした。

最後に。私が主催する「人づくり読書会」は、課題図書の感

想や気づきをメンバーそれぞれが持ち寄り、学びを共有する場

です。私はこの会の皆さまのおかげで、一人の読書よりも、遥

かに多くのことを学ぶことができています。ぜひ皆さまも、そのよ

うな機会やお仲間を持つことをお勧めいたします。

診断士が読む本石
井 

壮
読
書
数
珠
つ
な
ぎ

平成24年中小企業診断士登録。
神戸大学経営学部卒業後、広告会社、生命

保険会社勤務を経て、現在はメーカーに勤務。

診断士
略歴

ヴィクトール・E・フランクルの
『夜と霧』

（みすず書房、2002 年）

エドガー・H・シャインの
『人を助けるとはどういうことか
本当の「協力関係」をつくる７つの原則』

（英治出版、2009 年）
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税理士事務所での勤務経験を経て、平成29
年に中小企業診断士登録、独立開業しまし

た。主に事業再生支援を手掛け、創業支援、事業承継
支援などにも力を入れています。

診断士
略歴

N
atsuki O

usaka

書籍を選ぶ情報源

診断士の先輩方や友達がFacebookで本を紹介して

いる投稿記事から気になる本を購入することが多くなって

います。その本を選んだ理由や、本を読んだ感想も一緒

に投稿している方が多いので、自分の書籍選びの参考に

しています。

最近では、大阪府中小企業診断協会のセミナーや登

録研究会に参加した際に、講師を務める診断士が紹介

した本はなるべく読むようにします。また、友人や家族に

本好きの人が多く、読み終わった本をまとめて貸してくれ

ることがあります。自分で本を選ぶとジャンルが偏ってし

まいますが、人に薦められると幅広いジャンルの本を読

むことができます。その他、毎月大量に発行されるビジ

ネス関連や、文化、教養に関する新刊書などの中から、

「一読の価値ある書」を10冊厳選して、４ページに分か

りやすくまとめて紹介している「TOP POINT」からも情

報を得ています。

私は、独立後1年間は公的機関の仕事を主にしていま

したが、今年の4月で卒業し本格的に独立しました。5月

から、私を含め6人の独立診断士で、同じ事務所を共有

して仕事をしています。事務所には本棚があり、たくさん

の本が並んでいます。福田尚好先生や風谷昌彦理事長

が執筆された『コンサルティングの基礎』や、同じ事務所

の林浩史診断士も共著者として名を連ねる『100年企業

創り ~少しずつ常に変革~』、先輩診断士が駆け出し時

代に読まれた本などが並んでいて、日々勉強になり、と

ても恵まれた環境にいます。

影響を受けた書籍

お恥ずかしい話ですが、高校生になるまで本はほとん

ど読むことはなかったです。しかし、友だちが「面白かっ

たから読んでみて」と、東野圭吾の『時生』という小説を

貸してくれました。SFファンタジー小説でしたし、正直、

最初は仕方なく読んでいましたが、すぐに小説の世界観

に惹き込まれ、最後まで夢中になって読んでしまいました。

この作品は、不治の病を患う息子に最後のときが訪

れつつあるとき、「生まれてきて良かった？」と息子に訊き

たいと悩む妻に夫が20年以上前に出会った少年との思

い出を語る場面を描いたものです。どうしようもない若者

だった夫が、謎多き少年と出会い、行方を消した恋人を

追う中で、さまざまな人との出会いをきっかけに自らの人

生と向き合い、人間として成長を遂げていく主人公の姿

を通して、生きることの希望と親子の愛が描かれていま

す。命の尊さや家族の絆、運命などさまざまなことを考

えさせられる作品で、東野圭吾の作品の中で今でも1番

好きです。私は、この本と出逢えたおかげで、本を読む

ことを好きになることができました。本を好きになれたか

らこそ、診断士試験にも合格できたと思っています。

選定基準

人から薦められた本はジャンルを問わず何でも読みま

すが、最近は「診断士」として自分の成長や知識を得ら

れるか考え、読むべき本を選んでいます。自ら書店で本

を購入する場合は、「必要な知識を得られるか」目次を読

んで判断しています。目次で、自分が求めている内容が

書いてあるのか効率よく判断できますし、理解できる内

容かを確かめています。

小説の場合はあらすじを読み、読みたいと思う世界観

やストーリーかを判断しています。小説を読んでも知識を

得られないといわれたりしますが、

自分では普段できないような

体験を、小説を通して疑

似体験することは学び

になると思っています。

登場人物の顔や声、景色、音、色、匂い、温度、感触などを、

読み手が能動的に想像できることが魅力です。

今後は、ビジネス、小説、歴史などジャンルを問わず、面白

そうだと思った本はどんどん読んでいきたいと思っています。

最近のお気に入りの書籍

１．『金融排除』　橋本 卓典
　幻冬舎

今年2月の企業再生研究会で講師を務

めた石井誠宏診断士が紹介していました。

事業再生の仕事がしたいなら、金融機関

の考え方を知っていた方がいいと『捨てら

れる銀行』と『金融排除』を薦められていました。

この本では、金融排除の実例として、自然栽培による「奇跡

のリンゴ」の生産に成功した木村秋則氏、「風で織るタオル」と呼

ばれるタオルメーカー IKEUCHI　ORGANIC、「大阪黒門の

老舗魚屋」の深廣、が紹介されています。仕事や立場など、読

む方によってさまざまな意見があると思います。私は、金融機関

に見放され会社が苦しい状況にあっても、経営者の事業に対す

る熱意や仕事への真摯な姿勢に感動しました。一方、そんな事

業者を見捨てない全国各地の金融機関など中小企業支援者の

さまざまな取り組みも紹介されています。

『捨てられる銀行』より、金融機関の問題点を分かりやすく述べ

ている本でした。中小企業診断士として、金融機関の考え方を

理解した上で、事業者との架け橋となれるような存在でありたい

と思います。

２．『なぜ倒産 23社の破綻に学ぶ失敗
　の法則』　廣松 隆志　日経BP社

経営者向けの月刊誌『日経トップリー

ダー』が帝国データバンクおよび東京商工

リサーチの協力を得て、近年、経営破綻

した23社を徹底取材したケーススタディです。3章構成となって

おり、第１章では「急成長」した結果、経営資源のバランスが崩

れ倒産した実例、第２章では「ビジネスモデルが陳腐化」し、環

境に適応できなかったために倒産した実例、第３章では「リスク

管理の甘さ」の結果、倒産した実例が紹介されています。さらに、

経営者が赤裸々に倒産体験を明らかにしている事例や、経営者

や社員、取引先で食い違う意見から、倒産した原因を分析した

事例などが紹介されています。

成功事例が書かれた本はたくさんあります。この本でも書かれ

ていますが、成功事例を知ることは大切ですが、そのやり方を取

り入れても成功するとは限りません。対して、失敗事例は再現

性が高く、失敗した原因を突き止めると転換点が見えてきます。

紹介されている失敗事例から得る学びを、今後の事業再生支

援に生かしていきたいと思います。経営者に示唆を与え、より良

い企業づくりを促すことを目指します。

3．『道迷い遭難』　羽根田 治
　山と渓谷社

私の趣味は登山なのですが、関連情報

を調べるうちに出逢った書評を見て気にな

り購入しました。

「道迷い遭難とは」文字どおり、道に迷い何日間も山中をさ迷う

タイプの遭難事故です。本書ではそこから生還した7事例を取り

上げ、インタビューを元に原因を探り、未然に防ぐ方策を検証し

ています。

状況の描写が非常にしっかりしており、また遭難に至るまでの

プロセスが詳しく書かれていることもあり、まるで自分自身が遭難

するかのような緊迫感を持って読み進めることができました。生

来の方向音痴である私には、わがことのように感じられました。

このタイプの遭難の共通点は、ある時点で道に迷っていること

に気づいていながら、「迷ったら引き返す」「沢に下りずに尾根に

登れ」という鉄則が守られなかったことに尽きると筆者は言いま

す。守られなかった事情は、体力的なものや、目的地の誤認な

どさまざまですが、いかなる状況であろうと基本を守ることの大

切さを認識できます。

休暇中にご迷惑をお掛けすることのないよう、教訓にしたい本

です。

診断士が読む本逢
坂 

な
つ
紀
ジ
ャ
ン
ル
を
問
わ
な
い
多
様
な
読
書
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事例企業
Diagnosis Case

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

目標達成までのプロセスを、分かりやすく解説してもらいました。

1診断と支援の内容
１）決算書の修正

Ｍ社の問題は、簡単にいえば「過剰債務、過剰資産」、つまり「多
額の借入金で必要以上の機械を購入した」となるのですが、社長
はこれも含めた財務関係は理解できず、コンサルタントの支援で
あっという間に売上が増えて、赤字が解消できると考えていたフ

シがあります。しかし私は、まず財務諸表を修正して会社の実態
を明らかにし、社長や経理、営業、工場の幹部社員に認識しても
らうことから始めました。

表には、27年度分が3つあることに注意してください。「原表」は、
税務署に提出してあった「正規」の決算ですが、正確な診断のた
めに再構成しました。仕入と販管費を分解して組み直したものが

「修正－1」です。さらに巨額の投資からくる減価償却費を全額計

上して「修正－2」としました。その結果、実態は若干の粗損、大
幅な営業赤字でした。28年度以降の決算書は、この修正－2の考
え方を受け継いでいます。

会計事務所がこのいびつな決算を延々と続けてきたことは重大
な問題ですが、この修正作業ではその意味を十分理解して、協力
してくれました。

Ｍ社は従来から決算内容は幹部社員にも公開しておらず、また
この一連の修正の意味をすぐ理解できる人は、経理を含めて誰も
いませんでした。

２）変動費の削減
そこで社長の期待に反して販促支援はせず、変動費削減から開

始しました。Ｍ社のように活気の乏しい工場は残業代が多いもの
です。さらに工具費、外注費のデータを細かく分析して、特に営
業部員に認識させるとともに、削減額の可能性を示唆し続けました。

外注費は自社の機械別稼働率と並行してチェックし、「内作の増
加 ＝ 稼動率の改善 ＝ 外注費削減 ＝ 原価削減」となることを説
明し、削減に成功しました。また、材料支給の場合と自社購入の
場合に利益率に差があることを発見したので、営業には受注価格
の改定と、材料支給の交渉をするように指示しました。

３）固定費の削減
巨額な工場敷地の賃借料は削減できていません。一方減価償却

費は、ようやくその減少額以上に粗利が増え始めました。さらに
低稼動率の機械の売却、償却負担の軽減を計画し始めました。労
務費は、この春の賃上げと増員にもかかわらず、残業抑制効果が
効いて予想より低く抑えられています。しかし、固定費の削減は
これからの課題です。

４）原価計算の実施
もともとＭ社が赤字体質、資金難に陥った理由は、信じがたい

ことですが、原価計算で利益を確認せずに受注価格を決定してい
たからです。私もこの事実に気づくまで、少し時間がかかりまし
た。この原価計算の実行には時間を要しましたが、今回、営業の
中途採用者と工場幹部への教育を兼ねて、再度計算の仕方を説明
しました。

５）営業会議
毎月の業績は、売上、変動費、固定費、利益、各種比率などを

会議で解説しています。

６）次の対策
これまでの支援は、上記２）に示すように、主に変動費の削減

を主体に、相応の成果を挙げました。すでに年度予算は作成支援
していますが、今後は、認証獲得できた経営革新計画に沿った予
算作成と売上増加、利益獲得の支援を実施したいと思います。

同時に営業には、このリスケ解消に必要な年間8百万円強の営
業利益獲得に必要な粗利額と粗利率の試算を示していますが、ま
だまだ苦難の道は続きます。

さらに遅れているＩＴ化にも着手しました。まず経理システム
の刷新、続いて生産管理システムの導入も検討中です。ＩＳＯ的
にいえば、プロセスのつながりと相互関係の理解、ならびに合理
化となるでしょう。

7）銀行への同行
中間決算、本決算の報告を予算説明を合せて実施する様にし

ました。

2まとめ
１）経営改善支援のポイント

このように、再生支援の場合の診断の出発点は、何といっても、
経営者に会社の実態を把握してもらうことといえます。

そのために中小企業診断士は、財務諸表を解析して問題点を優
しく解説できる能力とともに、それら問題点の解決手段の提案力
も必要です。ＩＳＯでは、計画を実現するには責任者と日程を決
め、さらに手段、方法を決める必要があるとしています。

２）企業経営の転換点への認識
企業規模がある段階を超えた時点で、財務や労務などのスタッ

フ部門が十分機能していないと、あっという間に不採算受注や過
剰在庫などで経営の質が劣化します。その劣化を数値であぶり出
すためには、会計事務所との連携が必要です。

私は経営に行き詰まった企業の再建を多く手掛けています。こ
れらの会社の共通点は、社長が財務諸表の内容を十分理解でき
ず、会社の実態を把握していない、問題の原因をつかんでいない
ということです。正確な原因の把握と、正しい対策は表裏一体な
のです。

今回は、金融機関からの依頼で支援を開始し、真の原因をつか
むために財務諸表をつくり直して対策を取った結果、再建に成功
しつつある事例を紹介します。

※平成30年3月期の企業概要
社　　名 Ｍ鉄工株式会社 （以下Ｍ社）
業　　種 金属加工業
企業規模 売上　3.8億円
従 業 員 40人強
金融関係 リスケ実施中、債務超過1億円強、

 融資残高3.5億円

■Ｍ社の業績推移 （単位：百万円）

年度
27

28 29
30

備　考
原表 修正 -1 修正 -2 4-6 月

売上 388 388 388 361 380 122

製造原価

仕入 119 材料、工具、燃料など
材料費 0 44 44 36 33 13 材料支給あり
労務費 0 127 127 116 118 31 残業代込み

内残業代 18 18 9 14 4
外注費 0 52 52 40 41 12
工具費 0 26 26 21 24 6
製造経費 0 96 140 138 133 32 減価償却費込み

内減価償却費 0 50 94 72 58 12
計 119 345 389 351 349 93

粗利 269 43 ▲ 1 10 32 29
粗利率 69.4% 11.1% ▲ 0.2% 2.9% 8.3% 23.9%
販管費 299 73 73 59 58 15 原表は、労務費、外注費込み

内減価償却費 50 0 0 0 0 0 製造原価に移動
営業利益 ▲ 30 ▲ 30 ▲ 74 ▲ 48 ▲ 26 14
営業利益率 ▲ 7.7% ▲ 7.7% ▲ 19.0% ▲ 13.4% ▲ 6.8% 11.4%

しいぎ経営研究所代表
椎木 茂久
平成6年鉱工業部門に登録、13年独立。以
後製造業の財務分析、在庫管理、工程改善等
を中心に経営改善支援実施中。神戸大学（経
済）卒、合繊メーカーに約30年勤務。
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14　私のおススメ

中 小 企 業
診
断
士

おススメ
私

の

私のおススメ「三角スケール」

足立 悠平

■三 角スケールは、一般にはあまりなじみがありません

が、建築士や土地家屋調査士など、不動産に関わる

職業の方々にはおなじみの道具でしょう。通称「サンス

ケ」。私もこれまで行政書士としての業務を行う中で、図

面などの読み取りで少なからずお世話になってきました。

それが診断士業務に役立つとは思ってもいませんでした

が、決算資料の取り扱いの際、とても有用な道具である

ことを発見しました。

■診 断士業務において、決算資料の読み解きは避けて通

れない過程でしょう。そうした中で、決

算資料の各項目の数値を一つ一つExcelなど

に打ち込むにあたり、項目と数値がズレてし

まうことは多々あります。また、単純に読み

取る際にも、各項目にかかる数値がひと目で

分かりにくいこともしばしば。皆さまも同じ

ご経験がおありかと思いますが、私もそうし

たことがよくあり、定規などをあてて読み取

りや打ち込みの工夫をしていました。

■あ る時ふと、ペン立てにあった三角スケー

ルを使ってみたところ、これが非常に

便利で、それ以来、決算資料と向き合う際に

は必ず使用しています。

使い方は定規と同じ。項目と対応する数

値にあてがい、ズレ無く、読み取りやすくする用途です。

ただし、通常の定規と違い、三角形の頂角の部分がつま

みやすく、適切な位置決めや移

動が片手でも容易なところがポ

イント。定規と比較してみると

使いやすさは歴然です。

■も ちろん、活用方法はそれだ

けではありません。私は上

記の使い方以外にも、書籍を開いて置く際に活用してい

ます。書籍を参考資料として机上に開いて置く場合、た

だ開いて置くだけではすぐに閉じてしまいとても不便な

ことがあります。そうした際、三角スケール

を書籍の真ん中に挟んでおけば、閉じてしま

うのを防ぎ、書籍を見開きで置いておくのに

とても役立ちま

す。平らな定規

と違い、三角柱

の立体的な形状

がこの用途にも

非常にマッチし

ています。

■三 角スケールの本来の用途は、必要な縮

尺に合わせて使用面を選び、寸法を測っ

て図面を描いたり、描かれた図面から寸法

を読み取ることではありますが、ひらめき一

つで診断士にも非常に有用なツールとなります。文具店

やホームセンター、そして百均でも手に入るこの道具は、

安価な割に思った以上に便利です。

また何より、あまり一般的でないこの道具から、そこ

はかとなく漂うプロフェッショナル感。ワンランク上の

診断士を気取るにはぜひオススメ。

皆さまも機会があればご活用ください。

次回は、永山貴久さんのおススメをご紹介いただく予

定です。お楽しみに。

2017年4月登録。2012年行政書士として開業。
その後、診断士資格を取得。

診断士
略歴

  すいしん会について

「すいしん会」は原則、毎月第3水曜日に定例会を開催する1年
限定の交流会です。

参加メンバーは大阪府中小企業診断協会に所属する中小企業
診士25名で構成されており、プロコンの方をはじめ、IT業界や
金融機関、メーカーなどさまざまな分野で活躍している方々が
集まっています。毎月水曜日に、診断士業務を「推進」するとと
もに、「酔心」して本音で語り合おうという意味を込めて「すいしん
会」と名付けました。

  定例会（毎月第3水曜日）

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

間調整を行って積極的に参加しています。各回、数名が自由な
テーマで30分程度の発表を行い、発表者を中心に個性溢れる
面々が議論を展開します。発表内容は実践的なテーマや、役に
立つ情報だけでなく、参加者全員が爆笑するようなテーマの発
表もあり、メンバーの多様性を感じさせる内容となっています。

  懇親会

毎定例会の後には懇親会を実施し、メンバーの親睦を深めて
います。メンバーが活躍する業界の裏話など、ここでしか聞け
ないような話題で盛り上がり、交流会以上に活発な意見が飛び
交います。「すいしん会」は、業種の垣根を越えて、他では出会
えない仲間と出会い、他では聞けないような話を聞くことのでき
る会を目指していきたいと思います。

  ツーカー会について

「ツーカー会」は、原則、第2火曜日に活動しており、参加メンバー
は大阪府中小企業診断協会に所属する診断士24名で構成されて
います。会には、プロコンとして活動されるベテラン診断士をはじ
め、さまざまな業種・業界で活躍されている方、そして、新人の
診断士と、年齢も登録年次も幅広く、専門性や活躍のフィールド
も多種多様で、診断士という資格の奥深さを感じています。

  定例会（毎月第２火曜日）

定例会は、毎回、2名ずつ、発表者が自由にテーマを決めて
プレゼンし、質疑応答しています。ご自身の関心のあるテーマ
について熱く語っていただき、それを受けてメンバーからも矢継

ぎ早に鋭い質問（突っ込み）も入り、大阪らしい“ノリ”と“突っ込み”
ありで、楽しく盛り上がっております。

  懇親会

定例会が終わると懇親会を開催し、メンバー同士の親睦を深め
ています。診断士としてのお仕事の話題であったり、全くプライ
ベートの話であったり、あるいは、それぞれの業界のネタなど、
懇親の席ならではのリラックスした雰囲気の中で、普段では聞け
ない裏話も出たり、毎回、定例会以上に？盛り上がっています。

5月に始まって、まだ、2回目を開催したところですが、これか
らもっと多くの交流が生まれ、多種多様な意見交換、情報交換が
生まれ、メンバーの役に立つ交流会になることを期待しています。

水曜日診断士交流会（すいしん会）

火曜日診断士交流会（ツーカー会）

メンバー
青木 孝之、東 弘人、荒尾 康宏、石崎 輝樹、稲岡 祐介、栗岡 七巳、駒井 俊雄、
田尾 慎一、高野 実、滝口 謙一、竹口 哲、田脇 翔太、中井 勝博、林 大祐、
秀田 好章、冨士 剛志、藤田 浩幸、前北 正幸、間部 勝、水川 宏信、山本 雄三、
吉松 敏男、若松 敏幸、若山 千曲、和田 孝博［順不同・敬称略］

メンバー
阿部 馨、石本 均、岩崎 弘之、江口 英樹、大内 利之、大枝 由季、岡田 幸徳、
奥野 智洋、菊田 倶光、小池 伸和、駒谷 尚久、笹野 晃、定藤 誠一郎、静 広治、
待谷 忠孝、高塚 和也、端野 淳一、中井 俊介、中村 安男、鼠家 正則、浜田 恒彰、
宮迫 敬昌、森 克巳、山本 将嗣（順不同、敬称略）
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2 018年5月28日の府協会理事会にて、現在の総務委員会
が発足しております。総務委員会は、総勢11名の委員が、

文字通り府協会の総務を担当します。協会組織の機能が円滑に
働きますようにバランス感覚を心掛けながら職務を務めてまいりま
す。総務委員会の活動コンセプトは、「①良かれと思う私目線で、
②期待するあなた目線で、③みんなが思うコンプライアンス目線で、
④そして飛躍したい私たち目線で」の４つです。府協会の活動理
念である「変革・成長・貢献」を進め、協会組織をさらに成長さ
せていくためには、バランス感覚を持ってことにあたることが肝要
であると考えております。府協会の戦略会議での議論を経て、既
に診断士養成課程の創出や他士業とのネットワーク拡大など具体
的な動きが出てきています。

総 務委員会としては、これらの課題に対応する他、社員総
会や各種会議の対応、事業計画および決算・予算に関す

ること、府協会組織や会員各位の活動が円滑に進むための規定
類の整備やルールの制定、士会との協調連携、青年部支援、事
務局機能充実などがあります。これらの他、士会と共同で行う診
断士の日（11月4日）の記念行事（2018年は11月1日、木曜日に
マイドームおおさかで開催）の担当にもなっています。近畿ブロック
の他府県協会が共同して、記念冊子の発行を予定しています。

現在、北口特任理事が士会や他府県協会と調整にあたっておられ
ますが、総務委員会としても、これらのプロジェクトのサポートを担
当することになっております。総務委員会のメンバーは、福嶋康徳
委員長、中嶋聡副委員長（財務・コンプライアンス担当）、谷村
真理副委員長（総務・企画担当）、新井浩一委員、石井誠宏委員、
井上朋宏委員、谷口周児委員、中川喜照委員、中澤未生子委員、
森克己委員、山本彰子委員で、横山武史副理事長の指導をいた
だきながら活動しています。会員の皆さまのご理解とご協力を得て
職務に精励する所存です。どうぞよろしくお願いいたします。

（総務委員長　福嶋 康徳）

当 委員会の役割は、会員の活躍できる機会の提供および会
員交流の活発化により協会としての魅力を高め、組織力の

向上を図ることであると考え、2つの事業グループで総勢13名の
メンバーが活動しています。
【会員サービス事業グループ】では、登録研究会、業種別交流会、
診断士交流会において皆さんが円滑に活動していただけるよう、
運営支援を行っています。また、新年互礼会や新歓フェスタなど
の会場手配からイベント内容の企画・準備、当日の運営に尽力し
ています。
【新規事業開発グループ】では、診断士資格を取って間もない方
が、診断士活動に関する基本的な情報やノウハウを学ぶ場として、
今年度よりスタートした「ゆるつなカレッジ」の運営と、会員交流の
場としてフェイスブックグループ「ゆるつな」の運営を行っています。

会 員の皆さまには、会員サポート委員会が開催するイベントや
研究会・交流会へ積極的にご参加いただき、診断士とし

てのレベルアップや人脈づくりに、ぜひご活用ください。
 

担当副理事長：小野 知己、委員長：小林 俊文
【会員サービス事業グループ】
副委員長： 西谷 雅之
委　　員： 影山 貴俊、坂吉 快太、福島 猛、福島 知子、
 待谷 忠孝

【新規事業開発グループ】 
副委員長： 柳瀬 智雄、
委　　員： 上野 浩二、坂野 圭吾、高橋 佐和子、山﨑 研

（会員サポート委員長　小林 俊文）

本 年度より「受託事業委員会」へと名称変更し、委員会の活
動内容がより分かりやすくなったのではないでしょうか。

当委員会では本部からの受託事業などをはじめ、下記の4つの
事業を推進しています。

1.中小企業診断士試験などの実施に関すること
2.中小企業診断士実務補習、中小企業診断士研修事業（理論

政策更新研修）の実施に関すること
3.中小企業診断士実務従事の実施に関すること
4.受託事業に関すること

こ れらの事業を確実に遂行するために事務局メンバーと連携
しながら、企画～入札～事前準備～当日運営～事後処理を

行うことが当委員会の役割です。常にお客さま（受験者、受講者、
本部、府協会、委託先）の目線で複合的に業務を遂行しています。
また、試験監督員や実務補習指導員、理論政策更新研修の講師
など、会員の皆さまの協力なくしては成り立たない委員会でもある
のです。

委 員会のメンバーは、内藤秀治（委員長）、左川睦子（副委
員長）、島田尚往（副委員長）、岡﨑永実子、清水和也、

野中仁、宮園典夫、中井勝博、山口透の9名です。
今後とも会員の皆さまのご理解とご協力の下、業務を推進した

いと思います。何とぞよろしくお願い申し上げます。
（受託事業委員会　内藤 秀治）

総務委員会の紹介 会員サポート委員会の紹介

受託事業委員会の紹介

研 修委員会は、単に研修を実施することが目的の組織ではな
く、そのミッションは、会員の満足度向上です。数の上で

は圧倒的に企業内診断士の方が多く、プロコン向けの実践研修は
診断士会で実施されるので、府協会で企画する研修の内容は、
診断士として最低限、身に付けておかないといけない専門的知識
です。従って、スキルアップ研修の全てに参加されることは難しい
かもしれませんが、土曜セミナーをはじめとする特別に組まれる研
修には、時間の許す限り参加されることをお勧めします。

下 期以降、来期にかけて、プロコン道場の一環として、かば
ん持ち研修（仮）、セミナー講師養成研修（仮）、少人数によ

る診断実践研修（仮）などの実施を検討中です。独立希望の有無
にかかわらず、皆さんの知的欲求を満たす実践研修を実施します。

今 期の委員のうち、副委員長の秋さんと石倉さん、京さんが
委員経験者で、田知本さん、桑山さんが新任です。最年

少が委員長の私といっても、全員の誕生日がほぼ1年以内に収ま
るという団子状態。今後、新たな企画を実行していくためには若
手人材が足りません。そこで、新たな委員を公募する予定です。
協会メールニュースなどであらためて告知します。多くの企業内の
方が委員として活躍されています。ぜひ、ご応募ください。お待ち
しています。

（研修委員長　津田 敏夫）

研修委員会の紹介

総務委員会メンバー
前列向かって左手より、森、中嶋、谷村、福嶋、谷口。後列左手より、
山本、石井、井上、中川。左上個別写真左より、中澤、新井です（各
敬称略）。皆さま、総務委員を見掛けたときは声を掛けてください。



スキルアップ研修報告　19

スキルアップ研修

18　委員会紹介

委員会紹介

18　委員会紹介 ＆ 中小企業診断士の日 記念イベント 開催案内

広報委員会は、府協会活動に関する広報分野を担う委員会と

して、主に下記の媒体を用いて情報発信しています。

１.会報誌の発行
会報誌を年4回（1・4・7・10月）発行し、特集記事などを通じ

た会員の紹介や府協会にて実施したさまざまな活動を報告してい
ます。

会報誌は関係各所にもお届けし、当協会活動の周知を図ってお
ります。
２.ホームページの運営・管理

府協会活動を内外に発信していくため、直近開催のイベント案
内など、即時性が求められる情報をホームページに掲載しており
ます。また、前述の会報誌のバックナンバーもご覧いただけます。
３.メールニュースの配信

原則毎月10日にメールでニュースを配信し、定期的に協会活動
に関する情報を提供しています。

４.パンフレットの発行
協会活動を広く周知するため、独自にパンフレットを作成し、配

布しております。
また、上記の媒体に対する広告掲載依頼についても、当委員

会で管理を行っております。
府協会のさらなる認知度向上のため、さまざまな媒体を用いて、

積極的な情報発信を行ってまいりますので、会員の皆さまのご協
力を賜りますようどうぞよろしくお願いいたします。

（広報委員長　東 純子）

広報委員会の活動

  企業経営におけるマーケティングの役割

企業は、“心（経営理念）”をもとに、経営資源の質を高め、強
みを磨き、引き締まった健康的な“体”にすることで、事業を創り、
業績を上げ、雇用を創出し、社会に貢献できます。従って、診断
士にはまず、“体”＝ヒト・モノ・カネをはじめとする「経営資源」を改
善・強化するノウハウ・スキル、診断・助言が求められます。しか
し、事業を力強く効率的に推進し、顧客満足の高い優れた成果に
結実し、成長・発展していくためには、“体”に加え“技”が必要に
なってきます。その“技”の一つが『マーケティング』です。

マーケティングは、消費財メーカーをモデルに理論化・体系化
され発展してきており、診断士のテキストベースでもBtoC（消費
財メーカー）マーケティングのみの論点となっていますが、診断士
がさまざまな業種業態の企業に、高い成果を出すコンサルティン
グを遂行するためには、BtoCのみならずBtoB、さらにリテール（小
売業）までの幅広いマーケティングの知見やスキル、高度な診断・
助言能力が求められています。

  マーケティングとは

マーケティングとは、“Market＋ing”から成り立つ「市場で売買
を創り・続ける」ことで、“顧客が買う（＝売れる）仕組み”であり、“顧
客と強みを増す仕組み”です。

そして、戦略的で優れたマーケティングを推進していくためには、
『コンセプト』が重要となります。『コンセプト』は、“顧客・ニーズ（困
りごと）”、“顧客価値（Benefit）”、“独自資源（強み）”、“競合（違
いの明確化）”の4つの要素でまとめると、実務面で活用しやすく、
凝縮的かつシンプルなコンセプトづくりができます（『オフィス未来
式コンセプトメイクシート』参照）。

コンセプトの中核となる“顧客価値（Benefit）”は、『モノ価値』と『コ
ト価値』の2つに大別できます。『モノ価値（経済価値・機能価値）』は、
製品・サービスが直接もたらす、定量化・数値化できる左脳思考
の価値。『コト価値（共有価値・体験価値・将来価値）』は、製品・
サービスを通じて得られる、心理的な満足や感動・共感など五感
に働き掛ける、数値化できない右脳思考の
価値です。そして、このコンセプトをもとに、
4Pなどで具体化設計（プランニング）し、オペ
レーションに落とし込んでいきます。

  BtoBとBtoCマーケティングの違い

BtoBとBtoCでは、特に“顧客・ニーズ”と“顧客価値（Benefit）”
が大きく異なります。

BtoCの“顧客”は、地理的変数・人口統計的変数・心理的変数・
行動変数などでセグメントしますが、BtoBの“顧客”は、会社（業種
業態）変数・部署（組織役割）変数・個人（階層役割・属人）変数で
セグメントします。また、BtoCの“ニーズ”は物質的・精神的に多
様に広がっていますが、BtoBの“ニーズ”は利潤追求（稼ぎたい・
儲けたい）に収斂していきます。

従って、BtoCの“顧客価値（Benefit）”は『コト価値』を“シーン化・
ストーリー化・体験化”し、ブランドとして顧客の心に浸透させます。
一方BtoBの“顧客価値（Benefit）”は『モノ価値』が重視され、競
合との差を“数値化・視覚化・実感化”し、プレゼンテーションする
ことが肝要です。

中小企業をさまざまな局面で支援するとき、自社の“独自資源（強
み）”や“顧客価値（Benefit）”、すなわち『コンセプト』が、十分自
己認識できていないケースが多々あります。経営計画や戦略策定、
オペレーションなどのさまざま
な診断・助言をするときに、

まず最初に『コンセプト』の点

検・磨き上げをお勧めします。

スキルアップ研修報告（5月）　実践マーケティング入門―売れる仕組みとコンセプトのつくり方―

会員　佐々木 武

■オフィス未来式コンセプトメイクシート

大日本印刷にて「企画・開発・マーケティ
ング」に38年間従事。2016年“明日の

事業を一緒に創る”―『オフィス未来』を設立し、伴
走型の経営コンサルティング活動を推進している。

診断士
略歴

広報委員会メンバー
委員長：東純子　副委員長：古川佳靖、永井俊二
委　員：池渕ゆかり、打上紋、田中聡、松尾健治、松原啓雄

◆今年度は、大阪府中小企業診断協会および大阪中小企業診
断士会の共催で、下記のイベントを開催いたします。皆さん、奮っ
てご参加ください！
・テーマ	 多様なフィールドで活躍する中小企業診断士
・日　時	 2018年11月1日（木）14:00 ～ 17:00
・場　所	 マイドームおおさか　３階　Fホール
・プログラム
１）基調講演：

株式会社プロアシスト　代表取締役社長 生駒京子さま
「100人の味方とともに」～プロアシストの事例～
２）特別講演：

大阪府中小企業診断協会
福田尚好相談役（前・中小企業診断協会本部会長）

「愛され、期待される中小企業診断士を目指して」
３）活動発表：

診断士グループによる活動事例発表
①「大手企業販路開拓！企業内診断士が提案する新たな価値」 

（電機業界交流会）
②「食品の安全性を高めるHACCP導入支援～」 

（食品グループ）
・なお、当日の参加者には、近畿エリアの各府県診断協会の

共同編集による、さまざまな診断士の活動事例集（冊子）
を配布いたします。

・企業経営者、支援機関の皆さま、中小企業診断士の他、ど
なたでもご参加いただけます。

参加お申し込みは、協会のＨＰ（https://www.shindanshi-
osaka.com/）、あるいは同封のチラシからお願いいたします。

2018 年度 中小企業診断士の日 記念イベント開催のご案内

◆「中小企業診断士の日」とは？
昭和23年11月4日、中小企業庁により「中小企業診断実施基本

要領」が制定され、経営に関する専門家を活用する「中小企業診断
制度」が発足しました。この日を記念して、平成28年度より11月4
日を「中小企業診断士の日」と名付け、全国の診断協会で、中小企
業診断士および中小企業診断制度の認知度を高めるための、さま
ざまな広報活動を行っています。
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  女性がイキイキと活躍する組織は業績が伸びる？

男女雇用機会均等の法施行から３０数年が経過し、結婚・出産・

育児・介護などのライフイベントにかかわらず仕事を続ける女性が

増え、共働き世帯が増加しました。また、割合は少ないものの女

性管理職も増えています。これにより、働く女性や共働き世帯の

生活スタイル・価値観によって新たなニーズが生まれ、ビジネスに

おいて女性の意見は無視できなくなっています。このような社会

状況の変化に対応し、業績を伸ばしていく組織は、昔ながらの男

性中心の組織ではなく、女性が男性と同じようにイキイキと活躍し

ている組織ではないでしょうか？

  女性活躍推進法施行がもたらす経営への影響

少子高齢化の進展に伴い，将来の労働力不足が懸念される中、

企業の収益性・生産性を高めるためにも女性の活躍推進を早急に

推し進め、女性の力を最大限に発揮していくことが喫緊の課題で

あるとして、平成２８年４月に「女性の職業生活における活躍の推

進に関する法律」（女性活躍推進法）が施行されました。この法律で

は、事業主に対し、女性活躍推進の状況を把握して課題を分析し

た上で、行動計画を策定・届出・公表することなどを義務付けて

います。また、取り組みの実施状況などが優良な事業主は、申請

により厚生労働大臣の認定を受けることができるほか、国や地方

公共団体からの受注機会の拡大といった恩恵も規定されています。

もっとも、行動計画の策定・届出義務は、常時雇用する従業員

数が３００人以下の企業については努力義務にすぎないため、中小

企業における女性活躍推進の取り組みは立ち遅れているのが現状

です。しかし、大企業が女性活躍推進に取り組む中、中小企業に

おいてもいち早く取り組まないと、今後ますます人材の採用が困

難になり、女性が活躍できない職場環境のままでは競争力も低下

し、セクハラなどのコンプライアンス上のリスクも高まります。他

方、女性活躍推進に取り組むことは、組織風土を改革し、働きや

すい職場環境へ改善する契機となるほか、女性目線による新たな

ビジネスチャンスの発見、補助金審査や公的機関などの受注にお

ける優位性といったメリットも期待できます。

  女性活躍企業に学ぶ・生産性を高める組織づくり

研修では、書籍執筆に際して取材した女性活躍企業のうち、①

男性技術職を中心とした組織体制から、パートの女性営業職を中

心とした組織体制に改革することにより働きやすい職場づくりと業

績アップを同時に実現したパソコン修理会社、②子育て中の女性

と外国籍の社員によるチームワークにより世界を市場として木のお

もちゃを企画販売する会社の事例を紹介し、なぜこれらの企業で

は女性の活躍により生産性を高めて業績を伸ばしているのか考え

ていただきました（事例の詳細は、拙著『なぜあの会社の女性はイ

キイキ働いているのか』（共著・同友館）をご参照ください）。

両企業に共通している組織づくりのポイントは、経営理念・ビ

ジョンを明確化して社員と共有していること、女性の活躍を経営

戦略として位置付けていること、社員の働き方に合わせた業務プ

ロセスが構築されていること、会社の雰囲気に合った人を採用し

て教育していること、公私ともにコミュニケーションを重視してい

ることです。このような女性活躍企業の事例に学び、女性活躍と

業績向上を同時に実現する中小企業が増えるように、中小企業診

断士として支援したいと思っています。

  １．今回のスキルアップ研修の目的

今回の研修は、「ロジカルシンキングの基礎」および「診断士の業

務へのロジカルシンキングの活用」という２つの目的を主眼として

実施いたしました。

まず、「ロジカルシンキングの基礎」においては、説得力をもって

相手に伝えるために必要な技法である「MECE」および「主張と理

由」についてお話しさせていただき、さらに、これらの技法を利用

した具体的方法についてお話しさせていただきました。

  ２．MECEについて

まず、ロジカルシンキングにおいて、重要な概念であるMECE

（モレなくダブりなく）概念についてご説明させていただきました。

すなわち、聞き手に納得感を持たせるためには、聞き手からいわ

ゆるツッコミを入れられる領域を無くす必要があり、そのためには、

議論の対象領域全体を捉える必要がありますが、このような全体

把握にMECE概念は有効です。

研修では、どのような状態になれば、MECEといえるのか（四

角形に分割できる形にする）、実際のワークも取り入れ受講者の皆

さまに実践していただきました。

ただ、時間の関係から、効果的にMECEをつくる方法論などに

ついて説明が十分にできなかったのは反省点であったと思います。

次に、MECEを使用した経営分析も若干の例を挙げて説明させ

ていただきました。

具体的には、MECEの例として著名な「ヒト」、「モノ」、「カネ」およ

び「情報」のキーワードについて、さらに詳細なキーワードの例を紹

介し、また、いくつかのフレームワー

クも紹介いたしました。

このような実際のMECE例をレ

パートリーとして準備し、事例に最

適な切り口を設定していくことが

重要ではないかと考えます。

  ３．主張と理由

まず、主張には、必ず、理由を対応させるということが必要です。

これは、一見当たり前の理屈に見えますが、実際の文章や主張の

内容や構成を見たとき、必ずしも、理由が述べられていなかったり、

また、主張に対する本当の原因（真因）が述べられてなかったりす

ることは意外に多く、このことが、相手方への説得を欠く結果とな

ることがあります。

また、個々の主張に対応する理由というだけでなく、各論点間

のつながりについても、同様のことがいえ、なぜ、この論点を論

じるのかという観点を明確にすることも説得性を持たす上で重要で

あるといえます。

最後に、推論の手法として、代表的な「演繹法」と「帰納法」につ

いてもご説明させていただきました。

  ４．説得性を高めるために

この点、論理学におけるロジカルシンキングとは異なり、ビジ

ネスにおけるロジカルシンキングには、相手への説得性という要

素も要求されることから、相手方への説得性を高める方法論とし

て、接続詞の効用についてもご説明させていただきました。

具体的には、実際に企業の成功事例を上司に効果的に説明する

というワークを利用し、理由と主張の対応の観点から説明の骨子

を検討していただきました。

最後に、ロジカルシンキングの実践への活用という視点では、

今回の研修は、まだまだ物足りない点も多かったと思いますが、

この研修でお話しさせていただいた基本部分もやはり重要であり、

まず、この基本部分をしっかり確認いただくことが実践応用への近

道につながるのではないかと考えます。

スキルアップ研修報告（6月）　女性活躍企業に学ぶ！　生産性を高める組織づくりで業績ＵＰ スキルアップ研修報告（7月）　診断業務におけるロジカルシンキングの活用方法

会員　中澤 未生子
会員　大内 利之

弁護士・中小企業診断士として企業法務を取り扱う法律事務所に１５年
勤務した後、エマーブル経営法律事務所を開業。女性経営者を法律と

経営の両面からサポートしている。

診断士
略歴 平成29年3月に中小企業診断士および行政書士として独立。現在は、民

民契約、公的機関業務および研修講師を中心として活動している。

診断士
略歴
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独立支援セミナー報告

６ 月９日の土曜セミナーは、年１回恒例の「独立支援セミナー
（心・技・体）」として、マイドームおおさか８階第６会議室で

開催されました。中小企業診断士が独立するために必要なノウハ
ウを「心・技・体」の３つに分類し、その道のプロが解説する形式。

参加者は４５名で、３人掛けが出るほどの大盛況。協会会員の
過半数を占める企業内診断士の独立志向がうかがえました。

ま ずは、横山経営研究所横山昌司代表による心（心の霧を晴
らす）編。独立前にすべきこととしての、「生活者としての視

点づくり」（「顧客のために」＝川モデルではなく、「顧客の立場で」
＝井戸モデルで潜在的ニーズを掘り当てる）のお話が印象的。独
立の心構えとしては、「診断士の資格を生かす・時間を守る・家族
を大切にする・生活感を出さない・来た仕事は断らない」の５項目。
当たり前のようでなかなか難しい。

続 いて、株式会社アクシスマネジメント初田洋介代表取締役
による技（実践で必要な技を学ぶ）編。独立診断士に必須

の技として、経営者と対話するスキル（聴くことからスタートし、相

手に理解したことを伝えて初めて信頼を得られる）・事業を理解す
る力（経営者が話をする内容から事業の状況や課題を見つける力：
事前準備＋話を聴いての想像）・事業の内容を数字に変換するス
キル（事業を分解し、事業フローを整理し、損益を組み立て）の３
つ。さらに、それぞれを独立前に鍛える手法の解説がありました。

最 後は、株式会社きのくに未来ビジネスセンター岡京子代表
取締役による体（独立体制と基礎知識を整える）編。最近

出版されたママ起業家向け『税金＋社会保険＆経営の便利ブック』
に沿って、経費・国民健康保険・国民年金・個人と法人・退職
金制度を解説。「独立診断士も経営者であり、経営者にアドバイス
する立場である以上、紺屋の白袴では駄目。診断業務も成長要、
経営計画を立てて予実管理を」と、厳しくも当然のご指摘でした。

（文責　会員サポート委員会　影山 貴俊）

土曜セミナー報告「独立支援セミナー（心・技・体）」

横山 昌司氏

初田 洋介氏

岡 京子氏

今後のスキルアップ研修の開催予定（10月〜12月）

 ◆10月度 スキルアップ研修

対　象	 大阪府診断協会会員および入会検討中の方
テーマ	 経理の苦手な診断士のための財務会計・管理会計基

礎講座 ～いまさら聞けない経理のキホンと、管理会

計の基礎をお伝えします～

日　時	 平成30年10月24日(水)　18:30 ～ 20:30
会　場	 大阪商工会議所　地下２号会議室
講　師	 桑山 政明氏（大阪府協会会員）

長年のメーカー勤務での経理業務経験から、“経理って何？”

をキーワードに、十分経理について研さんを積まれた方でも、

意外にご存じない管理会計の分野に応用できる経理の基本の

キホンをお伝えします。

勤務先、あるいはクライアントの経理以外の幹部や社員の

方に、「経営改善のために、経理の大切さ、あるいは数字の見

方をどう伝えるか？」など、経理業務の伝え方のポイントを素人

目線の実践的なアプローチをご紹介します。

皆さまのスキルアップに少しでもお役に立てれば幸いです。

講師プロフィール：
大阪府出身。1982年、関西学院大学商学部卒業後、電機

メーカーで一貫して経理畑で勤務。日本・中国のグループ企

業で会計・財務・経営管理・ＩＴ戦略を担当し現在に至る。

2002年、中小企業診断士登録以来、企業内診断士として

活動中。現在大阪府協会電機業界交流会代表。ＩＴストラテジ

スト、ＭＢＡ（経営管理修士）も自身のスキルアップの実践とし

て取得し、ハイブリッドなマネジメントスキルの実践応用が現

在の目標。

 ◆11月度 スキルアップ研修

対　象	 大阪府診断協会会員および入会検討中の方
テーマ	 小規模企業・創業者を支援するために必要なスキル、

心構え
日　時	 平成30年11月27日(火)　18:30 ～ 20:30
会　場	マイドームおおさか８階　第２会議室
講　師	 永井 俊二氏（大阪府協会会員）

成長力のある中小企業を育成する施策はもちろん重要です

が、小規模企業や創業者を支援して持続可能な発展を支える

ことも中小企業支援施策として重要です。

講師は、小規模企業支援の金融機関に長く勤務し、数多く

の小規模企業の維持・創業を支援しました。退職独立後は、

創業者・社長と同じ目線を大切にして、支援機関の相談窓口

で、街の社長のサポートをしています。

中小企業診断士として、小規模企業や創業支援に携わる際

の心構え、効果的な手法、気を付けること、などについて、

財務や事業計画作成、マーケティング、ITなどの切り口で、

平易な解説をいたします。

また、多くの方が興味をお持ちの、企業内診断士が40代半

ばで退社をするにあたっての不安や葛藤、準備、メリットやデ

メリット、リスクなどについても、本音でお話しします。

講師プロフィール：
昭和46年、自営業の家に生まれる。事業承継することなく、

大学卒業後、政府系金融機関に就職し22年間勤務。在職中

は商工会議所出向や融資課長、創業専門部署の所長を歴任。

平成28年退社し独立。各地の公的支援機関の相談業務に従

事する他、創業や資金繰りのセミナーに多数登壇している。

平成30年5月から府協会理事。

 ◆12月度 スキルアップ研修

テーマ	 本当にできている原価管理？
 ～診断士がつくった新しい仕組みで生産性向上と利益

アップ！～
日　時	 平成30年12月19日(水)　18:30 ～ 20:30
会　場	 未定
講　師	 中本 美智子氏（大阪府協会会員）

大阪府中小企業診断協会／原価管理研究会の研究テーマの

発表です。詳細は、決定次第、大阪府中小企業診断協会ホー

ムページにて公表します。

（研修委員会　秋 松郎）
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「ゆるつなカレッジ」ご報告 第１回弁護士・中小企業診断士交流会

 １．開講の挨拶

府協会小野副理事長から「診断士の第一歩を、同期の仲間

とのつながりも大切にしながら充実させてください」とのご挨拶

を頂戴し、華々しく「ゆるつなカレッジ」がスタートいたしました。

 ２．グループワーク「あなたのプチ診断士体験」

4 ～ 5人のグループにて診断士資格取得後の体験をシェア

していただきました。

 ３．講義

（１）「あなたの知らない診断士の世界」
はじめに、小林委員長より府協会と診断士会の違い、協会

の組織と協会委員会の活動内容、士会の組織、士会事業部

の活動内容が説明されました。

続いて、企業内診断士の山崎委員・上野委員より「府協会を
使い倒す」と題し、診断士の世界の一例が紹介されました。

また、青年部や実務従事事業、スキルアップ研修会や、プロ
コン育成塾、交流会、他士業交流会、登録研究会について、
自身の経験、視点、何を得られたかなどの体験談が紹介されま
した。

（２）パネルディスカッション
「委員や理事になるメリットって何？」、「委員って何するの？ ど

うやったら委員になれるの？」「師匠と呼べる人はいますか？ ど

んな人ですか？」「協会に入って一番良かったことは？」といった

質問を行い、各委員より現場の生の声をいただきました。

今 回の交流会は、他士業との交流を進めておられる大阪

弁護士会業務改革委員会からお声掛けいただき、総務

委員会が窓口となって、密かに企画を温めてきたことにより実

現したものです。第1回となる今回は、まずは弁護士の皆さん

に「中小企業診断士の資格や仕事の内容を理解してもらおう！」

という趣旨により、プロコンとして活躍され、弁護士と協働し

て仕事をされたご経験のある林浩史会員に「中小企業診断士っ

てこんな仕事をしています！」というテーマで講演していただきま

した。林会員の分かりやすく、かつ、熱意のこもった講演の

おかげで、弁護士の皆さんに、中小企業診断士の仕事を具体

的にイメージしてもらうことができました。また、中小企業診

断士の皆さんにとっても、あらためて中小企業診断士として活

動する意義や役割を再確認する機会となりました。

講 演の後は、引き続き同じ会場で、立食パーティー形式

の懇親会となりました。懇親会では、各テーブルに弁

護士と中小企業診断士が自然と入り交じり、林会員の講演内

容をもとにいろいろと話が弾み、出し物が何もなかったにもか

かわらず大いに盛り上がりました。

特 に、弁護士の参加者からは「中小企業診断士の方々が

とても社交的でびっくりした！」という感想が多かったで

す。交流会には、弁護士と中小企業診断士のダブルライセンス

 ４．グループワーク「講義を聞いて思ったこと・考えたこと」

グループワークで本日の振り返りをしていただきました。

最後に、本日の感想や気づき、グループ内での発言要旨を

フェイスブックグループへ投稿するようお願いしました。以下

は投稿されたコメントの一部です。

（いわゆる弁護士診断士）や、中小企業診断士を目指して現在

勉強中の弁護士も参加されていましたが、今回の交流会で初

めて中小企業診断士という資格や活動内容を知ることができ

て有意義だったという方もおられました。

弁 護士の仕事と中小企業診断士の仕事とは競合する部分

が少なく、むしろ、お互いの業務を理解し、役割分担

をしながら協働することで、クライアントである中小企業に対

して、より価値の高い支援をすることができると思います。第

２回以降も、さらにお互いの業務に対する理解を深めて協力関

係を築けるように、いろいろと企画していきたいと思いますの

で、ご参加いただけますとうれしく思います。

（文責：総務委員会　中澤 未生子）

【感想・気づき】
●同じ班の方々に比べ、自分がなんら診断士としての経験を

していない焦りを感じた
●同じ駆け出しとはいえ、いろいろな方の多様な意見を聞け

たのが良かった
●先輩や同期のさまざまな診断士像をお聞きできて良い気づ

きの場となった
●人脈や同志を増やすことが、診断士としての活動の幅を広

げていく前提である。そのためには自ら行動することが大
事、待っていても何も起こらない

●仕事につなげようと思うならば飲み会以外の場での自己ア
ピールが大事

●普段の仕事とはアプローチやスタンスが違う、というのが
診断士の仕事の面白いところだと感じた

●パネルディスカッションでは、諸先輩方の仲の良さがとて
も印象的だった。信頼し合いながらこの会を運営されてい
ると思い、私自身も、信頼し合える仲間を「ゆるつなカレッ
ジ」を通じてつくっていきたいと思った

●運営側のご尽力のおかげで、積極的に人の話を聞こう、自
分の考えをアウトプットしようという雰囲気に溢れていて、
新たな気づきになる話が聞けて、大満足の会だった

診断士フレッシャーズが、診断士活動に関する基本的な情報やノウハウを、講義やワークなどによって学ぶ場である「ゆるつなカ

レッジ」が7月18日(水)に開講し、35名の方にご参加いただきました。

平成30年7月13日（金）、大阪府中小企業診断協会と大阪弁護士会業務改革委員会との共催により、大阪弁護士会館において、

第1回弁護士・中小企業診断士交流会が開催されました。事前に多数のお申し込みをいただいたおかげで、受け付け締め切り前に

定員に達する事態となり、キャンセル待ちが出るほどでしたが、定員を少し超えた方々にも参加していただけるよう調整し、当日は、

中小企業診断士32名・弁護士30名の合計62名の方々にご参加いただくことができました。

この機会を通じて診断士フレッシャーズの皆さまが診断士と

しての第一歩を踏み出し、今後の「ゆるつな」「府協会」を盛り

上げてくださることを期待しております。

【今後のカレッジ開催予定】

開催回数 開催日時 テーマ

第３回 11 月 21 日（水）
19：00 ～ 20：50 診断士としての稼ぎ方

第４回 1 月 23 日（水）
19：00 ～ 20：50

実践で本当に使える診断士
のスキルアップ術

第５回 2 月 27 日（水）
19：00 ～ 20：50 卒業イベント

※場所：マイドームおおさか 8 階　第 3 会議室

（文責：会員サポート委員会　坂野圭吾）
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青年部だより

7月例会では「研究会の研究会」ということで4つの研究会に

ついて話を伺いました。（「中小企業人づくり研究会：但馬久美

氏」「サプライチェーンマネジメント研究会：板垣大介氏」「宣伝

広告・販売促進研究会：待谷忠孝氏」「知的資産研究会：柳田

有香氏」）

4名とも各研究会の主要メンバーであるということもあり、話し

ていただいた内容は若手が研究会内で何を実施しているか、研

究会に入ってプラスになること、研究会活動に積極的に関与す

ることでの楽しさと苦労などです。

新歓フェスタなどでも話を聞く機会はありますが、青年部例会

ということで普段ではあまり聞けない、深い話を伺うことができま

した。特に研究会の代表としての取り組みや、立ち上げに至る

流れなども聞くことができる機会は、通常では知ることのない面

白い話でした。その後のディスカッションでは「新しい研究会のア

イデア」で盛り上がっていました。かなり楽しいアイデアもありまし

たので、今後形になるかもしれません。

青年部は大阪府中小企業診断協会の会員であり、「40才未

満」、もしくは「45才未満で、かつ診断

士登録５年未満」であれば登録可能です。

協会事務局に問い合わせるか右記ＱＲ

コードで登録してください。登録前の方も

オブザーバー参加は可能です。

青年部では11月17日に5回目のヤングリーダー講演として、

赤城乳業でガリガリ君をはじめとした販売戦略を、実際の現場

で統括されている営業本部マーケティング部長 萩原史雄さまを

お招きして、お話を伺う予定としています。参加者数に限りはあ

りますが、一般参加も受け付けておりますので、お申し込みくだ

さい。

青年部7月例会

5月例会では、毎年恒例となりました「診断士の歩き方」を実

施しました。このテーマは試験が終了し、初めて診断士の世界

に触れる方が多い5月ということもあり、若手の先輩診断士がど

うやって診断士資格を生かしているかを赤裸 に々話してもらうとい

う内容となっています。

今年は独立されている佐々木千博氏、企業内の上野浩二氏、

仲谷陽介氏から話を伺いました。人生の中で独立に至った経緯

や、企業内での具体的な体験などをお話しいただきました。3名

とも非常に波乱万丈な話であり、ここ数年においてトップクラス

の内容の濃さで、あっという間に時間が過ぎてしまいました。

なぜ診断士を取得したのか、診断士を取得してからどういう

活動をこれまでしてきたのかについては、全員違う環境・動機で

ありますが、共通するのは診断士を取得したことは重要なきっか

けではあるものの、それだけではなく「自ら動いて、変えていくこ

とでより世界が広がっている」と感じられました。

また、ディスカッションはリアルな話を先輩診断士から聞ける場

として毎回行っていますが、今年もとても良かったという声が多

かったです。例会の後の懇親会においても、普段より近い距離

感で話を聞けたことでとても盛り上がりました。

副理事長としての抱負青年部5月例会

１．はじめに

5月25日の総会当日に開催されました新理事会において、副

理事長を拝命いたしました林浩史です。身に余る大任ではありま

すが一意専心、全力を尽くし皆さまのご期待に沿うよう努力いた

す所存です。

２．運営部長としての2年間を振り返って

これまでの2年間、運営部長を務める中で最も注力していたこ

とは、大阪信用保証協会さまと連携して取り組んでいる経営サ

ポートに関わる取り組みです。この経営サポート事業は、士会の

事業の中で最も規模が大きく、経営診断・約200案件や計画策

定支援・約100案件に対応していくものでした。経営診断は中

小企業診断士が最も得意とするところですが、決まった形式がな

いため、士会として統一感のある診断、報告書への落とし込み

ができるように、大阪信用保証協会さまと協議しながら報告書の

様式を作成しました。特に事業環境の厳しい企業さまも多いこと

から、資金繰り・キャッシュフローをきっちりと理解した上で、具

体的な取り組みを提言できることを念頭に置いています。また、

案件に対して最適な会員を派遣できるように、毎年、士会会員

に提出していただく専門家情報も改良してきました。この他にも、

過去から連携している大阪府中小企業再生支援協議会さまや大

阪府中小企業団体中央会さまからの専門家派遣依頼への対応、

新たに連携できた尼崎信用金庫さまや日本M&Aセンターさまと

の仕組みづくりなど、一定の形ができたことを実感できる2年間

でした。

３．これからの2年間に向けて

これからは副理事長という立場で、池田理事長が示された目

指すべき4つの方向性（(1)士会の可能性を試す、(2)よりチャレ

ンジする組織へ、(3)広域連携を目指す、(4)人材の活用）に着

実に向かっていけるような動きができればと考えております。こ

の2年間は、理事長が重点施策としている顧客開拓につながる、

積極的な営業を行う事業部の担当ということで原部長、酒井理

事、運営委員が活動しやすいようにサポートをし、多数の連携

先をつくっていければと思っています。

士会の連携先が広がっていくことは、士会のブランド力の確

立につながるとともに、中小企業診断士という資格の価値を高

めることにつながると確信しています。今期に入ってからも、中

小企業を支援している公的機関さまなどからのご相談はもちろん、

大阪府協会の企業内診断士の方からも「自社や関与先の課題

解決に向けて、士会と連携して取り組むことはできないか」とい

うご相談もきています。診断士同士だからこそ、課題解決に向

けて何をすべきかをしっかり議論でき、今後につながる連携の形

につくり上げられればと思っています。

士会のさらなる事業拡大により、士会の会員に直接的に還元

していけると考えています。さらに、大阪府協会の会員、特に

企業内診断士の方には、200名を超す独立診断士が属する「士

会」がすぐ近くにあることを知っていただき、自身が属する会社

や部署、関係先などの課題解決の相談先の一番手に「士会」が

挙げられるよう頑張っていきたいと思います。

最後になりましたが、これからの2年間、ご協力ご支援を賜り

ますようよろしくお願い申し上げます。

（文責：一般社団法人大阪中小企業診断士会

副理事長　林 浩史）

副理事長　林　浩史
（一社）大阪中小企業診断士会



主な行事

士会の主な行事
平成30年7月~9月

7月 2日・4日・9日・13日・
17日・23日・24日・25日

ビジネスセミナー

3日 会員向けセミナー
4日 経営サポート事業　座学研修
4日 中之島図書館共催セミナー　個別相談会

4日・21日 中之島図書館無料経営相談
11日 運営部会
12日 総務部会
18日 中之島図書館共催セミナー
19日 理事会
30日 事業部会

8月 1日・18日 中之島図書館無料経営相談
1日 中之島図書館共催セミナー　個別相談会
3日 総務部会
8日 会員向けセミナー

22日 理事会
22日 中之島図書館共催セミナー
30日 日本M&Aセンター提携事業説明会

9月 3日 事業部会・運営部会
4日 会員向けセミナー

5日・15日 中之島図書館無料経営相談
5日 中之島図書館共催セミナー　個別相談会

14日 総務部会
19日 中之島図書館共催セミナー
19日 若手会員向け勉強会
20日 理事会

大阪府協会の主な行事
平成30年7月~9月

7月 4日 弁理士会との連携会議
会員サポート委員会

10日 広報委員会
受託事業委員会

10日・18日 診断士交流会
11日 戦略会議
13日 弁護士・中小企業診断士との交流会

13日・20日・24日 業種別交流会
17日 総務委員会
18日 研修委員会

ゆるつなカレッジ
20日 理事会

正副会議
21日 青年部７月例会
25日 スキルアップ研修

8月 2日・9日 会員サポート委員会
7日・22日 診断士交流会

8日・10日・28日 業種別交流会
10日 正副理事長会議
16日 研修委員会
17日 広報委員会
20日 総務委員会
21日 登録養成機関関係者会議
22日 受託事業委員会
27日 理事会

正副会議
29日 診断士の日「士会共同事業」会議

スキルアップ研修
30日 弁理士会との連携会議

9月 6日 受託事業委員会
7日 診断士×弁理士　

士業の未来を考えるカンファレンス
6日・19日 広報委員会

10日 戦略会議
11日 総務委員会

11日・19日 診断士交流会
12日 ゆるつなカレッジ
13日 会員サポート委員会
14日 研修委員会

14日・25日 業種別交流会
15日 土曜セミナー
18日 理事会

正副会議
26日 スキルアップ研修

編集後記　〜広報委員会から〜

今号の表紙を飾る、足立悠平さん撮影の写真。無限
の広がりを見せる大空をパラグライダーで飛ぶその様は、
11月1日に開催される診断士の日記念イベントのテーマで
ある「多様なフィールドで活躍する中小企業診断士」を象
徴するかの様な画です。皆さま奮ってのご参加をお待ちし
ております。

そして特集記事は、読書週間にちなみ「診断士が読む
本」と題して、ベテランと若手の方にそれぞれ影響を受け
た書籍やお気に入りの本、選書の情報源や基準について
執筆して頂きました。皆さんイチオシの書籍についてその
良さを熱く語っておられます。編集作業で文章を読みなが
ら、私も興味を持った本が数冊ありました。これで秋の夜
長も退屈せずに済みそうです。

（文責：広報委員会　田中 聡）
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