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26年度の活動方針
機能分化の更なる昇華と、
運営の一体化をめざして
理事長

（診断士の社会的地位向上を目指して）
本年５月17日の大阪府中小企業診断協会の
総会において、理事長として留任を仰せつか
りました福田でございます。よろしくお願い
いたします。
さて、昨年の夏ごろまでは、私たち中小企
業診断士を取り巻く諸環境は逆風に近いとも
いえるものでした。しかし、秋ごろを境に、
それが順風に転化する兆しが見え始めてきま
した。この順風への兆しをとらえ、真の順風
にするためには、私たち一人ひとりが自己研
鑽に努め、診断士としての主体的力量を強化
することが今まさに求められているといえる
でしょう。
これからの２年間は、会員の皆様の自己研
鑽や主体的力量強化のために努めることに
よって、大阪府中小企業診断協会、大阪中小
企業診断士会のミッションとしてきました
「診断士の知名度向上」、「診断士の社会的地
位の向上」をより強化するよう全力投入した
いと思っています。
（機能分化の更なる昇華）
ご存知のように、このミッションを強化す
べく、３年前に大阪府中小企業診断協会（当
時は中小企業診断協会大阪支部）と大阪中小
企業診断士会を機能分化し、前者は会員支援
機能を中心とした活動を、後者はコンサル
ティングファーム機能・シンクタンク機能を
中心とした活動を展開してきました。
このように大阪府中小企業診断協会大阪支
部会員を母体とした大阪中小企業診断士会を
別法人化したのも、それぞれが機能分化する
ことによって自己の機能を最大限に発揮し、
この両輪によって診断士の社会的地位の向上
を図ることにあったからです。
幸い、両組織の機能ともに強化されてきた
ことは、多くの会員の皆様からも評価をいた
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福田

尚好

だいており、一定の効果は上げたものと喜ん
でいます。
とはいえ、まだまだ行き届かないところも
多く、今後はより一層、この機能分化を昇華
させ、ミッションの実現のために努めたいと
思っています。
（運営の一体化）
このように、両組織の機能分化は一定の評
価を頂戴しましたが、一方では組織の分断化
というマイナスの側面を生じつつあることも
否めません。
二つの組織が独立して各々の機能追求に努
めることが両組織の意思疎通を阻害しつつあ
るのです。つまり、「大阪中小企業診断士会
が今、何をしているのか分からない」「大阪
府中小企業診断協会が今、何をしているかわ
からない」という声が聞こえ始めています。
いうまでもなく私たちの母体は大阪府中小
企業診断協会であり、その基盤のもとに大阪
中小企業診断士会を組織して、機能分担を図
り、両組織が固有の機能を有効に発揮しやす
くすることを目的としています。
しかし、前記のようなマイナスの側面が表
れたことを踏まえて、早急な対応をとること
が求められるということは言うまでもありま
せん。
そこで、両組織の意思疎通を密にするため
に運営の一体化に取り組みます。
まずは、５月17日の総会で役員の人事交流
を視野に入れた新体制を提案し、ご承認を頂
戴いたしました。これをスタートとして両組
織の運営の一体化を図り、両組織が相互理解
のもとに、より一層の機能分化・強化を図っ
て、会員の皆様のご要望にお応えできるよう
活動するつもりですので、更なるご理解・ご
協力をよろしくお願いいたします。

14/06/18 15:06

診

断

（3）

士

26年度の新スタート
副理事長就任にあたって
副理事長

ご挨拶
26年度の一般社団法人大阪府中小企業診断
協会（以下、府協会）の通常総会で、副理事
長を拝命致しました風谷昌彦です。
私は３年前に国が行った公益法人の組織改
革により、一般社団法人となった大阪中小企
業診断士会（以下、士会）の中で、福田理事
長と共に経営コンサルティングの専門機関を
目指し、士会会員の方々と活動を行ってきま
した。
士会そのものの歴史は古いのですが、機能
の分化と言う観点から見れば、殆どゼロから
の立ち上げとなったため、府協会の活動には
正直なかなか参加できないような状況となっ
ていました。
しかし、この３年間で組織としての体制が
少しずつ整ってきたことと、有能な士会会員
が多数関わっていただけたことで、少し基盤
が整ってきました。このような中で福田理事
長が更なる発展を目指して方針を示されたの
が“府協会と士会の一体的運営”でした。そ
の中で特に重要な施策として示されたのが人
事交流でした。その先駆けとして私が３年ぶ
りに府協会の理事に復帰させていただいた次
第です。
府協会の役割である「中小企業診士相互の
連携を密にして、資質の向上に努める」「中
小企業診断制度の普及と推進を図る」「中小
企業の振興と国民経済の健全な発展に寄与す
る」という目的の遂行は無論のこと、府協会
と士会が更なる連携を行うことで一体的運営
を図り、府協会の魅力向上を目指したいと
思っております。微力ではありますが、役職
を全うするよう努力いたしますので、今後と
も、会員皆様の変わらぬご協力をよろしくお
願い申し上げます。
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風谷

昌彦

協会活動への抱負
御存知のように、1999年の中小企業基本法
改正、2000年の中小企業支援法の制定に伴っ
て、中小企業診断士は民間で活躍する経営コ
ンサルタントとして位置づけられました。府
協会会員は、プロのコンサルタントとして、
行政や支援機関の職員として、企業の経営戦
略策定業務等に携わる企業内診断士として、
それぞれの場面で活躍されています。このよ
うな多様で幅広い分野で、企業経営そのもの
にかかわる活動を行っている士業は中小企業
診断士以外にはありません。先の定時総会で
理事長から「中小企業診断士に対する逆風が
終わり、順風が吹いて来ている」との話があ
りましたが、まさに今、中小企業診断士の社
会的役割が見直され、評価が徐々に上がって
いることを士会の理事として十分感じ取って
いました。ただ一方で企業内診断士が多い府
協会の会員の方々は、そのようなことを十分
感じていただいているでしょうか？
私自身が改めて府協会を見つめ直すと、中
小企業診断士という国家試験に合格された会
員の内、多くの方々が企業内診断士となって
います。その業種は多岐にわたっており役職
も様々です。与えられた職務の中で、企業の
実情に応じながら日々色々な経営課題に取り
組まれています。その経験値こそ、府協会の
貴重な『知』の資産ではないでしょうか。出
来ればこのような貴重な『知』の資産を悩み
多き中小企業に活用できば、正に中小企業診
断士に期待される社会的な役割を果たすこと
に繋がるものと思っております。このような
取り組みを行うためには、府協会会員の皆様
のご協力が不可欠です。府協会の対応能力の
高さを中小企業にお伝えするとともに、診断
士の社会的地位の向上に資する取り組みを更
に強化したいと思っておりますので、会員の
皆さまのご協力を重ねて、よろしくお願い申
し上げます。
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26年度の新スタート
多彩な診断士の多様な活動の場を提供し、
診断士の魅力を発信し続ける府協会に！
副理事長

５月17日に開催された第３回大阪府中小企
業診断協会総会において、新たな理事メン
バー 14名が承認され、直後の新理事会で副
理事長に再任されました、北口祐規子です。
診断士登録からは、今年で24年目となります
が、理事としても大阪支部時代から通算する
と16年目となり、多くの年月を理事として活
動させていただいたことに感謝申し上げると
ともに、新たな活動への責任を感じています。
この間、国内外の経済社会情勢も大きく変
化しましたが、診断士をめぐる環境や使命・
期待値もずい分変化してきました。中小企業
支援法に定められた「経営の診断又は経営に
関する助言を行うもの」としての任務は当然
ですが、
中小企業支援策に基づく公的な診断・
助言業務の他にも様々な活躍の場が広がり、
あるいは、診断士の皆さま自身が切り拓いて
こられたものと認識しています。
我々大阪府協会の会員の方々の中にも、独
立コンサルタントはもちろんですが、企業内
診断士として勤務先企業の様々な部署で専門
性を発揮している方がたいへん増えているの
は、ご存知の通りです。また、ダブルライセ
ンスとして、従来の税理士や社会保険労務士
はもちろんですが、最近は、弁護士や弁理士
資格を持った方も徐々に増えています。さら
には、実際に企業経営にあたっている方、自
分自身が商品開発や新規事業で起業される方
など、個性的・魅力的な診断士も増えている
ようです。
ビジネスパーソンの間で人気度の高い資格
として注目され受験者数が増えるのにつれて、
年齢層も若くなり、また、他の国家資格と比
べるとまだまだ比率は低いですが、女性の有
資格者も少しずつ増えてきています。
このような状況を踏まえて、我々「府協会」
の理事メンバーは、従来から３つの委員会（総
務広報、会員サポート、研修・事業）で様々
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北口

祐規子

な事業を企画・運営し、会員の皆さまの資格
維持・更新、スキルアップ（独立支援含む）、
人的ネットワーク構築に努めてきました。今
年度も、これらの事業を継続し、皆さまに「診
断士になってよかった」「協会の会員になっ
てよかった」と実感していただけるよう、さ
らに強化・充実を図る予定です。
年間で一番多くの診断士が集まる場となっ
た「新歓フェスタ」や新年互礼会などの開催、
毎月の研修会、交流会の開催はもちろんです
が、昨年度あたりからは、同じ業種・業界に
勤務する方々の業種別（同業種）交流会、独
立や新規事業を考えている方々のビジネスプ
ランの発表（意見交換）会、あるいは、実施
時期や指導員を自由に選択できる実務従事事
業など、多様なニーズに応えるための新たな
企画を増やしています。
これらの運営に協力いただく委員を公募す
るなど、府協会の運営にも多彩なメンバーの
積極的参加を求めています。
さらに、今期は、独立コンサルタント会員
で構成される大阪中小企業診断士会（士会）
とも、従来以上に情報共有とコミュニケー
ションを図るため、私を含む４名の理事（双
方の副理事長２名ずつ）が、両方の理事を兼
任することになりました。これによって、独
立支援をはじめ、講演会などの共催、事業の
受託や情報発信の協力体制がより充実するも
のと思います。
最後に、これまで述べた活動を通じて、企
業経営者をはじめ外部の方々から、「さすが
診断士だ」
「診断士に頼んでよかった」と言っ
ていただき、診断士の知名度と評価がさらに
向上するよう微力を尽くす所存です。会員の
皆さまにも、ぜひ、ご理解と積極的な参加を
いただきますよう、よろしくお願い申し上げ
ます。
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第３回総会開催報告
一般社団法人大阪府中小企業診断協会第 3
回総会が、去る５月 17 日（土）にホテルシー
ガルてんぽーざん大阪で開催されました。会
場は大阪海遊館のとなりに位置し、大阪港が
見渡せる開放的な場所にあり当日は約 100 名
の会員が総会に参加しました。総会は、小島
総務委員長の進行により、議長は福田尚好理
事長により、審議が進められました。議案は、
平成 25 年度事業報告承認の件、平成 25 年度
決算報告承認の件、役員選任の件、報告は、
平成 26 年度事業計画案、平成 26 年度予算案、
表彰等でした。審議の結果いずれの議案、報
告についても、了承に至りました。
次期役員には、福田尚好氏、風谷昌彦氏、
北口祐規子氏、池田朋之氏、橋本豊嗣氏、横
山武史氏、福嶋康徳氏、平林潤氏、津田敏夫氏、
小林俊文氏、加藤秀勲氏、細谷弘樹氏、東純
子氏、内藤秀治氏、椎木茂久氏、帖佐和孝氏
が、それぞれ選ばれました。
新理事
により理
事会が開
催 さ れ、
新理事長
には福田
尚 好 氏、
新副理事
長には風
谷昌彦氏と北口祐規子氏がそれぞれ選任され
ました。
その後、福田新理事長の就任あいさつの中
で、中小企業診断士の更なる知名度向上、診
断協会と診断士会の機能分化と運営の一体化
を図っていきたい旨の発言があり、会員への
協会活動参画の要請がありました。
また総会において、会員ならびに研究会活
動に対する表彰式が行われました。
・平成 25 年度中小企業診断協会会長表彰
（府県協会役員 6 年以上）の、池田氏、加藤氏、
熊取氏、笹野氏、橋本氏、吉本氏、荒牧氏、
（協
会会員 20 年以上）の荒牧氏、大谷氏、大西氏、
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小野氏、梶巻氏、小島氏、坂田氏、佐々木氏、
椎木氏、塩谷氏、田上氏、田知本氏、内藤氏、
野田氏、前田氏、若山氏の合計 23 名。
・平成 25 年度登録研究会論文表彰、（優秀
賞）農業経営研究会、（努力賞）国際派診断
士研究会、最先端ビジネス研究会
・平成 25 年度活動成果表彰、（優秀賞）モ
ノづくり活性化研究会、
（努力賞）ISO 研究会、
顧客満足経営研究会、住環境研究会
最後に、北口新副理事長により、中小企業
診断協会の更なる活性化のために、会員と一
緒に活動を盛り上げていきたい旨の発言があ
り総会は滞りなく終了しました。
総会終了後、18 時 30 分より場所を隣の懇
親会場に
移し、風
谷新副理
事長の乾
杯の発声、
岡崎氏の
司会進行
で和やか
な雰囲気
のなか懇親会が開催されました。福田理事長
からは、診断士は専門性を磨くとともにチー
ム力で力を発揮する時代になってきており、
他の士業との連携も視野にいれる必要がある
との発言があり、本部から来賓でお越し頂い
た水元専務理事からは、総会が無事終了した
ことの祝辞と本部協会が今年 60 周年を向か
えることの紹介、知名度が向上している診断
士がそのフォローの風を受け中小企業者から
評価されるようになることの期待感、ならび
に大阪府協会新体制での更なる発展への希望
を述べられました。
懇親会では、新入会員の紹介、新任の本田
事務局長の紹介があり、じゃんけんゲームな
どの余興も行われました。20 時 30 分頃まで
終始和やかな中、最後に橋本理事による大阪
締めにより、懇親会は閉会されました。
（文責 総務広報委員会 福嶋 康徳）
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新歓フェスタの報告
今年も多くの方にご来場いただきました
去る４月19日（土）、マイドーム大阪にて
新歓フェスタを開催しました。新歓フェスタ
は今年で３年目ですが、毎年、参加者数が増
加しており、今年は279名（うち新入会員34名、
会員外102名）で過去最高となりました。会
場はたくさんの人で、熱気にあふれていまし
た。また当日、協会に入会された方は27名で
した。

福田理事長のご挨拶

このイベントは入会前後の方や、入会はし
ているけれど、これまで協会のイベント等に
参加するきっかけがなかった方に、協会が実
施している様々な活動を紹介し、みなさまの
診断士活動に活かして頂こうというもので
す。
新歓フェスタの主な内容は下記の通りで
す。

会場の様子（１）

①福田理事長の挨拶

略が紹介されました。指導員から直接内容を

②活動・行事の全体紹介、個別紹介

聞くことで、診断先のイメージが伝わりやす

（個別紹介：プロコン道場、実務従事、海

かったのではないでしょうか。

外研修旅行、青年部、交流会）
③各登録研究会・業種別交流会のプレゼン

その他にも「青年部」や「交流会」などの

テーション

説明があり、参加したことがない方には、よ

④各登録研究会・業種別交流会の個別相談

り身近に感じて頂けたかもしれません。

会
⑤懇親会

そして、各登録研究会のプレゼンテーショ
ンが行われました。各研究会の持ち時間は３
分と短い中で、活動の魅力を伝えて頂きまし

最初は福田理事長のご挨拶から始まりまし
た。新会員に向けて、診断士の社会的地位の
向上に対するメッセージをお話しされまし
た。
その後、北口副理事長より診断士らしいポジ
ションニングマップを使った協会活動の説明
がありました。「春期実務従事事業」の案内
では、実際に担当する指導員から診断先の概
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士

た。どの研究会にしようか決めかねている方

最後は、簡単な懇親会を開催しました。乾

が多かったのか、今年はプレゼンをずっと聞

杯の挨拶では開会の真面目な挨拶とは打って

いている方が例年より多くいらっしゃいまし

変わり、福田理事長のお馴染みの（？）利き

た。

酒師ならぬ聞き酒師のギャグで懇親会のス
タートとなりました。何のギャク？と思われ
た方は、今後の協会の行事に参加し確認して
みて下さい。また、お料理が去年より少し豪
華になり、お腹も満たされたのではないで
しょうか。多くの方が最後まで残って、新歓
フェスタを楽しんでいました。人脈がより広
がった方や、新歓フェスタで実務補習の指導
員や仲間に久々に会えた方も多かったようで
す。

登録研究会のブース

会場の様子（２）

懇親会

今回は、入会直後や未入会の方の参加が非
常に多く、業種別交流会・登録研究会のブー
スでは活動内容を知ろうとする方たちで溢れ

今後も、協会では会員みなさまの活動をサ

ていました。新しい研究会の会員を獲得する

ポートできるよう取り組んで参りますので、

ために、
先輩診断士が熱心に勧誘する光景は、

ご理解とご協力をよろしくお願い致します。

学生時代の部活の勧誘を思い出された方も多
かったのではないでしょうか。興味のあると

（文責

総務広報委員会

岡﨑永実子）

ころを見つけて参加して頂ければ、専門性を
高めたり人脈を構築したりするのに役立つと
思います。
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業務プロセス
改善のすすめ
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石川

由美子

容となります。これらのヒアリングした内容
を図式化して業務フロー図を作成します。可
視化することで個人単位や部門単位であった
業務が「販売管理」という業務で繋がってい
くことになります。

１．はじめに

上記の内容は、システム開発に限ったこと

情報系診断士と一言でいうと、なんとなく

ではありません。「伝票のチェックに時間が

ホームページを作り、パソコンが得意という

かかる」「資料を探す手間がかかる」などの

イメージがあると思います。しかし、それぞ

問題がある場合は、担当者個人や部門毎の処

れの得意分野は様々です。例えば、販売管理

理を、受注業務や販売管理などの業務で繋げ

や在庫管理などの企業の業務系のシステムを

ていくと、どこに問題があるのかが分かって

開発が得意、データベースの構築が専門、

きます。例えば、一人でできる処理を複数で

WEB系、あるいは企業内のシステム部門の

処理をしている、担当者間を伝票が往復して

責任者など。診断士になる前にどのような仕

いる、資料を全て紙媒体で保存しているが、

事をしていたかで、診断士取得後の企業支援

ファイリングがきちんとされていないなどで

への活かし方が違ってきます。たとえば、業

す。

務系のシステム開発が得意であれば、企業の

業務プロセス改善の第１ステップは、現状

業務プロセスの改善やシステム導入支援、

の把握です。現状はどうなっているのか、そ

データベースが専門であればデータウエアハ

こではどんな問題が発生しているかを把握す

ウス構築によるデータ分析、WEB系ならホー

ることです。しかし、この問題点もなぜ問題

ムページを使ったマーケティングなどです。

なのかを考える必要があります。例えば、経

今回は、私が得意とする業務プロセスの改善

験の浅い担当者に任せられないから問題なの

について述べさせていただきます。

か、処理に時間がかかるからなのかなどです。
目的が違えば問題点や解決策も変わってくる

２．業務プロセス改善の第１ステップ

からです。

業務プロセス改善を行うためにはなにから

業務フロー図の作成などにより現状の整理

始めたら良いのでしょうか。それは現状分析

が終了した後は、問題の分析に入ります。な

です。

ぜ、その問題が発生しているかを検証します。

私は診断士取得までは、業務系のシステム

一人でできる処理を複数でおこなっている

エンジニアとして仕事をしてきました。先に

場合、なぜ複数でおこなっているのでしょう

述べたような販売管理や在庫管理などのシス

か。「一人だと間違えるから」「記帳する書類

テム開発です。

が分割されているから」などなど。では「一

システムを開発するためには導入企業の業

人だと間違えるのはなぜ？」「記帳する書類

務内容をヒアリングします。販売管理の場合

が分割されている理由は？」というように、

であれば、その企業の取引先からの受注方法

深堀りしながら問題が発生する原因を、仮説

や請求書の発行する時期、入金処理などにな

を立てて網羅的に把握していきます。

ります。誰がどのような業務をして、どの伝
票や書類で後工程に引継ぎをするかなどの内

診断士会報No207v6.indd 8

14/06/18 15:06

診

３．次のステップは解決策の立案
問題点の原因の把握のステップが終了した
ら、次は解決策の立案ステップに入ります。

断
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題分析で把握した原因が本当の原因ではな
かったことも考えられるため、現状分析や問
題分析に戻って考える必要があります。

解決策は、業務プロセス改善の目的が何な
のかによって違ってきます。現状分析で問題

５．最後に

が発生する原因を把握し、その中らか業務プ

業務プロセスの改善というと、一時期のリ

ロセス改善の目的に合わせて優先順位をつけ

ストラのような人員削減やコスト削減など、

て解決策を立案していくことになります。例

どちらかというとマイナスのイメージがあり

えば、人件費削減が目的であれば、複数人で

ます。しかし、業務がスムーズに流れるとい

おこなっていた処理を一人で出来るようにす

うことは事務処理の時間が短くなることであ

ることが解決策になります。また、処理時間

り、企業が収益を得るための営業活動や生産

が長いことが問題であるならば、解決策とし

活動に使う時間が増えるとういことです。削

てはコンピュータで処理を自動化することが

減できた事務処理の時間やコストを企業訪問

考えられます。

や顧客へのフォローなどの営業活動に使え

さらには、無駄な処理や重複している処理
をなくしていくことも大切です。
解決策が決まったら、解決策を盛り込んだ
業務フロー図を作成します。業務プロセス全

ば、受注率が同じであっても受注件数は確実
に増えていきます。もし、事務処理部門で余
剰人員が生じた場合は、現業部門への配置転
換などが可能となります。

体を可視化することで、担当者個人の役割な

これまで述べた業務プロセスの改善ステッ

どが明確になり、解決策を盛り込んだ業務プ

プは、社員数が数名程度の小規模の企業でも

ロセスの問題点も明らかになってきます。さ

十分に活用できる方法だと考えます。それは、

らに解決策を実行するためのアクションプラ

売上の集計などを手計算で行っているなどの

ンを作成していきます。先にあげた例で考え

問題点が見つかるからです。小規模の企業で

ると、一人で事務処理が出来るようにするた

は、手計算の処理を表計算ソフトなどで自動

めの業務引継ぎ資料やスケジュールを作成し

化するだけの改善でも効果が出てくるので、

ます。
コンピュータで処理を自動化する時は、

企業規模に関係なく活用できる手法だと考え

社内でするのか、外部に委託するのか、いつ

ています。

から自動化の処理で業務を行うかなどのスケ
ジュールを立てることになります。

それぞれのステップではさらに細かいス
テップを踏み、業務フロー図以外の多くの資
料を作成しながら改善を行っていくのです

４．評価のステップ

が、限られた紙面の中では十分にはお伝えで

業務プロセスの改善では、新しい業務の流

きていません。しかし、情報系診断士だから

れで事務処理を行った結果を検証し評価する

こその「売上をあげるための業務プロセスの

必要があります。第１ステップで把握した問

改善」と言ってもらえるような活動をしてい

題点が改善されているかという点です。処理

きたいと考えています。

時間やミスの頻度など評価基準として考えら
れます。これらも第１ステップで行った現状
把握が前提となります。
もし、問題点が改善されていなければ、問
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柴崎

知己

システム開発は、構想策定（要件定義）→
基本設計→詳細設計→開発/テスト→移行→
本番運用といった流れで作業が進みます。
SIer様はその全体を担うわけですが、私が関
与させていただくのは、構想策定（要件定義）

１．自己紹介
平成25年４月登録の柴崎と申します。コン

から基本設計の部分です。私の役割は、実際
にシステムを構築する以前に、その企業のビ

サルタントとしてお仕事をさせていただくよ

ジネスを俯瞰し、業務上の問題や課題を整理、

うになってから18年が経過し、現在はイン

どのような業務プロセスやシステムを構築す

タープレイコンサルティング株式会社として

れば課題が実現できるのかを明らかにするこ

活動をしております。

とです。

今回「情報系診断士の活動報告」というこ
とで機会をいただきましたが、自分を「情報
系診断士」というのは正直おこがましく感じ

３．仕事の流れ
【営業・受注】

ております。コンサルタントとして活動する

弊社の受注先はSIer様ですが、コンサル

以前は、システム開発会社に６年弱務めてお

ティングサービスの提供先はその先にある事

りました。その頃はプログラミングをはじめ

業会社になります。案件の開拓はSIer様が行

本当にシステムを開発しておりましたが、今

われ、専門的な知識が必要等SIer様内で対応

はそのようなこともなく・・・といった状態

が困難な場合に弊社に声がかかります。その

です。

後、お客様にむけての提案書の作成／プレゼ

それでも社会人になって６年間のSEとし

ン等営業活動をSIer様と共同で実施します。

ての経験や知識が私の仕事をする上でのベー

多くの場合SIer様内で検討に時間がかか

スとなっているように感じます。現在保持し

り、弊社に依頼いただくのは提案書提出期日

ている資格も中小企業診断士以外にITスト

の１週間前など直前であることが多々ありま

ラテジスト、システム監査技術者、ITコー

す。その期間内に顧客の要望を理解の上課題

ディネータとIT系の資格ばかりになってお

を想定、改革のポイントを見定め作業計画を

ります。

立案、企画書にまとめるということが求めら
れます。この限られた時間での提案活動に対

２．SIer様とのお仕事の概要
現在システム開発そのものは行っておりま

応できるかがSIer様から引き合いをいただけ
るかどうかのポイントになっています。

せんが、システム開発を行うコンサルティン
グ会社様やシステムインテグレータ様（以後

【コンサルティング】

両方を合わせてSIer様と記載します）が弊社

受注後の作業としては、事業会社様先に訪

の主要なお客様になっています。そのSIer様

問して検討課題についての討議を行います。

を通じて事業会社様へのシステム導入の支援

具体的な作業としては、検討課題の整理、検

を行っています。対象となる事業会社様の規

討用資料の作成、SIerチーム内での事前レ

模は上場企業等大企業が中心です。

ビュー、事業会社様との検討会のファシリ
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テート、検討結果の報告書へのとりまとめを
行います。
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報告します。
SIer様とのビジネスの基本的な流れは前述

作業期間と検討課題の量によりますが、概

の通りですが、案件のテーマやお客様である

ね週２日程度事業会社様にお伺いし４～５コ

事業会社様の状況によって、作業内容や役割

マ程度の検討会を実施します。その検討を通

を調整しつつ行うことになります。

じて、現状の整理、課題解決策の検討、IT
ソリューションの方向性の策定を行います。

４．診断士の活躍の場
システム開発では、業務と一体となった情

現在関与している案件の週次スケジュール例

報システムの構築が必要となるため、生産、

水

検討準備

資料作成

購買、販売、人事、会計等々様々な専門知識

木

検討準備

資料作成

金

検討準備

資料作成

月

チーム内 内部レビュー

持った人材を育成されていますが、他の業務

火

AM 移動 午後２コマ×２時間検討会

領域については案件毎に外部から調達される

水

午前１コマ＋午後２コマ×２時間検討会

ことも多いようです。そこに中小企業診断士

や業務知識が必要になります。SIer様では
ニーズの多い業務領域については業務知識を

が活躍できる場があると思います。
私が担当するフェーズは、全体構想策定で

その一方で課題もあり、SIer様が求めるの

あれば概ね２～３か月程度、基本設計も同程

は単なる専門／業務知識の提供ではなく、

度の期間にて行うことが多いです。
（プロジェ

◆その専門知識や業務知識が大規模企業に適

クトの規模により異なります）期間が限られ
ているので、週１回の討議で進捗がないとス
ケジュール的には非常に厳しい状況に追い込

用可能であること。
◆受注に貢献する提案書の作成等共同での営
業活動が可能なこと。

まれることになります。このため討議テーマ

◆システム開発プロジェクトの運営を理解

の選定、説明資料の作成、落としどころの検

し、場合によっては構想策定フェーズのプ

討等々綿密に準備を行います。専門性や過去

ロジェクト計画の策定、そのマネジメント

の経験を活かし、判断材料を適切に提示し、

も担うことが可能なこと。

ポイントのあった議論し、お客様に結論を出

等が求められます。

していただくということを、想定したスケ
ジュール通りに進めていけるか、その段取り

中小企業様向けの案件と進め方等異なる部

ができるかどうかがポイントになっていま

分もありますが、中小企業診断士のスキルが

す。

活かせる領域だと思います。

【クロージング】
プロジェクトの最後には、事業会社様の経
営層に向けての報告会を実施します。経営課
題をどのようにして解決するのか、およびそ
の実現をどのように取組として進めていくの
かをシステム開発計画と業務改善計画として

診断士会報No207v6.indd 11

略歴

1967年生まれ。2013年4月診断士登録。
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田尾

慎一

１．はじめに
私はシステム開発、パッケージソフト販売、

把握する技術者がいないという状況が続いて
いました。一般的にソフトウェアのライフサ
イクルは、ソフトウェアの構想・設計から開
発、導入、運用、保守へと工程が移ります。
運用に入ってからの保守期間が最も長くなる
ため、古いシステムではこのような状況に陥
りがちです。システムの詳細を把握している

システム運用サービスを主な事業とするIT

者がいない、もしくは一部の担当者しか知ら

企業に勤める企業内診断士です。私の所属は

ないということが原因で、問い合わせに迅速

業務システムの受託開発・オンサイト開発を

な対応ができないという事態が頻繁に発生し

行う開発部門です。システム技術者としてプ

ていました。

ロジェクトの管理、開発・保守業務に従事し
ています。
開発案件ごとにプロジェクトが編成され、

（１）ノウハウの共有（知識移転）
属人化したノウハウを引き出して、文書化
して共有する、いわゆる「暗黙知の形式知化」

完了すると間もなく解散するという人の流動

に取り組んでいます。ノウハウを持つ担当者

が激しい環境で、社内外の人たちと共に仕事

を招集してヒアリングや勉強会を実施した

し経験を重ねてきました。こうした中で技術

り、場合によってはユーザーに直接確認もし

的な面だけではなく経営全般を学びたいと思

ます。システムの数が多いこともあり、時間

うようになり、中小企業診断士を目指しまし

をかけて進めているところです。

た。

（２）マニュアル（開発標準）の整備

中小企業診断士合格後は、1,000名以上の

どの業界でもマニュアル作りは重要です

社員を有する大きな会社組織の中で、自分は

が、システム開発の現場でも同様です。大手

どのようなことができるのか、何をすべきな

のIT企業であれば開発標準は通常整備され

のか、また顧客企業のためにこれまで以上に

ており、開発の進め方、成果物とするドキュ

幅広く貢献することはできないか、という視

メント、その成果物に記述する内容の粒度、

点で活動しています。現在私が注力している

コーディング規約など、細かく定義されてい

のは、顧客企業内の開発業務の改善と、自社

ます。一方ユーザー企業の電算部門等では存

での若手技術者の育成です。これらの活動に

在しなかったり、存在しても形骸化して使わ

ついて紹介させていただきます。

れていないということが少なくありません。
これはドキュメントの作成に膨大な時間がか

２．業務改善への取り組み
現在私が直接携わっている業務は、顧客企

かるため、次第に運用されなくなったもので
す。しかし、開発標準がないと生産性や品質

業の電算部門でのシステム開発・保守、いわ

面、また保守性の低下といった影響が出ます。

ゆるオンサイト開発業務です。この顧客企業

技術者のスキルに依存した開発から脱却す

では独自開発したシステムが50近く存在して

るために、標準書の整備の必要性を説き、現

いますが、一部のシステムでは長年の運用で

場にマッチした無理のない開発標準の作成を

幾度も大規模改修が発生していたり、担当者

進めました。現在は整備が一旦完了し、定着

の交代時に引継ぎがうまく行われず、詳細を

を促すために取り組んでいます。
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交換の場の提供など、楽しみながら学習でき
る機会を与えるよう努めています。

の「IT人材白書2014」－『IT企業のIT人材

長期的には若手社員一人ひとりが、自分で

の「量」に対する過不足感【過去５年間の変

気づき、考え、自分の意思で行動するといっ

化】
』というグラフです。

た自律した社員への成長を目標にしていま
す。
（２）充実した日々に向けて…
年間走行距離2,372Km ─。突然ですが
これはマイカーの数字ではありません。昨年
一年間で私が自分の脚で走った距離です。診
断士登録後、私は青年部の「走る診断士」に
参加し、走る楽しみを覚えました。私が走る
理由は、健康維持、大会出場、精神力の鍛錬
などいくつかありますが、その一つに『若手

「大幅に不足」「やや不足」で８割以上を占

社員に何かプラスの刺激を与えたい』という

めています。IT企業では技術者の不足を感

想いがあります。「疲れているので休日は特

じているという結果です。技術者募集の際、

別何もしていない」という社内の若手社員た

面談に同席することがありますが、要件を満

ちに『明確な目標を持って充実した毎日を過

たす技術者がなかなか集まらないという状況

ごす素晴らしさ』を実践をもって伝えたいと

が近年続いており、技術者の不足を実感して

思っています。

います。
この状況は今後も続くと思います。いま、
力を入れるべきことは技術者の育成であると

４．おわりに
私 が 勤 め る 企 業 や グ ル ー プ 会 社 で は、

いうことは明白ですが、効果的な育成はでき

M&Aによる買収や合併が盛んです。組織人

ていないのが実情です。私の所属部門では受

事事例そのもので、同じ会社になったとはい

託開発案件の減少で、幅広い工程を経験する

え人的交流も乏しく違和感を覚えることがあ

機会が減っているという現状があり、これが

ります。しかし先日、グループ全社でコーポ

若手技術者が育たない要因のひとつだと考え

レートロゴを統一するとの発表があり、グ

ています。たとえば、テスト要員としてスポッ

ループ全体でこの困難な現状を打破しようと

トでプロジェクトに参画し、テスト工程が終

いう意気込みを感じ、個人的には期待してい

わるとシステムの全体像や業務内容を知るこ

ます。

となく次の案件に移る、といったケースです。
これではOJTによる技術者の育成はなかなか

これを機会に新たな分野での貢献に向けて
挑戦していきたいと思っています。

進みません。
（１）社内ワーキングの立ち上げ
このような状況から、私は若手技術者育成
ワーキングを立ち上げました。今期で４期目
となります。技術資格取得の支援に加え、定
期的な集合研修の実施、SNSを利用した情報
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立命館大学理工学部卒。商社経理を経てIT
ホールティングス傘下のソフトウェア開発
会社に、システム技術者として勤務。
ITストラテジスト。
趣味はジョギング、マラソン、糖質制限。
「昼休み！神戸ジョギング倶楽部。」主宰。
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情報系診断士の活動報告
士会のページ
「私が見た中小企業の
ITの現状」
会員

佃

浩輝

私は現在独立診断士として活動しており、
今年で４年目となります。前職は、フリーラ
ンスでシステムエンジニアの中の、特にデー
タベースを専門とするデータベースエンジニ
アとして活動して参りました。現在も、シス
テム構築の仕事を請けながら経営コンサル
ティングの活動をしております。
今後の方向としては、業務システム化の観
点を専門とする経営コンサルティングを主軸
にし、完全にシステムエンジニアとして技術
面の役割だけで請けている仕事の割合を少な
くしたいと考えています。ただ、システムエ
ンジニアとしての仕事を完全に無くす気はあ
りません。理由は、今後も技術仕事を手掛け
ていきながら、それにより維持できる技術ト
レンドと知見を経営コンサルティングでの提
案内容に活かすという知識のフローを意識し
ているからです。と、色々と考えているかの
ように書きましたが、私は技術の仕事は天職
と思える程相性が良く、好きなので、今後も
コンサルティングと二足の草鞋で行きたい、
といった個人的な意向が正直な理由です。
今回は情報系診断士の活動紹介という事
で、まだまだ独立診断士歴は短いですが、私
が見てきました中小企業のITの状況や、シ
ステムエンジニア出身が独立診断士として活
動する状況をご紹介します。あくまでも私個
人が見てきた事を基にした話ですので、他の
情報系診断士の方が、この話を読んで同意さ
れるかどうかは分かりません。その点を了承
ください！
■業務システムエンジニアの仕事
システムエンジニアの仕事は、通常プロ
ジェクト単位で動きます。ある企業がシステ
ムを構築するとなれば、プロジェクトが立ち
上がり、元請け、二次請け、フリーランスの
システムエンジニアが集まり、完成すると一
部の運営に回る人間を除いて解散という流れ
です。プロジェクト期間は、他の職業同様平
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日にフルタイムで働きます。インターネット
の時代ですし、IT業界であれば、例えば会
議はテレビ会議をして、一つの場所に集まら
ないといった先進的な取り組みをしていると
思われるかもしれませんが、実際にはシステ
ム構築現場に全員が張り付きです。顔と顔を
合わせたプロジェクト期間中限定の「濃い付
合い」が繰り広げられます。最大の理由は、
セキュリティの問題です。殆ど全てのシステ
ム構築のプロジェクトというのは中堅～大手
企業のシステムであり、社外に情報が漏れな
いようにという意味で外に出しません。シス
テム会社でも中堅規模のレベルになります
と、セキュリティ体制がしっかりしており、
それ故に自社内に持ち帰りOKのプロジェク
トもあります。従って、フリーエンジニアの
人間に、自宅や自分の事務所で作業をしても
OKという持ち出し案件の仕事というのは殆
どありません。しかし、その中でもご縁から
受託開発案件を頂き仕事をしています。
■独立診断士の仕事
一方、独立診断士は、自分の事務所で作業
が出来ます。システムエンジニアのように、
フルタイムで数か月間平日どっぷりと入ると
いうパターンはありません。少なくとも私の
短い経営コンサルタント歴の中で見てきた範
囲に於いては。それでは、システムエンジニ
アと比較して経営コンサルタントの方がゆっ
くりした生活となりそうですが、実際はそう
ではなく、付き合いの幅が広くなりますので、
研究会、勉強会、打ち合わせ、会合、宴会な
どの用事が次々と入ります。断らなければ大
げさではなく土日含めて毎日何らかの用事を
作れる程になります。確かに全てを断れば
ゆっくりした生活になりますが、全てを断れ
ば、営業になりませんのでバランスが必要と
なります。
注力してきた経験を話します。前述しまし
た通り、私自身の経歴は、システムエンジニ
アの中でも「データベースエンジニア」とい
う、技術職の中でも更に技術に埋もれる職種
をしていました。そのせいもあり、独立診断
士スタート時点で事業経営における実践的な
経験、知識を大量に吸収する必要がありまし
た。銀行の用語や、人（従業員）の苦労話、

14/06/18 15:06

診

決済関連の手続きなど挙げたらキリがありま
せん。しかし、それを覚える事が一人前の診
断士かと言えばそうではありませんでした。
独立診断士は、実務補習と違って結果を求め
られますので、何を以てお金を貰うべきかを
定義した、社長に提示するサービスモデルづ
くりが肝となります。営業以外では、そこに
大半を費やす事になりました。
■中小企業社長がイメージする「IT」
中小企業の社長と名刺交換をしますと、私
の専門がITと分かると、ツイッターやフェ
イスブックの質問を良く振られました。ホー
ムページの話題も多いです。中小企業にとっ
ての「IT」は、
「インターネットでの集客」
がイコールであって、「どうやってインター
ネット販売で儲けるの？」という勝ちパター
ンを聞いてきます。
「IT」というのは、「業
務システム」とイコールだった私は、独立当
初カルチャーショックを受けました。そこで
私は「業務システム」が専門ですと更に絞っ
て説明しますが、今度は業務システムに対す
る需要が殆どない現状に直面しました。
■業務システム提案は警戒される
業務システムは、中小企業には人気の無い
専門分野であるものの、ある程度の大きさの
企業様になりますと少しは社内の情報管理に
ついて意識が出てきます。
ある従業員20名ほどの企業様を訪問させて
頂いた際のエピソードです。ある文書から、
別のエクセルファイルの文書へ、コピーアン
ドペーストをするのに多くの業務時間を費や
していました。また、担当者が各々業務情報
を自前で管理しており、会社全体で現在何が
起こっているのか把握できない状況でした。
データベースエンジニアの私からすれば、
「データベースを作れば」「エクセルマクロ作
れば、その作業５秒で終わりますよ」といっ
た内容をまとめた提案書を作ります。簡単な
ものですが、データベースを用いた情報シス
テムという仕組みを作る事になり、技術的に
手を動かす部分もありますので、相応の技術
料込の見積もり額を提示します。
しかし、このパターンは蹴られました。理
由の第一義的には、私のプレゼン力が足りて
いないからですが、それ以外に中小企業の
ITリテラシーの低さにあると感じます。デー
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タベースというものが何なのか良く分からな
い（だから提案が胡散臭く感じる）上に、見
積もり予算を見てびっくりします。
今の職場、殆どの中小企業でもパソコンに
業務情報が入っている時代ですが、それを一
か所に集めたり、ネットワークで連携させた
りする事で、新たなビジネスモデルが作れた
り、新たな付加価値のあるサービスを作る軸
となるのですが、ITリテラシーが低い為に、
そのような連想が出来ておらず、「良く分か
らないIT用語を並べてぼったくろうとして
いる」という警戒感を持たれていると感じま
す。
■情報系独立診断士に求められているもの
中小企業は、昔と違い、製造業を中心にグ
ローバルの競争に晒されています。コストダ
ウンと短納期化などが対抗策として目立ちま
すが、根本的に戦い方を変えるにはビジネス
モデルの刷新や、製品開発力強化となると
ITの力が必要です。
一方で、ITの知識を持つ情報系診断士は、
私も含めてITリテラシーが極めて高い大手
企業のシステム開発に従事してきた方が多
く、ITリテラシーが低い場所でのIT化の知
恵が不足しています。
このお互いのギャップは、我々情報系診断
士側がIT化の知恵を作り、解説して変えて
いく事が必要と思います。業務システムがも
たらす、経営への良いインパクトを理解して
貰える説明が出来るようになれば、業務シス
テム系のIT業界出身者は中小企業に良い刺
激を与えつつ、自身も儲かる出身分野に成り
得ると考えています。
その一環として、情報系診断士を中心にし
て、７名の共著で近々電子書籍（一部紙出版）
を出版します。タイトルは「中小企業のIT
はこう使え！」です。想定読者は、ITを専
門としないコンサルタントですが、ここでは
書ききれない中小企業を想定したITでの経
営課題の解決について解説しています。もし
ご興味がありましたらご一読ください！
略歴

昭和46年生まれ。大阪経済大学卒業後フリー
ランスでIT技術者として活動
平成22年 試験合格・資格取得
平成23年から独立診断士として活動
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情報系診断士の活動報告
士会のページ
「情報」に求められる
内容の変化
会員

西谷

雅之

とバブル崩壊が重なったこともあって、シス
テム需要が急速に縮小して情報システム会社
は大幅なリストラを行っていました。
このころは、「情報」といえば大企業向け
の大型コンピュータを意味していたと思いま

当会報の今月号特集は「情報系診断士の活

す。つまり、情報システムにかかわる企業支

動報告」です。ちなみに１月号は「営業系診

援も、これらの大型コンピュータの知識を

断士」
、４月号は「ものづくり系診断士」の

持ったシステム業界の経験者に限られていた

特集でした。

わけです。

この３つのタイトルを並べると、経歴の長

しかし、1995年のWindows95の発売など

い診断士の方はピンと来たと思いますが、か

により、情報システム業界に「ダウンサイジ

つで（2000年以前）、中小企業診断士は「商業」

ング 」と「オープン化」の流れが起こります。

「工鉱業」
「情報」の３部門別に登録されてい
ました。

「ダウンサイジング」とは、装置やシステ
ムなどを小型化するという意味で、情報シス

2000年の法改正により、診断士制度もほぼ

テムにおいては、大型汎用機中心のシステム

現行の形になったのですが、これは中小企業

から、UNIXサーバやパソコンなどを組み合

支援の実態が、従来の部門の枠では収まらな

わせたシステムへ移行することを指します。

くなってきたことでもあると思います。
その中でも、「情報」ほど求められる内容
が広くなったものはないと思います。

「オープン化」とは、メーカーごとに独自仕
様のシステムを、標準規格や業界標準（多く
の場合はマイクロソフト製品）にのっとり複

以降では、私が情報システム業界に就職し

数のメーカーの製品を組み合わせて構成する

てから診断士として現在に至るまでの、この

ことができるオープンシステムに置き換える

「情報」に求められる内容の変化についてお
話したい思います。

ことを意味します。
ちょうどそのころの私の仕事も、汎用機向
けの大型システム開発から、ＰＣによるクラ

１．バブル崩壊からオープン化の流れまで
私が大学卒業後、システム開発会社に就職
したのは1994年（平成６年）でした。

イアントサーバシステムへと変化していまし
た。汎用機向けシステムのノウハウは、各メー
カーで継承されたものがあり、それを先輩か

当時は、バブル崩壊直後で就職状況が急激

ら後輩へ伝承すればよかったのですが、ＰＣ

に悪化した時期で、デキの悪い私は特に苦労

によるオープンシステムはまだ誰も経験がな

したものです。どの業種も例外なく不況に苦

く、先輩等に聞いても分からないので、自分

しんでいたのですが、特に情報システム業界

なりに手探りで仕事をしていたものです。

はドン底で構造不況業種とも呼ばれていまし
た。
そのころの情報システムは、おもに金融機
関向けのメインフレーム（汎用機）が中心で、

この時期は、それまでの技術が役に立たな
い場面が多くなり、個人の力で新技術に対応
することがシステム開発者に要求されるよう
になりました。

特に銀行の第三次オンラインシステムの完成
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ステムが専門ということでSNSについても聞
かれることが多くなりました。

的に普及してきました。当初のウェブサイト

ところが、従来型の業務システム開発は

は、広告宣伝くらいの用途だったので、多く

SNS等とはまったく関係ないものなので、あ

のシステム開発者にとっては関係のないこと

まり詳しくない私はずいぶん困ったものです

でした。しかし、ブロードバンドの普及など

（今でもSNS等を苦手にしてる情報系診断士

で利用者が増えるにつれて、企業の業務にお
いてもインターネットを利用する動きが広
がってきました。

は少なくないです）。
とはいえ、情報以外に詳しいもののない私
は、いつまでもSNSを知らないとも言っては

また、このころから「IT」という言葉が

いられないので、勉強のためにFacebookや

使われるようになりました。これまで一部の

Twitter等 を 始 め た も の で す（ ホ ン ト で す

人のみ関わりのあった情報システムが、広く

よ）。

多くの人にとって身近なものになってきたの
です。

システム開発の仕事は、情報システムを通
じて企業の業務を効率化し、経営戦略策定に

ウェブサイトの構築費用が安くなるにつれ

資する情報を提供できるシステムを開発する

て、予算の限られた中小企業も独自のウェブ

ことです。多くの情報系診断士もこの経験を

サイトを持つことが多くなりました。それに

生かして診断士活動を始めようとするのです

つれて情報系診断士にも、ウェブサイトから

が、最近はまずは要求されるのは、ウェブで

集客するというマーケティング面の支援も求

の集客やネットショップ構築などです。そこ

められることが多くなりました。

で、こういった支援のためにノウハウを一か

さらに、マーケティングを専門とするコン

ら学びなおすことも多いです。つまり、情報

サルタントもウェブサイト構築支援には参入

系であるなしに関わらず、ウェブの分野では

するようになり、情報系診断士の活動も他分

みんな一から学んでいるのが現状のようで

野のコンサルタントと競合するようになって

す。

きたのです。
情報システムとは、営業や製造のような「機
３．SNSによるマーケティングの活発化

能」ではなく、会社の全機能を動かす「神経」

日本でソーシャル・ネットワーキング・サー

のようなものです。その神経としての情報シ

ビス（SNS）が本格的に普及したのは、2005

ステムがサポートする機能が増えるにつれ

年ごろにmixiがユーザー数を拡大した辺りか

て、われわれ情報系診断士に求められる役割

らですが、ビジネス用途が特に注目されるよ

も増えていくように感じています。情報技術

うになったのは、2011年ごろからFacebook

の進化にあわせて、私自身も診断士としての

が日本で急激にユーザー数を拡大し始めたこ

技術を向上していこうと思います。

ろからでしょう。
低コストで顧客との関係性を構築できると
いうことで、中小企業向けのFacebookセミ
ナーも多く開かれるようになりました。
このころから私も診断士としていろいろな
所に顔を出すようになったのですが、情報シ
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ソフトウェア開発会社、フリーランスエン
ジニアとして金融機関及び自治体向けシス
テム開発に携わる。
平成21年 中小企業診断士登録
Webサービス企業、小売業等の支援も行う
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情報系診断士の活動報告
士会のページ
「情報×診断士＝∞」
を目指して
会員

長谷部

愛

１．はじめに
企業経営において、ICT（情報通信技術）
は今や必要不可欠といっても過言ではありま
せん。日本の成長の源泉とまで言われており
ます。
このようにICTが重要視されつつある中
で、
「情報×診断士」の役割とは一体どのよ
うなものか、まずは考えてみたいと思います。

出典：平成 25 年度版

情報通信白書図表 1-1-19

２．
「情報×診断士」の役割
ICTの有効活用により、経営上次の３点が
強化されると考えています。
・組織、社員の能力向上
グループウェア、SNS等の活用により、情
報収集が迅速になり、組織や社員の能力が向
上します。私も社内SNSを活用しております
が、必要な情報がどんどん入ってきます。ま
た、経営層が社員の投稿にコメントすること
で、
コミュニケーションも強化されています。
・商品、サービスの品質向上
顧客とのコミュニケーションが活発するこ
とで、顧客ニーズをより正確に把握し、商品
やサービスの品質向上につなげることができ
ます。私自身は「ヘルプデスク」システムを
運用しており、そこで収集した顧客の生の声
をできるだけサービスに反映するようにして
います。
・既存業務の見直しによる生産性向上
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既存業務の自動化、省力化、無駄の排除が
可能となり業務効率が向上します。また、時
間や場所を問わず情報を収集できるため、生
産性も向上します。
ICTは、「様々な方式を比較検討した上で」
「目的に合ったもの」を導入すれば、企業の
業績等に好影響をもたらします。目的や会社
の方向性にシステムが合っているか。皆が不
可能と思っていたことが、実は別の情報技術
を活用すれば、簡単にかつ安価に実現できる
のではないか----。それらを見極め、提言する
ことが、情報系診断士のひとつの大きな役割
ではないかと考えています。
３．「情報×診断士」としての活動状況
（１）企業内診断士としての活動状況
①活動概要
ここからは、私自身の具体的な活動状況に
触れさせていただきます。
私は現在、人材育成コンサルタント会社に
勤務しています。「人材育成」というと、社
内でのOJTか、もしくは集合研修等による
OFF－JTが一般的です。私はOFF－JTのう
ち、集合研修よりも安価で、好きな時間に受
講できる「eラーニング」サービスをお客様
に提供するために、システムの開発や運用を
行っています。また、人材育成管理システム
についても開発、運用を担当しています。
ICTは、あくまで「経営課題を解決するた
めのツール」です。提供する先の経営戦略、
人材育成戦略や方針、課題をしっかり認識し
た上で、システムの仕様を固め、開発する必
要があります。
しかし、システムに詳しい人達は、「シス
テムありき」で考えがちです。そもそもの経
営課題がどこかに消えた状態で議論を進めて
しまうこともしばしばです。ですので、「そ
もそもなぜこのシステムを提供し、なぜこの
機能を開発するのか」を整理し、顧客にとっ
てより効果的なシステムを作りあげていくこ
とが、会社での私の主な活動です。
②プロジェクトの方向性検討、実行
会社における事業を継続するためには、販
売計画と投資計画を立てる必要があります。
私は、営業担当が中心になって立てた販売
計画をもとに、
（ⅰ）需要予測、
（ⅱ）顧客ニー
ズ、
（ⅲ）最近の技術動向、
（ⅳ）競合の動向、

14/06/18 15:06

診

などを分析した上で、短期と中長期の投資計
画を立案しています。
もちろん、投資の実行に伴うプロジェクト
の収益やキャッシュフローの変化、減価償却
費の増減、等の財務面も検討をした上で、経
営層に投資の是非を問うていきます。
診断士として多面的に分析した上で計画を
立案しているので、自信を持って実行に移す
ことができます。診断士資格の取得を通じて
経営層の視点を身に着けたことは、本当に良
かったと感じています。
③WEBマーケティング戦略の立案
最近は、新規顧客開拓を目的としたホーム
ページの更改についても、検討を始めていま
す。いわゆる、
「WEBマーケティング戦略」
立案中です。
ブレーンストーミング形式で意見を出し
合った場合、良い案も出るものの、話は多方
面に発散します。ですので、「現在のホーム
ページ活用上の問題点」、「現在のホームペー
ジの良い所」「ターゲット」「ホームページ更
改後の理想像」「理想像に近づけるための具
体的対策」などに分類して整理し、何が見え
てくるかを分析しています。診断士であるが
ゆえに、このような整理や分析を手早くでき
ている気がしています。より良い戦略が立案
できるように、引き続き鋭意取り組んでいき
ます。
（２）社外での活動
私は企業内診断士ではあるものの、可能な
限り研究会や診断士の自主的な活動グループ
に所属し、社外での活動も広げていきたいと
考えています。
なぜなら、「何かにチャレンジしたい」「誰
かを支援したい」「自分を向上させたい」と
考えている方が診断士には多くおられ、お話
させていただくだけでこちらもパワーが湧き
出てくるからです。
そんなこともあり、最近では「青年部内有
志 ブルキナファソ支援グループ」にも参加
させていただいています。現在４名のメン
バーで活動しており、今秋にブルキナファソ
の起業家向けにビジネスプランコンテストを
開催する予定をしております。
現地の方とはFacebookページ（フランス
語版）でやりとりを重ね、応募者も着々と増
えています。応募者の審査は、書類審査を中
心に考えております。しかし、それだけでは
不十分な可能性もありますので、Skype経由

診断士会報No207v6.indd 19

断

士

（ 19 ）

での面接も検討しております。
ブルキナファソは西アフリカに位置する国
で、日本からは遠く離れています。それでも、
ほとんど現地に行くことなく何らかの形で支
援をすることができるのは、ICTの賜物だと
思っています。皆様にも、この活動をご支援
いただけると幸いです。まずはブルキナファ
ソ向けに活動を行い、軌道に乗れば他国向け
の活動も検討をしていきたいと考えておりま
す。
私自身は、ICTスキルを活かして「ブルキ
ナファソ支援グループ」のホームページのメ
ンテナンスもさせていただいております。よ
ろしければ、ご一読ください。

【ホームページ】http://rainbow-consulting.jimdo.com/

４．今後の活動
最近、日本でも無料のオンライン大学講座
「gacco」がスタートしました。当面は、これ
を活用して知識の幅を広げようと思っていま
す。もともと、無料のオンライン大学講座は
米国が発祥です。できれば英語力を向上させ
て、スタンフォード大学やハーバード大学な
どの講義をオンラインで受講してみたいで
す。
情報通信技術は、まだまだ未知数です。不
可能を可能にする情報系診断士----。「情報×
診断士＝∞」を実現するために、今後も様々
なことにチャレンジしていきたいと考えてい
ます。今後も、ぜひ皆様と情報交換をさせて
いただきますよう、よろしくお願いいたしま
す。
略歴

大阪府立大学工学部数理工学科卒業。通信
会社でフロントSE業務に従事後、人材育成
コンサルタント会社へ出向。育成システム
の企画・開発、プロジェクト管理業務に従事。
「女性診断士の会 ピザの会」
「青年部内
ブルキナファソ支援グループ」メンバー。
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情報系診断士の活動報告
士会のページ
情報系ですか？

きました。この流れに対応するために眼鏡卸・
小売店が一緒になってボランタリーチェーン
をつくっていこうということになり、大阪産

会員

横山

昌司

■情報系の診断士？

業能率研究所の専門家から指導をうけていま
した。
その専門家はボランタリーチェーンの仕組

今回、
「情報系診断士の活動紹介」という

みを構築するためには、組織にコンピュータ

テーマで執筆依頼をいただきました。しかし、

がわかる人が必須であるという意見であり、

面と向かって情報系診断士ですか？といわれ

当時、他のボランタリーチェーンで開催して

ると、まったく自信はありません。現状分析

いたオフコンの活用研修会（「VAN道場」と

を行うために、表計算ソフトを使ってデータ

呼ばれていました）に3か月泊まり込みでオ

の分析や解析をおこなうことは以前に比べて

フコンのプログラムを実践的に習いました。

非常に多くなっています。しかし、現状では

これが情報系診断士になるきっかけとなりま

皆さんが考える「情報系」というような仕事

した。

をしていないというのが本音です。なぜそう
なったのか、その過程を徐々に説明していき
たいと思います。

■いかにして情報系診断士で独立したのか
すでに書いたように平成11年情報診断士と
して独立しました。

■なぜ情報系の診断士となったのか
私は、平成8年に情報部門の診断士として

その当時、我々を取り巻く環境は大きく変
わっていました。平成12年にはIT基本法が

登録、平成11年に独立し、現在、個人でコン

成立し，翌年には，e-Japan 戦略が開始、また、

サルタント業を営んでいます。資格としては、

今までの情報化施策は IT 化と称され、イン

他にMBA・一級販売士・ITコーディネータ・

ターネットがネットワークの基盤になってい

上級システムアドミニストレータを所有して

きました。ネット販売についても黎明期でし

います。診断士の登録の時に情報部門の中小

た。楽天株式会社が本格的にインターネット

企業診断士の先輩に言われた「資格を取るよ

通販ビジネスに取り組み始めたのもこの時期

り活用することを考えた方が良い」とのアド

です。

バイスを守り、それ以降は資格取得をほぼ
行っていません。

よく創業者向けセミナーで自分自身の創業
のSWOT分析を行うのですが、今となって

まず、情報に接するようになったきっかけ

は診断士の独立時期としてはこの環境変化は

ですが、私が昭和57年4月に眼鏡小売店に入

非常に恵まれた「機会」でした。しかし、情

社した当時、VAN（付加価値通信網）が非

報部門で独立はしましたが、実際には会社で

常にブームになっていたことがあります。そ

オフコンを触っていた程度であり、情報につ

の当時の眼鏡業界はメーカー主導で積極的に

いての経験はまったく無いといった状況でし

E OS化 が す す め ら れ て い ま し た。HOYA・

た。これは「弱み」です。この「機会」を生

NIKON・SEIKOが小売店舗に独自の発注端

かすためには「弱み」を克服するために、で

末機を設置させ、直販体制を整えていました。

きるだけ経験を積むことしかありませんでし

その結果、卸の中抜きという問題が起こって

た。
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そのなかで、幸いにもITサポーターなど

データ活用方法がありますが、私が相手して

の公的な仕事につくことができ、公的な支援

いるような中小企業ではそのような膨大な

を通じて自分自身のIT化の経験を積ませて

データをリアルタイムに解析するような場面

いただきました。

に出くわすことはありません。ほぼどこの会
社のパソコンにインストールされている表計

■IT化以外の経験を積む
創業当初はコンサルタント経験が無い状況

算ソフトを使うことで何でも足りてしまいま
す。EXCELの機能で言えば、

でしたので、今から考えると、相談に来てい

・ピボットテーブル

ただいたお客様に表面的なアドバイスしかで

・分析ツール

きず「悪いことをしたな」との思いがありま

・データマイニングアドオン

す。しかし、私自身としては広い相談経験を

があります。データマイニングアドオンはか

積むことができました。小売業しか経験した

なり設定の面倒な特殊なツールではあります

ことが無かったものが、卸・製造業の相談と

が、他の2つの機能は非常に簡単に使えるも

対応範囲を広げていくことができました。

のです。また、EXCELのバージョンが上が

現在は、自分が経験した小売業や当初の仕

る度に「スライサー」や「スーパークライン」

事内容であった情報化というお客様が少なく

など機能強化が図られており、使いやすく表

なり、創業当時苦手であった製造業のお客様

現力が強化されています。

が多くなりました。理由としては、情報化が

ピボットテーブルはクロス集計を行うため

非常に高度になってしまったので、専門分野

のツールですが、マイクロソフトのホーム

が分かれてしまったこと、非常に使いやすい

ページでも「データ分析が変わる」として、

システムができたため、だれでもが使えるよ

簡単集計・分析で意思決定をサポート、デー

うになったこと、自分の知識よりお客さんの

タを生きた情報に変えるとして、実際の活用

方が良く知っている場面が増えたことがあり

についてアドバイスを行っています。

ます。また、製造業のお客様については、

http://www.microsoft.com/ja-jp/

・基本を徹底するとうまくいくこと

office/2010/business/scenario/lesson2/

・他のお客様を紹介してくれること

content3.aspx

上手くいくと、顧客を紹介してくれること
が多いということがあります。

ぜひ診断士としては活用していただきたい
ツールです。興味を持たれた方はお気軽にご
相談ください。

■情報を活用する診断士として
しかし、業務システムの進展とパソコンの

最後まで読んでいただいた方に、少しだけ

能力向上によって、顧客がもつデータを活用

でも役に立てれば、幸いです。ありがとうご

する場面は増えています。特に現状のシステ

ざいました。

ムは固定的な帳票を作るというのではなく、
表計算ソフトに対してデータをエクスポート
するということがメインとなっており、この
機能をうまく活用すると非常に簡単にデータ
の分析が可能です。
最近ではビッグデータといわれるような
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関西学院大学商学研究科前期博士課程修了
横山経営研究所 （YKK）
大阪府大阪市中央区十二軒町6-22
電話 090-8531-7733
メール info@ykk.ne.jp
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スキルアップ研修
「NATO」「4Ｌ」と
揶揄される日本企業
会員

浅野

宗克

１．はじめに
内需減少等の厳しい経済環境下、国内にと
じこもったままでは難しい。若年層の割合が
高く、これから本格的な消費社会が到来する
アジアの需要をいかに獲得するか。ぬるま湯
からの脱出を迫られる。
２．ミャンマーの魅力
ミャンマーでは経済発展が50年止まってい
た。2011年3月以降、就任したテインセイン
大統領は失われた時間を取り戻すべく改正外
国投資法、改正経済特区法、中央銀行法など
多くの法律の整備、矢継ぎ早に改革を進めて
いる。そして世界各国から直接投資が拡大し
ている。
今や、
「アジア最後のフロンティア」と言
われ、ミャンマーの魅力は測り知れない。
その理由の一つは、人口6200万人の消費市
場 と し て の 期 待 で あ る。 隣 接 す る 中 国、
ASEAN諸国、インドを合わせた総人口は、
38億人を上回る。二つ目は、地理的・地政学
優位性である。中国、インドと二大新興国と
陸続きであり、中国にとっては、インド洋へ
の出入り口となり、インドにとっては東南ア
ジアへの入り口である。まだ開拓されていな
い鉱物資源も魅力である。三つ目に豊富な労
働力も高く評価されている。アジアの日系製
造業における労働者の賃金を比較すると、
ミャンマーは、月収90 ～ 100ドルで、中国の
1/6程度である。識字率が90％以上と高く、
英語力も高い。誠実な国民性、親日的な人が
多い。
こうした高いポテンシャルを持っている
ミャンマーは、今後、発展していくことが期
待される。ミャンマーに秘められたビジネス
チャンスを狙って人々が殺到する様子は、
ゴールドラッシュのようである。
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３．「NATO」「4Ｌ」と揶揄される日本企業
日系企業の進出は増え始めているものの、
訪問者数が多い割には進んでいない。
そ の 日 本 企 業 を 彼 ら は「NATO」「4Ｌ 」
と揶揄する。「NATO」はノーアクション，
トークオンリー、喋るだけで行動しない。「4
Ｌ 」 はLook，Listen，Learn、Leap（ 見 る、
聞く、学ぶ、去る）で、日本企業の対ミャン
マー投資を揶揄する造語である。
ミャンマー進出を検討する企業が最も問題
視するのは、「電力」問題である。発電機が
必需である。次が道路や公共交通機関といっ
た交通インフラ。金融システムや通信インフ
ラなど社会インフラの整備などである。ミャ
ンマー政府は2015年という記念すべき年を目
指してひた走っている。ASEAN経済統合、
ティラワ経済特区の企業操業開始、総選挙な
どの大きな行事が迫っている。
４．海外進出を検討する上での重要点
１）自社及び設立子会社を含めた自社グルー
プのビジョンと戦略を明確にする。少なくと
も５年先を念頭に、その目標とする姿やそれ
に至る戦略を十分吟味する。
２）海外進出のリスクをできるだけ多く認識
できるリスク内容を抽出する。海外子会社管
理の仕組みの中でリスクの管理を可能な限り
徹底して実施する。
①カントリーリスク（貿易・投資の相手国自
体の信用リスク）。②セキュリティリスク（安
全面でのリスク）。③オペレーショナルリス
ク（貿易・投資事業の実際の運営上リスク）。
３）ここ１年で不動産価格、賃料は２～３倍
に跳ね上り、人件費など物価も全体的に上昇
傾向にある。新興国の安価な労働力の恩恵を
享受できるのにも限りがある。このような将
来の経費上昇分もある程度見込む必要があ
る。
自社の現状を見つめ直すことから始めよう。
略歴

品質・環境・情報セキュリティマネジメン
トシステム審査員補。昭和44年４月診断士
登 録。40年 間 の ユ ア サ 商 事 ㈱ 勤 務 を 経 て、
平成9年浅野経営研究所開業。
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スキルアップ研修
企業内診断士の
自己プロデュース力
～独立編～
会員

吉田

喜彦

独立２年目の診断士として、独立までの経
緯と経験を話す機会を頂きました。多くの企
業内診断士は独立への興味があると思います
が、独立に関する知識や情報がないため、い
くら考えても結論が出せずにいると思いま
す。私の経験を伝えることが、一歩でも前進
するきっかけになれば幸いです。
■会社員時代を振り返る
診断士登録をしたのが2006年。その頃は独
立する気はなく、協会の研究会や診断士仲間
の勉強会などに参加し、沢山の刺激を得てい
ました。
そんな環境で将来を模索するうちに、
別の道を目指して転職することにしました。
転職をしたのが2008年。社員数700名の医
療材料メーカーです。それまでと異なる業務
領域は刺激的で楽しく、ここでは多くの知識
と経験を得ることができました。管理職とな
り収入も増えましたが、やがて将来への疑問
が芽生えてきました。「このまま定年まで勤

た。
それからは、独立資金を準備するとともに、
「本当に独立してやっていけるか」という自
己のスキル確認と向上を目的に、協会内・協
会外を問わず、各種研修や養成塾に参加する
ようになりました。
「30代で独立する」と決め、準備に約１年
半をかけました。このときに、新たな知識・
経験などのスキル向上だけでなく、視野が広
がり、独立への覚悟もできました。
■独立後の仕事
「１、２年目の売上げはゼロでもいい」と
いう覚悟で、経験と実績の積み重ねを優先し
ました。セミナー等の講師は毎月実践しまし
た。そんな活動をしていると、紹介も頂き、
少しずつ収入もついてきました。公的な案件、
診断士会の案件、民間の案件を売上ベースで
分けると、ほぼ均等にいただける状態になり
ました。
２年目の方針は１年目と同じです。ただ、
今年から私立大学経済学部で講師を務めさせ
ていただくなど、新たな展開も増えてきまし
た。まだまだ収入は少なく、むしろ将来への
投資をしていますが、３年目は単月黒字、４

めるのが満足なのか」「自分の本当にやりた
いことは何か」次第に独立への好奇心が芽生
えてきました。

年目は法人化を目指しています。

■独立を志す
独立を志した当初は、何から手を付けてい

推移も含め、具体的に実践したことを紹介さ
せて頂きました。これから独立を志す方は、

いか分からない状態でした。これは多くの診
断士が共通する悩みに違いないと思います。
そこで、研修委員をしていた私は、先輩方の
独立に関する知識や経験を「心技体」のフレー

「退職前に準備を始めること」を意識し、「診
断士（協会・研究会）に参加し、よく飲む」
ことから始めてはいかがでしょうか。

ムに分解したセミナーを企画しました。これ
が2011年12月に初めて実施した「独立支援セ
ミナー」です。独立10年以上の経験から話さ
れる内容によって、心の霧が次第に晴れ、具
体的に必要なことが明確になっていきまし
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■最後に
今回の研修では、会社員時代からの年収の

略歴

73年、奈良生まれ。2013年独立。独立後は
再生支援、公的機関の研修企画・運営、IT
導入支援、研修・セミナー講師などに携わる。
診断協会では、研修委員、会員サービス委
員を歴任。趣味は予定を決めない“ひとり旅”。
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スキルアップ研修
診断協会の実務従事、
プロコン道場の体験記
会員

端野

淳一

はじめに
私は2004年に中小企業診断士の登録をし
て、今年でちょうど10年、2回目更新を無事
終えたところの企業内診断士です。しかし、
研修や懇親会等に積極的に参加するように
なったのは3年ほど前からで、それまでは実
務従事と理論研修だけという状態で、今と
なっては非常に後悔しています。今回、この
お話を頂いたときに、体験記だけではなく、
実務従事と理論研修以外の様々な研修や懇親
会等に参加することの有意性も伝わればと考
えています。
第１章 プロコン道場（応用編）
プロコン道場の座学は基礎編と応用編があ
りましたが、その中でも「セミナー講師養成
講座」と「財務経営計画作成」が特に興味を
持てる内容でした。「セミナー講師養成講座」
では、セミナー講師というものを多面的に解
説して頂きました。今回、スキルアップ研修
の講師のお話を頂いたときに、「セミナー講
師養成講座」の内容を実践してみるためにお
引き受けしました。
「財務経営計画作成」では、「目的が変われ
ば目標設定のアプローチも変わる」との観点
から、
「借入金の返済原資の確保」や「累積
赤字の解消」など、いくつかのケースを想定
して着目ポイントなどを解説して頂きました。
最近は経営改善計画作成や事業計画書作成な
どが中小企業診断士の業務として注目されて
いることから、この方面の知識は重要になっ
てくると思われます。
第２章 実務従事とプロコン道場（実務編）
企業内診断士が資格更新に必要な実務ポイ
ントを獲得する方法としては、診断協会が実
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施する実務従事やプロコン道場（実務編）が
あります。私が経験した他の2つの方法も合
わせて感想を述べてみます。
①診断協会の実務従事
費用の発生と仕事を数日間休む必要があり
ますが、最も容易に実務ポイントを獲得する
方法と思います。しかし、回数を重ねると「慣
れ」が出てくるので、自身の緊張感を維持す
る工夫が必要と思います。
②プロコン道場(実務編)
診断協会の実務従事以上の費用を必要とし
ますが、実務ポイントの以外にも経験豊富な
開業コンサルタント（指導員）が得意とする
分野のノウハウや知識、フォーマットを獲得
できる可能性があります。
③自主グループによる実務従事
クライアント企業が見つかれば、自主グ
ループでの実務従事が可能となります。この
場合、診断協会が実施する実務従事に準じる
必要があり、事前に診断協会との打合わせの
実施、診断士による打合せスペースの確保・
クライアント企業との調整など、実務従事以
外の多くの雑務が発生します。
④実務によるポイント獲得
基本的には開業している中小企業診断士の
実務と同様のケースで、私の場合、知人の経
営者の依頼による実務となります。これまで
の3つの実務従事との違いは、実務従事のス
キームに則って実施した場合、中小企業診断
士だけの打合せ・協議日数もポイントとなり
ますが、実務の場合はクライアント企業にお
いて実務を行った日数のみがポイントとなり
ます。
略歴

1981年

佛教大学文学部史学科卒業
家業に就く
1991年 情報処理サービス会社入社
2004年 情報処理サービス会社退社
中小企業診断士登録
大額株式会社入社
2012年～ 2014年
大阪府経営力強化事業 他
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ビジネスシーンに使える“わたしのおススメ”
わたしのお薦め
「ナレッジサロン」
会員

津賀

弘光

今回、私の仕事の拠点でもある大阪はグラ
ンフロント北館にある「ナレッジサロン」を
ご紹介する機会を頂きました。高級感のイ
メージ先行で食わず嫌いの方も多いと思いま
すが、実は「格安で最高の立地と快適環境」
が手に入るということで、独立診断士はもち
ろん、企業内診断士の方も活用できる便利ス
ペースということをお伝えできたらと思いま
す。
「さまざまな分野を超えた出会いと交流に
より、そこから新たな価値創造をめざす会員
制サロン」がここのコンセプト。静かにガリ
ガリ作業するだけでなく、オフィスやカフェ
のようなちょっとザワザワした感じのスペー
スなのです。私もワークスペースに資料持ち
込んで作業することもあれば、ビジネス関係
の方を呼んで打合せなんかに使っておりま
す。どんなスペースなのか写真でご紹介しま
す。430坪、373席の広大な空間の一部ではあ
りますが、雰囲気が伝わればと思います。

スペース内のイスやテーブルは自由に移動
可能で、ホワイトボードやプロジェクターも
時間無制限で無料。打合せが快適ですね！！

バーカウンターでドリンクや食事も可能で
す。コーヒー 250円程度の良心価格、ビール
やお酒も揃って、夜の打合せが捗ります。

そして、秘密の話は秘密の空間で・・・

会議室も２時間無料。勉強会、無料セミ
ナー、ケータリングで各種パーティも可能で
す。
私が目にする具体的な活用シーンとして
は、①日中の隙間時間のワークスペース、②
仕事関係の打合せ、③各種勉強会、④サロン
内イベント等で人脈形成、⑤夜や休日に読書
やアイデア構想、⑥スカイプ会議、⑦暇つぶ
しや惰眠など、会員それぞれに、非常に居心
地のいい空間として、利用されているようで
す。
最後に大事なお値段ですが、たったの月額
9,000円！で同伴者10人までOKです。私は見
学に行って、15分で契約してしまいました。

個別ブースは電源、LAN、ハンガー完備。
電話も自由ですが、飲食禁止の集中空間。
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青年部だより
【３月開催の青年部例会】
平 成26年 ３ 月15日（ 土 ）14時00分 よ り、

川崎ますみ氏（独立、営業）、戎欽也氏（独立、
管理）、東篤志氏（企業内、営業）にそれぞ

TKP大阪御堂筋カンファレンスセンター６

れの側面から診断士活動についてお話しいた

階会議室にて、43名の参加により青年部３月

だきました。

例会を開催いたしました。

今回は、新たに診断士登録をした方も多く

今回は、「中小企業活性化支援における現

ご参加いただいていたので、先輩診断士のお

場での実際」と題し、大阪府中小企業診断協

話は、参考になったのではないでしょうか。

会理事長

福田尚好氏にご講演いただきまし

た。
診断士は中小企業経営者の伴走者であり、
中小企業の経営課題に対応するための診断・
助言を行う専門家である。中小企業のお役立
ち業だからこそ、評価される診断をし、これ
からも中小企業診断士の知名度向上と発展に
貢献しなければならないと、熱い思いを語っ
ていただきました。
また、ご来賓の水元専務理事より全国中小

講演の様子

企業診断協会の活動の紹介と青年部への激励
をいただきました。

青年部は一緒に活動して頂けるメンバーを

診断士制度を支えるお二人から、有意義な

随時募集しています。オブザーバー参加も可

お話を聞け、素晴らしい例会となりました。

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
福田理事長と水元専務理事
【５月開催の青年部例会】
平成26年５月17日（土）13時00分より、ホ
テルシーガルてんぽーざん大阪にて、55名の
参加により青年部５月例会を開催いたしまし
た。
今回は、
「中小企業診断士の活用法について」
というテーマで、４名の青年部メンバーにご
講演いただきました。企業内・独立、外向き
の活動（営業）・内向きの活動（管理）とい
う２つの軸から、神谷邦男氏（企業内、管理）、
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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

平成26年７月例会
日時：７月12日（土）14時00分〜 17時00分
場所：ドーンセンター 大会議室１
内容：「講演会」
（予定）
※例会は２カ月に１回行っています。
（次回は７月12日（土）の開催予定です。）
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『走る診断士の報告』大阪城リレーマラソン出場
大阪府中小企業診断協会青年部メンバーを
中心として3年前に活動を開始した『走る診断

秒と大健闘のタイムでのゴールとなりました
（参加全563チーム中143位）
。

士』が、2014年3月21日（祝・金）に開催され
た「ＪＡバンク大阪presents大阪城リレーマ
ラソン」に出場しました。
その数なんと総勢約70名！診断士約60人に
加え、ご家族や実務補習を終えたばかりのフ
レッシュな方々も参加しました。
リレーマラソンは
1チ ー ム6人 ～ 21人

頑張ってタスキを繋ぎました！

で、 大 阪 城 公 園 内

2011年10月に、発起人たちが体力向上と診

コース1周2キロを21

断士の知名度向上の想いを持ちお揃いの青い

周まわります。チー

Ｔシャツを制作して、翌年3月に10人で本大会

ム で42.195キ ロ を 走

に初出場。その翌年は37名、3年目にあたる今

り、メンバーの走る

年は70名と参加者は増えました。Ｔシャツに

順序や回数は自由で

は、胸に「走る診断士」
、背中に「やろうと思

す。

えば大概できる 中小企業診断士」のロゴが入

『走る診断士』は、1チーム6 ～ 7人の構成で

り、中小企業診断士の知名度向上に一役買っ

全11チームでの参加となりました。ベテラン

ています。近年は青年部だけでなく、年齢・

からニューフェイスまでおそろいの青いT

府県問わず関西各地のランニング好きの診断

シャツ（他にコスプレも多数あり）を着て、

士もメンバーに加入し、一緒に楽しく活動し

和気あいあいとタスキをつなぎました。

ています。
みんなでタスキをつなぐリレーマラソンが
楽しいのはもちろん、マラソン後の打ち上げ
はゴールの達成感と連帯感でいつも大盛り上
がりです！

お揃いの青 T シャツ＆特別仕様の
赤 T シャツ、そしてコスプレも
当日の天候は曇り。前日の雨で足下はぬか
るみ寒風が吹きすさぶコンディションの中で
したが、全チームが制限時間内に無事完走で
す。11チーム中1位のチームは、3時間20分55
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ゴール後参加者全員で記念撮影
（文責：川崎ますみ）
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士会のページ
中之島図書館で経営相談
大阪中小企業診断士会
あなたにとって、図書館とは何をするとこ
ろですか？
オーソドックスな本を借りる所という答え
以外に、調べものをするなどの答えもあるか
もしれません。個人的には、受験生時代に図
書館の自習室で勉強していました。
昔は、本を読んだり、調べものをするには、
図書館は重要な存在だったわけですが、イン
ターネットの発達と書籍の電子化に伴って、
本を読むという観点での図書館の重要性は相
対的に低下してきました。
そうしたことを背景に、図書館の社会的役
割を見直そうという機運が生まれており、そ
の流れの一環として、全国の図書館で創業・
経営支援をする取り組みが始められていま
す。
インターネットで「図書館 経営相談」と
キーワード検索してみると、茨城県立図書館、
大分県立図書館、神奈川県立川崎図書館、新
潟市の図書館、佐賀県立図書館、福岡県立図
書館、県立長野図書館…等がヒットします。
どうも、関東と九州が多いみたいですね。
そんな中、大阪中小企業診断士会では、大
阪府立中之島図書館からのご依頼を受けて、
中之島図書館での「ビジネス 起業・創業・
経営相談会」を2013年９月から実施していま
す。
中之島図書館ではもともとビジネス支援
サービスを展開されておられることから、経
営支援についての関心が高く、今回の取り組
みにつながりました。
大阪中小企業診断士会単体でも、第1、第3
木曜日に無料経営相談窓口を開催しています
が、図書館での経営相談の特徴は、図書館の
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経営相談会会場からは中央公会堂が見えます。
資料を活用できる点です。実施の流れとして
は、大阪中小企業診断士会所属の中小企業診
断士が相談者お１人に対して、１時間のご相
談をお受けします。相談内容は、創業支援や
マーケティング支援などです。
その後、司書の方に引き継いで、図書館内
をご案内し、オンラインデータベース・図書
館資料・図書館で作成している調査ガイド等
を閲覧いただく流れになっています。
利用できる各種資料としては、例えば、
「市
場情報評価ナビ ミーナ（MieNa：Marketing
information evaluate Navi）」等があります。
ミーナでは、商圏の特性や購買力を評価した
「商圏分析レポート」を出力する等ができま
す。

ミーナ（MieNa）「商圏分析レポート」
図書館は、日頃、経営支援に馴染のない人
でも気軽に利用できる施設です。身近な経営
のサポート役として、こうした場での経営相
談をお受けすることも中小企業診断士の大事
な役割だと考えています。
（文責：片山祐姫）
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士会のページ
ある士会運営委員の
活動録
事業推進部
プロモーションチーム

島田

尚往

大阪中小企業診断士会（以下、士会）にて、
筆者は平成25年度の運営委員を務めさせてい
ただきました。初めての経験でしたが、この
たびこの士会運営委員について書かせていた
だける機会をいただきましたので、私がどの
ような活動を行っていたのか、一つの事例と
してご紹介させていただきたく思います。
１年間務めてみて、私が理解している士会
運営委員の役割は、「士会が団体として活動
していくために必要な様々な取り纏め、アレ
ンジといった業務を実際に行うこと」です。
士会としての意思決定は理事会でなされるの
で、士会の運営の中でも実務の実行面を担う
のが運営委員といって良いでしょう。私の場
合は、事業推進部のプロモーションチームと
いうチームに属し、メールマガジン運営や提
携団体におけるセミナー運営などに関わりま
した。なかでもメールマガジンは私にとって
最も関わりが深い業務となりました。
メールマガジンは毎月発行するので、毎月
決まった時期に会員が講師となるセミナーや
会員が執筆した書籍等の情報募集を士会業務
局に依頼したり、コラムを執筆して下さる先
生とやりとりして原稿を入手したりしていま
した。発行日が近づくと、士会として掲載す
るトピックスや提携団体から寄せられる広報
掲載依頼を含めて発行文案を作成します。そ
して、チームおよびチームリーダーの確認、
添削を経て、確定版としていました。今振り
返っても、多くの関係者の方にお世話になり
ながらの業務であったと思います。
メールマガジンの運営に関わっていて、や
はり会員や提携団体の皆様に活用いただける
と嬉しく感じました。メールマガジンに限ら
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ず、士会では様々な施策を運営委員がアレン
ジしていますが、うまく使っていただけると、
担当していて嬉しく感じるものだと思いま
す。運営委員を喜ばせるために士会の諸施策
を活用いただきたい訳ではもちろんありませ
んが、運営委員の励みにもなりますので、ぜ
ひ積極的に皆様にご活用いただきたいと思い
ます。
運営委員の打ち合わせはチームで１ヶ月に
１回、事業推進部で１～２ヶ月に１回ありま
した。事業推進部内においては他のチームで
も概ね似通ったペースでの打ち合わせであっ
たかと推定します。これらの打ち合わせで印
象的だったのはプロフェッショナルなコンサ
ルタントとして仕事をしている中小企業診断
士が日程を合わせて集まることの困難さで
す。特に事業推進部全体での打ち合わせは、
参集する人数が多いのでなかなか今後の日程
を決められないことが頻繁にありました。
私の属するプロモーションチームではメン
バーの予定を調整しやすい時間帯ということ
で朝の７時～９時の時間帯に打ち合わせを設
定していました。冬の時期はまだ暗い時間に
家を出ることになりましたが、打ち合わせの
日は１日がとても長く感じ、「早起きは三文
の得」を実感できました。やはり、運営委員
の打ち合わせは、どうしてもこういった早朝
や夜、休日になってしまうことが多いようで
す。
運営委員の業務は、士会という組織のため
の業務であり、当然ながらコンサルタントと
しての自分の仕事とは異なる性質がありま
す。そのためか、私にとっては仕事のやりが
い、充実感もまた、自分自身の仕事とは違う
ものを感じました。
最後までお読みいただきありがとうござい
ました。拙稿ながら、士会運営委員について、
読者の皆様により知っていただく一助になれ
ば望外の喜びです。
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新入会員の紹介
上田

宮川

誠一
抱

負

学
抱

これからミクロから

負

システムエンジニア

マクロに至る３つの視点で

としての知識や経験を生か

取り組んでいきます。具体

し、中小企業におけるＩＣ

的には、①中小企業のご支

Ｔ（情報通信技術）の活用

援をすること、②勤務先の

を促進・支援する活動を行っ

業務改善に取り組むこと、③日本社会の環境

て参りたいと思います。研究会や交流会へも

改善を提言することです。どうか諸先輩方か

積極的に参加し、知見や人脈を広げながら中

らの温かいご指導ご鞭撻をお願いします。

小企業診断士としての資質向上に努めます。

趣味・特技

趣味・特技

読書、旅行、散歩

バイオリン、テニス、トライア

スロン

島本

昌一

宮里
抱

負

潤
抱

都市銀行、センサー

負

転勤により１年９カ

メーカー、不動産デベロッ

月ぶりに東京から帰って来

パーを経て、今年独立開業

ました。大阪府協会復帰で

したばかりです。モノづく

す。実務従事など、久しぶ

り企業を中心に関西の中小

りの大阪での活動参加を楽

企業を盛り上げたいと言う気持ちで積極的に

しみにしています。どうぞよろしくお願いい

活動してゆきたいと思いますので、ご指導よ

たします。

ろしくおねがいいたします。

趣味・特技

趣味・特技

中島

英会話・ジョギング

シーバス釣り・紀州釣り

辰彦

森 憲二郎
抱

転勤にて７年ぶりに

抱 負 13年ぶりに入会しまし

地元へ戻りました。前任地

た。理由は本年独立起業した

でも愛知会所属で、金融機

ためです。会員の診断士の皆

関等連携委員として診断士

様と連携させて頂きながら一

の皆様にはお世話になりま

人前の診断士になれるように

した。大阪会でもお役に立てる様頑張りたい

努力・精進して参りますので人見知りする気弱

と思います。診断士としての能力を、商都大

な私ですが何卒宜しくお願い申し上げます。

阪にてさらに高める事ができると嬉しいです。

趣味・特技

趣味・特技
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士

新入会員の紹介
岩井

廣石

秀之
抱

負

佑志
抱

今年４月に登録しま

負

不動産開発会社、大

した。開業して間もない社

学院生、公務員を経て５年

労士です。協会入会により、

前に弁護士登録をしました。

多様な繋がりの機会が増え

経営面からも中小企業を支

ることを期待しています。

援する必要性を感じ、本年

皆様との交流を通して、中小企業への提案力

４月の独立と同時に中小企業診断士の登録を

や問題解決力を高めていきたいと考えていま

しました。経営と法律の両面から中小企業の

す。どうぞよろしくお願いいたします。

躍進や地域の発展に貢献したいと思います。

趣味・特技

趣味・特技

テニス（練習程度）

スキューバダイビング、ツーリ

ング、海外旅行、サバゲ、総合格闘技（ボク
シング・柔道）
大石

聡司

廣岡
抱

負

茂男

東大阪にある樹脂成

抱 負 製造・建築現場で働い

形の中小企業に勤務してい

た経験を活かして、ものづく

ます。まずは勤務先の発展、

りに強い中小企業診断士とな

そして東大阪のモノづくり

るために日々努力をしていき

企業の活性化に微力でも貢

たいと思っております。また、

献できるよう、研鑽に励む所存です。引きこ

将来的には独立し中小企業の支援に貢献してい

もりがちな性格ではありますが、入会を機会

きたいです。

に積極的に活動に参加したいと思います。

趣味・特技

寺口

湯川

浩司
抱

負

旅行・読書・海外ドラマ鑑賞

俊彦
抱

20余 年 の 電 気 メ ー

負

京都生まれの京都育

カー勤務を経て独立、IT関

ち、美大卒の元ホテルマン

連のコンサルティングを得

で す。 昨 年 の 合 格 を 機 に、

意としております。協会の

ご縁あって大阪で勤めるこ

みなさまとの交流を通じ、

と に な り ま し た。 診 断 士1

ネットワークを広げるとともに見識を高め、

年目の抱負は、とにかく沢

中小企業様のお役に立つ活動をしていきたい

山の先輩方々とお会いすることで、自身の目

と思います。よろしくお願いいたします。

指すべき診断士像を描くことです。必ず転機

趣味・特技

の一年にいたします。

ゴルフ、ランニング

趣味・特技
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新入会員の紹介
岡本

仲谷

隆
抱

負

陽介
抱

今年の４月に登録致

負

私は食品製造卸企業

しました。今後お世話にな

で経理総務をしています企

ります。現在、自動車製造

業内診士です。診断士とし

会社で海外部品の調達を担

てのスキルや知識を生かし、

当しております。会社での

企業内での新しい取組やま

開発、海外生産、原価企画、調達の業務経験

た外にも目を向け、諸活動にも積極的に取組、

を生かして中小企業の支援、発展に貢献した

皆様との交流を通じて自己成長に努めます。

いと思います。ご指導宜しくお願いします。

今後ともご指導の程よろしくお願い致します。

趣味・特技

趣味・特技 ジョギング・アウトドア・スキー

加藤

テニス、フィットネス

慎祐

平井
抱

負

孝行
抱

21年 間、 電 機 メ ー

負

現在は、東急リバブ

カーにて電子部品事業の事

ル株式会社で事業用不動産

業企画や環境企画、渉外業

の売買仲介業を担当してい

務 に 従 事 し た 後、 退 職 し、

ます。今後は、研究会や交

診断士として独立開業致し

流会に積極的に参加して、

ました。今後は製造業を中心に、利益の出る

会員皆様との親睦を深め、幅広い知識を習得

事業計画策定のサポートを行いたいと考えて

して、本業に活かしていきたいと考えていま

おります。よろしくお願い致します。

す。どうぞよろしくお願いいたします。

趣味・特技

趣味・特技

映画鑑賞、読書、合唱（歌と指

軽い山登り、釣り

揮）

谷村

圭司

森川 茂明
抱

SEとして９年、シス

抱 負 ４月に入会しました森

テムコンサルタントとして

川と申します。カーボンメー

２年IT企業で勤務しており

カーで経理、営業、工場など

ます。４月に診断士登録し

を経験し、現在は人事部門で

たばかりで具体的な活動イ

勤務しています。協会の皆様

メージはありませんが、積極的に協会活動に

との交流を通じて研鑽に努め、診断士としても

参加させていただきスキルを向上させ、社会

社会の発展に寄与したいと考えています。どう

貢献できる中小企業診断士を目指します。

ぞ宜しくお願い致します。

趣味・特技

趣味・特技
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サッカー

ゴルフ、 自動二輪車

14/06/18 15:06

診

断

（ 33 ）

士

新入会員の紹介
恒吉

山本

宏治
抱

負

英明
抱

企業内でソフト開発

負

特許事務所に弁理士

技術者の後、現在企画部門

として勤務しております。

に所属し経営企画・商品企

約７年間IT業界を経験した

画・プロモーション等を担

後、特許業界に転身し、こ

当。変化が激しい時代の中、

れまで７年間程知財関連業

企業戦略の立案や実行に寄与する診断士が増

務に従事し現在に至ります。診断士としては

えれば、世界における日本の競争力をより高

駆け出しですが、主に知財面において中小企

められると思います。よろしくお願いします。

業の発展に貢献できればと考えております。

趣味・特技

趣味・特技

中谷

読書、音楽鑑賞（洋楽等）

トレッキング

裕志
抱

負

４月に転勤で大阪に

参りました。政府系金融機
関で創業支援の業務に携
わっています。診断士登録
も先月終えたばかりの新参
者ですが大阪の街を元気にできるよう頑張っ
ていきたいと思います。どうぞよろしくお願
いいたします。
趣味・特技

野球観戦、水泳、デパ地下巡り
図書のご寄贈

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

名 『コンサルティングの基礎

著

者 橋本豊嗣、風谷昌彦、小野知己、内

書

名 『コンサルティングの作法

著

者

中小企業診断士のための実践理論』

中小企業診断士のための基礎理論』

編著者

橋本豊嗣、帖佐和孝、風谷昌彦、内

藤秀治、池田朋之、帖佐和孝、北口

藤秀治、小野知己、佐々木宏、池田

祐規子、佐々木宏

朋之、田上和生、内野州馬、福嶋康

太田一樹、福田尚好

徳、北口祐規子、林浩史

企画・制作

同友館

編著者

太田一樹、福田尚好

企画・制作
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お 知 ら せ
大阪府協会の主な行事
（平成26年４月～６月）

４月
４日
７日
11日
14日
15日
17日
19日
23日

正副会議・理事会
会員委員会
広報委員会・業種別交流会
総務委員会
研修・事業委員会
監事会
新歓フェスタ
正副会議・理事会
スキルアップ研修
25日 研修委員会
30日 臨時正副会議

５月
７日 会員委員会
７日・16日
業種別交流会
15日 総務委員会・広報委員会
17日 定時総会・正副会議・理事会
青年部例会
18日 士業向け信頼される声と話し方講座
22日 理論政策更新研修実行打合せ会
スキルアップ研修
23日 研修委員会・診断士交流会発足式
29日 正副会議・理事会
６月
２日 研修・事業委員会
４日 総務広報委員会（会報編集部会）
７日 会員委員会・独立支援セミナー 2014
10日・12日・18日
診断士交流会
13日 業種別交流会
17日 総務広報委員会（会報編集部会）
18日 正副会議・理事会
19日 海外研修プロジェクト
24日 スキルアップ研修
士会の主な行事

（平成26年４月～６月）

４月
２日
18日
21日
22日

人材マッチング部会
監事会・総務サポート部会
事業推進部会
理事会
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５月
８日
９日
11日
19日
31日

総務サポート部会
人材マッチング部会
事業推進部会
組合事業説明会
総会事前打合せ・総会

６月
７日 大阪経済大学大学院連携経営講座
（大学院生・ビジネスパーソンのた
めのコンサルティング概論）
14日 大阪経済大学大学院連携経営講座
（大学院生・ビジネスパーソンのた
めのコンサルティング概論）
21日 大阪経済大学大学院連携経営講座
（大学院生・ビジネスパーソンのた
めのコンサルティング概論）
28日 大阪経済大学大学院連携経営講座
（大学院生・ビジネスパーソンのた
めのコンサルティング概論）

会員の消息
他府県協会への移籍
木之下

尚令

兵庫県

加藤

恭道

東京都

山崎

正敏

兵庫県

熊澤

伸人

東京都

川口

健一

東京都

玉島

剛

兵庫県

新谷

聡美

東京都
他府県協会より移籍

青野

裕一

徳島県

宮里

潤

東京都

中島

辰彦

愛知県

吉水

崇

東京都

長瀬

正毅

東京都

川本

雅也

千葉県

南隅

昌範

神奈川県

長谷川

誠

東京都
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同好会だより

スキルアップ研修

第23回「診断士ゴルフ同好会」報告
幹事

西田

日

時

金司

2014年４月７日第23回「診断士ゴルフ同好
会」が桜満開の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、桜吹雪の快晴、絶好のゴルフ日和のなか
で行われました。
笹野

（ 35 ）

士

晃先生がネット81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
ルフ談義に花が咲きました。
「すき焼き肉」「いちご」「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、原田先生の一人が当選
しました。
席上、次回コンペが検討されて、2014年10
月６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

平成26年７月23日（水）
18：30 ～ 20：30

会

場

マイドームおおさか（予定）

テーマ 『やらなければもったいない！
【儲けるための５Ｓのすすめ】』
講

師

大串

隆史

氏

「５Ｓ」が本来持っている効果を分か
りやすくお伝えし、売上を増やし、原価
を下げ、現場力を向上させるために必要
なことをお伝え致します。「５Ｓ」の目
的は、継続的に変に対応して、儲ける会
社に変わっていくことです。
１、「５Ｓ」を行う目的
２、「５Ｓ」を行うことで得られる効果
３、「５Ｓ」の定着に向けて必要なこと
４、「５Ｓ」の具体的な進め方
＊現在、ミラサポにも継続的にコラムと
して掲載させていただいている内容を、
更にわかりやすく、絵や図などを多用
してお伝えいたします。

ていますので参加希望者は、大阪府診断協会
又は西田（nishida-kaneshi@msb.biglobe.ne.jp）
までご連絡ください。
次回開催日
開催場所
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2014年10月６日（月）
法隆寺カントリー倶楽部

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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ジャカルタ・バリ研修旅行のご紹介
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８回海外研修
旅行は、2014年11月12日（水）～ 16日（日）
に３泊５日（機中１泊）の日程でインドネシ
アのジャカルタとバリを訪問します。
今年の海外研修の特徴は、通常のパッケー
ジツアーで訪れることの少ない首都ジャカル
タを訪問すること、旅行代金が122,000円（燃
油サーチャージ等別途費用を除く）と独自企
画旅行としてはリーズナブルな費用の２点で
す。
インドネシアは13,000を超える大小の島々
が 東 西 約5,100kmの 間 に 広 が り、 人 口 は 約
２億4,700万人（2012年）で、中国、インド、
アメリカに次ぐ世界第４位、名目GDPは8,696
億ドル（2013年）でASEAN（東南アジア諸
国連合）の中では、突出して大きな存在の国
です。
石油・ガスなどの資源に恵まれ、旺盛な現
地消費需要と豊富な労働力、親日的な国民性
を背景に、日本からは自動車・二輪車、電気・
電子、金属、機械、化学、生活用品、食品な
どの製造業や、飲食店をはじめとするサービ
ス業、金融業など、数多くの企業が進出して
います。
また今年４月に総選挙、７月には大統領選
挙があり、10年間続いたユドヨノ政権が交代
することでも注目を集めています。
今年の海外研修旅行の行程は、初日12：00
に関西国際空港を出発し、直行便で17：00に
ジャカルタに到着します。２日目は丸１日か
けてジャカルタのJETRO現地事務所と現地
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企業を視察します。３日目午前にジャカルタ
からバリへ空路で移動し、午後は芸術の村ウ
ブド、ライステラスなどバリ島内を視察しま
す。
４日目は終日自由行動となり、ゴルフやス
パなど各自思い思いの時間を過ごしていただ
くことができます。その他協会が設定するオ
プショナルツアーは、①世界遺産ジャティル
イ棚田鑑賞とタナロット寺院、②ブサキ寺院
とクルンクン遺跡観光、③レンボンガン島マ
ングローブ＆シュノーケリングの３つを予定
しています。
約２日間バリ島の滞在を楽しんだ後、現地
0：35発の深夜便で帰国の途に就き、朝8：30
に関西国際空港に到着後解散となります。
宿泊は、ジャカルタでは４つ星ホテルのミ
レニアム・シリ・ジャカルタで２泊、バリで
は高級リゾート地ブノア地区にある５つ星ホ
テルのグランド・ミラージュ・リゾート・バ
リに宿泊し、４日目は18時まで滞在します。
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
建物や現地の名物料理、リラックスできる施
設など、魅力がいっぱいのジャカルタ・バリ
研修旅行に、皆様のご参加をお待ちしており
ます。

14/06/18 15:06
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『ジャカルタ・バリ海外研修旅行』のご案内
大阪府中小企業診断協会の年度行事、第８回海外研修旅行はインドネシアを訪問します。
インドネシアの首都ジャカルタでは JETRO 現地事務所と現地企業を視察、インフラ整備
の現状や最新経済動向を研修していただき、世界有数のリゾート地バリ島にも２日間滞在
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、
会員の皆様の積極的なご参加をお待ちしています。
【参加条件】本旅行への参加は大阪府協会会員、参加会員のご家族、参加会員紹介の診断士限定です。
一般社団法人大阪府中小企業診断協会

日

程： 2014 年 11 月 12 日(水) ～ 11 月 16 日（日）

航

空： ガルーダ インドネシア航空（関西空港発着の直行便を利用）

宿

泊： ミレニアム・シリ・ジャカルタ（２泊）

理事長

福田尚好

3 泊 5 日(機中 1 泊)

グランド・ミラージュ・リゾート・バリ（１泊、２日目は 18:00 チェックアウト）
費

用： 122,000 円（往復航空運賃、1 室 2 名ホテル代、朝 3・昼 2・夕 3 の食事料金等）

定

員： 30 名（定員に達するまで先着順で受け付けます）

別途費用（燃油サーチャージ・空港税：約36,500 円、一人部屋追加料金(3 泊分)27,000 円、オプショナルツアー料金）
申込先： 大阪府中小企業診断協会 事務局（℡06-4792-8992、E-mail：info@shindanshi-osaka.com）
（申込時に一人部屋の希望も併せてお知らせ下さい。）
行

程：

日

月

1

2

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

11 月 12 日
(水)

11 月 13 日
(木)

地

名

関西空港発
ジャカルタ着

時 間

交通機関

10:00
12:00

GA889

17:00

専用車

午前

専用車

午後

専用車

ジャカルタ

専用車
3

4

11 月 14 日
(金)

11 月 15 日
（土）

ジャカルタ発

8:10

デンパサール着
（バリ島）

11:10

バリ島
夜

5

11 月 16 日
（日）
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専用車

デンパサール発
関西空港着

0:35
8:30

専用車
GA882

スケジュール
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ジャカルタへ
(所要時間 7:00、時差-2 時間)
着後、ジャカルタ市内で夕食ののちホテルへ
ミレニアム シリ ジャカルタ泊
ホテルにて朝食
JETRO ジャカルタ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
現地企業の現状を視察
ミレニアム シリ ジャカルタ泊
ホテルにて朝食
専用車で空港へ
空路、デンパサールへ
（所要時間：2:00、時差+1 時間）
着後、昼食ののち、バリ島内観光（芸術の村ウ
ブド、ウブドの市場、ライステラスなど）
観光後、ホテルへ
グランド ミラージュ リゾート バリ泊

食

事

昼：機内
夕：ﾚｽﾄﾗﾝ
朝：ホテル
昼：ﾚｽﾄﾗﾝ
夕：―
朝：ホテル

昼：ﾚｽﾄﾗﾝ
夕：ﾚｽﾄﾗﾝ

ホテルにて朝食
終日：自由行動（お部屋は 18:00 まで利用可）
オプショナルツアーを実施（別料金）

朝：ホテル

ホテルチェックアウト後、夕食へ
夕食後、空港へ
空路、大阪へ（所要時間 6:55、時差+1 時間）
関西空港到着後、空港で解散

夕：ﾚｽﾄﾗﾝ

昼：－

朝：機内
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サービスの ３本の柱
わたしたちは、人材開発、組織開発を事業
ドメインとし、クライアントの経営課題
解決に向けての取り組みを行っております。

パートナーコンサルタント

研修講師募集

コンサルティング
人材開発、組織開発の
ためのコンサルティング

評価・
アセスメント

リードクリエイトは設立以来、「自立型人材の育成」

個々人のマネジメント
能力の客観的把握

をコンセプトに、多くのクライアントへ様々な人材・

人的資源
の創造

組織開発に関するサービスを提供してまいりました。
能力開発
トレーニング

「実学」と「成果」に重点を置いたコンサルティング
と能力開発プログラムの数々は、決して一律的では

内定者から管理職、
経営層にいたる総合的
な階層教育と目的別
トレーニング

なく、クライアントの皆様へのユニークなプログラム
の提案と実施により、厚いご支持を頂いております。

募集要項
弊社の契約コンサルタントとして、コンサルティング、評価・アセスメント、能力開発トレーニングの
３つの分野について、アライアンスを組んで共に取り組んでいただける方を求めています。

応 募 資 格
経験

年齢

応募方法

人事コンサルティング、研修インストラクター・
ファシリテーターの経験がある方
３０歳～５０歳位まで

研修テーマ例

ヒューマン・リソース・アセスメント
リーダーシップ
マネジメント
経営戦略立案
営業戦略立案
ロジカルシンキング
ファシリテーション
キャリアデザイン
メンタルヘルス
目標管理
グローバル人材育成
セールスパーソン育成

外国語 (英語・中国語)での研修実施が可能な方、歓迎いたします

応募受付窓口まで email にてご連絡
ください。弊社より改めて詳しい
応募方法をご案内いたします。
応募受付窓口

株式会社リードクリエイト
マーケティング推進部 北本宛
email lc-partner@leadcreate.co.jp
tel 03-5766-1980
当社Webサイトからもご応募いただけます

http://www.leadcreate.co.jp

株式会社リードクリエイト
本
社 東京都渋谷区渋谷 3-5-16 渋谷三丁目スクエアビル
大 阪 支 社 大阪市中央区北浜 3-5-22 オリックス淀屋橋ビル７F
名古屋支社 名古屋市中区丸の内 1-15-20 ie 丸の内ビルディング３F
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設
立
資 本 金
取引社数
年
商

：平成８年
：１億円
：年間約４００社
：１５億円
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