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（150人以上の参加で総会を開催）
　昨年４月１日（実質的には４月２日）に、
中小企業診断協会は連合会組織へと組織変革
をし、これに伴って、私たち旧大阪支部は、

（一般社団法人）大阪府中小企業診断協会へ
と移行したことはご存じのとおりです。
　このような事由を背景にして、新組織とし
ては実質的に最初の総会が５月18日に開催さ
れ、新組織移行後の諸々の報告・提案が承認
されました。
　本総会には150名を超える会員の皆様に出
席いただき、熱心に議論いただきましたこと
に、心からお礼を申し上げます。
　また、本部も本年４月１日に一般社団法人と
して認可されました。幾度となく申しあげてお
りますが、本部との関係は、従来の本店―支店
関係から脱却し、独立した法人格を持つ１会員
として、中小企業診断協会（連合会本部）に名
実ともに参加することになったのです。
　このような組織変革が、私たち旧大阪支部
に大きな変化をもたらすことの必然性につい
ては過去にも本会報で述べたとおりです。つ
まり、独立した法人挌を持つ組織として、今
まで以上にその主体的力量を問われることに
なると同時に、私たちに寄せられる期待も大
きなものになるのです。
　今総会でお話し申し上げましたが、今後も
会員の皆様の期待に添うべく精いっぱい努力
いたしますので、今までに増した温かいご支
援をお願いいたします。
（診断士の社会的地位向上を目指して）
　私は機会あるごとに、診断協会のミッショ
ンは「診断士の社会的地位の向上」にあると
申し上げてきましたし、本年の総会でもご承
認をいただきました。
　今後は、旧中小企業診断協会大阪支部会員
を母体とした大阪府中小企業診断協会、及び
大阪中小企業診断士会の両輪による中小企業
診断士の社会的地位の向上を目指して、私た
ち役員は全力を投入する覚悟です。
　しかし、このミッションの実現のために一
番必要とされるのは会員の皆様の自助努力で
あることは言うまでもありません。
　私たち診断士の認知度は大企業においては
非常に高いものがあることは、大企業内から
の受験者を中心とした受験者数が年々増加し

続けていることからも明らかでしょう。しか
し、一方で、肝心の中小企業においてはそれ
ほど認知されていないことも現実として認め
ざるを得ないのです。
　このような状況を打破するために、協会活
動の実施に当たっては、その活動が「中小企
業診断士の社会的地位の向上に資するかどう
か」を常に選択基準・判断基準に置く必要が
あると確信いたします。
　したがって、府協会・士会においても、ま
た会員個々人においても、それを判断基準に
してプライオリティーを勘案した上で活動し
ていただけるようお願いいたします。
　また、診断士の専門性の強化と、その見え
る化の追求も今日的課題の一つになっていま
す。私たちは、できる限り早急にこれらの実
現に向けて主体的な組織運営を展開いたしま
すので、会員の皆様には最大限の御協力をお
願いいたします。
（「関西を元気にする国際フォーラム」の開催）
　このような「診断士の社会的地位の向上」
を目指した取り組みの一環として、昨年は大
阪で中小企業経営診断シンポジュームを開催
し、500余名の参加をいただきましたが、本
年は11月２日（土）に、「関西を元気にする
国際フォーラム」をマイドームおおさかで開
催する予定です。
　このフォーラムは、関西を中心とした中小
企業がグローヴァル化に対応し、元気な力を
取り戻すことを統一テーマに掲げて、PREX

（太平洋人材交流センター）、大阪経済大学の
御協力を得て開催するもので、昨年を上回る
会員の皆様方の参加を期待しています。
（組織力の強化）
　また、診断士の社会的地位の向上の前提と
なるのが「組織力の強化」でしょう。強固な
組織力なくしては、社会的地位の向上も困難
であると言えるからです。
　この度の独立法人化によって、私たちは主
体的に受託事業を実施することができるよう
になりましたので、府協会・士会の活動領域
と、各々の機能を再構築・確認し、積極的な
活動を展開しつつ本部を支える強固な組織作
りに励むつもりです。
　会員の皆様方の積極的な府協会活動へのご
参加を期待しています。

25年度の活動方針

新たな船出は主体的な活動で

理事長　福田　尚好
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　昨年、平成24年４月に新規設立した「一般
社団法人大阪府中小企業診断協会」（「大阪府
協会」）は、25年３月に第一期の事業年度末
を過ぎ、これを受けて、定時総会（大阪支部
から通算56回目）を平成25年５月18日（土曜
日）午後５時より、ホテルメトロThe21に於
いて開催しました。
　約100名（議決権行使書を含めると500名以
上）の会員先生と、総会～懇親会ではご来賓
各位も加わって盛大に催されたことに感謝し
ております。
　総会では５委員会（総務・会員・広報・研
修・指定事業推進）の事業報告がありました
が、今年度はこれをより充実・拡充して３委
員会体制で実施することも発表しました。
　会員数についても、前期（平成24年度）期
首825名であったのが、前期の期末では899名
になったことの資料も配付されました。
　決算報告については、現金預金が約380万
円増加し、正味財産が約360万円増加したこ
とが発表されました。黒字になったのは数年
振りのことになります。
　本年度の予算案も報告事項として発表しま
したが、ほんの少しではありますが、年間50
万円の黒字予算を計画しています。
　また本部（「一般社団法人中小企業診断協
会」）は、公益法人制度改革の必要性により、
平成25年４月１日から一般社団法人として、
法人組織を移行しました。昨年度から大阪府
協会も本部の連合体組織の一員として正式に
移行する決議がなされました。
　大阪府協会としては、本部事業である「中
小企業診断シンポジウム」が、昨年11月７日、
大阪国際会議場で開催され、502名の参加者
を得、成功裡に終了しました。
　本年は平成25年11月２日（土曜日）にマイ
ドーム大阪に於いて、「国際シンポジウム」

を開催する予定になっていますので、皆さん
のご協力をよろしくお願いします。
　前年度は事務所の移転があったり、55周年
記念事業（新年互礼会と併設）があったりで、
会員の皆様にはご苦労をおかけしました。
　これらの諸活動の全てがボランティア的な
活動のもとで、担当して頂いている委員や会
員先生には、全くの無報酬で実行されていま
す。もちろん役員報酬も全く支給されており
ません。紙面をお借りして、担当の皆様方に
はいつも深く感謝していることを、申し上げ
ておきます。
　詳しい大阪府協会の諸活動（各委員会・プ
ロジェクト・登録研究会・診断士交流会・青
年部・その他）は、リニューアルされたホー
ムページに掲載されております。ぜひご参照
下さい。
　福田理事長の下、会員の皆様のために、事
務局とも協調しながら活動を進めて参ります
ので今後とも、よろしくお願いします。
　さらに、一人でも多くの中小企業診断士の
方に、この大阪府協会の魅力を味わって頂く
ために、大阪府協会の会員増強に努めたいと
思っておりますので、皆様のご理解とご協力
をお願い致します。

25年度の新スタート

25年度のスタートにあたって
副理事長　　 帖佐　和孝
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総会の報告

　平成 25 年５月 18 日（土）、ホテルメトロ
The21 メトロホールにおきまして、（一社）
大阪中小企業診断協会の第二回総会が開催
されました。午後５時 00 分、開会に先立ち、
福田尚好会長による挨拶があり、今後の協会
の運営方針について様々な疑問に答える形の
Ｑ＆Ａ方式で説明がありました。司会進行の
小島総務委員長が、出席者が協会定款第 17
条に定める定足数に達している旨を報告し、
第２回通常総会の開会が宣しました。協会定
款第 15 条に基づき、福田尚好理事長が議長
となり審議が開始されました。以下の各議案
について説明があり、逐次審議を行った結果、
いずれも原案通り異議なく可決されました。

【第１号議案】平成 24 年度事業報告承認の件
　平成 24 年度の事業報告について、小島総
務委員長、津田会員事業委員長、横山広報委
員長、椎木研修委員長、関指定事業推進委員
長より、それぞれの委員会における活動につ
いて説明されました。

【第２号議案】平成 25 年度決算報告承認の件
　平成 25 年度決算報告が説明され、引き続
き西田金司幹事から決算が適切かつ正確に行
われた旨の幹事監査結果が報告されました。
　議案審議に続き、平成 25 年度事業計画案
として、小島委員長により今期の予定につい
ての報告があり、今期よりこれまでの５委員
会体制から総務・広報委員会、会員サービス
委員会、研修・指定事業委員会の３委員会体
制への変更が発表されました。また、11 月
に開催予定である国際シンポジウムについて
の案内が行われました。続いて、これらの事
業計画案に伴う平成 25 年度予算案について
の報告が行われました。

　審議終了後、会員の業績表彰が行われまし
た。大阪府産業に貢献した功績を称える知事
表彰（商工部門）を川本久美子氏、椎木茂久
氏が受けられました。診断協会に貢献した功
績を称える会長表彰（表彰規程５条４号：県
協会委員６年）を受賞された７名を代表して
小林純子氏に、また、会長表彰（表彰規程５
条５号：会員 20 年）を受賞された 11 名を代
表して風谷昌彦氏に表彰状が授与されまし
た。
　さらに、登録研究会の論文表彰として、優
秀賞に農業経営研究会が、努力賞として国際
派診断士研究会が協会より表彰を受けました。
また、活動成果報告表彰として、優秀賞に企
業再生研究会と企業内診断士活性化研究会が、
努力賞として ISO 研究会、顧客満足経営研
究会、住環境研究会が表彰を受けました。
　最後に、帖佐和孝副理事長の閉会の辞で滞
りなく閉会しました。

　閉会後、午後７時より懇親会が開催されま
した。福島氏と大石氏による司会により、福
田尚好会長の挨拶と、中小企業診断協会本部
より水元専務理事、迫間相談役、前川参与の
ご紹介があり、北口副理事長の乾杯のご発声
で、和やかに懇親会が始まりました。２度の
ジャンケン大会や新事務局職員の久永さんの
紹介が行われ、盛会のうちに終了しました。

　今回の総会は、同会場で 13 時 30 分より青
年部例会が開催されていたこともあり、若手
診断士の出席も多く、出席者は 86 名となり
ました。また、懇親会の参加者も 95 名と、
大変な盛り上がりとなり、有意義な懇親会と
なりました。

（文責：野中 仁）

総会の様子 懇親会では新協会 HP の紹介も
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2013年度　新歓フェスタの開催

今年も多くの方にご来場いただきました

　去る４月13日（土）、マイドーム大阪にて
新歓フェスタを行いました。当日の朝、淡路
島を震源とする大きな地震があり少し心配し
ましたが、予定通り無事開催することができ
ました。253名という昨年を上回る大勢の参
加者があり、交通機関が乱れていた中、ご来
場頂きありがとうございました。

　このイベントは入会間もない方や未入会の
方々を中心に協会の活動を紹介し、診断士と
してのスキルアップや人脈づくり等、今後の
診断士活動に活かして頂こうというもので
す。既存会員のみなさまにとっても、新しい
研究会の発掘や、多くの診断士の方と知り合
いネットワークを広げるチャンスにもなった
ことと思います。

　当日は、福田理事長のご挨拶から始まり、
各委員会や行事などの紹介、そして研究会の
プレゼンテーションが行われました。今年度
は、個別診断実務従事事業がリニューアルさ

れ、担当指導員からはプロコンらしい魅力的
なプレゼンも行われました。また、各研究会、
青年部、不動産交流会はブースを設け、一緒
に活動してくれる新たな仲間を勧誘していま
した。熱心に研究会のブースを回っていた方
もいらっしゃいました。

　最後は、軽い立食での懇親会で締めくくり
ました。ビールがきれいに無くなるほど、懇
親会まで多くの方が残ってくださいました。
新入会員や未入会の方々には、協会の雰囲気
や人的ネットワークなどを肌で感じて頂けた
ことと思います。

　新歓フェスタは昨年に続いて２回目です
が、協会の中で最も会員が集まるイベントと
なりました。
　今後も、会員みなさまの活動をサポートで
きるよう取り組んで参りますので、ご理解と
ご協力をよろしくお願い致します。

（会員事業委員会　岡﨑永実子）
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略歴
平成24年中小企業診断士登録。企業内診断
士で外食チェーンの商品開発に従事。新業
態開発や、昨年は韓国での技術指導にも関
わる。

企業内診断士の活動報告

　38歳。企業内診断士です。昨年10月に診断
士登録し、まだ１年たっていない新参者です
が、主体的に診断士活動に参加し、多くの人
と接することで自らのモチベーションとスキ
ルを高めて、夢の実現を目指していきたいと
考えます。

１．青年部運営委員
　青年部運営委員は、登録したての診断士に
とって最良のスタートアップではないかと思
います。
　登録したての時は、診断士がどんな活動を
しているか、どうやって活動していったらい
いか全くわからず不安に思っており、診断士
にかけた多大な時間とコストがムダになるこ
とを危惧していました。
　今年１月の互礼会で、青年部運営委員の方
から、「運営委員募集しているからやらな
い？」と勧誘され、そんなゆるい感じで参加
してもいいものなのかと若干肩透かしを食ら
いながらも、酔った勢いもありその場で参加
表明してしまいました（笑）。
　青年部運営委員は、協会のイベントのフォ
ローや例会の運営などを行いますが、受付を
したり懇親会の仕切りを行う中で、診断士仲
間が飛躍的に増えました。また、色々な方か
ら色々な話を聞き、それぞれの方がどんな診
断士活動をし、どのようにがんばっているの
かを知ることで、自分として何をしたいのか、
それをどのように実行に移したらいいのかだ
んだんわかるようになってきました。
　私のように、「診断士資格を取ったはいいが、
何をやったらいいかよくわからない。けど
せっかくとったからには積極的に診断士活動
したい。」と思われる方は、まず色々な人と知
り合い、たくさん話をすることです。青年部
運営委員をすることは、特にオススメします。

２．研究会への参加
　私は現在、「中小企業人づくり研究会」「国
際派診断士研究会」に参加をしています。
　「ヒト・モノ・カネ・情報」とよくいいま
すが、「ヒト」が一番先にきていますね。モ
ノやカネ・情報があっても、ヒトがしっかり
動いていなければ経営はうまくいきません。
モノ・カネ・情報といった資源をうまく結び
付け、有効活用するものが「ヒト」であり、
その「ヒト」づくりが、経営のすべての根幹

であると考えています。
　さて先日、「人づくり研究会」で講師をさ
せていただきました。テーマは「商品開発と
人づくり」。普段あまり講義をする機会はな
く、拙い講師ではありましたが、講師をする
にあたり自身の業務（商品開発）についてよ
り深く考える機会となりましたし、講義中も
多くの方々と交流させていただき、色々な考
え方に触れることができました。それなりに
準備は大変だし当日も緊張したのですが、得
るものは大きかったと思います。

　話は変わりまして、今後の日本の状況を想
像したとき、少子高齢化・発展途上国の成長
などで、今の生活レベルが維持できるか懸念
されるところです。
　中小企業白書等でも、国内展開のみの中小
企業と海外展開を行う中小企業では、後者の
方が業績が良いと指摘されています。また私
の会社でも、海外展開を加速していくという
方向性が出ています。
　今後、海外で仕事をするという機会は間違
いなく増えていくと思いますが、まったく準
備もなくそのような時代を迎えて右往左往は
したくないと思い、今から勉強して備えるた
め５月に「国際派診断士研究会」に入会いた
しました。並行してTOEICの学習も始めま
した。

３．コミュニティの立ち上げ
　３月より「日本酒会」を立ち上げ、毎月開
催しています。
　私は新潟の生まれで、３度の飯より日本酒
好きですが、一人で飲むよりも日本酒好きの
方々と日本酒を楽しみながら診断士のこと、
仕事のこと、人生のこと等について深く語り
合いたいと思い、立ち上げました。
　また、日本酒業界の低迷には心を痛めてお
り、いつかは日本酒業界に何らかの形で携わ
り、日本酒の復権を目指したいとも考えてお
ります。

　診断士は、フォローし合う風土とフォロー
できるスキル・多様性があり、素晴らしいと
思います。私も自分の夢を叶えるために積極
的に診断士活動を行い、また周囲の人の夢を
実現する手助けをしていきたいと思っており
ます。

「夢を叶える 
主体的な参加」

　会員　浅野　洋平
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企業内での診断士�
ノウハウの活用

　会員　新井　浩一

略歴
電力会社勤務、送変電設備計画、部門情報
システム構築、グループ企業間EDIシステム
導入、画像処理システム構築、システム監査、
経営監査、グループ企業サービス販売支援
等に従事。自治体系シンクタンク出向時は、
域内製造業の動向、ニュータウン再生といっ
たテーマを扱う。技術士（情報工学部門）、
ITコーディネータ、プライバシーマーク審
査員補など。

　私は2005年に診断士登録を行いましたが、
その後も企業に勤務している企業内診断士で
す。私の場合は、中小企業診断士としての活
動というよりは、中小企業診断士という資格
の取得過程や取得後に得た知識・ノウハウを、
企業内での仕事に活用していったという方が
主なので、そちらを中心に紹介していきます。

１．診断士取得の経緯
　私の場合、電力会社に入社後、配属された
のは77kV以上の変電・送電設備を設置し、
運用する部門でした。当時は、日本も成長期
で電力需要も毎年大きく伸びており、私も変
電工事や送変電設備計画を担当していました。
その後、部門のITシステム構築やシステム
監査に携わるようになっていきました。また
時代が進むほど、一般にIT化と経営との関
連は密になっていき、IT化においても企業
活動全般の知識が必要となる状況でした。
　もうひとつは、家内の父が薬局を経営して
おり、法人化していますが、いずれ承継問題
が出てくるのは確実なので、中小企業経営に
ついて知っておく必要もありました。こう
いった背景があり、中小企業診断士を目指す
こととなりました。

２．企業内診断士として
　診断士を取得した時に、私は監査役室とい
う部署におりました。監査役は取締役の職務
の執行を監査する機関ですが、私はその監査
役のサポート役といった形で監査実務を担っ
ていました。多数の部門が社内にあるため、
出身部門や経験のある部門を担当することが
多く、電力システム部門、IT本部などを担
当していました。また、関係会社のヒヤリン
グも行うことがあり、関連のある関係会社を
担当することもありました。監査実務は、監
査計画立案・予備調査・仮説検討・調査票設
計・本調査・まとめといったパターンで進め
ることが多く、実務従事と同じような進め方

をします。経営診断の視点にも参考となる視
点が色々あり、監査実務の参考とさせてもら
いました。他に役立ったのは財務諸表の読解
力でした。関係会社からの報告には、事業内
容に加えて財務状況の報告も含まれますの
で、診断士のノウハウが役立ちました。
　その後、（財）堺都市政策研究所へ出向に
なりましたが、ここは堺市向けの政策提言を
行う組織で、一種のシンクタンクです。関
わったテーマは、人口問題、ニュータウン再
生、製造業の動向といったものでした。製造
業の動向調査は５年に１回、商工会議所と一
緒に行っているものですが、これはまともに
診断士の知識が試されることになりました。
過去の調査との継続性を維持しながら、旬の
テーマを織り込むように調査票を設計してい
きました。この場合は、事業所の移転状況、
住工混在問題、産学連携動向といった点に焦
点を当てて分析をしています。ニュータウン
再生でも地元商業の維持が課題になってきま
したが、このテーマでも診断士の知識に助け
られています。
　現在は、関西電力に戻り、グループ会社が
提供するサービスの販売支援をしています
が、診断士の販売管理の知識や企業内診断士
活性化研究会で勉強したCSRの知識など、業
務の遂行に大いに役立っています。

３．今後について
　診断士取得で得た知識・ノウハウ・出会い
等が長い会社生活の助けとなり、無事に定年
を迎えられそうです。第二の人生についても
考えていく必要がありますが、中小企業診断
士として何らかの形で社会貢献につながるよ
うに、経験・知識等を活かしていきたいと考
えています。

企業内診断士の活動報告
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企業内診断士の活動報告

１．はじめに
　私は、仮設機材の会社に勤務している企業
内診断士です。仮設機材とは簡単に言えば、
よく工事現場で見掛ける足場等のことです。
入社して数年は炎天下の中、重い機材の運搬
や施工、フォークリフトやトラックの運転も
していました。
　大学卒業後、現在の勤務先に就職し今年８
年目を迎えております。同じ会社に勤務し続
ける場合、意識しなければスキルや知識、興
味が業務や業界に関わることにだけに偏って
しまう危険性があります。10年、20年先を見
据えて、会社に依存しないキャリアを築くと
ともに、社外のネットワークを広げようと中
小企業診断士を取得しました。

２．企業内診断士としての業務への取組み
　入社後２年半ほどは営業所勤務でコア事業
の現場を経験し、その後本社で営業本部～経
営企画室と、ラインからスタッフまで幅広い
業務を経験させてもらっています。人材の流
動性が少ない為、特に管理企画部門では数少
ない現場経験者かつ最年少という立場です。
そこで、業務経験や社内でのポジション、診
断士の学習で得たものを活かすことで、広い
視点から業務に取り組んでいます。
①経営者視点
　計数管理として、月ごとに業績の数字が固
まると、経営分析資料を作成し、経営層やマ
ネジメント層に配信をしています。意思決定
に関わる部分ですので、発信のスピード、事
業特性・業界動向等を考慮したトレンド分析
が不可欠になります。２次筆記試験事例Ⅳの
効果か、診断士取得後は、分析スピードや経
営者が欲する情報のキャッチングの精度がレ
ベルアップしました。
②現場視点・若手社員視点
　広報も担当しており、社内報を通じて業績
報告や好事例の紹介等を行っています。全従
業員対象の情報発信の場合、読者は経験や知
識が全くバラバラであり、そもそも無関心な
人もいます。その場合、若手社員を基準とし、
新入社員の頃の気持ちや知識レベルを思い出

し、１．読みやすいデザイン、２．広く、浅
過ぎない情報量、３．方針・理念の浸透、４．
モチベーションの向上、といったことを念頭
に置き作成します。３と４については診断士
取得後に特に意識する様になったことです。
当たり前のことですが、配信して終わりでな
く、ボトムにまで浸透してこその情報発信だ
と思い、日々工夫をして作成しています。
③診断士知識の活用
　新卒や中途入社向けの教育ツールや入社案
内の制作や改編に携わることがあります。従
来のそれらは「仕事のやり方」に終始し、周
辺情報が不足しているものがほとんどであっ
た為、「自社のポジショニング」や「取引先
にとってのメリット」等、可能な限り戦略や
マーケティング等の話題を盛り込むようにし
ています。また、部署の持ち回りで勉強会の
講師をすることがありますが、その際も所属
部署の話ではなく、他社でも役に立つテーマ
を選定しています。以前私が不安に感じてい
たこともあり、後進の方々には社内の知識・
経験だけでなく、できる限り広い視野を持っ
て経験を積んでいってほしいと思っていま
す。もちろん私自身もまだ20代である為、自
己研鑽や診断士活動を通じ、一人の社会人と
してレベルアップを図ってまいります。
　以上、３つの例をご紹介しましたが、私に
しかできない「企業内診断士」の取組みはま
だまだ手探り状態です。今後も何ができるか
を常に考えながら企業内活動をしてまいりま
す。

３．最後に
　診断士登録後、趣味や興味が広がりました
が、最近の一番の楽しみはマラソンです。「走
る診断士」の先輩診断士の方々に影響されて
始めましたが、診断士は仕事以外でも活動的
な方が多く、そのエネルギーには驚かされて
ばかりです。走るのが好きな診断士のネット
ワークが広がるだけでなく、色々な場所を走
ることで、改めて地元の良さや行ったことの
なかった場所を知るきっかけとなっています。
今後は、社外の活動として地域を盛り上げる
活動にも取り組んでいきたいと考えています。

「診断士の知識を活かした�
多角的視点での業務」

　会員　岩本　将志

略歴
平成18年龍谷大学経済学部卒業後、仮設機
材会社に入社。経営企画室に所属。
平成24年４月 中小企業診断士登録。
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１．企業内診断士として
　私は平成22年10月に診断士登録をしまし
た。現在は、企業内で総務人事の仕事をして
おります。ずっと人事の仕事をしていたので
はなく、大学と大学院も会計関連の学部で、
今の会社に新入社員として入社した時にはシ
ステムエンジニアだったものの会計システム
の開発に携わり、管理部門に移った後もIR
や制度開示など会計関連の仕事だけだったの
で総務人事に異動した直後は右も左もわから
ず戸惑いの多い日々でした。
　ただ最近では組織や人を考える現在の人事
の仕事には診断士で学習したことが役に立っ
ていると思える余裕もできました。毎日が

「事例Ⅰ：組織と人事の事例」です。
　会社の中は様々な方がいて、育児や介護や
病気などフルタイムで働けない人や外国籍の
方や転職してきた人などがいっしょに働いて
いています。人事としての経験は浅いですが、
こうした人たちがお互いに尊重し合い意見を
ぶつけ合ってこそ組織は活性化し新たな価値
創造につながると思い、最近は企業内診断士
としてここに注力しております。
　具体的には就業規則を作成したり、海外の
赴任手続きをまとめ安心して海外にいけるよ
うに手続きをおこなったり、組織の活性化と
して職場でのイベントを企画したりいろいろ
とやらせてもらっております。
　規則については、規則をつくるだけでなく、
会社の戦略にあわせ会社のリソースが集中で
きるように意識しながら、社員にたいしては
公平、明瞭であることを心がけております。
言葉では簡単に書けますが、実に難しく骨の
折れる仕事です。だけれどもこういった仕事
は企業内だからこそできる仕事だと思って取
り組んでおります。

２．外部ネットワーク
　企業内診断士ですので、やはり診断士とし
ての活動には限界があり、登録以後あまり活
動できていないのですが、「企業内診断士活
性化研究会」と、青年部の「走る診断士」の
イベントには参加させていただいています。
　「企業内診断士活性化研究会」では昨年ま
でESについて研究をしておりました。基本
的なテーマでしたが、一人ではテーマの深堀
に限界があり、ディスカッションし、メンバー
から多面的な意見をうかがうことができて、
はじめてESに対して自分なりの考えを持つ
ことができました。
　人事では新しい人事制度を作ることもあり
ますが、こうしてESについて深堀すること
ができたおかげで、トップマネジメントの意
向だけでなく、本来、人はどんなことに満足
し、どういう風に働きたいと思っているのか
深く考える機会となりました。
　「走る診断士」はもともと走るのが好きで
参加したのですが、同世代の診断士の方々の
活躍についてお話する機会もあり、いつも良
い刺激をいただいております。
　少ないですが、私にとって中小企業診断士
の活動は社会人として知見を深め、心と体の
健康バランスを保つ為に欠かせない活動に
なっております。

３．今後について
　海外からの人の受け入れ、海外への赴任、
非正規雇用などの有期契約社員の増加など人
の就業環境は少しずつ変わってきておりま
す。こうして変化する職場環境の中で、診断
士で得たネットワークを生かしながら経験を
積ませていただき、人がイキイキと働ける職
場づくりに貢献できるよう今後もチャレンジ
していきたいと考えております。

企業内診断士の活動報告

略歴
平成22年中小企業診断士登録。小売業向け
システム開発会社に勤務。システムエンジ
ニア、プロジェクトマネージャーを経て現
在は管理部門で総務や人事の仕事に従事。

企業内診断士としての�
活動報告

　会員　大
おお

西
にし

　　森
しげる

診断士会報No203v6.indd   9 13/06/20   18:55



（　10　） 診 断 士

企業内診断士の活動報告

１．中小企業診断士資格取得のきっかけ
　私が資格取得に取り組み始めたのは労働組
合の専従役員の役割を後任にバトンタッチし
ようと考え始めた頃です。労働組合から会社
業務へ戻るにあたって、やはり「手ぶら」で
は不安な気持ちがありました。そこで、企業
経営全般を知ることのできる診断士の勉強し
ようと思い立ちました。確かに診断士の勉強
をしてみると、会社の業績や運営方針を見る
目も少し違ってきたと感じます。
２．診断士資格の会社業務への活用
　とはいえ、診断士資格取得で得たスキルの
日常業務への具体的活用となるとなかなか難
しいのが現実です。現在、私が社内で携わっ
ている技術企画業務では、個別技術をいかに
ビジネスに繋げていくかとか、社内の複数の
技術のシナジーをいかに発揮するかといった
視点が求められます。従って、本来は診断士
として学んだことが活かせるはずなのですが、
いざ具体的にとなると簡単ではありません。
そこでまずは、個別技術の事業化シナリオを
見る際に、戦略策定の各種フレームワーク（事
業ドメイン設定をはじめSTP等）を念頭に
チェックするよう心がけました。そのような
視点で見てみると、これまで学んだフレーム
ワークが検討すべき事項をいかに的確に捉え
たものであるかを実感するとともに、多少の
自信をもって事業シナリオの確認をすること
が出来ました。また、事業価値の評価に関し
ても現在価値の考え方を応用した方法を考え
てみました。技術系の職場では、こういった
ファイナンス指標に詳しい人は少ないため、
診断士としての強みを多少活かせたのではな
いかと感じます。しかし現状では、事業化等
に向けた直接的な貢献は十分ではないと感じ

ています。今後は、開発現場に対してより具
体的な貢献ができるよう模索したいと思って
います。
３．診断協会の活動への参加
　日常の会社業務に追われていると、自分が
診断士だということをつい忘れがちになる、
というのは企業内診断士共通の悩みではない
でしょうか。その解決のために非常に助けに
なるのが診断協会での研修や研究会です。
　私は、以前、東京支部（旧）に所属してい
たのですが、そこで通年のコースに２つ参加
していました。そのうちの１つは、グループ
で１年かけて中小企業様を実際に診断する
コースで、アパレル企業（デザイン会社や小
売り店等）を３社診断させて頂きました。中
小企業の経営者様は、大企業と違い、まさに
個人で会社を背負っておられます。そういっ
た方々に接し事業への思いや悩みをお聞きす
ることは診断士ならではの体験であり、たい
へん勉強になるとともに、そういった企業様
に貢献したいという気持ちを新たにすること
ができました。また、そのときの仲間とは今
でも交流があり、何人かはそれ以後プロコン
として独立しました。彼らは私より若く、若
手独立診断士の歩みを垣間見ることは、自分
にとってもたいへん刺激になります。
　現在は協会（大阪）の企業内診断士研究会
に参加しています。今年のテーマは「事業転
換」で、具体的事例を通じて事業転換を成功
させるポイントを整理しようというものです。
事業転換は、中小企業は勿論、私自身が勤務
する会社や業界の課題そのものでもあります。
そこで、研究会活動を通じて社内での業務の
ヒントを得られるよう、主体的に活動してい
きたいと考えています。

「協会活動から 
社内業務への

活用まで」
　会員　川口　健一

略歴
平成22年中小企業診断士登録。パナソニッ
ク（株）の電子部品部門に勤務。研究開発、
労働組合専従、電機連合本部役員を経て、
現在は技術企画業務に従事。工学博士。
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　私はシステム開発会社にSE（システムエ
ンジニア）として勤務する企業内診断士です。
企業内での活動を通して診断士を志し、資格
取得後もお客様、会社に貢献できるよう奮闘
しております。

１．在籍している企業
　企業内診断士と一言でいっても所属する企
業、その企業での役割によって大きく異なり
ます。
　そこで、私の活動を紹介させていただく上
での前提条件となります、在籍している企業
の紹介をいたします。
　事業内容としては、パッケージソフトの開
発、販売、保守を行っており、主力製品はグ
ループファイナンス子会社向けの資金管理シ
ステムです。また、２年前より、新規事業と
して、中小企業様を対象としたクラウド型の
ERPシステムの開発をスタートし、昨年より
販売を開始しております。
　社員数については、10名前後で典型的な中
小零細企業です。社員数が少ない分、一人の
役割が幅広く、自ら開発に携わった製品の販
売から保守まで担当することが多いです。
　現在、私は、上記の中小企業向けのクラウ
ド型ERPシステムの設計、販売、保守に携
わっており、中小企業の経営者様へシステム
のご提案を行い、導入から、運用開始後の保
守サポートまで一貫して行っています。

２．資格取得の動機
　数年前に自らが開発に携わった製品の営業
活動をしていたときに提案が契約につながら
ないという日々が続きました。提案がお客様
の会社のための提案になっているのか？ま
た、システム導入を最終的に決定される経営
者の方に満足いただける提案となっているの
か？といった疑問を持ちながら日々を過ごし
ていました。
　そこで、本当にお客様のためになる提案を
するためには何が必要かを見つめ直し、「経
営者の思いを反映できていること」が重要で
あるという、今から考えると当たり前の結論
に至りました。
　それから、経営者の思いを理解し、サポー
トできる知識を得るためには、診断士の資格
試験の勉強が効果的であると思い、勉強を開

始しました。
　その後、無事に資格取得することができ、
知識だけではない、診断士のメリット（診断
士同士の交流や勉強会より得られる情報や経
験等）を感じております。

３．SEとしての診断士
　SEとして、システム導入が目的になるの
ではなく、お客様の業務改善、改革をサポー
トすることが私の仕事です。極論するならば、
現在のお客様の業務改善がなされるならば、
システム導入にこだわらず、解決案をご提示
できるのが本来のSEの仕事と感じています。
システム導入自身は、あくまで目的達成のた
めの一つの手段であり、それが目的にならな
いようにコントロールしていくことが大切で
す。
　また、システム導入後におきましても、シ
ステムの使用のされ方、活用のされ方でシス
テム導入の業務へ与える効果が大幅に異なり
ます。場合によっては、マイナスにさえなる
ことがあります。そういったことのないよう
導入後の保守サポートについては、システム
導入時の目的を忘れず、効果をモニタリング
できるよう意識しながら、サポートに努めて
いくことが大切です。
　今後も、診断士として、知識や経験を磨き、
お客様本位の業務改善、改革をサポートでき
るよう努めていきたいと思います。

４．「大阪企業内診断士の会」のご紹介
　青年部の分科会として、青年部所属の企業
内診断士を中心に結成されたのが「大阪企業
内診断士の会」です。主な活動内容としては、
企業支援チーム、執筆活動チーム等、目的を
持ったチームを編成し、診断士の知識や経験
を活かして、社会に貢献することを目指した
集まりです。

５．最後に
　企業内診断士として、企業内での活動が第
一とはなりますが、今後、さらに自らの活動
の幅を広げ、企業外での人との出会いも大切
にし、社会に貢献できるよう努めていきたい
と思います。

企業内診断士の活動報告

略歴
関西大学大学院工学研究科修了。
平成23年４月、中小企業診断士登録。
現在、大阪市内のシステム開発会社に勤務。
中小企業を対象にしたクラウド型ERPシス
テムの開発、販売、保守業務に従事。
青年部の「大阪企業内診断士の会」に所属。

「企業内診断士として 
の活動報告」

　会員　髙塚　和也
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企業内診断士の活動報告

１．大企業から中小企業へ
　診断士の登録をしてからわずか３カ月後、
それまで30年以上勤めていた大手電機メーカ
から、資本関係のない下請け中小企業へ出向、
その９カ月後に転籍しました。元の会社の関
連企業に行くよりは、診断士の資格を取った
効果を発揮できる場面も多いだろうと、期待
を持って赴任しました。以来10年、65歳を超
えた現在も勤務させてもらっています。長く
居すぎたとの自戒の念もありますが、まずは
感謝です。

２．社長に
　診断士の資格を持っているという社会的責
任と自己に対する責任から、勤務する会社を
なんとか良い会社にしたい、安定して利益を
出し続ける会社にしたいという思いを持っ
て、さまざまな施策を実行していきました。
そしてそろそろ潮時と退社を願い出たとき
に、「あなたほど会社のことを考えてくれた
人はいない。ついては社長をやって欲しい。」
とオーナーから請われ、悩んだ末に２年の限
定でお引き受けしました。
　当時はまだ、大きく傷ついたリーマン
ショックから立ち直りかける過程でした。売
上を回復するために、今までの受注先にこだ
わらず客先を広げることと事業領域を拡大す
ること、利益を増やすためには５Sと生産性
の改善に取り組むことが実行した施策の中心
でした。これらを実行するには、それまで
培った知的資産を活用しながら、中小機構や
県・市の支援機関の補助金や専門家のお世話
になりました。中小企業に対して、実に手厚
い支援があることを改めて実感しました。
　また社長就任の前後から、経営革新を目指
している近隣の社長さん達と、月１、２回の
交流会をもっています。さすがに自社の革新・
改善に熱心で、私も負けないようにと大いに
刺激を受けました。
　そして約束の２年が経過したので、一定の
成果が得られたことを確認し、社長を退任し

て現在は会長職に就いています。
３．研究会活動
　資格を取った後、勤務する企業で実践を積
むと同時に、知識を錆びさせず診断士として
のモチベーションを維持するために、順次３
つの研究会に参加しました。テーマに遅れず
主体的に参加するために、できるだけ欠席し
ないように心がけたので、出席率は90％を超
えていると思います。200回以上も本町に
通ったことになるのでしょう。
　研究会では常に、討議していることは自分
の会社で使えるか？自分の会社に適切か？と
いうような企業内診断士の視点から参加しま
した。そしてできるだけ自分の会社で実践し
てみました。すぐにはできなくても時間をか
ければ、その方向に会社は向いていくもので
す。
　技術向上研究会では、先輩の独立診断士の
皆さんはよく勉強されており、知識や経験の
ポケットも多く、いつも刺激を受けるととも
に、多くのご指導をいただきました。
　ISO研究会では、規格の実行によってパ
フォーマンスを向上させるだけでなく、常に
ISO規格を企業のマネージメントの向上に活
用するという視点が貫かれており、会社での
業務に大いに効果を発揮しました。今では自
社では、ISOは経営と一体になっていると思
います。
　そして企業内診断士活性化研究会では、数
年ごとにテーマを変えながら、中小企業の新
しい姿を模索してきたように思います。最近
の研究成果である「中小企業のためのCSR」
や「従業員満足」を少しでも自社内に実現す
ることにより、自立型社員を育成していくた
めの仕掛けを作りつつあります。
　このように私は研究会活動によって多くの
知識を得、経営力を向上させてきました。企
業内の活動成果は、研究会活動なくしてはあ
りえなかったと思っています。
　一方、研究会活動は自分が勉強するだけで
なく、その成果は中小企業への支援ツールや
支援理論として論文や講演などの形で公表さ
れ、また様々な活動を通じて中小企業に寄与
していると考えています。

「企業内診断士と 
研究会活動」

　会員　中山　哲郎

略歴
平成15年３月登録。大手電機メーカを経て、
現在中小製造企業に勤務。
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１．自己紹介
　私は、大手銀行系のIT会社に勤務する企
業内診断士です。入社以来、システム開発、
SI営業、プロジェクトマネジャーを経験し、
現在は、「人」に関わる業務の効率化や改革
を提案する、コンサルティング営業をしてい
ます。2012年４月に診断士に登録し、この１
年間で感じた事をご紹介します。
２．資格との『出会い』
　今年の４月で社会人になって丸10年が経ち
ました。社会人になった10年前の自分は、希
望と不安の中で、何を考えていたのか、そん
な事を最近よく考えたりします。当時は、３
年くらい働き、社会のルールを学んだ後、独
立して会社をつくるという夢をもっていまし
た。気がつけば10年が経ち、会社には様々こ
とを経験させてもらいました。プライベート
でも、結婚、子供の誕生（２児の父親）など
のイベントも経験しました。公私ともに、10
年前とは比べもにならないくらい背負うもの
が増え、会社をつくるという夢を忘れかけて
いた時に、中小企業診断士の資格の存在を思
いだし、家族に１年間だけ勉強させてほしい
とお願いしました。この資格をとれば、忘れ
かけていた自分の夢に一歩近づけるような気
がしたのです。幸運も重なり１年で合格する
ことができ、頭の中に、「独立」の２文字が
チラツキ始めました。しかし、独立について
調べていくと、不安も大きくなってきました。
データが少し古いですが、診断士として独立
している人の割合は27.6％（2005年12月時点）
だそうです。これは、他の士業と比較しても
低い結果となっています。割合が低い理由と
しては、①独占業務がない、②収入が不安定
（特に独立後１年～３年）、③スキルアップで
取得する人が多い、などがあげられます。私
自身も心のどこかで独立はリスクが高いと、
ブレーキを踏んでしまっています。一方で、
青年部や研究会に参加すると、多くの独立診
断士の方と会話をする機会があるのですが、
その方たちの生き生きした姿を見ていると、
とても羨ましくなります。私自身も、今すぐ
には難しいですが、いつかは絶対に独立を実
現させたいと思います。だって、人生一度き
り、自分の好きなことを楽しくやって生きて
いきたいから。
３．仲間との『出会い』
　私の好きな言葉に、「一期一会」という言葉

があります。中学生の時に、フォレスト・ガ
ンプという映画で出会い、約20年経つ今でも
好きな言葉です。突然ですが、皆さんは、診
断士の魅力って何？　なんて質問されること
ありませんか？私はたまに聞かれるのですが、
一番の魅力は、「自分に刺激を与えてくれる、
人達と出会える」ことだと回答しています。
実際、診断士受験生時代（１年）と診断士登
録（１年）の２年間に、200人近くの方と知り
合いになりました。この資格はスキルアップ
で取得する人が多く、一緒にいるだけでもパ
ワーをもらえたりします。また、生まれも育
ちも、年齢も性別も違うけれど、診断士とい
うキーワードだけで繋がり、すぐに親しくな
れる、そんな魅力があると感じています。特に、
実務補修で15日間共にした仲間とは今でも、
一緒に企業診断を実施したりしています。自
ら積極的に活動することで、いろいろな人と
出会い、そして、新たな世界が広がり、また、
新しい人と出会う、こんな繰り返しの人生を
過ごしていきたいと思います。

４．自分の強みとの『出会い』
　所属している人づくり研究会の方から、お
薦めされた、新たな気づきを得ることができ
る本を紹介します。自分の強みを改めて理解
し、組織作り等に活かす方法について書いて
あります。
　「ストレングス・リーダーシップ―さあ、
リーダーの才能に目覚めよう」（日本経済新
聞出版社）
以下は、私の診断結果です。
『着想』『達成欲』『競争性』『個別化』『戦略性』
自分の強みとの出会いをしてみてはどうです
か？

企業内診断士の活動報告

略歴
大手銀行系のIT会社に勤務。
現在は、「人」に関わる業務の効率化や改革
の提案を行うコンサルティング営業に従事。
2012年４月に診断士登録。
人づくり研究会、青年部の活動に参加。週末
は、実務補習の仲間と共に、企業診断を実施中。

「人生は出会いで 
決まる」

　会員　松本　進

実務補習の仲間達です（私は左から２番目）
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企業内診断士の活動報告

　こんにちは企業内診断士の山元です。現在
は７つの肩書きでわくわく活動させてもらっ
ています。そんな僕も資格取得後２年間くら
いは資格の活かし方に迷っていました。何か
ヒントになればと考えた結果、かつての自分
に今の自分がアドバイスするかたちで進めさ
せて貰います。皆さんに当てはまることがあ
れば幸いです。

Ｑ１）�診断士に加えてどんなスキルを身に付
けるべきか？

　コンサルタントに必須のスキルは『ヒアリ
ング』と『フィードバック』です。会議やミー
ティングどんな場面でもどんどん積極的に
フィードバックをしましょう！とはいって
も、このスキルを高めるためにわざわざ他の
資格は目指さないように。資格は一つで十分
です、あなたはそれを既に手に入れています。
アウトプットのないインプットは使い道がな
いので時間のムダです！自己満足が目的なら
別ですが…

Ｑ２）�研修講師になる最短の方法が知りた
い！

　ノウハウを提供してくれる師匠を見つけて
丸パクリして、そのノウハウを知らない人に
伝えるアウトプットをしましょう！他人のノ
ウハウを伝えることを批判する人もいます
が、気にする必要はありません。学校の先生
と同じです。初めからオリジナルにこだわる
必要はありません。使っていくうちにその人
の経験が合わさって段々とオリジナルっぽく
なります。（サムライコンサル塾受講→サム
ライ研究会主催→美容室研修→運輸倉庫会社
リーダー研修→伊丹商工会議所経営革新セミ
ナーとステップアップ）

Ｑ３）�コンサルの仕事はどうやって取ればい
いの？

　経営者に向けてコンサルができると言って
ください、それだけです。言わないから頼ま

れない。このとき大事なのが『頼まれごとは
試されごと返事は0.2秒』を心がけてくださ
い。仕事を選んでいる立場じゃないですから。
自信がないですか？大丈夫です。アウトプッ
ト先とテーマが決まってから、必死になって
インプットすればいいだけです、勉強するの
は得意でしょ！（髪を切りながら美容室オー
ナーに「人材活性化できます！」→保険代理
店の代表に「反響のあるチラシつくれます！」
→起業７年目上場を目指すIT企業社長に「組
織づくりできます！」と言って社外監査役に
選任される）

Ｑ４）�資格取ったし会社を辞めて独立しよう
か思案中…

　『会社は辞めるな！辞めさせられろ！』こ
の覚悟をもてば何でもできます。まずは企業
内のままできることから始めましょう！外に
でると色々見えてくるものがある。民間のセ
ミナーや交流会にでると診断士とは別のスー
パーコンサルがわんさかいることに気づく。
だから大海を知ってから決めても遅くない。
診断士は『名称独占資格』であって、以上で
も以下でもない。資格で飯を食うのでなく、
成果で飯が食える！自分は何で一番、何なら
勝てる？自問自答してみる。でも診断士とい
う名は本当にすごい。名刺のコンサルティン
グをやっているのですが「診断士さんなんで
すね！」すごく期待を込めた一言がもらえる。

これからのメッセージ
　サラリーマンの枠を突破しよう！診断士資
格への固定観念を捨てよう！働き方をイノ
ベーションしよう！１対１だけでなく１対
Ｎ、複数の会社と雇用契約ができる時代がそ
こまできている。考え方が変わると働き方が
変わる。働き方が変わると本業の定義が変わ
る。本業とは今、本気になっている仕事。全
部本気なら楽しい日々が待っている。企業内
診断士はやめられない！

資格を活かす４つのポイント
今からあなたも�

コンサルになれる！
　会員　山元　教有

略歴
2008年診断士資格取得。
経営者の助さん格さんリーダーづくり『プ
ロリーマン養成塾』塾長。
日本一の経営コンサルタント養成講座『サ
ムライコンサル塾』認定講師。
株式会社アスタリスク社外監査役　他。
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１．仕事歴
　大学卒業後、マーケティングの代理店で
マーケティングプランナーとして勤務後、特
殊法人の関係会社で再開発事業、商業施設の
開発や運営に関わる仕事をしてきました。
　診断士は平成５年登録です。診断士歴20年
になります。平成19年に診断士として独立し、
高度化店舗のリニューアルなどしていました
が、現在は縁あって某市の第三セクターで駅
前再開発エリアの地区管理の仕事をしていま
す。立場は企業内→独立→企業内＋αです。

２．企業内診断士の環境変化
　私の登録当時の企業内診断士は今のように
個人で活用できるネットやメーリングリスト
もなく、情報は協会からと独立診断士など人
からしか入手できませんでした。
　当時は診断士の方と仕事で関わることもあ
りませんでした。また、私はほとんど独学で
資格を取得しましたので予備校も先生や勉強
仲間もいませんでした。診断士としては孤立
した状況でした。当時は本当に独立診断士と
企業内の診断士は、所属するコミニティが
違っているような感じでした。
　現在は交流会、研究会、イベント、メール
による交流が活発で、診断士同士がネットで
簡単に情報交換ができるようになっていま
す。企業内診断士でも診断士活動を知る機会
が増えています。

３．制度の変遷
　私が診断士になった時代は、「中小企業を
診断、勧告、指導する」のが診断士の責務で
した。今は制度が変わり、支援する時代に
なっています。また、診断士の資格保持のた
めには実務経験（ポイント）が要求され、実
務経験を積めない診断士は休眠できるように
なりました。
　私は、その制度の変化を「中小企業支援活
動をしない診断士は休眠しなさい」、「それ以
外の方は中小企業のために実務をしなさい」
という意味にとらえています。しかしながら、
せっかく診断士の資格を取っても何もせず、

休眠もしない企業内診断士が（所属企業の制
約等により活動できない場合もあるが）多く
いるのが実態です。
　また、私は企業内診断士の資格維持、実務
ポイント獲得が業界の事業のネタにされてい
ると思っています。

４．区分をなくす
　独立診断士でも診断機関等に拘束されて仕
事をされている場合など、組織的制約がある
面では企業内診断士と変わらない立場である
と思います。また、一般企業でも中小企業を
対象に事業・活動を行っている担当者は中小
企業診断士としてきちんと活動していると思
います。診断士としてふさわしいスキルと実
力があるかどうかが大事です。企業内診断士
の方の中には「私は企業内ですから…」とい
う方がおられますが、「私は診断士です。」と
宣言できるよう努力と実力と自信を期待した
いと思います。
　もう診断士を企業内と独立に仕分けする時
代ではないのではないかと思います。

５．これから
　近年、企業内でも診断士活動をしている人
たちが増えているようです。フル活動ができ
なくても機会があれば中小企業のための活動
をしたいと思われている方もいると思いま
す。
　企業内診断士のスキルや情報を必要とする
診断士等に提供し、活用できる仕組みがあれ
ば、活動できない企業内診断士を生かすこと
ができるのではないかと思います。
　企業内診断士の強みは、その業界の情報に
通じていることと、組織内で営業や総務など
部門・職務経験に長けていることです。思わ
ぬ専門家が潜んでいるかもしれません。企業
内診断士の大図鑑でも作って、「ここにこん
な診断士がいるぞ」とプレゼンできれば面白
いかなと考えています。

企業内診断士の活動報告

略歴
平成５年中小企業診断士登録。旧制度の商
業部門登録。企業内外でマーケティング、
プロモーション、街づくり、テナントリー
シング、商業活性化を中心に活動。
日本ショッピングセンター協会「SC（ショッ
ピングセンター）経営士」、マンション管理
士、農商工連携コーディネーターなど。

「企業内診断士活用」

　会員　若森　正樹
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１．はじめに
　筆者は平成23年４月に中小企業診断士登録を行い
プロコンとしての活動を行なっていますが、不動産
管理業の所謂「３代目経営者」でもあります。「事
業承継」という非常に難易度の高いテーマについて
書かせていただきますが、自己の体験から「親子間
の事業承継」の場合の問題にフォーカスした内容を
主にしています。
　「後継者」と「支援する側」双方の立場から、実
際に「支援者が側に居たらどんな支援をして欲しい
か」という内容につきまして拙いながらも述べさせ
て頂きます。
２．事業承継のきっかけはいつか？
　一般的に、被承継者（経営者）が「自分もそろそ
ろ引退して、だれかに跡を譲りたい」というような
話をよく聞きます。では後継者はいつ選んでいるの
でしょうか。親子の事業承継の場合、私の場合もそ
うであったように、承継する側の経営者が子供を「後
継者として育てる」ことを選択しています。子供の
頃からの「後継者としての摺り込み教育」を実施さ
れていることが多いようです。
３．事業（法人）を分類する
　次に、承継の客体である「事業」（法人）が「誰
のものになっているか」という視点で分類します。
規模の大小に関わらず、事業が「会社のもの（公の
もの）」なのか「個人（社長あるいはその一族）の
もの」なのかで大きく２つに分けられます。
　事業が「会社のもの」と位置づけた経営がなされ
ているのであれば、後継者は一族に限る必要はなく、
優秀な後継者を自由に選択すればいい、ということ
になります。反して会社の規模が大きくても事業が
「個人のもの」と位置づけられた経営がなされてい
る場合は後継者は家族（もしくは一族）から選択さ
れることになります。大きな会社であっても、実態
としては「巨大な個人事業」と考えて事業承継を考
えなければいけない場合がある、ということです。
４．何のために「承継」するのか
　後継者としていつも疑問に思うのはこのキーワー
ドです。「事業を継続する」という必然性が本当に
あるのでしょうか？「◯代続いた会社を自分の代で
潰すにはご先祖様に云々」という話もよく聞きます。
その会社（事業）が成長発展し、社会に貢献する見
込みがあるとすれば、承継する「価値」はあるかと
思われますが、残念ながらその見込みが少ないので
あれば「承継だけを行う」という視点においては、「承
継せず、廃業する」という選択肢があることを上記
のように「承継することが必然」となった後継者に

提示することが必要ではないでしょうか。後継者に
は「後継する覚悟」とともに「廃業する覚悟」が求
められます。
５．事業承継で起きる問題
　３で述べたように、多くの中小企業の場合は実態
として「巨大な個人事業」と考えられます。よって、
「事業」と被承継者の「個人資産」（あるいは負債）
をまとめて考える場合が多いですが、それらを「事
業承継の問題」と「相続の問題」に切り分けて考え、
被承継者から後継者への事業承継の一貫性を担保す
るために相続人の人数・現経営陣・利害関係者との
調整を実施しておく必要があります。
　また承継後の経営方針転換による従業員や関係者
とのトラブル回避のためにスムーズな「経営の引き
継ぎ」が必要です。
　それらを回避するために、「どのくらいの期間一
緒に同じ仕事をしているか」（被承継者と同じ視点
を後継者が持つ機会があるかどうか）「経営以外の
場における双方のコミュニケーションの有無」「世
代間・キャリアの長さによるギャップを双方が埋め
る努力をしているか」「後継者の周囲の人間関係（影
響を与えている人物・考え方）」などのポイントに
注意することが必要です。
　被承継者と後継者の「間に入り」経営への「想い
や方向性」を承継する手伝いを行うことが、経営の
引き継ぎに関する問題回避の為に最も重要なことで
あると思われます。
６．後継者が支援してほしいこと
　経験の浅い経営者として同業・異業種の経営者の
考え方、自己に対する評価、他の後継者はどのよう
に事業承継を進めているかという情報、自身の考え
る経営に関する想いの客観的評価等について事業承
継を「される側」として支援して（相談に乗って）
欲しいと私自身は勿論、周囲の後継者からも声を聞
きます。人的なネットワーク構築の手伝いは勿論の
こと、後継者の今後事業経営に関する良き相談相手
としての支援者の役割は増加することと思います。
７．最後に
　我が国の人口ピラミッドを見ても、昭和22年〜 24
年生まれを中心とした世代の経営者（60 〜 70代）と、
その子供世代である第二次ベビーブーマーを中心と
した後継者世代（30代〜 40代前半）が現在、そして
今後も事業承継の問題に直面することになります。
私自身もまだまだ未熟ではありますが、「自らが自
らを支援する」立場でこの課題を解決していこうと
考えています。

「事業承継予定者が 
中小企業診断士 

だったら」
　会員　神戸　壯太

略歴
株式会社ナムコにて店舗開発、人材教育など
の業務に従事。平成21年家業である不動産管
理業を承継準備のため退職。中小企業診断士
登録後、二足の草鞋を履きながら活動中。
中小企業診断士・１級販売士。

スキルアップ研修
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第１章　遠隔操作ウイルス
　遠隔操作ウイルスとは、読んで字の如く、
他人のパソコンを外部から操作できるように
するウイルス（但し、正確にはコンピュータ
ウイルスではなく、マルウェアと呼ばれるべ
きもの）です。
　この手のソフトウェアは、ソフトウェアと
しては、それほど複雑な機能を有しているわ
けではなく、海外ではキーロガー（キーボー
ドの入力を記録して、暗証番号等を盗み出す
ソフトウェア）などが古くから知られていま
した。日本では愉快犯的（実際はかなり不愉
快ですが）なウイルスが流行する傾向が強く、
2012年の夏から秋にかけて、犯人が「IESYS.
EXE」に感染したパソコンを遠隔操作し、
これを踏み台として、電子掲示板に襲撃や殺
人などの犯罪予告を行った事件で一躍有名に
なっています。
　このウイルスですが、三重県、福岡県、大
阪等で、感染したパソコンの利用者が逮捕さ
れるという、えん罪事件が発生しています。
第２章　遠隔操作ウイルスに感染したら
　遠隔操作ウイルスに感染して、第三者の犯
行に用いられた場合、当該犯行の際に用いら
れたIPアドレスから、あなたを犯人であると
思って捜査することになります。話せば分
かってくれる的な考えは甘すぎます。「捕まっ
て初めて分かる刑事訴訟」というのは、笑え
ないジョークです。
　また、刑事責任を負わないとしても、他人
に損害を与えた場合、損害賠償や信用失墜の
問題も生じます。特に、感染したパソコンで、

情報漏えいが起こった場合、２次的な被害が
発生する可能性もあります。
第３章　遠隔操作ウイルス対策
　では、このような被害を起こらないように
するにはどうしたら良いかというと、基本に
立ち戻ることが重要です。
　出所不明のソフトウェアを導入しない、ウ
イルス対策ソフトを利用する等の措置は当然
ですが、それでも100％防ぎうるというもの
ではありません。リスクマネージメントを
ちゃんとしているかが重要です。
　中小企業の現場では、このようなお金を生
まない活動については積極的ではないことが
多く、担当者に丸投げとか、書面上の運用と
実際は全く違うということもよく見る話です
が、後から取り返しが効かないのが、セキュ
リティです。
　弁護士の立場から、中小企業へのアドバイ
スとして、
①パソコンの取扱等を就業規則化すること
② 就業時、退職時に情報管理に関する承諾書

をもらうこと
③ 取引に際しては秘密保持契約書を締結する

こと
等をお勧めしているのですが、これもガチガ
チにすれば良いというものではなく、企業活
動の実際に併せて行う必要があり、結局は、
リスクマネージメントの問題になります。

遠隔操作ウイルスと�
中小企業の�

セキュリティについて
　会員　壇　俊光

略歴
平成12年弁護士登録、平成22年中小企業診
断士登録、その他（情報セキュリティスペ
シャリスト、応用情報技術者、プロジェク
トマネージャー、ISMS審査員補、プライバ
シーマーク審査員補等）。
文献等

「情報流出 企業データ盗難からウィニーま
で」アスキービジネス編集部　他。
ブログ

「壇弁護士の事務室」
http://danblog.cocolog-nifty.com/

スキルアップ研修
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１．ソーシャルビジネスとは何か
　環境問題や少子高齢化、子育て・教育問題、
雇用格差、地域活性化等の多種多様な社会的
課題をビジネス手法で解決する持続的な事業
活動のことです。社会性（社会的課題への取
り組みをミッションとする）、事業性（ミッ
ションをビジネスの形に表し継続させる）、
革新性（新しい社会的価値を創出する）の３
つを要件とします。経済の活性化や新しい雇
用の創出に寄与する効果が期待されます。

２．ソーシャルビジネスが要請される理由
　１つ目の理由として、社会に役立つ仕事や
人と人とのふれあいを大切にする仕事がした
い等、人間らしい働き方を求める時代が到来
していることが挙げられます。２つ目として、
社会的課題に対する財政負担の急増が背景に
あり、税金を使わずに民間の創意工夫によっ
て山積する社会的課題を解決せざるを得ない
時代になっていることが挙げられます。

３．ソーシャルビジネス事業者の多様性
　ソーシャルビジネス事業者の多様性は、収
入構造を整理すると分かりやすくなります。
収入構造は主に、
○事業収入
○行政からの収入（助成、補助）
○その他財源（増資、寄付、会費）
の３つに分類され、これらを組み合わせて活
動しています。また法人格についても、事業
収入が主であれば株式会社などの営利法人、
寄付等が主であればNPO法人というように
活用しやすい法人格に分かれます。ソーシャ
ルビジネスの性質上、事業収入が全くないこ
とは想定できません。継続性の観点から、で
きるだけ事業収入の割合が高まることが望ま
しいのですが、社会的課題や成長段階等に
よって収入構造は変わってきます。

４．企業によるソーシャルビジネス
　企業において、CSR（企業の社会的責任）
見直しの動きと共に、ソーシャルビジネスへ
の関心が高まっています。企業のアプローチ
は、主に２種類あると考えられます。 
　１つは、本業と直接関係のない領域も含め
た社会貢献活動であり、対価を得ない取組み
です（慈善に基づく寄付活動等）。
　もう１つは、本業を通じて取り組んでいく
ものであり、対価を得る取組みです（商品を
買うとその売上げの一部がNPO等に寄付さ
れ、社会的課題の解決に役立てられる仕組み
等）。
　また消費者の購買行動にも変化が見られ、
環境や社会に配慮した工程・流通で製造され
た商品を選択し、そうでないものを選択しな
いという消費行動が増えてきています。
　企業は社会環境の変化に伴い、地域社会の
課題と無関係ではいられません。そして人々
の社会貢献意識が高まる中、地域社会の課題
解決に取り組むことは、顧客と従業員の満足
度を向上させます。企業のソーシャルビジネ
スへの取り組み＝成長戦略だといえます。

５．�ソーシャルビジネスにおける中小企業診
断士の役割

　ソーシャルビジネスは決して新しい価値観
に基づくものではありません。古来日本の企
業が有していた「三方よし（売り手よし、買
い手よし、世間よし）」の価値観を再評価す
るものであり、地域社会が本来持っていた人
と人との絆を紡ぎ直しながら、地域社会を再
構築する本質的な試みであるといえます。従
いまして、中小企業の経営支援現場において、
常に意識すべき価値観ではないかと考えま
す。そして事業性が課題のNPO法人等にお
いて、事業を診るプロである中小企業診断士
は欠かせない存在であるといえます。

社会的課題をビジネス�
手法で解決するソーシャル

ビジネスについて
　会員　長元　耕司

略歴
1996年大学卒業後、繊維・アパレル系商社
に入社。アパレルの卸売営業や店舗販売管
理、与信管理業務等に携わり、2012年に独立。
流通コンサルタントとして活動する傍ら、
NPO法人等のソーシャルビジネス支援にも
携わる。

スキルアップ研修
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理論政策更新研修が始まります。

　理論政策更新研修（４時間の研修）は、更
新要件のひとつである「新しい知識の補充に
関する要件」として実施する研修です。登録
有効期間５年間で５回修了することが必要で
す。
　大阪府協会は、平成25年度の更新研修を下
記のとおり実施いたします。第１回から第４
回までの受講申込受付は終了しています。第
５回から第８回までの受講申込受付は８月に
行われます。会員の方は、中小企業診断協会
本部HPの「会員Myページ」からログインし
て申し込んでください。
　�https://www.j-smeca.jp/open/static/
mypageindex.jsf

　講師その他の詳細は、６月に大阪府協会か
ら送られた理論政策更新研修開催のご案内若
しくは上記HPをご参照ください。時間は、
各回とも13：00 ～ 17：00です。また、会場
は大阪商工会議所の地下又は４階の会議室で
す。

　申込は上記「会員Ｍｙページ」の外に、受
講申込書に必要事項を記入して、郵送により
申し込むこともできます。しかし、直接来会
して又は電話による受講申込の受付はしてい
ませんので、お気を付け下さい。

回 実施日 テーマ

第１回 ７月６日（土） 中小企業の再生支援～小売・卸業の再生事例

第２回 ７月 24 日（水） 中小企業の新事業開発～顧客志向の新事業開発

第３回 ８月８日（木） 中小企業の新事業開発～製品開発の手法

第４回 ８月 21 日（水） 中小企業の支援手法（見える化）

第５回 ９月７日（土） 中小企業の再生支援～公的機関による再生支援事例

第６回 ９月 26 日（木） 中小企業の新事業開発～顧客志向の新事業開発

第７回 10 月５日（土） 中小企業の新事業開発～製品開発の手法

第８回 10 月 29 日（火） 中小企業の支援手法（見える化）

第９回 11 月６日（水） 中小企業の再生支援～製造業の再生事例

第 10 回 11 月 23 日（土 ･祝） 中小企業の新事業開発～顧客志向の新事業開発

第 11 回 12 月７日（土） 中小企業の支援手法（見える化）
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ビジネスシーンに使える“私のおススメ”

コーチングを学ぶ前の私
　前職で、金融機関の渉外担当をしていた時
代に、訪問先での会話をはずませることが苦
手だった。
　私ばかり話をしてしまって相手に嫌がられ
ることが少なくなかったのだ。
　それではまずいと思い、「聴く」力を高め
るために勉強したのが「コーチング」だった。
　それまでは、私と顧客の話す割合が８：２
だったが、コーチングを学び「聴く」ことを
意識するようになってから、私と顧客の話す
割合は３：７と大きく逆転し、顧客からの受
けが格段に良くなったのである。
コーチングはコミュニケーションスキル
　コーチングとは、もともと「目標達成や能
力の更なる向上をめざして、（話している）
相手を勇気づけたり、やる気を引き出したり、
自発的な行動を促すコミュニケーション技
術」のこと。このコミュニケーションスキル
の技術は大きく「４つの力」に分かれる。
聴く力
　「聴く」とは「意識して耳を傾け言葉その
ものの意味と相手の気持ち、感情も丁寧にき
きとること」。
　「聴く」は耳だけでなく、目や心を使って
注意を払い相手を理解しようとする意思を働
かせる必要がある。
　「頭の中を空っぽにして一言一句聞き取れ」
と言う人もいるが、そんなことなかなかでき
ません。大事なことは「頭を空にして話をき
く」ことではなく、「相手に興味をもって、
相手が何を伝えようとしているのか、相手の
言いたいことは何かを考えて聴くようにす
る」ということなのである。
　そのために必要なのは「聴く態度を意識的
にとること」
　「聴く力」が身につくと、自分から話題を
探さなくても顧客はどんどん自分から話して
くれるようになる上、好感度が高まるので、
会話をすることに対する苦手意識がなくな
る。
質問する力
　会話のイニシアティブをとるのに一番効果
的な方法は「質問をする」こと。
　話し相手の本音やニーズを聞きだそうと
思っても、なかなか簡単には聞き出せない。
　相手との信頼感がないときに、どんな質問
をぶつけたとしても、まともな答えは返って

こないということがよくある。
　相手の警戒心をときながら、相手が自分の
持っている本音やニーズを考えさせるような
質問を重ねることで、重要な情報を手に入れ
ることができる。
　そのときの質問の技術として知っておいて
もらいたいものの一つが「オープンクエス
チョン」と「クローズドクエスチョン」とい
う方法である。
　オープンクエスチョンは、質問された人が
思ったことを自由に答えられる質問であり、
クローズドクエスチョンはイエス、ノーで回
答できるような答えが限定されてしまう質問
である。
　話を楽しく盛り上げるためには、オープン
クエスチョンの方が、会話が広がるし、いろ
いろな話のネタも出てくる。しかし、あまり
親しくない人に対しては、相手のことも考慮
して、答えやすい質問、クローズドクエスチョ
ンから質問してあげると良い。親しくなって
きたら、少しずつオープンクエスチョンに変
えていけば、相手と打ち解けるのも早くなる。
　質問する力を身につけることで、顧客との
距離を近づけることができ、本音やニーズが
引き出せるようになる。
共感してもらえる力・提案する力
　「共感してもらえる力」というのは、端的
に言うと「相手の言うことを肯定する」とい
うこと。顧客の意見を否定的に聞くのではな
く、「すべて正しいことを言っているのだ」
という姿勢で聞くことで、顧客は「自分のこ
とを大事にしてくれる人」と共感をしくれる。
そうなると、「味方」や「身内」扱いしてく
れるため、会話がスムーズに進むことになる。
　「提案する力」というのは、顧客が言った
ことや言いたいことを整理してあげること
で、その考えをまとめてあげる力。まとめた
考えを互いに把握することで、本当に相手の
求めていることに対しての解決策を提案する
ことができる。

　この４つのスキルを身につけるだけで、コ
ンサルティング能力・クロージング能力は著
しく高まることは間違いない。

 

　会員　東川　仁

略歴
2008年診断士登録。株式会社ネクストフェ
イズ代表。著書に【90日で商工会議所から
よばれる講師になる方法】【銀行融資を３倍
引き出す！小さな会社のアピール力】【士業
のための「生き残り」経営術】【紹介の絶え
ないコンサル・士業の仕事につながる人脈
術】がある。
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青年部だより

【３月開催の青年部五周年記念大会】
　平成25年３月23日（土）14時00分より、
エルおおさかにて、青年部五周年記念大会が
開催されました。
　前半は福田尚好理事長より、「今後の全国
中小企業診断協会、大阪府中小企業診断協会
の活動の方向性について」お話頂きました。
　後半は独立診断士として支援現場の最前線
でご活躍されている株式会社ナイトウ経営　
代表取締役　内藤秀治氏をお招きし、『わた
くしの青年時代』と題して「コンサルタント
として夢に向かって何をすべきか」について
講演頂きました。
　講演終了後は福田理事長、内藤氏を交えて
ディスカッション及び意見交換を行いまし
た。
　最後に青年部運営委員の新体制及び活動方
針の発表が新代表の平林潤氏よりありまし
た。
　参加者からは「福田先生、内藤先生のお話
がとても参考になり、今後の診断士活動の拠
り所となりました。」という意見が多数寄せ
られました。

【５月開催の青年部例会】
　平成25年５月18日（土）13時30分より、
ホテルメトロThe21で、青年部５月例会を開
催致しました。
　例会では『診断士資格の活かし方』と題し
て、企業内診断士の浅井辰彦氏（代理発表：
佐々木千博氏）、独立診断士の中村佳織氏、

経営者診断士の渡邉直規氏の３名の青年部メ
ンバーに発表頂きました。それぞれ異なる立
場での診断士資格の活用法や活動内容につい
てお話頂き、多くの気づきが得られました。
　講演終了後は参加者同士のディスカッショ
ンの時間を設け、『診断士資格の活かし方』
について活発な意見交換を行いました。また、
例会終了後は、大阪府中小企業診断協会の通
常総会、及び懇親会に参加させて頂きました。
　青年部では随時メンバーを募集していま
す。オブザーバー参加も可能です。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　正和）

【青年部の参加募集】
青年部加入資格
１、中小企業診断士協会大阪支部の会員
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
2013年７月例会
日時：７月20日（土）14時00分～ 17時00分
（初回参加者対象オリエンテーションは13時～）
場所：マイドーム大阪（府協会）
内容：ビジネス×ゲームについて（予定）
※例会は２カ月に１回（奇数月）行っています。
　９月例会は９月28日（土）に開催予定です。

【内藤氏による講演の様子】

【中村氏の発表の様子】
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　「国際派」という言葉が、いまさら、と感
じるほどグローバル化が進んでいます。多く
の中小企業は、好むと好まざるにかかわらず
この“うねり”の中にいます。しかし現実に
は多くの課題を抱え、グローバル化が必ずし
もうまくいっていないケースが多いのが実態
です。「国際派診断士研究会」では、このよ
うな国際化に直面する中小企業のお役にたて
る診断士を目指して日々の活動を行っていま
す。
（１）研究会の概要
　1997年に活動を開始した当研究会は現在
二十数名の会員を擁し、駐在や現地指導など
海外での実地経験を有する会員が多数在籍し
ています。独立、企業内、行政機関、大学な
ど所属や専門分野も様々です。
（２）研究会の活動
　①定例会
　�　毎月１回の例会では、各会員が輪番で、
得意とする分野や研究をしている分野での
発表を行い、その後全員でディスカッショ
ンする形式で研究会を開催しています。な
お例会は通常平日の夜間に開催しています。

　②海外視察
　�　２～３年に一度、海外への視察も実施し
ています。百聞は一見にしかず、というわ
けです。昨年はインドネシア視察を行いま
した（文末に協同組合中小企業担当国務大
臣府次官との写真を掲示）。それ以前には
中国、マレーシア、韓国の視察を行ってい
ます。海外視察では、中小企業振興関連の
公的機関や、製造工場などの民間企業、公
共機関、公共施設などを訪問し実情の把握
や意見交換などを行っています。なお、中
国環境視察報告書は協会大阪支部より、イ
ンドネシア視察報告書は大阪府中小企業診
断協会から各々表彰をいただいています。

（３）今後の活動について
　海外とのかかわりを有する多くの中小企業

に対し有益、適切でかつ実効性のあるアドバ
イスをし、その実践をバックアップする「役
に立つ」中小企業診断士をめざし、知識や知
恵の習得とブラッシュアップ、あわせて実行
力の涵養を図ることが当研究会の大きな狙い
です。そのために、研究会を通じて知識や経
験を共有し、またネットワークを広げる活動
を実施していきたいと考えています。さらに、
引き続いて海外への視察も実施し「生」でか
つホットな情報を吸収する場を作っていくつ
もりです。このような活動を通して、中小企
業のグローバル化を支援する診断士の価値の
向上につなげて行きたいと考えています。
（４）参加のお誘い
　研究会には、海外経験を有する会員や何ら
かの形で海外を志向する会員が多く集ってい
ます。「海外」に関心をお持ちの方々の多く
のご参加をお待ちしています。お役にたつこ
とは請け合いです！！
　関心をお持ちの方は気軽に連絡をください。
例会へのオブザーバー参加を大歓迎します。

（５）連絡先
　　　国際派診断士研究会
　　　会長　前中　衛
　　　e-mail：maenaka-@m3.kcn.ne.jp

　　　例会風景

研究会活動報告　国際派診断士研究会

インドネシア視察時、協同組合
中小企業担当国務大臣府にて
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１．コミュニティビジネス・ソーシャルビジ
ネスとは何か

　環境問題や少子高齢化、子育て・教育問題、
雇用格差、まちづくり、地域活性化等の多種
多様な社会的課題をビジネス手法で解決して
いく持続的な事業活動のことをいい、社会性、
事業性、革新性の３つを要件とします。推進
の結果として、経済の活性化や新しい雇用の
創出に寄与する効果が期待されます。
○�社会性／現在解決が求められる社会的課題
に取り組むことを事業活動のミッションと
すること。

○�事業性／ミッションをビジネスの形に表
し、継続的に事業活動を進めていくこと。

○�革新性／新しい社会的商品・サービスや、
それを提供するための仕組みを開発した
り、活用したりすること。また、その活動
が社会に広がることを通して、新しい社会
的価値を創出すること。

２．研究会の目的
　コミュニティビジネス・ソーシャルビジネ
スの考え方は、非営利組織だけではなく、今
後は株式会社等の営利組織にも必要な概念で
す。事業性と社会性の両立を目指し、なおか
つ革新性を追求するコミュニティビジネス・
ソーシャルビジネスに取り組む組織の現状や
課題、事例などを調査・研究し、中小企業診
断士としてサポートできることを多様な視点
から考え、実践することを目指しています。

３．活動内容
　立ち上げ当初は、コミュニティビジネス・
ソーシャルビジネスを実践する組織への訪問
や先進事例の研究活動を行っていました。
　現在は、メンバーの持ち回りにより、各自
の取り上げる組織（営利・非営利問わず）の
事業活動を発表・検証するという活動をして
います。コミュニティビジネス・ソーシャル
ビジネスにおける成功要因や経営資源の展
開、ステークホルダーに向けての情報発信等

の様々な観点から評価し、実際の組織サポー
トにおけるノウハウに繋げていけるよう、メ
ンバー間で活発なディスカッションを行い、
それぞれの情報や知識等の共有化を図ってい
ます。
＜発表テーマ＞
○ホームレスの自立支援
○�美味しい・本物の野菜の販売（システム）
を通じた農業の産業化・活性化
○BOPビジネス
○環境配慮型梱包資材の提供
○マイクロ投資
○養老馬牧場
○乳がんの撲滅活動
○キャリア教育支援
○地域密着型の総合介護事業
○障害者の就労支援　等

４．メンバー
　現在14名で活動していますが（独立診断士
11名、企業内診断士３名）、とても和やかな
メンバーです。またメンバーの専門・出身業
界が幅広く（農業関係やメーカー、広告代理
店、公的機関、金融、IT関係、商社等）、様々
な視点が絡み、新鮮なディスカッションが繰
り広げられています。

５．連絡先
　　代表：長元　耕司（ながもとこうじ）
　　Email：chougen1204@tcn.zaq.ne.jp

研究会活動報告　コミュニティビジネス・ソーシャルビジネス研究会
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研究会活動報告　顧客満足経営研究会

　今や、ずいぶんと使い古された感がある、

「顧客満足」という言葉ですが、それをテー

マとして倦まず弛まず、20年近く（約240回）

研究例会を続けています。

　「答えは現場にあり。」

　ビジネスを継続的に続けていくためには、

その糧を下さるお客様（現場）に徹底的に

フォーカスしていくことが最も大切であると

考えています。そこを軸として、創意工夫を

重ね、ビジネスとして成り立たしめる仕組み

を作るのが、顧客満足経営です。古今東西、

多くの事業者の成功事例を見ても顧客目線で

の切り口で課題解決してきたものばかりと言

えるのではないでしょうか。そのような成功

事例をひとつひとつ取り上げて、検証し、そ

のソリューションのあり方を研究して、広く

中小企業の活性化のお役に立ちたいと研究活

動を続けています。

（１）活動内容

　毎月第２水曜日の午後６時半から２時間、

十数名が集まり、会員の事例発表や報告を中

心に活動しています。毎回、１～２名の発表

者が、顧客満足という視点で、ありのままの

生きた事例を発表し、それについて率直な意

見を交わしています。自由に伸び伸びと思っ

たことを言い合えるなごやかな雰囲気があり

ます。忌憚なく話せる柔らかな人間関係があ

ることがこの研究会の最大の強みであると感

じています。昨年からは、５月末の土曜日に

４月の新歓フェスタに参加された新診断士を

対象にした新歓ワークショップを開催してお

り、去る５月25日（ザ・リッツ・カールトン

大阪の事例研究）には10名の新診断士の方が

参加されました。現在、24名の会員数ですが、

年内に30名を超える見込み（希望を込めて）

です。

　年２回（８・12月）は、交流会でネットワー

クを広げる機会としており、お楽しみの企画

を選任者が担当しています。

（２）活動の成果

　研究成果発表によって、大阪府中小企業診

断協会から、２度、努力賞を受けました。た

だし無理なく楽しい活動を続けています。例

会での発表と話し合いそのものが生きた成果

であり、また、多くの出会いとネットワーク

の拡がりがこの上ない喜びであると感じてい

ます。顧客満足というテーマの重要性を例会

ごとに今日的に再認識しています。

（３）活動メンバーの構成

　現在のメンバー構成は、男性18名、女性６

名。メンバーのさまざまな経験や立場から、

本音の多彩な意見が出され、あっという間に

時間が過ぎてしまいます。この研究会に入っ

てから、独立したメンバー（６名）もおり、

情報交換の機会とするとともに、皆で独立を

応援したいと考えています。

　顧客満足経営研究会にご興味のある方は、

当研究会のHP（http://cs-shindanshi.com/）

をご覧ください。

顧客満足経営研究会の紹介

　会員　佐藤　雅一
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１．当研究会の由来と目的

　「企業内診断士活性化研究会」は、研究テー
マではなく主旨が名称になっているというユ
ニークな研究会です。大阪府協会会員の多数
を占めながら、時間的にも、また勤務条件の
制約からも中小企業現場で診断士活動を展開
することが難しい企業内診断士の活性化を図
るための諸活動を展開しようという目的で平
成11年４月にスタートし、本年で15年目を迎
える歴史と伝統のある研究会です。独立後も
引続き参加される方も多く、独立診断士と企
業内診断士のコラボレーションが大きな強み
となっています。

２．理念と活動目標

　「診断士の活性化を通じて中小企業の経営
に貢献しよう」の理念のもと、①中小企業の
支援活動に役立つ研究・実践、②人的ネット
ワークの蓄積、③診断士のステータスの向上
を活動目標にしています。
　研究テーマは、メンバーの討議により設定
することができるため、専門性にとらわれる
ことなく参加しやすいという要因になってい
ます。所属企業の業種や担当分野は多岐にわ
たり、どのテーマについても、幅広い視点で
研究活動を展開しています。

３．研究テーマ

（これまでの主な研究テーマ）
　１つのテーマには２～３年の期間取組み、�
活動成果報告書や論文としてまとめてきました。
・新会計基準（国際会計基準）　
・中小企業のリスク・マネジメント　
・ＢtoＢマーケティング
・新・会社法
・中小企業へのCSR導入（研究論文優秀賞）
・従業員満足（活動成果報告書優秀賞）

（現在の取り組みテーマ）
本年４月からは「ビジネスモデルの変革」を
テーマに取り組んでいます。これからメンバー
各位の多彩な視点からの研究発表が期待でき、
どのような成果が得られるのかが楽しみです。

４．定例会

毎月第１木曜日　18：30 ～ 20：30
マイドーム大阪　�大阪府中小企業診断協会�

会議室

５．連絡先

代表　塩田耕三
shiota-kozo@tcct.zaq.ne.jp

研究会活動報告　企業内診断士活性化研究会

2013年５月例会にて撮影しました。
当日の見学者４名も含まれます。（敬称略）
（前列左より）
小森、嶋、中山、塩田、伊藤、河合
（中列左より）
大西、福嶋、加賀谷、若森、阿賀
（後列左より）
篠原、新井、谷田、品川、椎木、影山、
田尾、藤田、山本
（当日欠席者）
市橋、川口、谷口、柳田、山元、吉田
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　３月の年度末から今期に向けての諸準備
で、この間の対外的な診断士会活動はほとん
どありませんでしたが、診断協会の皆さんに
も診断士会がどんなことをしてるのか興味が
あろうかと、この間の活動報告をいたします。
　ご存じでしょうが、現在診断士会は総務サ
ポート部と事業推進部に分かれ、概ね総務サ
ポート部は内部活動、事業推進部は外部への
事業活動を行っています。

［総務サポート部］
１．政策提言事業
　昨年度も５件の応募中２件の政策提言を採
択しました。最先端ビジネス研究会「大阪阿
倍野地区再開発における商店街及び中小商業
活性化の提言」、農業経営研究会「中小企業
診断士からの『大阪（羽曳野）産ぶどうの展
望と地域活性化への提言』」
　今期は、応募予定の皆さんのご要望に応じ、
士会総会のあと早く公募をおこない、７月中
旬には採択する予定です。今年もふるって応
募お願いいたします。
２．公益目的事業
　11月２日（土）マイドームで「国際シンポ
ジウム」を開催予定です。テーマは「関西を
元気にする国際フォーラム」で500名の参加
目標ですのでふるって参加ください。
　またこの事業の一環として「無料経営相
談」を行い、16回の開催で相談者16名（ちと
淋しいが）で、見直しの検討を行っています。
３．交流会
　４月20日マイドームで４回目を開催しまし
た。過去３回では平均20名に参加でやや淋し
いですが、情報交換の場として参加者には好
評です。次回は７月上旬を予定しています。
４．株式会社矢野経済研究所
　データベースの有効活用を計画しており、
株式会社矢野経済研究所を訪問しました。現
在利用価格などの折衝を行っており、具体化
すれば説明会の開催を計画中です。
５．25年度に向けての事業計画・予算案
　総務サポート部の重要な活動として、予算
案の検討を行い、理事会に提出しました。こ
れまでどちらかと言うと一部担当に任せきり
なのを改めて全員で討議するのは初めてでは
ないかと思います。これで他人事にならなく
なりました。（よかった事なのか、えらい事
になったのか）

［事業推進部］
　事業推進部では今期に向けた体制について

議論を重ねています。キーワードは「認知度
向上」と「収益獲得」。一年を振り返ってこ
れまでの経過の検討と今期の方向性を具体化
する計画中です。
１．セミナー企画チーム（別掲）
２．まちづくり大学院チーム
　３月で終了し、３回の開催で平均30名の参
加でした。
　今から考えると、錚々たる講師のレク
チャーでさすが石原武政学長の人脈の広さと
深さを実感しました。
３．船場経済倶楽部チーム（別掲）
４．公募案件発掘チーム
　現在、「グループKSW」「海舟グループ」「経
営戦略室」「中小企業支援隊」がありますが、
準備中状況で具体化はありません。
５．他団体連携チーム
　連携強化と新規に連携の可能性のある６団
体を訪問しました。
６．商品開発チーム
　現在、「在庫最適化グループ」でセミナー
開催やそのプレスリリース、チラシ作成など
で積極的に展開しています。まだ成約まで
至っていませんが、具体化が進んでいます。
　その他認定「BCP（建築業）グループ」「海
外展開支援グループ」の２グループ、商品化
登録では「生産管理グループ」など５グルー
プがあります。　
７．受託事業
　⑴�大阪府中小企業経営力向上緊急支援事業
は３月に終了し、96名の登録専門家と３
名のサブ担当者が参加しました。ありが
とうございます。

　⑵�大阪府組合事業向上支援事業は引き続き
今期も実施します。

　⑶�大阪中小企業再生支援協議会が実施する
支援事業には16件の案件に13名の登録専
門家が参加しました。「中小企業金融円
滑化法」の期限切れで今期は案件が増加
しそうで、その対応策を計画しています。

　⑷�泉佐野市経営相談の受託が３月で終了し
ました。

８．会員顧客組織化チーム
　メルマガを発行して、士会の活動を発信し
ています。
　最後になりましたが、３月末現在153名の
仲間です。

（文責　笹野）

診断士会だより

士会のページ
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事業推進部セミナー企画チーム

　当チームの昨年度の活動としては、士会の認
知度向上および、研修・セミナー事業の受託に
向けて、佐々木副部長、辻チームリーダー、原
部員の３名にて、「企業・団体向け研修事業」、「助
成金を活用した研修事業」を実施いたしました。

【事業の概要】
　企業・団体向け研修事業とは、一般社団法人
等の企業団体向けに研修・セミナー等の提案を
行う事業であり、助成金を活用した研修事業と
は、中小企業に対して厚生労働省の助成金を活
用した研修の提案を行う事業のことです。
　結果としては、２件の研修事業（企業団体向
け研修事業：１件、助成金を活用した研修事業：
１件）を受託いたしました。

【活動実績】
１．企業団体向け研修事業
　（１） 物流プロフェッショナル人材育成塾の

研修提案
　　　 　一般社団法人T協会に対して、経営管

理者向け、現場リーダー・現場社員向け
の各４回シリーズの研修を昨年12月から
提案中です（Kシステム社は一般社団法
人T協会との営業パイプを保有している
ことから、Kシステム社を通じて提案
中）。T協会も一般社団法人である診断
士会との関係強化を望んでいることから、
今後も継続して営業活動を実施する方針
です。

　（２） 物流管理職の社内研修
　　　 　物流会社S社に対して、管理職を対象

とした６回シリーズの社内研修（６月～
12月）を提案。５月に研修（180万円）
を受託し、６月から研修を開始する予定
です。

２．助成金を活用した研修事業
　（１） 物流専門人材育成の社内研修
　　　 　物流会社S社に対して、昨年８月に助

成金を活用した研修企画を提案したが、
先方が助成金要件に適さなかったため、
研修は見送りとなっています。

　（２） 営業職、エンジニア職向けの社内研修
（基礎編）

　　 　Kシステム社に対して、若手５年未満の
社員を対象に、営業職・エンジニア職の考
え方や基本行動を重視した６回シリーズの
社内研修（４月～８月）を提案。２月に研

修（96万円）を受託し、４月から研修を実
施中です。

船場経済倶楽部連携チーム

１．他団体との連携
　診断士会では、大阪経済大学、太平洋トレー
ドセンター、JAICA、各士業団体、金融機関等
　他団体との連携を強化する取り組みをしてい
る。その中で、船場経済倶楽部との連携チーム
は、他団体との連携の一環として活動している。

２．船場経済倶楽部
　船場経済倶楽部は昭和55年に創設された「人
と企業を活性化する異業種交流団体」である。
名誉会長には㈱大阪マルビル（当時は社長）顧
問：吉本晴彦、会長には大日本除虫菊㈱（当時
は社長）会長：上山英介、理事長の田中会計事
務所・税理士：田中成人が中心となって、会員
企業の発展に寄与すべく、各機関の情報を収集
発信し、各種事業を主宰しながら会員企業活性
化事業の為の運営をしている。

３．ビジネス活性化塾への講師派遣
　ビジネス活性化塾は、船場経済倶楽部の会員
のノウハウを広く発信するオープン形式の経営
塾である。協会会員の小野知己がビジネス活性
化塾の委員長をしていることから、平成24年１
月より、診断士会でビジネス活性化塾の講師を
派遣している。平成25年上半期の派遣実績は下
記の通りである。

４．講師の活躍の場の拡大
　活性化塾の講師は、船場経済倶楽部の他の行
事における講師依頼を受けたり、受講者から直
接相談を受けたりするなど、活躍の場を広げて
いる。

（文責：小野知己）

各チームの活動紹介

士会のページ

１ １月29日（火）18：30～20：00 金融円滑化法終了
後の対応　小野氏

２ ２月26日（火）18：30～20：00 業務効率化の 
“新”勘所　及川氏

３ ３月26日（火）18：30～20：00 燃える集団作りの
“新”勘所　片山氏

４ ４月23日（火）18：30～20：00 保険活用の“新”勘
所　大同生命（外
部講師）

５ ５月28日（火）18：30～20：00 経営理念浸透の 
“新”勘所　岡田氏

６ ６月25日（火）18：30～20：00 海外市場開拓の 
“新”勘所　志水氏
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新入会員の紹介

石井　誠宏

抱 　負　2013年４月に事務所登
録を行い、独立診断士として
活動を始めました。これまで
従事してきましたITヘル 
プやコールセンターといった

顧客サ―ビスへの経験を基礎として、対顧客・
対従業員といった人の問題で解決のお手伝い
をしていきたいと考えております。
趣味・特技　旅行・読書・献血・散歩

馬野　且元

抱 　負　今年４月に千葉県で
の単身赴任先より戻ってき
まして大阪の診断協会に入
会させていただきました。

　2012年登録です。現在は企業
内診断士ですが、中小企業の皆さまにお役に
立てる様、得意分野を磨き、ネットワ―ク作
りに力を入れたいと思います。
趣味・特技　野菜作り

大串　隆史

抱 　負　資格取得は平成16年、
きっかけは勤めていた会社
の倒産でした。以後、厳し
い競争の中で企業が生残る
為の一助になることが自ら

の目標となりました。今年はその目標に向け
た第一歩である独立の年と考えております。
何卒、ご指導ご鞭撻の程宜しくお願いします。
趣味・特技　トヨタ生産方式をベースとした
改善

大迫　雅

抱�　負　昨年度の診断士試験に
合格し，このたび準会員とし
て入会させていただきました。
現在，弁護士として中小企業
の法律問題を幅広く取扱って
おりますが，今後は診断士と

して経営戦略や財務戦略などについても積極
的にアドバイスを行っていきたいと考えてお
ります。
趣味・特技　食べ歩き，スキー

井上　歳久

抱 　負　新年度より新たな気
持で活動したいと思ってお
ります。

　活動機会の多い大阪ですの
で、この機会に研鑽を積みた

いと思います。よろしくお願いいたします。
職場は吹田です。
趣味・特技　囲碁，将棋，ゴルフも多少

上野　浩二

抱 　負　中小企業診断士の資
格を活かし、企業内診断士
として足場を固めつつ、地
域貢献、地域活性化の一翼
を担えるコンサルタントと

しても活躍していきたい、と考えております。
それぞれの強みを持ち寄りチームで解決できる
診断士になっていきたいと思います。
趣味・特技　家事・育児／地域イベントボラ
ンティア

診断士会報No203v6.indd   28 13/06/20   18:55



（　29　）診 断 士

新入会員の紹介

大西　眞由美

抱 　負　家庭用品メーカーで
営業・商品開発業務等に十
数年携わった後、不動産賃
貸業を自営で行っています。
女性の起業が増える一方、

廃業も多いと聞いていますので、女性の視点
や今までの経験を活かし、支援活動を行って
いきたいと思います。よろしくお願いします。
趣味・特技　旅行、ネットショッピング

上條　辰徳

抱 　負　私は、インターネッ
ト広告サービスに従事する
企業内診断士ですが、まず
は会社に対して常に刺激を
与えられるよう、診断士と
しての活動に励みます。ま

た、今後は研鑽を積み、地域経済に貢献でき
る中小企業診士を目指していきます。
趣味・特技　読書、ストリートダンス、飲酒

大藤　顕充

抱 　負　IT企業にて家電メー
カー向けのシステムの開発
を行なっています。診断士
としての活動を通して、様々
な人とのふれあい、見識を深

めその経験を生かして日本の成長に貢献して
いければと思っております。何卒、よろしく
お願いします。
趣味・特技　トランペット、美術館巡り

柴崎　知己

抱�　負　平成25年４月に登録し
ました柴崎と申します。現在
インタープレイコンサルティ
ング株式会社の代表を務め
ております。今後研究会活

動等を通じて皆様と交流を深めさせて頂けれ
ばと思っております。今後ともよろしくお願
い致します。
趣味・特技　ゴルフ、テニス

加藤　博文

抱 　負　この度、愛知県支部
より移籍してまいりました。
現在は企業内診断士で大学
向けのIT導入に携わってい
ます。今後、大学の授業は

ネットが重要になるので、大学様と一緒に研
究・推進を行っています。今後とも、どうぞ
よろしくお願い申し上げます。
趣味・特技　読書・登山

木之下　尚令

抱 　負　本年４月登録されまし
た。ブランクはありましたが
合格まで延べ10年の月日を費
しました。現在は、中小企業
大学校で研修の企画等の仕

事をする傍ら近い将来の独立をめざし準備中
です。主に小売・流通業の発展に貢献できる
プロを志しています。宜しくお願いします。
趣味・特技　旅行、野球観戦
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新入会員の紹介

東　篤志

抱�　負　13年４月に登録・入会
しました、東篤志と申しま
す。現在SI企業で営業をして
います。中小企業が主顧客
層ですので、併せて診断士

活動を展開中です。今後協会活動含め、諸活
動に積極参加し、皆様との交流を通じて研鑽
に努めます。何卒よろしくお願い致します。
趣味・特技　釣り、水泳、マラソン、フット
サルのGK

林　寛明

抱�　負　この度、登録を致し
ました林寛明（はやしひろ
あき）と申します。現在は
企業内診断士で医薬品製造
業にて勤務しております。
得意分野は医療関連のサー

ビス・流通・集客支援などです。協会活動に
も積極的に参加させて頂きたく、今後とも宜
しくお願い致します。
趣味・特技　ゴルフ・食べ歩き・飲み歩き

中島　史朗

抱�　負　広告代理店で、通信
販売会社の広告・販売促進・
広報を担当しています。前
向きで意欲的な若い会員診
断士の皆様のご活躍に刺激

され再入会を決意しました。会員の皆様のお
役に立てることもあると思いますので、お気
軽に声をおかけください。
趣味・特技　読書、神社仏閣巡り、登山、グ
ルメなど

林　一樹

抱�　負　現在IT系の企業に勤
務しております。将来的に
は独立したいという夢も
持っており、様々な分野の
方々が集まるこの協会にお
いて、皆様と積極的に交流

させて頂くことで、よい人脈をつくっていき
たいと考えています。ご指導のほど宜しくお
願い申し上げます。

藤本　正一

抱�　負　電機メーカーで半導体
の設計にたずさわってきまし
た。自己研鑚に努めて少しで
も社会のお役に立てる診断士
になりたいと思っています。

また、協会の活動にも積極的に参加していき
たいと思っておりますので、ご指導ご鞭撻を
よろしくお願いいたします。
趣味・特技　ジョギング、読書

堂山　一成

抱�　負　昨今TPP等で農業も
変遷の時代に入ってきてお
ります。私は青果物の流通
業界にいた経験を活かし、
日本の農業技術や農作物等

の情報発信を行い、農業の活性化や農業支援
を中心に活動を行っていきたいと思っていま
す。
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新入会員の紹介

松木　和成

抱�　負　現在は企業内診断士
ですが、将来は独立を目標
にしています。診断士とし
ての知識やスキルを活かし、
私たちの生活を豊かにして

いけるような事業を行いたいと考えています。
また、今年は出版に向けて活動していきたい
と思います。よろしくお願いいたします。
趣味・特技　以前美容メーカーで働いていた
ので、美容室の業界動向は詳しいと思います。

山田　長正

抱�　負　10年前から使用者側で
の人事・労務を専門に弁護士
として活動して参りました。
そのため今後も自身の専門分
野を活かしつつ、診断士とし

てのスキルも磨くことにより，今まで以上に
幅広い視野を持ち，会社のニーズに応じられ
るよう努めていく所存です。
趣味・特技　馬

松原　敬二

抱�　負　IT企業で情報システ
ムやインターネットサービ
スの開発運用、経営企画な
どに携わった後、2008年に
独立して江坂でIT教育研修

事業を行っています。診断士として、仕事の
幅を広げていきたいと考えています。よろし
くお願いいたします。

弥谷　和也

抱�　負　この度、登録しまし
た弥谷和也と申します。自
身の経営スキル向上を目的
に資格取得しましたが、今
後は「利他の精神」を旨に、

現場視点で物事を捉え、実践的な提案ができ
る診断士として研鑽を積んで参りたいと思い
ます。ご指導のほどよろしくお願いいたしま
す。
趣味・特技　ボートフィッシング、食べ歩き
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　去る４月末に大阪府中小企業診断協会の
ホームページ（http://www.shindanshi-osaka.
com/）を全面リニューアルいたしました。今
回のリニューアルの目的と新しいホームペー
ジの概要についてご紹介させていただきます。

１．リニューアルの目的と考え方
　今回のリニューアルに当たって最も重視し
たのは『中小企業診断士の地位向上』に資す
るような質感の高いデザインの実現です。

「中小企業診断士　大阪」などのキーワード
で検索した方が、当ホームページにたどり着
いた時に高度なサービスを期待するような品
格と信頼性を感じさせながら、一方で活気あ
ふれる若々しいデザインとの両立を目指しま
した。

　またホームページが利用者にとって使いや
すいものであるための情報設計について何度
も議論を重ね、「学ぶ」「交流する」「資格更
新支援」の３つを軸として情報を整理し、 

「登録研究会」「診断士交流会」「青年部」の
活動を中心に、セミナーや講習会、更新ポイ
ント取得支援などの情報を整理しました。

　ロゴのすぐ下に横一列に並んでいるメ
ニューが書籍で言えば「大目次」に該当します。
現在「協会について」「協会活動のご紹介」「中
小企業診断士資格制度」「イベント情報」の４
つで構成されています。それぞれをクリック
すると画面が変わります。ではトップページ
とこの４つのページについてご紹介します。

２．各ページコンテンツについて
①トップページ
　（http://www.shindanshi-osaka.com/）

　トップページの最も目につく位置に「大阪
府中小企業診断協会のサービス」として「青
年部」「登録研究会」「診断士交流会」のそれ
ぞれの情報ページへのリンクバナーを設置し
ています。それぞれの活発な活動をホーム
ページに掲載し、府協会の持つ活力をアピー
ルしてまいりたいと考えています。さらにそ
の下には各種新着情報を掲載しています。

②協会について
　 （http://www.shindanshi-osaka.com/

about/）

　ここでは私たち大阪府中小企業診断協会に
ついての情報を掲載しています。

「理事長挨拶」から始まり協会の組織構成や
所在地・地図などの情報を掲載しています。
また今回新たに「診断協会」と「診断士会」
の違いについての説明を加えています。
当ページの左メニューには
・会員向けサービスの紹介・入会案内
・事業スケジュール
・公告
のページへのリンクが設置されています。

府協会ホームページを全面リニューアルしました

診断士会報No203v6.indd   32 13/06/20   18:55



（　33　）診 断 士

③協会活動のご紹介
　 （http://www.shindanshi-osaka.com/

activity/）

　ここでは府協会の活動についての情報を掲
載しています。当ページには「事務局からの
お知らせ」「研修・講演のお知らせ」「会員交
流のお知らせ」「更新ポイント取得支援」「青
年部の活動」の最新情報を２件ずつ掲載して
います。

当ページの左メニューには
・事務局からのお知らせ
・研修・講演のお知らせ
・会員交流のお知らせ
・更新ポイント取得支援のお知らせ
・青年部の活動
・登録研究会のご紹介
・診断士交流会のご紹介
のページへのリンクが設置されています。こ
れらのページでは過去の情報も確認いただけ
ます。

④中小企業診断士資格制度について
　（http://www.shindanshi-osaka.com/
qualification/）

　こちらのページでは、中小企業診断士に関
する説明と、「資格試験に関する情報」「更新

手続きに関する情報」を掲載しています。「資
格試験に関する情報」「更新手続きに関する
情報」については中小企業診断協会ホーム
ページ（http://www.j-smeca.jp/）の当該ペー
ジへのリンクを設置することで最新の情報を
確認いただけるようにしています。

⑤イベント情報
　 （http://www.shindanshi-osaka.com/

event/）

　こちらのページでは、府協会が告知するイ
ベント情報を掲載しています。参加申し込み
用のフォームも設置可能で申込み・受付手続
きの効率化を実現しています。

⑥左メニューについて
　全ページ共通で左メニューには以下の情報
を表示しています。
ａ．お問い合わせ
　電話番号とお問い合わせフォームへのリン
クです。
ｂ．ニュース
　ホームページに掲載された様々な情報が新
着順に表示されます。
ｃ．メールニュース登録
　府協会からのメールニュース等のメールで
の情報提供の申し込みページへのリンクで
す。
ｄ．研修・講演
　研修・講演のお知らせ一覧へのリンクです。

　今後は府協会の活動についての様々な情報
が当ホームページに集約されることで、より
使い勝手の良いホームページに成長させてま
いりたいと考えています。

（文責：広報委員　柳瀬智雄）
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お 知 ら せ

４月
３日　正副会議・理事会
４日　総務委員会
９日・17日・18日
　　　診断士交流会
11日　指定事業推進委員会
13日　新歓フェスタ
15日　監事会・研修委員会・広報委員会
19日　合同正副会議・業種別交流会
23日　正副会議・理事会
24日　�スキルアップ研修
26日　�試験実施プロジェクト

５月
７日　プロコン道場プロジェクト
10日　総務委員会・広報委員会・
　　　業種別交流会
11日　臨時合同正副会議
14日　会員委員会
18日　�定時総会・正副会議・理事会・
　　　指定事業推進委員会・青年部例会
22日　�スキルアップ研修
24日　診断士交流会発足式
28日　会員サービス委員会
５月～個別診断実務従事事業

６月
３日　正副会議・理事会
４日　総務委員会
６日　広報委員会（会報編集部会）
12日　事業委員会
13日・18日・19日
　　　診断士交流会
14日　試験実施プロジェクト・
　　　業種別交流会
15日　独立支援セミナー
17日　�海外研修プロジェクト
26日　スキルアップ研修

４月
２日　�事業推進部会員組織化チーム
11日　経営経済講演会・
　　　事業推進部他団体連携チーム
18日　事業推進部会
19日　在庫最適化セミナー・
　　　事業推進部会員組織化チーム・
　　　理事会
23日　事業推進部商品開発チーム
25日　総務サポート部会
26日　�事業推進部まちづくり大学院兼セミ

ナー企画チーム

５月
14日　�事業推進部会員組織化チーム・
　　　事業推進部部長会議
15日　事業推進部会
17日　監事会
20日　�総務サポート部会
24日　理事会
27日　人材マッチング部会
30日　�事業推進部まちづくり大学院兼セミ

ナー企画チーム

６月
７日　�事業推進部公募案件チーム
14日　事業推進部商品開発GP・
　　　第29回通常総会
26日　在庫最適化セミナー
28日　事業推進部商品開発GP

大阪府協会の主な行事
（平成25年４月～６月）

士会の主な行事
（平成25年４月～６月）
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同好会だより

第22回「診断士ゴルフ同好会」報告
幹事　西田　金司

　2013年４月１日第22回「診断士ゴルフ同好
会」が法隆寺カントリー倶楽部で開催されま
した。
　会員皆様の、ハッスルプレイが行われ、楽
しい１日を過ごしました。当日は、桜満開の
快晴、絶好のゴルフ日和のなかで行われまし
た。
　尾上　康之先生がネット76という素晴らし
いスコアで優勝されました。優勝の弁では、
まさか優勝とは、驚きましたとのお話があり
ましたが堂々たる優勝でした。プレイ後、軽
食コーヒーパーティがあり、出席者全員のス
ピーチもあり、日頃の忙しい仕事を忘れ、ゴ
ルフ談議に花が咲きました。
　「すき焼き肉」「卵」「チーズケーキ」など
の景品を全員が頂き楽しい会でした。
　又、今回の馬券は、尾上先生一人が当選し
ました。
　席上、次回コンペが検討されて、2013年10
月７日（月）の開催が決定しました。
　現在32名の会員がおられますが、診断士ゴ
ルフ愛好家の親睦を目的に拡大したいと考え
ていますので参加希望者は、大阪府中小企業
診断協会又は西田までご連絡ください。
　次回開催日　2013年10月７日（月）
　開 催 場 所　法隆寺カントリー倶楽部

会員の消息

他府県協会への移籍
橋本　明洋　　　　　京都府
小泉　壽宏　　　　　東京都
河田　達浩　　　　　東京都
石井　保彦　　　　　福岡県
宮里　　潤　　　　　東京都
榎本　健太郎　　　　東京都
土居　弘之　　　　　東京都
塚本　紘平　　　　　京都府

他府県協会より移籍

大堀　勝司　　　　　広島県
平岡　輝明　　　　　東京都
井上　歳久　　　　　京都府
布野　真由美　　　　鳥取県
加藤　博文　　　　　愛知県
八木　敏文　　　　　東京都
馬野　且元　　　　　千葉県
三ツ山　尚隆　　　　東京都

　今年度の「中小企業総合展2013� in�
Kansai」につきまして、諸般の都合によ
り、出展しなかったことを報告します。

訃　　報

岡本　行朗�氏　平成 25 年４月 30 日ご永眠
（平成４年４月１日入会）享年 77 歳
謹んで衷心からご冥福をお祈り申し上げます。
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スキルアップ研修

日　時　平成25年８月20日（火）
　　　　18時30分～ 20時30分
　　　　説明100分、質疑応答20分
会　場　マイドームおおさか８階第１会議室
テーマ　知的財産権制度や支援策等の知財啓

発に向けた知財セミナー
講　師　�加藤　和昭　氏�

（特許庁�主任産業財産権専門官）

　中小企業の知的財産活動を支援するた
めに日頃から中小企業経営者と接する機
会の多い中小企業診断士に対して、知的
財産制度や中小企業向け支援策について
説明をする。
その内容は、下記を予定。
①知的財産権・産業財産権とは
②知的財産権はなぜ必要か
③特許制度、意匠制度、商標制度の概況
④産業財産権の活用
⑤中小企業向けの支援施策

日　時　平成25年７月24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　中小企業の業務を変える！�

「クラウドサービス活用法」
講　師　長谷部　愛　氏（大阪府協会会員）

　クラウドサービスが我々の生活に浸透
してはや数年。確かに安くて便利なサー
ビスであり、中小企業としては使わない
手はありません。当日は、「クラウドサー
ビスとは何か」「クラウドの最新動向」
という一般的な内容から、「中小企業で
活用できるサービス・活用方法」といっ
た具体的な内容までをお話させていただ
きます。また、忘れてはならないのが「セ
キュリティ対策」。十分な知識がないま
ま活用していると、信用問題にかかわる
ケースもでてきます。セキュリティ対策
のポイントについても説明させていただ
きます。

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。

　今年も夏がやって来ました。暑さをはねの
け、夏のエネルギーを充分に吸収して、自ら
の活力にしたいものです。
　大阪府中小企業診断協会は、５月18日の総
会を起点として、25年度の事業を推進してい
ます。３つ委員会体制に組織変更になり、よ
り効率的で活発に活動をおこなっていきます。
　今回の特集は、「企業内診断士の活動紹介」
です。企業内で診断士として、さまざまに活
躍されている内容が、いい刺激になったかと
思います。

　海外研修旅行の募集もはじまりました。そ
の行先にあわせて、今回の会報の表紙はタイ・
バンコクの風景です。表紙と募集要項を見な
がら、研修旅行の参加を検討してみてはいか
がでしょうか。
　また、４月末より協会のホームページがリ
ニューアルしています。フレッシュグリーン
を色調にした新鮮なイメージになっています。
ホームページへのアクセスと活用をおねがい
します。
� 【横山】

編集後記　～広報委員会から～
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タイ・バンコク研修旅行のご紹介

海外研修プロジェクト　小林　俊文

　大阪府中小企業診断協会の第７回海外研修
旅行は、2013年11月９日（土）～ 12日（火）
に３泊４日の日程でタイ・バンコクに訪問し
ます。

　タイは多くの日系企業が進出しており、日
本人商工会議所があるなど、日本とは非常に
関係が深い国です。日本人商工会議所の会員
数は1,371社（2012年４月１日現在）を数え、
進出している日系企業は中小企業を含めると
3,000社を超えるとも言われています。従来
は自動車や電気製品に代表される製造業が中
心でしたが、近年は飲食チェーンなどサービ
ス業の進出が目立っています。
　今回の研修旅行では、バンコクの南東、チョ
ンブリ県にある工業団地内の日系企業を２～
３社訪問し、現地工場の現状を視察します。
タイ国内には日系企業が進出している工業団
地は数多くありますが、その中でもチョンブ
リ県は2011年の洪水被害を受けなかったた
め、近年ますます注目が集まっている地域で
す。また、JETROバンコク事務所にも訪問し、
現地経済事情の最新動向も研修していただき
ます。

　往復ともタイ航空の昼間直行便を利用する
旅行代金は96,500円で、燃油サーチャージ・
空港税などの別途費用を合わせても約12万円
と参加しやすい価格になっています。
　宿泊は、昼はビジネス街で夜は土産物の屋
台がにぎやかに軒を連ねるシーロム地区にあ
る、「ホリデイ�イン�シーロム�バンコク」に
３泊します。

　研修旅行２日目の日曜日は終日自由行動に
なりますので、寺院や博物館巡り、象乗り体
験、国技ムエタイ観戦など自由に過ごしてい
ただくことができます。協会では標準的なオ
プショナルツアーとして、暁の寺、王宮、エ
メラルド寺院、涅槃寺などバンコク市内の名
所を効率よく巡るツアーと、少し足を延ばし
て世界遺産アユタヤ遺跡とバンパイン宮殿を
巡る片道クルーズツアーの２コースを設定し
ています。
　また、バンコク周辺には環境の整ったゴル
フコースが数多くあり、リーズナブルな価格
で充実したプレーを楽しむことができます。
さらにバンコク市内には競馬場が２つあり、
毎週日曜日に交互でレースが開催されていま
す。海外でのゴルフや競馬は、国内とは一味
違った体験ができることでしょう。
　エステやスパが充実しているタイは、女性
にとっても非常に魅力的な国です。優雅な雰
囲気の中で普段の疲れを癒して、リフレッ
シュしていただけることと思います。

　大阪府中小企業診断協会の海外研修の良さ
は、各国の経済状況や街の活気を直接見て、
肌で感じることで、国際的な視野が広げられ
ることです。また、他の診断士のみなさんと
行動を共にし、時間を共有することで、深い
人脈を作ることも可能です。
　個人旅行では訪問することが難しい企業や
施設を視察するとともに、歴史を感じさせる
建物や新鮮な魚介類の食事、リラックスでき
る施設など、魅力がいっぱいのタイ研修旅行
に、皆様のご参加をお待ちしております。
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一般社団法人大阪府中小企業診断協会　理事長　福田　尚好
日　程：　2013 年 11月９日 ( 土 ) ～ 11 月 12日（火）　３泊４日
航　空：　タイ航空（関西空港発着の直行便を利用）
宿　泊：　ホリデイ イン シーロム バンコク
費　用：　96,500 円（往復航空運賃、１室２名ホテル代、朝３・昼１・夕１ の食事料金等）
　　　　　　別途費用（燃油サーチャージ・空港税：約 23,000 円、
　　　　　　　　　　　一人部屋追加料（３泊分）18,000 円、オプショナルツアー料金）
定　員：　30 名（定員に達するまで先着順で受け付けます）
申　込：　大阪府中小企業診断協会 
　　　　　事務局（TEL 06-4792-8992、E-mail：info@shindanshi-osaka.com）
　　　　　（申込時に一人部屋の希望、オプショナルツアーの希望も併せてお知らせ下さい。）
行　程：　概略は以下の通り（手配上の都合により、内容の一部が変更になる場合があります。）
日 月　日 地　名 時 間 交 通 スケジュール 食　事

1 11月９日（土）

11月10日
（日）

11月11日
（月）

11月12日
（火）

関西空港発
バンコク着

バンコク

 9：00
11：00
15：45

TG623
専用車

午前
11:00
18:10

専用車
TG672

専用車

専用車

専用車

終日

バンコク

チョンブリ

バンコク

バンコク発
関西空港着

午前

午後

2

3

4

『タイ・バンコク海外研修旅行』ご案内

昼：機内

夕：―

朝：ホテル

昼：オプション

夕：―
朝：ホテル

昼：レストラン

夕：レストラン
朝：ホテル

昼：機内

ホテルにて朝食
JETROバンコク事務所で現地経済事情の
最新動向に関するレクチャーを受講
チョンブリ県の工業団地内日系企業を訪
問、現地工場の現状を視察
専用バスでバンコク市内のレストランに向
かい海鮮料理の夕食
　　　ホリデイ イン シーロム バンコク泊
ホテルにて朝食後、専用バスで空港へ
タイ航空で帰国の途に就きます
（所要時間５：10）
関西空港到着後、空港で解散

関西空港国際線ターミナルにご集合
関西空港より直行便でバンコクへ
（所要時間６：45）
着後、専用バスでホテルへ
　　　ホリデイ イン シーロム バンコク泊

ホテルにて朝食　終日：自由行動
オプショナルツアーを実施（別料金）
コース①バンコク市内観光（９：00 ～14：30）
　　　　昼食付、大人１名 9,000 円
　　　　水上遊覧、暁の寺、王宮、エメラ
　　　　ルド寺院、涅槃寺へご案内
コース②アユタヤ遺跡とバンパイン宮殿観
　　　　光（7：30 ～ 17：00）
　　　　昼食付、大人 1名 11,000 円
　　　　アユタヤ遺跡、バンパイン宮殿、
　　　　片道クルーズ船乗船へご案内
　　　ホリデイ イン シーロム バンコク泊

　大阪府中小企業診断協会の年度行事、第７回海外研修旅行を下記の通り実施いたします。
　雨季が明けたベストシーズンのバンコクに３泊し、バンコク南東部チョンブリ県にある
日系企業の現地工場と JETROバンコク事務所を訪問、日系企業のタイ進出の現状と最新動
向を研修していただきます。平日２日のお休みで参加でき、費用もリーズナブルですので、
企業内診断士の方や会員ご家族の参加もお勧めします。
　個人旅行では なかなか行くことのできない視察先を訪問する診断協会の海外研修旅行に、
ぜひご参加下さい。（※本旅行への参加は会員および会員のご家族限定です）

 
 

（　38　） 診 断 士
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