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新年互礼会の開催報告
2014 年１月 13 日ホテルグランヴィア大阪

司会は小玉奈保子会員、平林潤会員の両名

において、新年互礼会が開催されました。JR

です。両名とも爽やかな風貌と話しぶりが印

大阪駅直結という好立地、３連休ながら最後

象的ですが、「老眼ネタ」や「延々長時間自

の午後ということもあり、135 名という多く

己紹介する準備のネタ」等の自虐的な笑いの

の会員が参加し、晴れ着姿の会員もおられる

エッセンスも見事でした。もちろん、司会

など、盛大で華やかなものとなりました。

としての手綱捌きも軽快で、各催しをスケ
ジュールどおり、進行をしていただきました。

福田理事長より、「うらなし」ならぬ「お
もてなし」といった恒例の（？）ユーモアを
交えつつも、今年は中小企業診断士にとって
チャンスの年だという熱の入った新年の挨拶
で開宴となりました。

爽やかすぎる司会コンビ
新年のお祝いに相応しい料理の数々、歓談
の合間に、三つの興味深い催しがありました。
一つ目は、福嶋副委員長による「タイ・バ
福田理事長の挨拶に聞き入る各会員

ンコク海外研修報告」です。個人旅行などで
は訪問できない情報が満載でした。タイや

乾杯のご発声は、北口副理事長です。午年

ASEAN の政治経済の状況、現地の JETRO

にちなんで、「馬」と「鹿」を掛け合わせた

や企業訪問での体験を交えたトークと、写真

ネタを披露、会場の笑いを誘った後、元気よ

たっぷりのプレゼンテーション資料が各会員

く乾杯の声が会場に響き渡りました。

の興味を惹きつけておりました。期待膨らむ
今年の海外研修企画への協力者も募集中です。

北口副理事長による乾杯の御発声
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二つ目は、恒例となった「帖さんバンド」
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三つ目は、新入会員による短時間スピーチ

の新春ステージです。帖佐副理事長を筆頭に、

です。約 30 名のフレッシュな新入会員の小

ご子息の彰也さんも加わり、まさかの親子で

気味いい自己紹介や今後の抱負の数々は、会

女装を含め、「おもてなし」たっぷりに、耳

場の注目の的となりました。また、最近独立

に馴染んだ曲を演奏していただきました。

した会員の意気揚々とした自己紹介も行われ

ステージで最高の盛り上がりを見せたのは、

ました。事前予告無しの指名でしたが、100

AKB48 の「恋するフォーチュンクッキー」

名以上の大観衆の中で、巧みでユーモア溢れ

です。最近、各企業・団体の役職員がこの楽

るスピーチによって会場を沸かせるあたりは、

曲の振り付けを踊りながら組織をアピールす

さすがに口述試験を突破してきた実力という

るというミュージックビデオの制作が流行し

ところでしょうか。

ているのをご存知でしょうか？サイバーエー
ジェントのような華やかな IT 企業のみなら
ず、猪名川町のような自治体、中小企業基盤
整備機構のような公的機関までもが、プロ
モーション活動の一環にこの楽曲のビデオを
制作し、正式ライセンスを受けて、インター
ネットの動画サイト「YouTube」にアップ
ロードしています。みなさんのお勤めの企業

新入会員による短時間スピーチ

や、支援先でもプロモーション戦略として、
導入してみてはいかがでしょうか？
その話題の「恋するフォーチュンクッキー」

結びは（一社）大阪中小企業診断士会の風
谷副理事長、橋本副理事長による中締めの挨

演奏時には、青年部の有志がステージの周り

拶です。風谷副理事長の挨拶に続いて、橋

に集まって軽快なダンスを披露しました。近

本副理事長お得意の「大阪締め」が行われ、

い将来、当協会のプロモーションのために、

2014 年の新年互礼会は盛会の裡に無事終了

YouTube にアップされる動画制作が企画さ

することができました。会員相互の新年に相

れる日も近いかもしれません。

応しい挨拶の機会が得られたと思います。

帖さんバンドと青年部有志によるダンス

名コンビによる息のあった中締めの挨拶
（文責
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ものづくり系診断士の活動紹介
士会のページ
開発現場で学んだ
コンセプト作り
会員

大西

眞由美

探求と新テーマへの取り組みが活発に行わ
れ、ロングセラーとなるヒット商品も出して
いますが、私の在籍当時は、ブランド拡張の
ための戦略的な商品開発も結構あり、そう
いった場合は、自社技術で消費者ニーズに対

１．現在の私
平成25年４月に診断士の登録をし、ようや

応する商品開発が主でした。
当時、シーズがはっきり特徴的なもので

く１年が経ちました。自営業との二足の草鞋

ヒットした商品はオーラルケアの『GUM』

でどちらに軸足を置くか、また独立診断士と

シリーズであり、消費者ニーズに自社技術を

して活動した場合の自分の強みは何かと、い

組み合わせヒットした商品はヘアケアの

ろいろ思い悩んだ１年でもありました。

『VO5枝毛シリーズ』でした。前者は、長年

現在は、独立診断士としてまだまだ駆け出

かけて歯周病を解明し、その原因菌を解消す

しではありますが、中小企業のお役に立てる

ることに成功しました。後者は、ロングヘア

よう試行錯誤しつつ、前向きに頑張っていま

の女性が枝毛に悩むことにフォーカスし、シ

す。そういった中、若輩ながら、この記事を

リコン配合ヘアケアラインでその悩みを解消

今回書かせていただくことになりました。

しました。

「製造系」といいつつも、製造現場でなく製

中小企業の方が、『自社の技術や製品をど

造業のマーケティング現場から学んだ「商品

うやって商品化していけばいいか』と悩まれ

開発」の経験を、さまざまな中小企業支援に

ている話を聞きますが、この悩みを解決する

生かし、
また、今後の活動に役立てたいと思っ

糸口は、ターゲットと自社技術・製品をどう

ています。

マッチングするかにあります。このマッチン
グポイントこそがコンセプトなのです。

２．私の「ものづくり系」の由縁

ご存知のとおり、コンセプトとは、“顧客

学校を卒業して以来、消費財メーカーの

にどのような価値を与えるか”を表現したも

マーケティング部門で、主に商品企画・開発

のですが、その「どのような」の部分に差別

に約15年間携わって来ました。転職をしまし

化＝自社の特徴となるものが含まれます。そ

たので、企業数は３社となります。同じ化学

のためには、自社技術・製品がきちんと価値

品、製薬品の製造・販売の企業ですが、各々、

を与えられるターゲット（ニーズ）を選定し、

商品企画・開発のやり方が異なり、色々な経

そのターゲットに満足を与えられることが極

験をさせていただきました。

めて大切です。

今回はそのうちの２社に焦点を当て、商品

『VO5枝毛シリーズ』も、ヘアケアの悩み

開発の現場でおこなわれているコンセプト作

をディスカッションしていて一人の女性新入

りについてご紹介します。

社員が「枝毛をくっつけたい」といったとこ
ろからスタートしたと聞いています。消費者

３．自社技術とターゲットのマッチング

の声を掘り下げて、深層的なニーズに気づき、

最初の会社（サンスター株式会社）は、ど

コンセプト開発をしてゆくためには、ベース

ちらかというとシーズ発想で商品開発をする

となる消費者動向やニーズの習得が必要です

のが得意なメーカーです。新技術・新素材の

ので、常日頃から情報収集に心がけ、ストッ
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やKJ法で案を出していきます。
また、社内だけでなく、協力会社などの外

４．膨大なアイデア出しからのコンセプト作
り
２番目に入社した会社（小林製薬株式会社）

部ブレーンを活用するなど、様々な単位やグ
ループで提案できる仕組みを作っています。
切り口は、悩み解決型、形状や素材からの

は、ニーズ発想から商品開発をすることを得

アイデア、自社商品からの派生品、他社品か

意とした会社で、「お客様の“あったらいい

らヒントを得たアイデア、あったらいいなと

な”をカタチにする」をキャッチコピーにし

思うものなど、実に多岐にわたり、どんな提

ています。消費者ニーズを積極的にあぶり出

案でも受け入れます。

し、潜在化していたニーズを顕在化させ、他

③次に、これらのアイデアを取捨選択し、コ

社よりもいち早くそのニーズに応える商品を

ンセプトが作成され、一般消費者に評価され

世に送り出し、ニッチ市場を獲得するビジネ

ます。そうして、そこで合格したコンセプト

スモデルで成功しています。

がようやく商品化の土俵に乗ります。

そのため、スピード開発が命でもあり、コ

しかし、商品化が決定しても、開発の途中

ンセプト開発から発売までのステップがシス

で、自社でまったく対応できない技術だった

テム化され、次々と早いタイミングで商品開

り、使用評価が悪かったりと、長期を要する

発がされていきます。中でも圧巻なのが、コ

ものや、製造不可能な場合もあり、商品化に

ンセプト開発です。年間15,000件ものアイデ

ストップがかかる場合も多々あります。しか

アが提出され、それを選りすぐり、コンセプ

し、１つがダメでも次々と商品化の可能性の

トを組み立てます。実際そこから商品化され

あるものが準備されてくるので、まさしくコ

るのは20件前後であり、さらにヒットするの

ンセプト製造会社のような感じでした。

は、ほんの一部ですが、世の中にモノが溢れ、

一方、前者のサンスターとの違いは、単品

消費者ニーズが多様化している昨今では、こ

勝負なので、ネーミングはその商品特徴を明

うしたたゆまない努力があってこそのヒット

確に表す必要があります。わかりやすい反面、

だといえます。

ブランド展開がしにくいという点があり、

ここで、特筆したい点は、なぜこれほどま

オールマイティとはいきません。

でに多くのアイデアが生み出され、コンセプ
ト化できるのかという点です。理由としては、
この会社では、
①アイデア出しをたくさんする仕組み作りが
されていることです。提案件数の目標設定や、

５．今後の活動に向けての抱負
以上のような考え方や仕組み作りは中小企
業でも十分活用できます。
診断士としての支援活動は動き出したばか

評価制度も整備され、部署によっては業務の

りです。今までの経験を活かし、診断士なら

中にアイデア出しの時間が組み込まれたりし

ではの支援ができるように頑張りますので、

ています。また、社員から見れば、開発部門

どうぞよろしくお願いします。

でなくても自分の提案が商品化される機会が
与えられ、参画意識も高まります。
②個々人でいろいろな切り口からアイデアを
出すだけでなく、グループ単位の提案も推奨
しており、その場合はブレーンストーミング

診断士会報No206v6.indd 5

略歴

平成25年４月中小企業診断士登録。
サンスター株式会社に11年、小林製薬株式
会社に２年、グラクソ・スミスクライン株
式会社に２年勤務後、自営業として不動産
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ものづくり系診断士の活動紹介
ものづくり企業に
迫られる変革と診断士に
求められる支援能力
会員

大場

正樹

～インフレに対応した
ものづくり企業への転換～
１．はじめに
2012年12月26日に自民党安倍政権が誕生
し、デフレ脱却に向けた経済政策「アベノミ
クス」を強力に推進し始めてから１年が経過
しました。この間円高の是正、株価の回復、
東京オリンピック決定と日本経済はデフレ脱
却に向け一歩一歩進んできているように感じ
られます。事実様々な経済指標や企業決算も
それを裏付けるように増進しています。
私の関わる中小製造業の現場においても、
原材料単価や配送運賃の上昇、有効求人倍率
が１倍を超え人材確保が難しくなるなど様々
な変化がみられるようになりました。

くり中小企業に起きている外部環境に対応し
た、求められる変革の方向性について考えま
した。
２．ものづくり企業に起こった２つの高齢化
≪設備高齢化≫
利益を現金で保有する傾向が強くなるデフ
レ環境が長く続いたため、国内製造業の設備
ビンテージ（設備年齢）は年々増加する傾向
になっています。最新の設備は15年以上前の
設備と比較すると、製造品質、生産性、省エ
ネ性能、安全性が大幅に向上していますが、
長年の設備投資抑制の結果平均設備ビンテー
ジが15年に達しており老朽化した生産設備で
の製品製造を余儀なくされています。この15
年の間に韓国・中国を始めとした中進国や新
興国は積極的な設備投資を実施しており、プ
ラスチック金型製造産業では、最新鋭の生産
設備を多数保有する韓国企業へ発注すると、
日本企業と比較し『ほぼ同等の品質で納期が
20％程度早い』といった現象に繋がっていま
す。

ものづくり企業は15年に及ぶデフレスパイ
ラル環境下で身に着けた『徹底した守りの姿
勢』を貫く強い慣性が効いていますが、環境
の大転換に対し根本的な変革が求められてい
ます。
中小企業診断士は顧客企業に対し変革の必
要性を早期に認識させ、実行を支援し経営を
安定化させる必要があります。そこでものづ

診断士会報No206v6.indd 6
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人件費の抑制を図ってきました。その結果当
面の人件費の抑制という目的は達成されまし
たが、
人材の高齢化という問題を残しました。
また即戦力の中途採用に傾注し新卒採用が途
絶えた企業が多くあり新人教育のしくみの崩
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①企業の本質的な強みを探す
属人的な技術・ノウハウを活かす強みを探
しその企業の強化ポイントとしています。
・強み診断
・強みを対外的にPRする支援

壊もみられます。そうしたなか今後の総人口
減少・若年世代の大幅減少が確実である外部
環境のなかで、ベテラン世代の大量退職も

（ホームページ作成 会社案内作成）
自社の本質的な強みを経営者に再認識して
もらい、強みをどう活かしていくかを提案し

まったなしの状況です。

ています。
②設備投資支援
強みを補強できるような設備投資の実現を

３．ものづくり中小企業に求められる対応力
デフレからインフレへの大きな環境変化が
起きており、これまでのように人件費や材料
費などの値下げを求め、顧客に対する販売単
価も値下げしていくという考え方が通用しな
くなってきています。

支援しています。設備導入のみで生産ができ
るような商品に強みを置くのではなく、あく
まで生産オペレーション・受注オペレーショ
ンの確実性や納期短縮化、見積回答スピード
などが強化される取組になるよう提案しま
す。
・設備投資収支計画の作成支援
・レイアウト診断と新レイアウト提案
・ものづくり補助金や設備資金支援などの
公的支援の紹介と申請支援
③新規採用支援
人的資源が比較的豊富にある中規模中堅企
業に対しては、新卒採用の検討を提案してい
ます。新卒人材の教育は既存従業員の知識や
モラル向上が期待できるなど、組織の活性化
が図れます。
一方、人的資源が少ない小規模企業に対し
ては、中途採用特に採用コストや人材のミス
マッチによる採用リスクが回避できる紹介予

人件費や材料費などが値上げされていくな
かで、お客様へ提供する価値を向上しつつ販

定派遣の利用を勧めています。また技能伝承
については「モノづくり活性化研究会」でテー

売単価の値上げをはかり収益を確保するとい
う考え方へ転換する必要に迫られています。
また前述の２つの高齢化対策を自社の競争力
強化とリンクさせ解決する成長戦略の策定実

マとしている開発中ツール『カンコツ入りマ
ニュアルを使用した自己学習とＯＪＴの組合
せ教育による技能伝承の短縮化』の実用化を
進めています。

行が大きな課題となっています。
略歴

４．診断士に求めれられる支援能力
変革が必要なものづくり企業に対して以下
の取り組みを支援しています。
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1975年４月26日生まれ
非鉄金属材料商社にて工場新設プロジェク
トリーダー・海外子会社経営を経験。
2012年独立開業。2013年４月診断士登録。
これまで製造業を中心に約30社支援。
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ものづくり系診断士の活動紹介
モノづくりを革新する
戦略的な資材購買を
目指して
会員

川田

國博

１．資材購買の役割
「資材購買」にはどんな機能・役割がある

３．活動内容
資材購買分野での主な活動内容は
①コスト合理化やVEに関する支援・研修
②在庫管理、在庫適正化、在庫削減
③調達・生産リードタイムの短縮
④納期管理と欠品防止対策
⑤調達システムの改善、改革の支援活動

のか？教科書風には「生産に必要な部品や材

⑥資材購買職能の人材育成・能力開発

料を適切な購入先から、適正な品質を確保し

⑦中小企業の産学連携モノづくり支援

つつ、適時適切に最適数量をミニマムコスト

⑧下請け法等の法的対応支援

で調達することである。」と、一応定義できる。

⑨共著図書の執筆

といったことになる。

「資材購買」は当然それ単独で機能するので

セミナー研修の講師実績としては、主に工

はなく、モノづくりの一翼、製造機能の一部

業関連業界団体、商工会議所、民間研修機関、

を構成するものである。

公的就業支援機関、大学産学連携組織等から

さらに広く捉えると「製造、販売、その他

の受託を経験した。所属する診断士研究会組

業務上必要な物品やサービス、情報ソフト等

織や中小企業支援NPO等を通じての受託と

を、最適のサプライヤー（購入先/仕入先）

個人的人脈や営業活動による企業からの受注

を選定し、購買条件を提示して見積依頼す

がある。コンサルティング受託についてもほ

る」
。そして「交渉・契約を経て、発注・買入・

ぼ同様の状況にある。最近では、企業間モノ

加工委託等を行い、注文通りの仕様・数量・

づくり連携支援、オープンイノベーションの

納期で受入れ、工場製造部門や使用部署にそ

取組みにも参加している。

れを供給する」役割を持っている。換言すれ

診断士として活動を開始して数年は、企業

ば、 企 業 の サ プ ラ イ チ ェ ー ン や バ リ ュ ー

での実務経験・専門知識を頼りに、セミナー

チェーンのコアとして、キャッシュフローを

や中小企業コンサルティングに対処してき

制御しつつ、全体最適を実現する戦略的な役

た。

割が、年々増していると感じている。

しかし、日本の産業構造変化、技術革新、
グローバル化進展等に伴い、新たな課題・リ

２．診断士としての活動

スクへの対応に次々に直面する。例えば中小

私は平成12年に診断士活動をスタートし

企業の財務/金融環境の変化、電子情報交換

た。その前は、電機メーカーに勤務。その中

EDI・電子調達EC等の購買取引におけるビ

で資材購買部門において体験してきた業務経

ジネススタイルの変化等、急速に進む時代の

験を基礎に、モノづくりの一環である「資材

変化と進歩に対応するには、自分の経験や保

購買」分野を主たる活動分野として十年余、

有知識が陳腐化し使い物にならなくなってい

中小企業を対象に資材購買関連の研修セミ

くことを痛感してきた。

ナーの講師活動、モノづくり支援コンサル

当然、新知識や未知体験で充電し、新たな

ティング活動等を、所属する民間支援組織・

実践能力を自らが習得しないと通用しないこ

公的支援機関の活動や個別ワークとして取り

とを思い知った。新知識を吸収する努力や研

組んで来た。

鑽は当然と思うが、限界を感じたため、中小
企業の製造現場で、臨床体験する機会を求め
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活動に重心を置くことがより重要になってき
たのではないかと思う。

にも参加、最近では「コスト合理化診断ツー
ル 」 開 発 に 取 組 ん で い る。 中 小 企 業 支 援

５．グローバル対応

NPO法人や支援グループの一員として最新

資材購買市場も、国内主体からグローバル

情報の交換や実践能力の向上に努めている。

市場にウェイトが移りつつある。従来、一部

中小企業基盤整備機構等の公的機関が開催

の企業や産業/品目に限定されていた海外部

する専門能力強化のための「研修・講習会等」

材調達もその導入範囲が拡大され、ごく通常

にも、積極的に参加して来た。

のこととなってきた。また海外企業への製造
委託、さらには海外製造拠点での海外生産に

４．新たな時代における資材購買支援

軸足を移行する日本の中小企業も増えて来

新たな時代にあって「モノづくり」も大き

た。それに伴い海外部材調達から現地国際間

く変化している。企業は事業の将来方向を想

部材調達、複数の国や地域に広がる国際広域

定つつ、ビジネスモデルを模索し、中長期的

調達へと進展しつつある。中小企業診断士が

な展望に立って商品開発に取り組むことがま

行う、モノづくり支援、またその部分機能で

すます必要になって来ている。

ある「資材購買」支援にもグローバル対応が

「資材購買職能」はモノづくりの一翼を担

求められる時代になりつつある。

い、活動の原点を自社のビジネスモデルや商

今後モノづくり支援、資材購買支援のため

品コンセプトに求め、それに立脚して商品の

には、海外特にアジア新興諸国の資材購買市

企画開発段階から、新素材・新工法・新機能

場の需給実態やサプライヤー動向等を、現場

部材等の情報を探索し、企画開発設計に提供

で把握し、直面する課題に果敢に立ち向かい、

して行く積極的な役割が期待されていると思

最適解を探索し、それを支援活動に活かす行

われる。サプライヤーと共に連携協力して、

動力が不可欠であると思う。また資材購買・

ユーザーに評価される高付加価値商品を実現

海外調達の業務効率化、業務スピードアップ

できる部材を供給することに主要な役割がシ

の有力手段として注目されたEDI（データ交

フトしてきていることを感じる。

換）も進化してECとなり、さらにEIAJ/EC

この点は、所属するSAVS支援センターの

センターの運営するECALGA等の次世代IT

会員共著書「中小企業経営実践の道しるべ」

技術を駆使する「先進取引形態」が、多くの

の第７章「部材パートナーとの連携による収

産業・企業・地域に拡大して行くことも予期

益機会の創出」において論じたところでもあ

される。最新情報機器・ソフトを自在に駆使

る。

して、グローバルな広域市場での資材購買が

資材購買の役割は、企業外部における生産・

加速普及すると予想される近未来において、

製造を「戦略的モノづくり」に導くことであ

資材購買分野に限らず、対応能力を備えた中

り、
「高付加価値」を創出する「価値創出セ

小企業診断士の登場と活躍が大いに期待され

ンター」機能にあると思う。従って中小企業

ると思う。

診断士として、中小企業のモノづくりを支援
して行くスタンスが、従来のコスト合理化や
在庫削減、納期管理の改善といった部分最適
のみに偏ることなく、中小企業のビジネスモ
デルを見極め、「外部生産活動」である資材
購買活動を「価値創出センター」とする支援

診断士会報No206v6.indd 9
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大阪府立大学経済学部卒業、
電機メーカーにて資材購買業務を担当。
平成12年診断士（工業系）登録。
当協会「モノづくり活性化研究会」会員。
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ものづくり系診断士の活動紹介
モノづくり現場に
おける品質管理活動
高野左千夫

会員

１．はじめに

３．製造現場の実態
ところで先日、私は下請け企業の何社かを
訪問してきました。そしてそこで感じたのは、
品質不良のレベルが、下げ止まっている（良
くはなっていない）という現実でした。また
その内容も、人為的ミスがほとんどでした。

戦後目覚ましい発展を遂げた日本の製造業
ですが、現在、そのモノづくり現場における
『品質管理』は、どうなっているでしょうか。

（設備トラブル時の対応のまずさ、段取替え
時・刃具交換時のチェック抜け等）
その対策として、検査を強化すれば品質が

韓国や中国その他新興国における品質意識

向上するのでしょうか。いいえ、そうでは有

の向上や、海外の工場における日本人による

りません。大切なことは、現場の人が常に強

現地人への品質管理教育の実践、また一方で

い品質意識を持って、製造と同時に「品質を

はISO9001のグローバルな普及・浸透による

作り込む」ことなのです。

世界的な品質レベルの平準化など、日本に
とって従来優位であった日本製品の高品質
は、必ずしも特別なものでは無くなりつつあ
るように見えます。

４．品質を向上させるには
「品質を工程で作り込む」と言うのは簡単
ですが、実践はとても難しいものです。

それでは、本当に日本製品の高品質はこれ

例えば、同じ作業を行っても、設備・機器

からも無くなっていくのでしょうか。この件

や作業がばらついて何か調子が悪いと感じる

について、少し考えてみたいと思います。

ことが多々有ります。おかしいと気付いたら、
調査をしてその悪いところを直せば良いので

２．
『品質』とは

すが、悪いことに気付くベテランの人が少な

まずここで言う品質とは何でしょうか。

くなってきているように思います。

品質とは『顧客に提供される商品やサービ

この最初の気付きに持っていくのが、「品

スが、顧客から要求されるニーズをどの程度

質管理教育」であり、その悪い調子を直すの

満たしているかの程度』のことです。

が「問題解決の実践」です。

要は、顧客から要求される全てが『品質』
の対象となるのです。そしてこの『品質』に
ついて考えるとき、次の２つに分けて考える
ことが大切です。
＜魅力的品質と当たり前品質＞
魅力的品質
当たり前品質

関与の
度合い

＜問題解決の実践＞
↓
問題の発見（「QC 的ものの見方・考え方」）
↓
「問題解決法」
）
改善活動（小集団改善活動」
↓
しくみ作り（「標準化」「ルール化」など）
↓
日常管理（「QC的ものの見方・考え方」）

企画品質 設計品質 製造品質

※私は、この中の当たり前品質強化に取り組

参考：上記活動のベースに「作業標準書」

んでいます。（魅力的品質への基盤活動）

「ＱＣ工程表」などが有ります。
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＜自律的問題解決力＞の醸成

次に、過去から日本で培われてきた日本的
品質管理について考えてみます。

現場では、種々の発生する問題を自ら（又
はグループで）解決できる能力が必要です。

この品質管理の特徴は、人材育成に重点が

その中でも特に、自律的問題解決力が重要で

置かれていることです。単なる製品の品質改

す。スキル・ノウハウの蓄積だけでなく、目

善やコストダウンによる成果だけではありま

標達成への強い意志や信念、動機づけに支え

せん。その前にいろいろな活動（小集団活動

られたやり抜ける能力が不可欠なのです。あ

など）を通じて、人材育成や組織の活性化な

る意味で、各自が係わったテーマに関して、

どが行われます。

リーダーシップ力を発揮して、やり遂げられ

日本的品質管理活動（全員参加による継続的改善）
人材の育成

組織の活性化

商品やサービスの品質向上

るようになることです。
６．今後の課題まとめ
問題の無い企業、問題の無い現場は存在し
ません。この多くの問題にどう対応していく
のか。それは従業員全員が、各自で問題を早

しかしながら、最近の企業内における品質
管理活動は、掛け声だけの活動であったり、
形式的な活動となったりしている場合が多い
のです。また経営者も、重要性は認識してい
るが成果が明確でないため、関心が薄れてき
ています。

く見つけ、それを愚直に１つ１つ改善してい
くしか有りません。
「モノづくりは人づくり」と言われるよう
に、『人』は最も大切な経営資源です。
日本でのモノづくりが、これからも更なる
優位性を発揮していくには、日本的品質管理

人材の育成や組織の活性化には、時間がか

の良いところを生かして人材を育成し、常に

かります。しかしながら２年・３年あるいは

組織を活性化して、顧客要求に柔軟に対応し

５年・10年先には、必ずその会社の強みとなっ

ていくことが大切です。

て返ってきます。経営者の方には、いつもそ
のことを訴えています。
＜QC的ものの見方・考え方＞の実践
①品質第一

顧客満足
向上

…QCDの中のQの重要性

②PDCAサイクル…方針管理から日常管理ま
で活用可能
③重点指向

…改善テーマの優先順位

④プロセス管理

…良い仕事のやり方

全員参加
による

⑤後工程はお客様…マーケットインの考えで

日本的
品質管理

継続的
改善活動

自工程評価を
⑥事実による管理…現地・現物・現実による
状況把握
⑦ばらつきの管理…安定した工程管理
⑧再発防止

…真の原因追究に基づいた
防止対策

診断士会報No206v6.indd 11

略歴

大手機械メーカーでの経験を生かして、中
小製造企業の支援や商工会議所・工業会等
での品質関連セミナーを実践中。
2006年中小企業診断士登録。
日本品質管理学会（正会員）。
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ものづくり系診断士の活動紹介
究極のモノづくり方式
― ３Ｄプリンタ ―
会員

松島

清

３Dプリンタとは
3D CADや3D CGなどの３次元データを基

たオバマ大統領が2014年の一般教書で、「3D
プリンタは、あらゆるものづくりに革命をも
たらす」などと述べ、さらに一躍注目される
技術となった。
用途は
現在、検討化されているものも含めて整理

に立体物を造形する装置である。既に30年余

すると、

り前に日本、名古屋工業試験所で３次元プリ

①医療分野：術前検討用モデルでは患者の骨

ンタとしての基本概念が提案されていたが、

や内臓の立体モデルをCTなどによる断層撮

残念ながら注目されなかった。その１年後に

影データを元に作成、患者に対する説明や手

米国で立体造型機に関する特許が申請され、

術時の参照用として実用化。医療機械の機能

早くも翌年には特許取得されている。これは

実証では機能説明や操作習得のため、腹腔鏡

日本における知的財産権取得や審査期間も含

手術用の骨盤モデルシミュレータなどが実用

めて考えさせられる出来事である。また、そ

化。歯科では患者のCT等のデータで、イン

の権利者が数年後には実用機を製品化し世界

プラントやステントなど医療器具のデザイ

的に注目された。この商品化の流れはベン

ン・設計が可能。人工の骨ではCT等のデー

チャーの事業化という面でも検討に値する。

タで人工の骨を作り、患者に移植、人工の骨
が同化。

3Dプリンタがなぜ注目されるのか
「モノづくり」の世界では如何に、「より良

サポート器具では生まれつき筋力や骨格に
障がいがある子供たちのもの、子供の体格に

く」
・
「より早く」・「より安く」へ対応するか

見合ったサイズの製作が可能。

でしのぎを削り、その技術手段は社会ニーズ

②金型分野：合成樹脂成型用の金型を、従来

に対応するために進化し続けている。

の複雑な多数の割型ではなく一体型で積層

生産現場では、投入する経営資源の４Ｍで、

し、表面仕上げも行う。複雑な冷却水管も同

如何に効率よくQ・C・Dを産出するかで生

時に積層され、さらには焼結程度の調整でガ

産形態も変化してきた。

ス抜きも可能となり実用化。

その結果、少種多量生産から多種少量生産

③消費財分野：指輪（装身具）では世の中に

へ、更にはITの進展で変種変量生産へと工

１つしかないオリジナルデザインを自宅のパ

夫が重ねられてきた。とうとう一つの設備で

ソコンからデータをインターネットで業者へ

多種単量生産（筆者の造語）が可能となり「モ

送信して作成。コーヒーカップ（家庭用品）

ノづくり」方式は究極の姿も編み出そうとし

では自分好みのカップや花瓶を作る。バイク

ている。この技術はビッグワードとして頻繁

（乗り物）では変わったハンドルやミラーな

に新たな用途開発等で話題提供されている。

ど、部品デザインを業者へ送信して作成。

特に、
「ロングテール」で有名なクリス・ア

④教育分野では「モノづくり教育のツール」

ンダーソンが「Makers ～」で「今後10年間

として活用。米国では、一足早く使い方を教

に3Dプリンタで、ウエッブのような大変革

えている学校もある。

が、モノづくり現場で起こるであろう」、ま

⑤デザイン分野ではデザイン検討、建物の模
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中小企業での活用は
現状、プロトタイピング用途が主であり、

⑥その他：食品分野ではNASAが資金提供し

工業用の具体的な実用品用途は少ないのが実

火星への旅など食生活を豊かにするシステム

情である。実用レベルでは多くの課題があり、

を開発中。タンパク質などの主要栄養素など

機器性能（精度、スピード、材料）の向上や、

をセット、ピザなど積層する。世界規模の食

ユーザ知識（スキャンした画像データを修正

糧難にも役立つ。衣装分野では今までにな

するなどコンピュータ設計の細かな知識やソ

かった複雑なデザインの洋服も作れる。パー

フトウエア技術）の進展が必要である。例え

ツはすべて中空、重さは普通の洋服と比べて

ば、利用技術では積層可能なサポート材の位

も大差なし。楽器分野では名器、ストラディ

置関係を考えたデザイン設計が必要である。

バリウスのデータを元に作ったバイオリン。

しかし、過去の各種の技術進化のスピードか

バイオリン職人も驚く想像以上の音色。ＥＳ

らみて、機能的な実用品レベルへ急速に進化

細胞を生きたままの状態で立体物の作製に成

すると思われる。伸びる分野は、プロトタイ

功した事例などもあり、技術・用途は急速に

ピング、医療、デザイン商品、工業用品等と

進歩・拡大している。

思われる。中小企業にとっては企画力と小回

用途の主な出所：2013年３月NHKクローズ

りのきく迅速な組織力で多種単量生産の強み

アップ現代

を生かし、これらの分野での事業化が可能で
ある。既に印刷・不動産・歯科技工業界等で

今後の工作機械への影響は
3Ｄプリンタの成長は現在の生産方式への
影響だけではなく、モノづくり機械への影響

は事業化に踏み込んでいる。人的資源の確保
や活用技術の蓄積が求められるが、新たなビ
ジネスモデル構築のチャンスでもある。

が予測される。例えば、工作機械業界では機
械製作に使用されるマザーマシンの減少や従

第３次産業革命といわれるのは

来のモノづくりに使用される目的の旋盤など

第１次産業革命：20世紀 機械・電気
→ハード面、モノづくり進展

の機械需要の減少。さらにはモノの形を削り
だす切削工具・治具類の減少と連鎖的な需要

第２次産業革命：21世紀前半IT
→ソフト面、デジタル化進展

減が考えられる。既存の工作機械メーカもこ
れらへの対応が必要となる。

第３次産業革命：21世紀後半3Dプリンタ
→ハード・ソフト面の融合化進展

市場動向は
世界市場は2013年68千台、2017年315千台、

という意味ではないかと理解しています。
更なる社会ニーズの多様化の進展と共にモ

年間平均成長率は出荷台数59％、売上額29％

ノづくりの世界は劇的に変化し、ライフスタ

と予測。売上額は約2.7千億円、それに伴っ

イルやモノづくりのビジネスモデルまで変え

て関連サービス・消耗品市場も急成長すると

るものと思います。

予測される。台数は高い成長率が見込まれて
いるが、低価格品の増加であることがみてと
れる。因みに、積層用材料単価は、樹脂材料
で㎏当たり約５万円、金属材料で約３万円と
いわれ付加価値は相当のものである。
予測値出所： Nikkei net（IDC japan）
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大手製造業で、主に商品開発・製造に従事。
デミング賞（TQC）受賞業務や中小企業経
営も経験。現在、主に現場改善・新５S・人
材育成などに取り組む。
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スキルアップ研修
「技能伝承」優秀賞からの継続研究と短時間で熟練技能者を育成する方法

会員

瀬戸

文雄

会員

狭間

祐二

「モノづくり活性化研究会」では、
「技能伝承」
と言うテーマで平成20年より活動し現在も継
続中です。その間「活動成果部門、優秀賞」
を２度受賞しました。ここでは、今迄の活動
内容と現在の取組みについて紹介します。
１．セミナーの開催
平成20年より２年間の調査・研究を経て「技
能伝承」のセミナー用パワーポイントを作成
し、実際に産業創造館、商工会議所および診
断先企業などにおいて計７回のセミナーを開
催しました。セミナーをとおして次のことが
わかり、より一層活発に活動を進めて行きた
いと考えています。
ⅰ）技能熟練者の多くを占める団塊世代が定
年退職を向かえ、技能伝承に悩んでいる企
業が多いこと。
ⅱ）自 社 で 進 め て い る 技 能 伝 承 の 取 組 が 間
違っていないか。確信の持てない企業が多
いこと。
ⅲ）
「セミナーに演習を取り入れてほしい」と
の意見が多かったこと。
２．セミナー用演習「技能の見える化」のツー
ルを作成
セミナーの中で技能の見える化の方法とし
て「CUDBAS」 を 紹 介 し て い る が、 こ れ を
Group Discussion方式の演習として取入れる
ためのツールを作成し実践しました。
３．短期間で熟練技能者を育成する方法
熟練技能者が持つカンやコツが必要とされ
る技能の伝承は非常に時間がかかるといわれ
ています。当研究会ではアクリル材の鏡面仕
上げ作業を題材として取り上げ、実経験を通
じて短時間で技能伝承を行う方法について方
向性を得ましたので以下に報告いたします。
①カン、コツ入りマニュアルの作成
いわゆる暗黙知とされているカンやコツを
含む作業でも可能な限りマニュアル化するこ
とで技能伝承が早くなります。そのためには
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熟練作業者からカン・コツを引き出すことが
重要となります。ポイントとしては
・作業をする立場になって質問をする
・目には見えない力のかけ具合等を聞く
・撮影したビデオを熟練作業者と一緒に見な
がら質問をする 等があげられます。
マニュアルの作成にあたっては
・数字を使ってできるだけ定量的に表現する
・例えば○○のようにと比喩的な表現をする
・動作の必要なわけを科学的に説明する
・写真やビデオを多用する 等も大切です。
カン・コツ入りマニュアルの学習者は一般
的なマニュアルの学習者よりも短期間で技能
を修得できることが実験により確かめられま
した。しかし、熟練作業者と比較するとまだ
技量に差があることが認められました。
②OJTによる追加訓練
カン・コツ入りマニュアル学習者をさらに
レベルアップさせるためには追加OJTが有効
です。OJT実施にあたっては学習者に事前に
以下のことを準備させます。
・カンコツ入りマニュアルを十分に読み込み、
実際に作業を何回か経験しておくこと
・疑問点や解決できないことを整理する
これらを実践することで、新人を短時間で
熟練作業者に育てることが可能と考えます。

略歴

瀬戸 文雄（せと ふみお）
重電機器メーカ―にて設計、開発、営業技術、
物流業務に従事。モノづくり、省エネルギー
を中心に活動。
（エネルギー診断プロフェッ
ショナル、電検３種、１級電気工事管理技士、
）
平成10年中小企業診断士登録。平成23年瀬戸
グリーン経営事務所設立。
狭間 祐二
大阪大学大学院（機械工学）修了。
（株）ク
ボタ入社。樹脂製管・継手の開発、製造に従
事。KC堺工場長、開発部長を歴任。2011年
退職、翌年独立。技術士、FP技能士。
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スキルアップ研修
『消費税法の改正と
中小企業の
対応について』
会員

武田

晃一

はじめに
以下では、スキルアップ研修で発表した内
容を下記の２つに分けて紹介する。
消費税転嫁対策特別措置法の目的及び概要
消費税転嫁対策特別措置法は、平成26年４
月１日及び平成27年10月１日に予定されてい
る消費税率の引上げに際し、①消費税の転嫁
拒否等の行為の是正に関する特別措置、②消
費税の転嫁を阻害する表示に関する特別措
置、③価格の表示に関する特別措置、④消費
税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行
為に関する特別措置の４つの特別措置を講ず
ることにより、消費税の円滑かつ適正な転嫁
を確保することを目的としている。
①消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関す
る特別措置では、特定事業者が特定供給事業
者から受ける商品又は役務の供給に関して、
減額や買いたたき、商品購入・役務利用又は
利益提供の要請、本体価格での交渉の拒否、
報復行為、といった消費税の転嫁拒否等の行
為を行うことを禁止している。
②消費税の転嫁を阻害する表示に関する特
別措置では、あたかも消費者が消費税を負担
していない又はその負担が軽減されているか
のような誤認を消費者に与えないようにする
とともに、納入業者に対する買いたたきや、
競合する小売事業者の消費税の転嫁を阻害す
ることにつながらないようにするため、事業
者が消費税分を値引きする等の宣伝や広告を
行うことを禁止している。
③価格の表示に関する特別措置では、二度
にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の
円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による
値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点
から、総額表示義務の特例として、税込価格
を表示することを要しないものとしている
が、消費者の利便性にも配慮する観点から
「誤認防止措置」を講じることを求めている。
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④消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係
る共同行為に関する特別措置では、事業者は
公正取引委員会に届け出ることにより、消費
税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行
為を独占禁止法に違反することなく行うこと
ができることとしている。
消費税率変更と経過措置の取扱い
消費税法改正に伴う消費税率の引上げは、
平成26年４月１日及び平成27年10月１日の２
段階で引き上げることが予定されている。原
則として平成26年４月１日以降の譲渡等につ
いては８％の税率を使うことになるが、一定
の要件に該当する取引の場合は施行日以降の
譲渡等についても旧税率を適用することとさ
れており、これを経過措置という。
経過措置には、指定日までに対応すべきも
のである①工事の請負等の税率等に関する経
過措置、②資産の貸付けの税率等に関する経
過措置、③指定役務の提供の税率等に関する
経過措置、④予約販売に係る書籍等の税率等
に関する経過措置、⑤通信販売等の税率等に
関する経過措置、⑥有料老人ホームの税率等
に関する経過措置、施行日までに対応すべき
ものである①長期割賦販売等に係る資産の譲
渡等の時期の特例を受ける場合の税率等にお
ける経過措置、②工事の請負に係る資産の譲
渡等の時期の特例を受ける場合の税率等にお
ける経過措置、③特定新聞等の税率等に関す
る経過措置、施行日後に対応すべきものであ
る①旅客運賃等の税率等に関する経過措置、
②電気料金等の税率等に関する経過措置があ
る。これらの経過措置は事業者の選択（任意）
ではなく、経過措置の要件を満たす場合は必
ず旧税率を適用しなければならない。
略歴

企業再生研究会所属。
1995年 神戸商科大学卒業
2007年 中小企業診断士の資格取得
2009年 税理士の資格取得
2010年 ひまわり会計事務所で独立開業
大阪府中小企業診断協会の企業再生研究会に
参加しており、税理士業務の他中小企業の経
営改善指導の分野でも活躍中である。
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スキルアップ研修
中小企業の
海外進出の秘訣
会員 釣島平三郎
１．まず日本本社の体質改善から
海外に大きくビジネスを展開している企業と
言っても、本社の社員は殆ど日本人で固められ
ている。これは日本人特有の価値観に基づくも
のであり、文化が異なる海外の方々を充分に統
括するのは難しいものである。また現地の責任
者も欧米企業と異なり現地人にまかせず日本人
のトップを駐在させているが、これは経営能力
よりその企業の社風や日本文化への理解度をよ
り重要視した日本独特のものである。
特に中小企業はこの体質が色濃く反映してお
り、日本の本社が旧態依然で日本でのみ通用す
る形で仕事をしており、文化の異なる海外での
仕事のやり方にあまり理解を示していない企業
が多い。「日本の常識は海外での非常識」と言わ
れており、日本の企業が海外に進出して挫折す
る多くの事例は、本社の体質が海外の事情を理
解することについて柔軟性が欠けている点にあ
る。日本のやり方を現地にごりおしする場合が
多く、海外に進出するには、現地よりも先に本
社がグローバル化されなければならない。
２．人を大事にする日本企業は海外で歓迎され
る
私の経験では、海外では社員をモノとして考
え戦力面を重視するが、
「ひとの手を雇用するこ
とはできない、全人格を雇用するのだ」と言う
言葉があるように、家族主義と非難されながら
も人を大事にする日本的経営は海外で意外と人
気があることを大いに認識すべきである。
特に人気があるのは人を雇用すると大事にし
てくれ「リストラ」に対して消極的であること
である。さらに海外で日本企業の好感度が高い
のは、社長や工場長などのトップが作業服を着
て現場にでかけ、作業者に気軽に声をかけ彼ら
と一緒になって汗を流すことである。
３．進出先での現地化の進め方
進出先に現地化を進めるうえで重要なことは、
派遣する駐在員のことである。進出の初期には
思わぬ事態が次々発生するので、まず日本の本
社でもなくてはならないほどの能力ある社員を
派遣する必要がある。その人物は、仕事の能力
だけでなく現地の人とうまくやっていける異文
化理解をフレキシブルに出来る方でなければな
らない。
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トラブルが起きたときは、現地だけで解決で
きない問題が多く、日本本社のトップとツーカー
で話ができて本社からの支援を得やすい人を選
ぶべきである。一方で本社の言いなりになるの
でなく、現地の人の言い分もよく聞いて独立企
業として経営できる気概も必要だ。
私の経験では日本から派遣された若い駐在員
と現地の人とのトラブルが発生した時には、原
則として現地の人の言い分を尊重しトラブルを
起こした駐在員は日本に帰国させる程の覚悟が
ないと現地化は進まない。
４．本社の「経営理念」の現地での浸透こそ成
功の要諦である
現地での経営の成否は、本社の経営理念を如
何に現地に移転しそれを徹底できるかにかかっ
ている。その経営理念とは、各社が日本で長年
培ってきたビジョン、戦略や社風などのことで
ある。経営理念は各社の創業の精神に基づくも
のであるが、この経営理念は会社経営の基本で、
日本であろうが海外であろうが、内外の社員に
徹底的に浸透させる必要がある。
例えばパナソニック、ソニー、トヨタなどの
日本を代表する企業の海外での事業経営が成功
したのは、徹底的に各社の経営理念を現地に定
着させたからである。
この経営理念を現地で研修プログラムなどで
徹底できれば、現地の社員は各社の社風になじ
み、日本的経営に共感してくれることになる。
５．中小企業の海外進出の秘訣
最後に成功の秘訣のポイントをまとめてみる。
（１）長期的な戦略を持つ
（２）コストダウンなど短期戦略ではダメ
（３）カントリーリスクを踏まえ進出地域を選ぶ
（４）フィージビリティースタディーを行い最悪
を覚悟
（５）問題が起きて修復する兵力は漸次投入では
ダメ
（６）初代駐在員は日本でも外せないベストメン
バー
（７）日本のトップとツーカーで全面支援しても
らう
（８）無理しても一挙に立ち上げ

略歴

慶応大学商学部卆。太成学院大学経営学部長。
17年間のアメリカ駐在期間中、NY州での現
地生産会社及びシリコンバレーでのソフト開
発会社の立ち上げの初代責任者として14年間
経営に携わる。その間NY州立大学財団理事
など公職多数。
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ビジネスシーンに使える“わたしのオススメ”
わたしのお薦め
「事業創造のロジック」
会員

若松

敏幸

中小企業の経営革新や事業再生などの支援
をするときに、現行事業のどの部分をどのよ
うに変革すればよいのかを考える方法とし
て、私たちはいくつもの思考方法やツールを
活用する。経営戦略ではポーターの競争戦略
論やバーニーの資源ベース論、マーケティン
グではコトラーのSTPや４Pなどが代表的な
思考フレームワークだろう。
私の参加する事業革新研究会では、経営革
新ツールとしてのビジネスモデル分析につい
て研究している。ビジネスモデルとは何かと
いう定義は、学者、実務家によってまちまち
だが、
「顧客への価値提供」と「利益創出」
の仕組みのことを指すと考えてよい。それは
経営戦略レベルの思考ツールだが、私はそれ
を武術等でいう「型」に相当するものと考え
ている。
「こうすればうまくいく」という成
功のビジネス構造や思考法を抽象化し、実践
的な応用場面ではそのパターン化されたモデ
ルを参照して、解
決策のヒントとす
ることが期待され
る。
昨 今、
「ビジネ
スモデル」と題す
る書籍が毎月のよ
うに出版されてい
るが、その中で最
近出された次の書
籍を皆さんにお勧
めしたい。
「事業創造のロ
ジック ダントツ
のビジネスを発想する」（根来龍之著、日経
BP社、2014年１月発行）
著者の根来氏は情報関連の分野では第一人
者だが、この著書の１か月前に「プラット
フォームビジネス最前線 26の分野を図解と
データで徹底解剖」
（翔泳社、2013年12月発行）
という書物を著している。この研究書では、
「他のプレーヤーが提供する製品・サービス・
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情報と一緒になって初めて価値を持つ製品・
サービスを提供するビジネス」のことをプ
ラットフォームビジネスと呼び、その特徴を
26分野で類型化し、解説を試みている。いわ
ば「型」の類型を提示したものと言える。
それを受けて「事業創造のロジック」では、
「経営者の頭の中にある『事業の構造に関す
る意図』をまとめた設計図」としてのビジネ
スモデルを、ダイナミックに論じようとして
いる。ダイナミックとは、レントゲン写真の
ようにある時点での事業構造を写し取る「静
学」ではなく、「次」のために何をすればよ
いのかを考える「動学」の視点に立とうとし
ていることを指す。ビジネスモデル分析はこ
れまで山のようにあるが、我々が求めている
のは「じゃあ、どうすればよいのか？」とい
う問いに対する答えである。その領域は、ロ
ジカルな思考法を超え、経営者の直観、閃き
によって意思決定されるもの、ミンツバーグ
流に言えば「アート」の世界でもある。
「事業創造のロジック」の目次構成は、次
のようになっている。
第１部 出発点、第２部 因果関係、第３
部 妥当性と正当性、第４部 模倣困難性、
第５部 発展性。
電子書籍端末のキンドルは「ソニーリー
ダーを模倣して『１か所』だけ変えた」とい
う解説から始まる本書は、様々なビジネスモ
デルの事例を解説しながら、第５部に至って
「動学」を試みている。「動学」には２つあっ
て、「１つは自社をさらに強くしていく自己
強化の因果関係を示すこと、もう１つはビジ
ネスモデルを進化させる因果関係を示すこ
と」という。非連続的な進化を意味する「次」
のためには、資源を少し過剰に蓄積しておく
必要があり、それは「内部整合性」を犠牲に
することでもあると論述している。
これは複雑系の自己維持機能と自己組織化
機能の理論に相当するものであることに気づ
く。環境変化への対応で、組織内の「ゆらぎ」
がある閾値を超えると自己組織化を図り変態
を遂げるという理論である。経営革新を考え
る際に示唆に富む書籍である。
略歴

1995年診断士情報部門登録。1998年独立し、
若松経営情報研究所を開設。
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青年部だより
【１月開催の青年部例会】
平成26年１月13日（月）10時00分より、大
阪生涯学習センター 第２研修室にて、44名
の参加により青年部１月例会を開催いたしま
した。
今回は、「今こそ活躍の時！中小企業診断
士の可能性と使命」と題し、株式会社後継者
BC研究所 代表取締役 大島 康義氏にご講
演いただきました。事業承継は「超友好的な
乗っ取り」という意識で臨むべきにも関わら
ず、後継者は受け身である。中小企業診断士
は経営全般を理解できる数少ない専門家だか
らこそ、
「後継者の軍師」となって、そういっ
た後継者を支援することができる。大島氏は、
経営を総合的に支援できる存在としての中小
企業診断士の可能性を熱く語られました。
このような新年にふさわしい内容に、モチ
ベーションが高まった方も多かったのではな
いでしょうか。

大島 康義氏の講演
【走る診断士（青年部分科会）】
青年部内でなんとなく走るのが好きな人た
ちが集まり始まりました。中小企業診断士資
格取得後・勉強中に走り始めたメンバーばか
りです。
特に取り決めはないのですが、おそろいの
「走る診断士」Ｔシャツを着て、各自で近畿
を中心とした各地域のマラソン大会や、時に
は大勢で集まりリレーマラソンなどに出場し
ています。
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各自の健康維持と目標達成、そして中小企
業診断士の知名度向上に日々励んでいます。
その他に分科会として、日本酒の会（日本酒
好きが集まる交流会）、企業内診断士の会
（テーマを設定し不定期に活動）などがあり
ます。興味のある方は、ぜひご参加ください。

2013 大阪城リレーマラソン出場

37 名

青年部は一緒に活動して頂けるメンバーを
随時募集しています。オブザーバー参加も可
能です。青年診断士の方、ネットワークを構
築する場、知識・経験を高める場として是非
青年部をご活用ください。
（文責：青年部 砂（すな））
【青年部の参加募集】
青年部加入資格
１、大阪府中小企業診断協会の会員
２、「40才未満の方」、もしくは「45才未満
で、かつ診断士登録５年未満の方」
【参加申込：お問い合わせ先】
TEL
06-6261-3221
E-mail info@shindanshi-osaka.com
青年部

今後のスケジュール

2014年５月例会
日時：５月17日（土）12時30分～ 15時30分
場所：ホテルシーガル天保山大阪
内容：
「中小企業診断士資格の活かし方」
（予定）
※例会は２カ月に１回（奇数月）行っていま
す。
（次回は５月17日（土）の開催予定です。）
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中小企業人づくり研究会

１．研究会発足の経緯

を共有化し気づきを得ました。②支援企業の

中小企業には、①社長自らが、経営理念や

事例紹介では、新興IT企業の人事制度やモ

人づくりへの想いを情報発信することによる

チベーション等の課題についてグループ討議

効果的な人材確保、②密接な人間関係の構築

から企業特性に適合した解決策を討議しまし

による個々人の特性を活かしたきめ細かな人

た。さらに、③人づくりテーマでは、組織風

材育成、③一体感の醸成や働きがいを高めた

土についてワールドカフェで課題の共有化を

家族的な経営による定着率の向上、等の強み

図りました。

があります。一方、①知名度が低く人材採用

会員構成は、企業内診断士の方が多く、独

面におけるハンディ、②少人数のため各種研

立診断士の方々は１/ ４程です。会員同士の

修を担える人材の不足、③資金に限りがあり

交流が活性化しており、毎回、様々なテーマ

研修施設等ハード面の整備が不十分、などの

に応じて話題提供や活発な議論を展開してい

弱みがあります。

ます。また、今後の研究会の運営にあたり、

これらの中小企業の特性を踏まえて、強み

新たなテーマや実践的な技術研鑽を検討中で

に着目しつつ弱みに対応し、診断士らしい「人

す。「人づくり」という企業経営の根幹のテー

づくり」を研究していくことを、活動コンセ

マへの取り組みは、診断士の永遠の課題でも

プトとして2012年12月に発足しました。

あります。

２．研究会の概要

４．最後に

名 称：中小企業人づくり研究会

一度オブザーバーとしてお越しください。

会員数：35名（2013年９月現在）

自由闊達な討議に参加していただき、その良

目 的：本研究会は、幅広く「人づくり」全

さを実感してください。

般の研究を通じて、中小企業の実態を把握
し、診断士として、経営基盤の強化に貢献

＜連絡先＞

できるノウハウ・知見を身につけることを

代

表：栄元

目的としています。

電

話：080-6813-4379

活 動：定例会は毎月第一日曜日、午前10時

祥悟（えもと

しょうご）

メール：shogo_emoto@jmac.co.jp

から開催。場所は大阪産業創造館
３．活動内容
活動内容は、①企業訪問ならびに経営者の
講演、②支援企業の事例紹介、③人づくりに
関するテーマ討議等の多彩な構成です。今年
度の活動例を下記に紹介します。
①企業訪問では、ユニークな経営で著名な未
来工業を訪問し、会員同士で人づくりの論点
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モノづくり活性化研究会

１．モノづくり中小企業を復活、元気にする

スキル12項目（目標達成能力、コミュ

テーマを研究

ニケーション技術など）のチェックリ
ストを作成。

会員数：30名（平成26年２月現在）
３分科会で下記テーマを研究中

（３）ケーススタディ（例、計画未達の責任）
９件を作成、育成対象者に気づきを与

２．研究会の特徴

え能力アップにつなげる。

（１）研究成果を実践、検討を繰り返し、実践

（４）チェックリストによる評価をもとに業

力を高め、診断スキルの拡大、深化をは

務を通じた能力アップ計画の作成と実

かる。

践、PDCAによる目標能力達成の育成
プログラムを作成。

（２）ワイガヤ議論
ベテラン、若手、独立診断士、企業内診

（５）育成プログラムを経営者、診断士にヒ
アリングを実施中（６件実施済み）。

断士の意見のぶつかり合いで深堀りして
いる。

（６）今後、企業支援・セミナー開催に取り
組む。

３．
「カン・コツの見える化ツール」の開発
５．「短時間コスト合理化診断ツール」の開
発
（１）短時間（２～３時間）コスト合理化診
断チェックリスト（設計管理、工程管理、
作業管理など９項目）を作成。
（２）テスト診断を実施（３社）、継続してブ
ラッシュアップをはかる。
（１）アクリル板磨き作業について熟練作業者

（３）今後、セミナー開催、企業診断に取り
組む。

（プロ）と未熟練作業者（診断士）の実
証実験を実施。

（平成26年２月度研究会メンバー）

（２）カン・コツを引き出すテクニック、カン・
コツを入れた作業マニュアルの作成ノウ
ハウ、短期間で技能伝承ができる方法を
実証実験で掴んだ。
（３）今後、技能伝承の企業支援・セミナー開
催に取り組む。
（４）25年度登録研究会活動報告書審査に提
出。
４．
「リーダー（マインド・スキル）育成プ

森

仲間
川田
松島
深谷

川北
山下

及川
瀬戸

ログラム」の構築
（１）経営トップの片腕となる人、リーダー
候補者（管理者）を育成する。
（２）マインド11項目（信念、行動力など）、
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勝正

メール：yamashita1208@gaia.eonet.ne.jp
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女性診断士の会「ピザの会」 活動紹介

「ビジネスプランコンテスト」は今年で10年目！
もうご存知の方のほうが多いのかもしれま
名の方による最終プレゼンテーションを、の
せんが、
「ピザの会」というネーミングは、女
べ 27名の参加者で審査しました。その結果、
性でかつ中小企業診断士という同じ資格（共
金賞には～ 500縁（えん）ギフトショップ事
通の土台＝ピザ生地）を持ちながら、マーケ
業の実施～「ONE Japan」の応根かおりさ
ティング・労務・ITといったそれぞれの専門
んが選ばれました。彼女はJR吹田駅前の商
分野（個性＝ピザの具、トッピング）を併せ
業施設内において、一律500円（税抜き）の
持つということから、名づけられたものです。 ギフトショップをご夫婦で経営しています。
会員はベテランから新人まで、また独立診断
お土産や贈り物を渡す際の、「1000円では気
士・企業内診断士問わず、現在17名。研究会
を遣わせすぎるし、100円や300円では安すぎ
としての活動の基本理念は、
「女性診断士の視
る。」といった「ちょっとした、でも真心伝
点での創業支援・経営支援を通じて、メンバー
わるギフト」へのニーズがあることに目をつ
相互が研鑽し、活躍の場を広げる」こと。企
け、起業しました。扱う商品は「たたみコー
業経営者と働く女性のコーディネーター役や、 スター」や「ハートの形の金粉のふりかけ」、
起業を目指す方たちへの支援にと活発に活動
「在庫となっている着物の生地で作ったポー
しています。
チ」など、数々のものづくり企業等と連携し、
その中で年間活動の中心となっているのが、 それら企業の伝統的で独自の技術を生かした
自ら主催する「ビジネスプランコンテスト」
商品開発を行っています。長年起業を目標に
です。2005年から初めて、今年は記念すべき
準備されてきたという事業に対しての熱意や、
10回目を迎えます。このコンテストは、
「おん
連携先を開拓する行動力なども評価され、見
なが選ぶ・みんなが選ぶ」をキャッチフレー
事金賞に輝きました。（写真は、表彰後の全
ズに、ピザの会メンバーをはじめ、発表者自
員 で の 記 念 撮 影。 詳 細 は、 ピ ザ の 会HP
身を含む全ての会場参加者が審査員として参
http://www.w-pizza.com/をご参照ください。
）
ピザの会のコンテストは、コンテストの前
後に相談会やセミナー、またメーリングリス
ト等を通じて継続的なサポートを行っている
点も特徴です。相談会の中では、例えば「子
育て中のママをサポートする」事業について
の起業相談に対し、診断士としての視点から
だけでなく、ママ診断士が顧客目線での意見
も述べるといった場面もしばしば見受けられ
ます。安倍内閣の成長戦略の中では「女性が
加するのが特徴です。性別・年齢や企業規模
輝く日本へ」という目標が掲げられており、
など、応募資格に制約はありません。審査の
最近は新聞等でも「女性の視点」をビジネス
基準は、
に生かすという事例が多く紹介されています。
①ビジネスプランの評価（新規性、実現性、 このような社会の風潮が更なる私たちの活動
競争力、市場性、成長性の観点から）
、
への追い風になればと期待しております。
②応募者自身の評価（起業家適性、経営者
今年はコンテスト開催10周年ということで、
能力、意欲等）となっています。
より多くの方々のご応募や、会場審査員の方
①と②を50：50の比率で総合評価を行い、 のご参加をお待ちしております！またコンテ
金賞（賞金10万円）銀賞（５万円）および奨
スト開催10周年を記念して、今までの活動の
励賞を決定し、当日の会場で即発表します。 集大成となるような本を出版したいと考えて
この審査・集計方法もノウハウのひとつです。
いますので、そちらにつきましても乞うご期
昨年は過去最多の応募数16件応募があり、 待ください！
去る11月９日（土）に書類選考を通過した５
（文責：ピザの会 青木梨花）
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士会のページ
新任理事奮闘記
事業推進部

大音

和豊

商品開発事業については、士会交流会で毎
回、説明会を行っておりますので、興味があ
る方は、士会交流会に参加いただくか、士会
事務局に問い合わせください。

平成25年度の定期総会で理事に選任いただ

２つ目の「関西を元気にする国際フォーラ

きました大音和豊（おおとかずとよ）と申し

ム」では、①共催団体の大阪経済大学中小企

ます。

業・経営研究所、大阪府中小企業診断協会（以

このたび「新任理事奮闘記」というテーマ

下、府協会）、協力団体の太平洋人材交流セ

で執筆させていただくこととなりました。皆

ンター（PREX）との開催内容に関する打ち

様の興味が大きいのは、「理事会の運営につ

合わせ、②後援団体への後援交渉、③士会お

いて」や「組織体制とその役割」ではないで

よび府協会のメンバーで構成されたプロジェ

しょうか。この内容につきましては、2014年

クトチームの取り纏め、の役割を担当しまし

１月号の会報にて、加藤先生、石橋先生が執

た。士会の名前で、複数の外部団体との交渉

筆されていますので割愛させていただきます。

を担当するということで、私のような新米理

私からは、理事として担当した活動をご紹

事にとっては荷が重く、責任重大でしたが、

介させていただきます。

士会および府協会の皆様、外部団体の皆様、

私が担当させていただいた役割としては大

プロジェクトチームおよび当日運営に協力し

きく２つあります。１つ目は、事業推進部に

ていただいた皆様、参加いただいた皆様のお

おける商品開発事業の活動です。２つ目は、

かげでなんとか盛況のうちに終了することが

11月に開催されました「関西を元気にする国

できました。このように外部団体との連携を

際フォーラム」の取り纏め役です。

強化することや府協会との情報交換も理事と
しての重要な役割だと考えております。

１つ目の商品開発事業では、士会会員の皆

今後は、商品開発を通じて、よりコンサル

様が個々に保有する専門的な課題解決能力を

ティングファーム機能を充実させ、士会の売

商品化して、士会の商品として販売するため

上向上に貢献し、外部団体との連携を強化す

の仕組みづくりを行っています。士会で商品

るとともに、もっと府協会の皆様にも士会の

化することの会員メリットは、個人事務所や

活動内容を知っていただけるよう努力する必

小規模事業者としては受注しにくいような大

要があると感じております。

規模な案件を、士会の組織力や信用力を活用
して受注できることにあります。
商品化するためには、会員５名以上のグ

士会、府協会がともに発展することが、中
小企業診断士の社会的地位の発展につながる
と考えております。

ループを作り、理事会承認を得る必要があり

そのためにも理事だけではなく皆様方の主

ます。現在、士会で商品化されているものは

体的な活動が必要不可欠です。理事も皆様同

「在庫最適化グループ」「海外進出支援グルー

様、中小企業診断士の社会的地位の向上のた

プ」
「FSSC取得支援グループ」が提供する商

め努力しております。皆様、是非、一緒に力

品です。在庫最適化グループにおいては、す

を合わせ、士会、府協会を発展させていきま

でに受注実績をあげております。

しょう。
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士会のページ
新任理事奮闘記
事業推進部

林

浩史

１．はじめに
平成25年度より、大阪中小企業診断士会（以
下、士会）の理事となりました林浩史と申し
ます。事業推進部はコンサルティング事業・
経営診断などの収益に関する事業の企画・営
業・運営を行っています。その中で私は企業
再生事業を担当しています。
２．事業推進部・再生担当
士会は大阪府中小企業再生支援協議会（以
下、支援協）と業務提携をしています。支援
協が取り扱う再生案件の事業デューデリジェ
ンス（以下、事業DD）や再生計画策定支援
に対応できる士会メンバーの紹介依頼を受け
ています。
事業推進部・再生担当では案件管理、支援
協の実務担当者（統括責任者補佐・サブマネー
ジャー、以下SM）や事務局との定期的な会
合といった対外的な対応とともに、プロジェ
クトとして事業再生専門家養成講座の運営を
行っています。（なお、士会メンバーの紹介
依頼に対する人選は府協会と士会の横断プロ
ジェクトである人材マッチング部会の担当範
囲となっています。）
再生案件は平成25年度（平成25年12月現在）
で約60案件の紹介依頼がありました。支援協
のSMからの紹介依頼の際には業種や主要事
業、借入総額などの基本的な情報だけではな
く要望事項として特に調査を要する点や時間
的制約などもお伝えいただいています。支援
協のSMとの会合ではそうした要望事項をよ
り詳細に書いていただくことをお願いし、で
きる限り要望に沿った人選につながるように
しています。そして事業DDや再生計画支援
では中小企業診断士に高い評価もいただいて
おり、今後も要望に応じた対応を士会メン
バーにもお願いしていきたいと考えていま
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す。
３．事業再生専門家養成講座の開催
事業再生専門家養成講座は、士会のプロ
ジェクトとして平成25年11月～ 12月に実施
しました。事業再生に携わる士会メンバーの
質の向上を図るとともに、士会の対応力強化
を目的として、１日３単元（６時間）×４日
で事業再生に関する基礎的な知識や基礎的な
手法を10名の参加者に習得していただきまし
た。
この講座では再生企業の事業DDというこ
とにフォーカスを当てて、企業概要・歴史・
外部環境、データ分析、プロセス分析、組織
能力分析、変革の方向性について、実際に支
援協の再生案件の経験がある士会メンバーが
講師となって、実例に近いものを用いたレク
チャーを行いました。また支援協のSMとの
会合で出てきた中小企業診断士への要望もレ
クチャー内容に加味することでより実践的な
レクチャーとなりました。現在参加者は事業
再生案件の補助者として、２件の再生案件に
携わり、実務面での学習をしていただいてい
ます。今後は事業再生分野だけに留まらず、
こうした士会メンバーの質の向上につながる
講座を行っていきたいと考えています。
４．終わりに
事業推進部・再生担当としては、士会と支
援協の業務提携というベースはありますが、
士会と支援協の信頼関係を維持発展させてい
くために、どのようにお手伝いすればよいか
を考えて活動していきたいと思っています。
そして今後、士会が多くの中小企業者や支援
機関の要望に応えられる「経営コンサルティ
ングの専門機関」となるためにはこの再生案
件で実績を積み重ねていくのはもちろんとし
て、士会メンバーとともに様々なビジネスの
機会を創出し、士会や診断士の知名度アップ、
地位向上に取り組んでいきたいと考えていま
す。ぜひ、一緒に実現していきましょう。
以上
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大阪府中小企業診断協会のパンフレットができました
ります。中小企業診断士として協会をどのよ
うに活用でき、会員になることにどのような
メリットがあるかを伝える内容となっていま
す。
また、別に A4 サイズの両面モノクロの１
枚ものを作成しており、こちらには理事長の
顔写真とともに「理事長挨拶」ならびに研究
会の名称や交流会の詳細、青年部の活動や会
員数などを掲載しております。入会案内のほ
今回作成したパンフレットの表紙。本協会の
無限の可能性を感じさせるイメージがシンプ
ルに表現されている。

か、
「会員の声」として、なぜ協会に入会し

このたび、大阪府中小企業診断協会のパン

大阪府中小企業診断協会として企業視察や

たのか、そして入会して良かったと考える理
由は、などを掲載しています。

フレットが出来上がりました。診断協会の紹

海外研修の視察先に協力を依頼するときに、

介にお役立てください。

どういった団体なのかを紹介するツールが必
要でした。他にも、公共団体や大学、公的機

メインとなるリーフレットの形状は A4 サ

関との連携時の自己紹介に、大規模集客を誇

イズ全４ページフルカラー（A3・２つ折り）

る当協会主催のシンポジウムや新歓フェスタ

です。

で来場者へ配布するためにと、多様なニーズ

ここには大阪府中小企業診断協会の概要
と、協会が実施する事業について掲載してお

が存在しています。これらのニーズに応える
パンフレットです。

本体の見開きページ
（文責
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新入会員の紹介
杉浦

■ 平成26年「通常総会」のご案内 ■

直樹
抱

負

昨年 12 月にベト

ナムから戻り、34 年９ヶ
月の会社員生活にピリオ
ドを打って中小企業診断

平成26年の通常総会は、５月17日に開催し、
その後、懇親会を行います。
＜日時＞

５月17日（土）
16：30 通常総会
18：30 懇親会

＜場所＞

ホテルシーガルてんぽーざん大阪
大阪市港区海岸通1-5-15
http://www.hotelseagull.co.jp/

士事務所の独立開業を進
めているところです。海外での経験を生かし、
国際派診断士として両国の発展に貢献してい
きたいと思っております。
趣味・特技

川㟢

（ 25 ）

士

ゴルフ、映画鑑賞

透
抱

負

20年間、化学・電

機業界で海外ビジネスに
携わってきました。現在
は中小企業の海外ビジネ
スのお手伝いをしながら、
ファイナンシャルプランナーをしています。
診断士としての腕を上げて、中小企業の発展
に貢献したいと思っています。
趣味・特技 トレッキング、スペイン語、英語

今年度も土曜日に開催いたします。企業に
勤務されている診断士の方も是非ご参加くだ
さい。
総会の議案は、一般社団法人大阪府中小企
業診断協会の平成25年度の事業報告承認と平
成26年度の事業計画承認を予定しています。
来年度の事業計画案は、各委員会での検討内
容をふまえ作成中です。
総会の議案書などは総会の前に大阪府中小
企業診断協会のホームページにダウンロード
できる形式で掲載します。
今年度は総会で役員改選も行う予定です。
現在、理事会で役員と委員の選任規程を検討
中ですので、選任規程などがまとまりました
ら会員の皆さんに改めてご連絡します。
懇親会は、まだ詳細は決まっていませんが、
会員の皆さん相互の意見交換を場を提供した
いと思っています。

会員の消息
他府県協会への移籍
窪田

智之

愛知県

上条

辰徳

福井県

青田

義久

兵庫県

他府県協会より移籍
小佐川
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崇

愛知県

なお当日は総会の前に同会場で青年部が５
月例会を開催する予定です。通常の例会は青
年部のメンバーしか参加できませんが、今回
の例会は会員であればどなたでも見学いただ
ける形で検討しております。
開始時間など詳細決まりましたら改めてご
連絡いたします。
できるだけ多くの会員の皆さんにご出席い
ただきますよう、よろしくお願いいたします。
（文責

総務・広報委員会

小島康男）

14/03/20 9:31
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平成26年度（第16期）診断士交流会メンバー募集のおしらせ
会員サービス委員会

今年も「診断士交流会」のメンバーを募集します。皆さんの積極的な参加をお待ちしており
ます。平成25年度のメンバーで引き続き参加される方も、改めて参加のお申込みをお願いしま
す。
この「診断士交流会」は、月に１度集まって、参加者が順番に講師となって発表しあうとい
う集まりです。一回あたり２人が発表します。統一したテーマはありません。発表者が得意と
する分野、あるいは興味を持っている分野について話していただくので、毎回異なった内容の
話を聞くことができます。メンバーには企業内診断士の方も多く参加されています。従って、
今まで全く知らなかった業界のことや、最先端の情報を得ることが可能です。その点では、診
断士版の「異業種交流会」と言えます。
なお、業種別・専門特化型の交流会として「不動産交流会」「電機業界交流会」があります。
こちらの募集については、別途連絡させていただきます。
記
１．期

間：平成26年５月～平成27年４月
原則、月に１回。火曜・水曜・木曜のいずれかに開催。
２．参 加 費：運営費1,000円／年（入会時）
その他、会場費・資料代・懇親会費など
３．募集定員：120名
20名程度でグループ編成します。
４．申 込 み：事務局まで電子メールもしくはファックスにてお申し込みください。
５．締め切り：平成26年５月９日（金）
６．発 足 式：平成26年５月23日（金）18：30 ～
大阪商工会議所 ４階 401会議室（マイドームおおさかの隣のビル）
７．申 込 先：一般社団法人 大阪府中小企業診断協会 事務局 宛て
ファックス 06-4792-8993 もしくは info@shindanshi-osaka.com
氏

名

年齢：

登録番号

メールアドレス
携帯電話番号
自宅住所
自宅電話番号
勤務先
勤務先住所
参加希望の曜日

第一希望

火曜日

水曜日

木曜日

いずれも可

第二希望

火曜日

水曜日

木曜日

いずれも可

以上

診断士会報No206v6.indd 26

14/03/20 9:31

診

～平成26年度

断

（ 27 ）

士

新歓フェスタのご案内～

平成26年新歓フェスタを４月19日（土）に、
「マイドームおおさか」にて開催します。
新規登録された方や実務補習中の方、未入
会の方々向けに、大阪府中小企業診断協会の
様々な活動内容をご紹介し、会員診断士との
交流を広げていただく場となっております。

＜昨年の新歓フェスタの様子＞
ご参考までに、過去の新歓フェスタの様子
を、写真を中心にご紹介致します。昨年度は
200名を超える参加者を得て盛り上がりまし
た。私も参加しましたが、新たな発見もあり、
今後の活動に示唆を得る場となりました。

さらに、会員診断士にも改めて協会の活動
を知って頂き、より協会を活用していただく
良いきっかけにもなるものとなっております。
当日の参加は無料。また、会場への出入り
も自由（再入場可）となっております。お知
り合いや実務補習でご縁があり、まだ協会に
加入いただいていない診断士仲間もお誘い合
わせの上、奮ってご参加いただきますよう、
ご案内申し上げます。

全体講演

＜日時＞ ４月19日（土）
14：00 新歓フェスタ
協会活動、各登録研究会、青年部等
の活動紹介（プレゼン）とブースで
の個別説明・対話
17：00 懇親会
18：00 終了
＜場所＞

個別ブースでの対話

マイドームおおさか２階ホール
大阪市中央区本町橋２－５
http://www.mydome.jp/
mydomeosaka/

会場全体の様子

懇親会の様子
（文責
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お 知 ら せ
大阪府協会の主な行事
（平成26年１月～３月）

１月
７日 会員委員会

11日・13日・18日
診断士交流会

７日・17日
業種別交流会
８日 正副会議

13日 正副会議
理事会
17日 研修委員会

理事会
９日・15日・21日
診断士交流会
10日 総務委員会
13日 新年互礼会
17日 協会パンフレット作成プロジェクト
20日 研修委員会
研修・事業委員会
22日 スキルアップ研修
23日 広報委員会
25日 士業向けスピーチ＆話し方講座

18日 広報委員会（会報編集部会）
スキルアップ研修
19日 研修・事業委員会
20日 総務委員会

２月
３日 会員委員会
研修・事業委員会
４日 協会パンフレット作成プロジェクト
５日・14日
業種別交流会
７日 広報委員会
13日 正副会議
理事会
13日・18日・19日
診断士交流会
17日 スキルアップ研修
18日 研修委員会
19日 総務委員会
３月

士会の主な行事

（平成26年１月～３月）

１月
８日
11日
13日
16日
17日
20日

事業推進部プロモーションチーム
事業推進部再生担当
人材マッチング部会
理事会
事業推進部会
事業推進部公募グループ
事業推進部公募組合チーム
24日 事業推進部海外進出支援グループ
31日 総務サポート部会

２月
７日 事業推進部商品開発チーム
17日 理事会
20日 士会交流会
21日 総務サポート部会
３月
３日 人材マッチング部会
事業推進部会
７日 在庫最適化セミナー

５日 広報委員会（会報編集部会）
５日・14日
業種別交流会

10日 事業推進部商品開発チーム
再生専門家養成講座PT
17日 理事会

６日 会員委員会
８日 ビジネスプラン発表会

19日 事業推進部公募組合チーム
20日 総務サポート部会
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診

断

（ 29 ）

士

スキルアップ研修
日

時

平成26年４月23日（水）
18：30 ～ 20：30

会

場

マイドームおおさか（予定）

テーマ 『企業内診断士の自己
プロデュース力
講

師

吉田

喜彦

～独立編～』

氏

診断士なら誰もが一度は考える「独立」
という選択。
しかし、独立に関する知識や情報がな
ければ、いくら考えても結論には至らな
いでしょう。
この機会に、一人の企業内診断士が独
立した事例と、独立に関する知識と情報
をお伝えしたいと思います。
IT技術者だった企業内診断士が、独立
せず大手メーカーに転職したのはなぜか。
大手メーカーの課長級よりも独立を選
んだのはなぜか。
30代での独立を目指したのはなぜか。
独立までに何を考え、何に時間とコス
トをかけ、どのような準備をしたのか。
独立のための心技体（心：覚悟と将来
性、技：必要なコンサル技術、体：体制
の準備）を解説したいと思います。

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
TEL（06-4792-8992）
・FAX（06-4792-8993）
E-mail（info@shindanshi-osaka.com）
へお申し込みください。
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編集後記
～広報委員会から～
春らしい、桜が表紙を飾る会報をお届け
します。街角に新しいスーツを着た新入社
員を見かけると、春の訪れを感じ、自身も
初々しい気持ちになります。
今号の特集はものづくりに強い診断士の
方々に寄稿いただきました。中小製造業の
弛まざる技術革新・改善が、日本経済を強
くしてきました。とはいえ、多くの診断士
にとって、なかなか実際に見聞きすること
が出来ない分野でもあります。
ものづくりの現場で活躍された診断士の
記事から、製造業への理解が深まり、新た
な気づきと知見を得て頂ければ幸いです。
広報委員会では、今後も会員の皆様に役
立つ情報発信により、診断士の地位・知名
度向上に努めてまいります。今般その一環
としてプロジェクトメンバーが協会のパン
フレットを作成しました。
「学べる、出会える、活かせる」をキー
ワードとしたパンフレットでは、協会の魅
力・メリットをわかりやすく案内していま
す。是非お手に取ってご覧いただき、新入
会員獲得や、協会の PR にご活用いただく
ことをお願いいたします。
【永井】
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全面広告

有料広告
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