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総務広報委員会の紹介
≪総務広報委員会の活動≫
総務広報委員会は、協会活動の幅広い業務

切なミッションです。1000名会員達成の早期
実現を目指します。

を担当する委員会です。主に、総務担当業務
と広報担当業務のふたつに分かれます。

【福嶋康徳

総務広報副委員長】

総務担当業務は、「事業計画及び予算・決

昨年度までは会員サービス委員会に２年間

算管理」
、
「事務局の運営管理」、「諸規定の立

携わっておりました。本年度からは総務広報

案・維持管理」、「事務機器・図書の管理」「総

委員会を担当することになりました。私は企

会・理事会の諸会議の運営」、
「渉外窓口」、
「会

業内に属している身分ですので、総務や事務

員情報管理」など、協会活動がスムーズ進展

管理面で企業組織のマネジメント手法などを

するために必要な業務全般です。

活用して府協会のお役に立てればと考えてお

広報担当業務は、「年４回の会報誌の発行」、

ります。また、診断士の社会的認知度向上の

「協会ホームページの管理・保守」、「月１回

ための広報活動を会員サービス委員会、研究

のメールニュースの発行」、「協会パンフレッ

会、士会、外部組織などと連携して情報受発

ト作成」
「プレスリリース」などにより、様々
、

信することなど構想しております。どうか、

な協会活動を協会内外に発信することで、魅

よろしくおねがいいたします。

力と活発さをアピールすることです。
【平林潤
≪総務広報委員会のメンバー≫
【横山武史

総務広報委員長】

総務広報委員長の任命をいただき、身の引
き締まる思いです。今まで、総務委員を４年、

総務広報副委員長】

広報担当副委員長の平林です。昨年までは、
士会の事業推進部員として活動に携わってお
りましたが、今回、府協会の理事を仰せつか
りました。

総務副委員長を２年、広報委員長を３年務め

本業では、デザイン・コンサルティング会

てきました。長年、総務と広報に携わってき

社を経営しており、企業の情報発信やデザイ

た経験をもとに、精一杯、努めてまいります。

ンなどの支援を行っております。その知識や

総務関連業務では、各委員会や事務局、さ

経験を、府協会の広報活動に活かしたいと考

らに診断士会とも協力し、会員の皆さまが協

えております。若輩ではありますが精一杯頑

会活動により積極的に円滑に参加できるよう、

張りますので、どうぞよろしくお願いします。

環境づくりを進めていきます。
広報業務では、会員の皆さまをはじめ、会

【岡﨑永実子

委員】

員外の診断士や関係機関の方々に、協会活動

今年度から初めて広報総務委員となりまし

を迅速にわかり易く伝えていきます。具体的

た岡﨑永実子です。昨年度までは会員サービ

には、ホームページの更新・活用促進や会報

ス委員という立場で会報記事を書くこともあ

誌の紙面の充実、メールニュースのコンテン

りましたが、これからは会報を作る側になり

ツ充実などに取り組みます。

ました。

さらに、会員増強も、総務広報委員会の大
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について十分理解していたとは言い難かった

て い た だ き ま す。 ホ ー ム ペ ー ジ や メ ー ル

と思います。そんな体験から、診断士の社会

ニュースの充実等を通して、会員の皆さまに

的認知度向上に向けて、協会の活動内容が今

役に立つ情報の発信、さらには外部への協会

まで以上に様々な方にきちんと届けられるこ

活動のアピールに努めていきたいと思います。

とを目指していきたいと思います。

よろしくお願いします。

【左川睦子

委員】

【野中仁

委員】

委員活動３年目となりました。会員のみな

昨年度に引き続き、総務広報委員会にて委

さまに大阪府中小企業診断協会のことをもっ

員を務めさせていただくことになった野中で

と知っていただき、企業内診断士の方にも協

す。

会を身近に感じていただけるように、そして

主に総務担当として協会内における規定整

会員のみなさまにとって役立つ情報やサービ

備などを中心にお手伝いをさせていただいて

スを提供する活動をしていきます。どうぞよ

おります。

ろしくお願いします。

本年度は主に情報管理のルール整備と規定
化を担当することになります。

【中嶋聡

委員】

昨年に引き続き協会の税務・会計チェック
及び予算管理を担当させていただくことにな

今後とも委員会活動を通じて会員の皆様の
お役に立てるよう努めてまいりますのでどう
ぞよろしくお願いいたします。

りました中嶋です。
2012年に一般社団法人大阪府中小企業診断
協会として法人が設立され今期が３期目とな

【古川佳靖

委員】

本年度より協会の総務広報委員会の活動に
携わることになりました古川です。

ります。
今期より消費税の納税義務が発生してまい

委員会では主にIT関係を担当させていた

りますので、今まで以上に正確な会計・税務

だきます。会員の皆さまと協会との関係を大

の処理が必要となります。

切にすることを念頭に置いて、会員の皆さま

適正申告に向けてしっかりチェックしてい

に役立つ情報発信やサービスの提供に努めて

きたいと思いますので、どうぞよろしくお願

きたいと思います。よろしくお願いします。

いします。
【西谷雅之

委員】

本年度より初めて協会の委員会活動に携わ
ることになりました西谷です。平成21年４月
に診断士登録をして、現在６年目になります。
診断士業務以外にもシステム開発などを行っ
ています。IT業界出身ということで、総務
広報委員会ではおもにウェブ関係を担当させ
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会員サポート委員会の紹介
【津田 敏夫

会員サポート委員長】

疎くなってしまった部分があります。

昨年度から「研修委員会」

深くどっぷりと活動している私ですらそん

と「会員事業委員会」は、

な状況ですので、会員の皆様におかれまして

２委員長制を取りながらも、

は、府協会および士会の活動がどんなことを

グループ運営されていまし

しているのか、充分に把握できていない状況

たが、本年度は両委員会が

にあるのではないかと思います。

「会員サポート委員会」と

実は活動を把握していれば、役に立つ内容

して一つになりました。これにより、境界が

や参加して楽しいことがたくさんあります。

あいまいだった研修事業と会員サポート事業

知らないから、興味がないからとの理由で、

を一体として企画運営できるようになりまし

参加していない人が少なくなれば嬉しいです。
会員の皆様への早め早めの情報発信を心掛

た。
当委員会が携わる主要な事業としては次の
ようなものがあります。

け、多くの方が参加したいと思うような委員
会活動をしていきたいと考えています。様々

１．研修事業

なイベント・企画で、多くの方とお会い、お

登録研究会、スキルアップ研修会、経営経

話しできることを愉しみにしています。

済講演会、プロコン道場など
２．会員事業
交流会、新歓フェスタ、新年互例会、懇親

【小林 俊文

会員サポート副委員長】

この度、会員サポート委

会（総会後、秋季、その他）

員会の副委員長を務めさせ

幸い、会員は年々増加する傾向にあります

ていただくことになりまし

が、当協会は、入会を望んだ診断士だけが集

た小林俊文と申します。委

まる自発的な組織で、事務局スタッフを除く

員会では、登録研究会、交

全員、ボランティアで運営されています。理

流会、年間行事、海外研修

事長のお言葉にあるように「協会があなたに

を担当しております。私にとりまして担当１

何をしてくれるのかを望むのではなく、自分

年目の今年は、現在、協会の活動にご参加い

が協会のために何ができるのか」が大切です。

ただいている皆様の意見をお聞きし、より満

協会活動への積極的な支援をお願いします。

足度の高い会員サポート活動とするべく、活
動内容を見直していきたいと考えています。

【加藤 秀勲

会員サポート副委員長】

協会の活動に対するこれまでのアンケート

今年度から、会員サポー

結果では、「協会の活動がわかりづらい」と

ト委員会の副委員長を担当

の声が多かったように思われますが、その原

することになりました加藤

因は委員会からの情報発信が質・量ともに不

です。

足しているのではないかと個人的には考えて

昨年までは、士会の理事

います。私自身、協会の活動に参加すること

として士会の活動を担当し

で、さまざまな恩恵を受けていると実感して

ていたこともあり、府協会の活動にすっかり

おりますので、同じ印象を感じていただける
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を担当させていただきます。

いと思います。そのためには、協会活動への

私は、平成22年に登録し協会に入会、企業

参加頻度が低い会員や協会に未入会の診断士

内診断士を経て、平成24年に独立、現在独立

の方々に魅力を感じていただけるような情報

３年目に突入いたしました。

発信が必要と考えます。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

いままで、研究会に参加する他は協会行事
に積極的に参加している方ではありませんで
したが、ご縁で委員を務めさせていただくこ

【佐々木 千博

委員】

この度、会員サポート委
員を拝命致しました佐々木

ととなりました。
至らぬ点も多々あるかとは思いますが、ど
うぞよろしくお願い申し上げます。

千博と申します。昨期は「会
員事業委員会」として、新

【吉田 喜彦

委員】

歓フェスタや新年互礼会等

今年度から、会員サポー

の行事を中心に担当させて

ト委員会の委員を務めさせ

いただきましたが、今期はセミナー等の研修

ていただきます。昨年まで

領域を中心に担当させていただきます。

は、セミナーの企画・運営

私自身、この春に無事更新を終え、診断士

で皆様と接することが多く

６年目に突入しましたが、この５年間を診断

ありましたが、今年からは

士として充実したものと出来たのは、大阪府

イベント行事として、新歓フェスタや新年互

協会を通しての多くの出会いと学びを通して

礼会などを担当させていただきます。
最近の診断協会は、新入会員の活動が活発

でした。
会員サポート委員会の活動を通して、大阪

になっていると感じています。診断士の資格

府協会と会員の皆様の接点が増え、皆様の診

を活かしたいと考えている方が多くなってい

断士ライフをより価値あるものとできるよう

るのだと思います。

鋭意努力していければと考えております。会

私も昨年独立し、活動の幅が広がっている

員の皆様からの貴重なご意見も、是非頂き協

と感じています。そのため、会員の皆様とは

会活動に反映していければと思っております。

これまでと違う視点で話をすることが増えて

どうぞ宜しくお願い致します。

います。
長く協会に所属していますが、その中で

【長元 耕司

委員】

様々な出会いがありました。それが今の人生

この度会員サポート委員

に影響していることも少なくありません。人

会の委員を拝命しました長

生を豊かにする刺激が得られる、そんな協会

元耕司と申します。どうぞ

を目指したいと思います。

よろしくお願い申し上げま
す。昨年度は協会のパンフ
レット作成のお手伝いを少
しばかりさせていただき、今年度は研修事業
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研修・事業委員会の紹介
≪当委員会の概要≫

す。

研修・事業員会は①研修・セミナー実施（外

今年度、大阪地区では12回開催することを

部向け）
、②受託業務の管理、③市場開拓（企

計画しており、既に４回を終えた（８月末現

画・立案）
、④中小企業診断士試験（１次・

在）ところです。

２次・口述）、⑤実務補習、⑥更新研修（理

１回当たりの参加人数が多く、難しい部分

論政策）
、⑦実務従事事業と様々な事業を担

もありますが、少しでも快適な受講環境を提

当しています。

供することをはじめ、研修品質の向上などに

特に上記④から⑦は、診断士の受験から、

取り組んでおります。

診断士登録後の更新ポイントの取得支援まで、
診断士にとって必要不可欠な事業を担ってい
ます。
ここでは、以下に当委員会が担当している
主な事業をご紹介いたします。

≪実務従事事業≫
「実務の従事要件」（５年間で30点以上獲
得）を満たすために、毎年多くの診断士の
方々に受講いただいており、理論政策更新研
修と共にお馴染みの事業ではないかと思いま

≪中小企業診断士試験≫
問題なく無事に終えることが当たり前で、

す。
例年は春と秋の年２回開催しております。

絶対に失敗が許されないのが試験業務です。

実務補習とは違い、指導テーマや診断先企業

それ故、関係者全員が相当な緊張感を持って

の業種、指導員、日程などを予め開示し、受

業務にあたっています。

講希望者が任意に受講コースを選べるカフェ

先般、平成26年度の１次試験を無事に終え

テリア方式を採用しております。

ることができました。試験当日は台風11号の

今後も受講する方々のニーズに即した事業

直撃に見舞われましたが、皆さまの多大なご

にしていくため、随時見直しを進めて行きた

協力のおかげで無事に終えることができまし

いと考えています。

た。この場をお借りして厚くお礼申し上げま
す。
休む暇もなく、10月には２次試験、12月に

≪研修・事業委員会メンバー≫
【細谷 弘樹

研修・事業委員長】

は口述試験が控えていますが、万全の体制で

試験業務や実務補習など、決められたこと

臨む所存ですので、引き続きご指導ご鞭撻を

を着実に実施していくことが求められるとい

賜りますようお願い申し上げます。

う側面が色濃い委員会を担当しています。
試験業務が入札になるなど、この数年間で

≪理論政策更新研修≫

大きな環境変化に直面し、従来のやり方や考

診断士資格更新のための「知識の補充要件」

え方にとらわれず、新しい発想で事業に取り

（５年間で５回以上受講等）を満たすために、

組んでいくことが重要であると感じておりま

毎年多くの診断士の方々に受講いただいてお
り、既にお馴染みの事業ではないかと思いま

診断士会報No208v6.indd 6
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【西村 美和

委員】

昨年に引き続き研修・事業委員を務めさせ
て頂きます。企業内診断士としての視点を活

ます。

かしながら、皆さまのお役に立てるよう真摯
【内藤 秀治

研修・事業副委員長】

に取り組ませて頂く所存でございます。

前期に引き続き、研修・事業委員に任命い

至らぬ点も多いかと思いますが、皆さまの

ただきました。中小企業診断士試験や理論政

ご支援、ご協力を賜りますよう何卒よろしく

策更新研修、実務従事事業などの企画・運営

お願い致します。

をはじめ、中小企業診断士の皆様の満足度向
上のために活動してまいります。多くの皆様
との協力体制により、当協会の事業の要とし
て、精一杯務めたいと思います。
これからも何卒よろしくお願い申し上げま

【向井 レイ

委員】

少し前までは診断士試験を受験する側で
あった私が、本委員を担当させていただくこ
とを嬉しく思うとともに責任の重さも実感し
ております。

す。

若輩者ではありますが、皆様のお役に立て
【東 純子

研修・事業副委員長】

る様に頑張りますので宜しくお願いします。

研修・事業委員会に配属になり１年が経ち
ました。当委員会では、診断士試験をはじめ

【酒井 眞

委員】

とする指定事業の運営を中心に行っています。

今期より「研修・事業委員会」の委員をつ

各事業が年間を通じ並行で実施されるため、

とめることとなりました。委員就任を契機に、

委員が担当を兼務しながら円滑な運営ができ

協会活動への参加を深め、当委員会のメン

るよう日々努めています。これからも、会員

バーと協力し、会員の皆様のご意見、ご要望

の皆様にご満足いただけるよう一層の充実を

に耳を傾けながら、委員の責務を果たしてい

図って参りますので、ご理解、ご協力を賜り

く所存です。

ますよう宜しくお願い申し上げます。

何分未経験の事も多く、不慣れな点が多々
ありますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

【高山 吉和

委員】

昨年度、期中に当委員会に参画し、本年度
も研修・事業委員を拝命しました。当委員会
では実務従事事業を担当させていただきます。
会員の皆様がより利用しやすく、診断士とし
ての資質向上が実現できるように内容の充実
を図りたいと考えています。微力ながら精一
杯努めますので、皆様のご協力、ご支援を宜
しくお願い申し上げます。
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ひとづくり系診断士の活動報告
士会のページ
高齢者の“雇用”から
“活用”へ
会員

熊取

賢治

３．高年齢者雇用アドバイザーとして
法改正によって65歳までの継続雇用が義務
化されたとはいえ、中小企業が定年以降も継
続して雇用するためには、さまざまな雇用環
境の整備が不可欠です。例えば、60歳以降の

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援

賃金・処遇の見直し、作業方法・作業環境の

機構の「高年齢者雇用アドバイザー」として

見直し、勤務形態・職務内容の見直し、勤務

活動している内容について紹介させていただ

意欲面での個人差拡大の問題等、解決すべき

きます。

課題はいくらでもあります。今まで継続雇用
制度がなかった企業では、そのノウハウがあ

１．少子高齢化と年金支給開始年齢の引き上
げのインパクト
高齢化が急速に進み、今後、生産年齢人口

りませんので、どう対応したらよいか全く分
からず困っておられる経営者も多数いらっ
しゃいます。

（15 ～ 64歳 人 口 ） は 減 少 の 一 途 を た ど り、

高年齢者雇用アドバイザーは、中小企業を

2010年 に 比 べ て2025年 に は 約1,000万 人、

訪問し、経営者や管理職の方々と面談して、

2050年には約3,000万人も減少すると予測さ

その企業の高年齢者雇用（定年後も引き続き

れています。従来は60歳から支給されていた

その企業で継続して雇用すること）に関する

老齢厚生年金（報酬比例部分）については、

相談・助言により、支援していくことが仕事

現在は61歳からの支給開始（男性の場合）と

です。しかし、ハローワークと連携した活動

なり、今後は65歳からの支給開始へと段階的

とはいえ、実際に会社訪問するためのアポイ

に引き上げていくことになっています。ほと

ントを取るのがなかなか大変です。多忙なの

んどの企業では60歳定年が多く、老齢厚生年

にアドバイザーの訪問で時間を取られたくな

金の支給開始までは無年金・無収入となる者

い、法改正にはきちんと対応しているので訪

が生じることになり、年金受給と雇用との接

問してもらう必要はない、といった企業側の

続が大きな課題となっていました。また、国

反応も多くあり、アドバイザーは企業にとっ

の意識調査によると、高齢者の就業意識は高

ては“招かざる客”なのです。何とかうまく

く、65歳以降も働きたいと回答した人の割合

アポイントが取れ実際に訪問しても、早く話

は７割を超えています。

を終わってほしいとの態度を取られることが
多々あります。

２．改正高年齢者雇用安定法の施行
昨年４月、改正高年齢者雇用安定法が施行

４．診断士としての関わり方

され、原則として希望者全員を65歳まで継続

高齢者雇用の観点だけで経営者や管理職の

雇用（再雇用）することが事業主に義務化さ

方とお話しても、初対面の相手ですから、そ

れました（ただし、平成25年３月31日までに

の企業の高齢者雇用の取組みの現状や問題点

労使協定により継続雇用制度の対象者基準を

をすぐには教えてもらえません。親切な経営

定めていた企業では、経過措置適用が可能）。

者の場合は、顕在化された課題やニーズは出

大多数の企業では、60歳定年は変更せずに、

てきますが、それでも解決すべき真の課題に

60歳から65歳まで１年ごとの有期雇用契約に

はなかなか触れることができません。そこで、

より、継続雇用する方法を採用しています。

診断士としての持ち味を発揮させる場面です。
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５．高齢社員の強みとその活かし方

マの話をしても、関心を示してもらえるとは

高齢社員の強みとして、今まで仕事の経験

限りませんので、経営者にとって関心のある

年数が長いことから、「熟練性（蓄積・高度

テーマから話をスタートさせることにしてい

化した専門能力・技能）」と「勤勉性（勤勉

ます。あらゆる業種の企業を訪問しますので、

な仕事生活の習慣がある）」、また生計費負担

まずはその会社の製品・サービス内容の質問、

が軽くなっていることから、「経済性（相対

その業界での会社のシェア、顧客、経営状況

的に低い賃金で活用できる）」「変動性（定時

等の話を持ち出します。アドバイザーの訪問

･定日勤務にこだわらない）」の４つをあげる

に対して、関心・興味を持ってもらえるよう

ことができます。これらを企業がうまく活か

に私としては必死です。

すことができれば、高齢社員はなくてはなら

先日、高齢の社長とお話したケースで、最

ない戦力となるはずです。しかし、高齢社員

初は私の訪問が迷惑そうな顔つきでしたが、

の弱みもあります。定年後も継続して雇用し

息子さん（常務取締役）への事業承継に話を

てもらえるので安心し、再雇用後は楽をした

向けたところ、身を乗り出して自分から話を

いとの意識が芽生え、定年になる前から、無

してくださいました。そして、その会社の高

理をせずに腰掛仕事でやる気もない状態（“定

齢者雇用についての悩みも聞くことができた

年前OB化現象”と呼んでいます）になりが

のです。相手の立場や思い・悩みに共感して

ちです。これではせっかくの強みを発揮する

聴くことができるかが大切なのだと感じまし

ことはできません。経営者は福祉政策として

た。

高齢者を雇おうと思っているわけではありま

会社を訪問すると、それぞれ個別の悩みや

せん。彼らを雇うことが経営上プラスになる

課題がありますので、アドバイザーとして、

と考えるからです。すなわち、経営者が雇い

どのようにして相談に乗り、助言すればよい

たいと思うような能力と意欲が高齢社員には

かを即座に考えることが求められます。

求められています。高齢社員にはみずから能

例えば、

力を高めようとする意欲を持っていただきた

・若手社員への技術、技能を伝承する役割を

いし、一方、経営者には、高齢社員は戦力で

高齢社員に与えることにより、彼らのやり

あるという方針を社内外に発信していただき

がいやモチベーション維持を図る

たく思います。高齢者雇用の重要性を若い社

・継続雇用後も人事評価（シンプルな３段階

員に認識させ、高齢社員本人に対して期待を

程度で十分）を行って、賞与や来年度の新

示すことが経営者の務めであり、それが高齢

賃金に反映させる

社員のモチベーションの維持・高揚につなが

・継続雇用後も職場管理者が定期的に面談を

ります。企業では、今までは“高齢者雇用”

行い、コミュニケーションの充実を図る

の観点での取組みでしたが、今後は“高齢者

・社員向けのライフプランセミナーをできる

活用”へと１段ステップをあげて取り組んで

だけ早期に（50代前半）実施して、60歳以

いただきたいと思います。

降の働き方等を自分で考えられるような仕
組み作り等々。
１回の訪問で、その企業の課題解決ができ
るはずもなく、何度か訪問することによって、
お互いの信頼関係が出来てきます。
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ひとづくり系診断士の活動報告
成長の機会を創る

AIの詳述は割愛しますが、重要なポイン
トは「個人や組織の持つ強みと共有する価値

会員

柳瀬

智雄

観」にフォーカスするということです。組織
活性化手法には報奨制度や「ありがとうカー
ド」などゲーム的な要素を含んだものなど

今回「ひとづくり系診断士」の特集への寄

様々なものがありますが、AIは「働くこと

稿ですが、私は組織活性化の専門家であり、

の本質」に徹底的に向き合う手法であり、我々

「人を教育する」ということは何とも畏れ多

中小企業診断士らしい手法だと考えています。

い感じを持っています。ただ組織を活性化す

また組織内のコミュニケーションを活性化す

るプロセスとして「人が成長する」機会を提

るプロセスが私の強みを活かせ、成果に結び

供するということに関しては、熱い思いを

ついていると考えています。

持って取り組んでおり、今回はその取り組み
について紹介させていただきます。

弊社ではAIを活用した組織活性化サービ
スを『ビタミンデイズ』というサービス名に

そもそものきっかけは、マーケティングの

して2010年から提供開始し、中小零細企業は

専門家として独立して企業支援を始めた頃の

もちろん、大手企業や労働組合、行政機関や

経験にあります。コンサルティングを行い、

公的機関など様々な組織でご活用いただいて

経営者が高い意欲を示しても、担当者が本気

います。それではいくつかの事例を紹介させ

にならないと成果には結び付きにくいことに

ていただきます。

気づき、それなら組織活性化に取り組もうと
考えました。大学のゼミが組織論（リーダー

【事例１】組織力強化

シップ論）で組織には高い関心を持ってはい

大阪の大手電機メーカー P社の営業部門の

ましたが、実務では営業マンの研修を企画運

組織力強化を目的にビタミンデイズのワーク

営したぐらいでほぼゼロからのスタートでし

ショップを行いました。参加者170名と他に

た。

類を見ない大規模ワークショップでしたが、

自分なりのロジックで、オリジナルの研修

自組織の持つ素晴らしさを再確認することで

プログラムを完成させましたが、実績のない

組織の持つ可能性に大いに想いを巡らす時間

プログラムには信用がないことに気付きまし

となりました。参加者同士の深い対話を通じ

た。そこで自分がやろうとしている「強みを

て全員が部門としての一体感を感じる意義深

活かす」組織活性化のアプローチが世の中に
ないかを調べました。そして出会ったのが米
国で開発された組織変革プロセス『アプリシ
エイティブ・インクワイアリー（以下AI）』
です。実際にそのプロセスを学んだ時に、自
分が考えていたプログラムと驚くほどの一致
があり、とても興奮したことを覚えています。
このAIを徹底的に極めていこうと決意しま
した。
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【事例４】事業承継
兵庫県の自動車リサイクル業のR社では親

【事例２】経営力強化

族間の事業承継の機会に、自社の将来ビジョ

大手建材メーカー T社の各事業部門の業績

ンを社員全員で考えることを目的にビタミン

向上を目的に約２年間にわたり、全事業部門

デイズを行いました。１泊２日の合宿で全員

で延べ９回のビタミンデイズを行いました。

がコミットするビジョンとそれを実現するた

弊社のビタミンデイズを経験した大阪府立

めのいくつかのプロジェクトチームが立ち上

大学教授からの推薦で支援が始まり、経営戦

がりました。ワクワクした空気感の中、新し

略を前に進めるための「基礎体力作り」とし

いリーダーのもとでの素晴らしいスタートを

て重点展開いただきました。結果、業績向上

切っていただくことができました。

を実現できたとお喜びいただきました。

これら事例のように、私は教育を行ってい
るのではなく、参加メンバーが成長を実現す
るための様々な気づきや決意が生まれる機会
を提供しています。埋もれている組織や個人
が持つ素晴らしさを一気に明確化・共有化す
ることによって、前に進むエネルギーが湧き
上がるような感じです。このプロセスは安易
な精神論や一部の自己啓発セミナーのような
短期的な高揚感を生むようなものではないの
でワークショップの時間は長くなりますが、

【事例３】営業力強化
大阪の調理師専門学校T校の経営目標達成

成果は深くて持続可能性が高いものになりま
す。

を目的に職員約70名を対象に2014年１月から

先日、複数の参加企業を募る「組織活性化

１年間の継続支援を行っています。徹底的に

合同研修」を開始し、従来ご利用が難しかっ

本校の持つ価値にフォーカスしたワークを行

た店舗など小規模組織の活性化にも積極的に

うことで、学生に価値を伝えるための実効性

取り組んでまいります。

が大いに期待できる実践的な取組みが始動し

私はこの仕事を天職と考えています。今後

ています。この継続的な取組みを通じて、参

もより多くの組織の活性化を通じて、働く

加者に多くの気づきと前進する意欲、強い

人々の幸福と組織の発展の両立に貢献できれ

チームワークが生まれています。

ば幸いです。皆様の組織やお客様のお役に立
てることがあればぜひお気軽にご相談くださ
い。

略歴

1966年 生 ま れ。 大 阪 大 学 経 済 学 部 卒 業 後、
トヨタ自動車、シャープ勤務を経て2008年
独立。2011年（株）ビズパワーズを設立
HP：http://www.bizpowers.jp/
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ひとづくり系診断士の活動報告
講師として
仕事を受ける時の
留意点
会員

１．現在の活動

上田

実千代

に取り組んでいます。
この紙面では、「講師として仕事を受ける
ときの留意点」をお伝えします。影響力のあ
るみなさんの影響力をさらに高める一助にな
れば幸いです。

私は、平成８年２月に開業しましたので、今
年で18年になります。独立前は、企業向けの
研修会社で講師をしていた関係で、今でも仕

３．講師として仕事をする時の留意点
（１）士業がセミナー講師をする目的

事の50%は、ひとづくりの研修セミナー事業

診断士として仕事をするからには、コンサ

です。その他、コンサルティングが40%、調

ルティングが本業です。したがって、講師を

査事業が10%、そんな構成で仕事をしていま

やる目的はあくまでも本業の営業力アップに

す。

繋がるものが好ましいです。では、セミナー

長い講師歴がありますので、同じ時期に独

講師の仕事は、なぜ私たちの本業の営業力

立した親しいメンバーから「講師を頼まれた

アップに繋がるのでしょうか。私は、露出度、

のだが準備を手伝ってくれないか」
「セミナー

知名度、信頼度の３つであると考えます。

を作る時のポイントを教えてほしい」と相談

①露出度

を受けることがよくありました。最初は個別

セミナーの定員は20人や30人でも、結果と

に相談にお応えしていましたが、平成19年か

しての参加者が10名だったとしても、主催者

らは、
「実践！プロ講師ゼミ」という少人数

は、集客のために各方面に、また様々な方法

のワークショップを立ち上げ、士業や専門

を使って積極的に告知活動を展開します。そ

サービス業の方のセミナーづくりや講師力向

して、その告知媒体には、講師の名前、プロ

上のお手伝いしています。

フィール、写真が掲載されています。セミナー
告知を通して、名前や顔が人の目にふれる

２．影響力のある人の影響を高める

チャンスです。これは、異業種交流会でコツ

ひとづくりの仕事の中で、私が手応えを感

コツと名刺交換するに匹敵します。その露出

じているものは、経営者や起業家、リーダー

効果を考えると、セミナー案内のチラシやサ

層など、自分の考えを行動に移し、周囲へよ

イトに載せる写真は手を抜けません。まだ会

い影響を与えることができる人たちの支援で

わない多くの人にも第一印象を与えていると

す。

いうことを考えて用意したいものです。

影響力のある人たちが、正しい方向でまわ
りに影響を与えることができるようになると、

②知名度
露出度が上がってくると、人はその名前を

その人が社会の財産として活かされることに

覚えていきます。特に、セミナーのテーマと

加えて、その人のまわりの人たちがよい影響

セットで覚えていきます。「創業支援の田中

を受けて活き活きと活動していきます。そん

先生」「事業再生なら鈴木先生」「知的資産経

な好循環を作り出していきたいと思って仕事

営は岡先生」といった具合です。ここでおわ
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席を立つ、と言うことが起こるわけです。

いたいかを戦略的に考えてセミナーづくりを

セミナーはライブですから、場の空気を共

することはとても重要なことです。戦略的に

有しながら一緒に進めていく、作っていくと

新規顧客獲得に繋がるセミナーネタを持ちた

いうスタンスで前に立たれたら良いと思いま

いものです。

す。私の場合は、セミナーの中では「皆さん」

③信頼度

とは言わず「私たち」という表現を意識して

セミナーで認知度が高まってくると「あの
場所でセミナーをやっている先生だから人気

よく使います。
また、同じ内容のセミナーだとしても、参

があるようだ」「その分野の専門家らしい」

加者の業種や規模、状況によって納得できる

と深く知り合う前からある程度の信頼が担保

事例は異なります。その場に合わせて事例を

されます。直接的な営業がむずかしい士業に

変えることが出来るとより好ましいです。こ

は、ありがたいことです。

の引き出しがたくさんあればあるほど、参加

もちろん、長いおつきあいをするためには、

者の理解度・納得度は上がってきます。

本当に信頼される人柄であることや期待に応

日ごろの支援先との会話や移動途中で目に

える仕事が提供できる必要があることはご承

した出来事などを「事例・小ネタ」の引き出

知の通りです。

しに貯める習慣をつけられると良いと思いま
す。

（２）大人は勉強のための勉強はしない
セミナーの内容を考える時に気をつけたい

（３）結びの言葉

のは「大人は勉強のための勉強はしない」と

終わりよければすべてよし、と言うことわ

いうことです。なぜなら、大人は「必要」が

ざのとおり、まとめがしっかりしているとセ

あるから学ぼうとするのです。「問題を解決

ミナーは絞まります。

したい」から、専門家の元をたずねるのです。
セミナーも同じです。
したがって、セミナーは、「使える」「役に
立つ」
「やる気になる」を心に留めて作って
いきます。

そのセミナーでお伝えした内容、使っては
じめて力になること、参加者への応援メッ
セージなど１分程度で挨拶できるようにあら
かじめ準備しておかれることをお勧めします。
「ご清聴ありがとうございました」で終わ

「基本の解説」が必要だとしても、その知

ることはおすすめしません。セミナーはライ

識を使うとどうなる、使わないとこんな不都

ブです。来たときよりもにこやかに、そして

合がある、と言う具合に身近な事例で気づき

やる気を手に入れて帰っていただきたいもの

を深めていく工夫をします。

です。

一方的に講師の話を聞くスタイルや、「私
はこうしてきた」という体験談だけでは、参
加者は自分の事として話を聴くことが出来ま
せん。そして、だんだん退屈して居眠りする
か、私には関係がなかったと休憩時間を機に
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ひとづくり系診断士の活動報告
ひとづくり系
診断士のつぶやき
会員

松本

富雄

■ものづくりの前にひとづくり

援企業の改革を進め、経営革新力、ものづく
り力、営業力を強化することを目指しており、
そのためには人材の育成が不可欠であると考
えています。コンサルティングで成果が出て
よかった、で終わらせないことに注力してい
ます。支援する企業のプロセスを一緒に体験

2013年登録の松本富雄です。電機メーカー

してもらうことでノウハウをトランスファー

で研修・コンサルティングを担当しておりま

（伝承）することができます。つまりコンサ

す。勤めている会社では創業者の「物をつく

ルティング活動を通じたOJTで人材を育成す

る前に人をつくる」「ものづくりとひとづく

ることを目指しているともいえます。

りは車の両輪」という考え方を原点にひとづ

当社の特徴は社員約100名のほかに生産技

くりを通じて、強い企業への変革をお手伝い

術・管理技術・改善などに関する高度な専門

しています。対象としてはグループ内企業を

家のコンサルタント、インストラクター 180

中心に、サプライヤーや他の企業様にも経営、

名を擁しそのうち140名がOBです。昨今の熟

営業、ものづくりなどの課題に対して、
「研修」

練経営者や熟練技能者の一斉退職などで経営

「コンサルティング」「審査・診断」を通じて
解決を導く支援を行っています。

伝承、技能伝承が途切れてしまうことを避け
ることと、貴重なノウハウが散逸してしまう
ことに対する防止という意味でも当社の存在

■人材育成の考え方

がその対策になっていると思います。

具体的な人材育成の進め方として従業員一
人ひとりの人権と人間性を尊重するとともに
各人の積極的なチャレンジ性と自己育成のビ
ジョンを重視して長所を生かした「個の育成」

■人材マネジメントの具体的内容
人材マネジメントの内容は次のとおり。
①人材育成と責任者の役割

を図る、経営ニーズと整合した個の育成ビ

人材育成の進め方・管理者の基本職責・動

ジョン・育成方向・一人ひとりの長所や個性

機付け・学びあう組織の土壌作り、知識スキ

を発展させるとともに、育成目標に即して育

ルの共有と伝承、組織活性化の推進

成することが基本である、ことを踏まえて

②コーチングの基本

①「仕事が人を育てる」

コーチングの基本姿勢、人材育成のための

②まずは自己育成・自己能力開発

コーチング、目標管理とコーチング、コーチ

③OJTを中心にOFF-JTで補完

ングのスキル、コーチングですべきこととし

の三位一体で人材を育成していくことを考え

てはならないこと

ています。

③コミュニケーションのポイント
組織活性化のヒント、モチベーションのタ

■活動内容
守備範囲を、ものづくり支援と営業支援
（販売力強化支援）と置いて、それぞれに研

イプ、モチベーションのセルフチェックシー
ト、タイプ別の対応法
④面談の進め方

修、審査・診断、コンサルティングと新規事

面談の標準的内容、目標設定面接のポイン

業である研修コンテンツ開発の４事業が行わ

ト積極的傾聴のヒント、達成評価面接のポイ

れております。特にコンサルティングでは支

ント、ラポールの形成、面接のコツ、などです。
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とながら人材育成系に人気が集まっています。
特に人が育つ職場診断のしくみについては、

ネージャー向け研修を実施しています。経営

自社の部門別のSWOTを明確にし、従来実

者に対しては海外の工場展開のコツを知るこ

施している「階層別研修」のテーマを明確に

とや経営シミュレーションのゲームを通じて

したい、あるいは職場を預かる責任者、社員

の模擬体験をしてもらうことで、突然の海外

の個々の成長のため気付きの機会にしたいと

勤務になる方や現地経営層候補の方の企業経

いう経営者のご要望がたいへん多くあります。

営 に 対 す る 理 解 を 深 め ま す。 ま た マ ネ ー

職場診断のしくみを理解できた結果、階層別

ジャーに対しては「部門課題の発掘」「経営

研修のテーマが明確化できた、本店、支店、

理念と戦略」「方針管理」「財務管理」
「人材

営業所の組織特性が数値で把握できることか

マネジメント」といったカリキュラムを組ん

ら人事異動などのヒントになった、個人診断

で講義とアクションラーニングで研修を構成

データが見える化できたことで年齢層別に分

しています。

析が実施でき年齢層別の長所や課題が明確化
した、今後の打ち手が明らかになったなどの

■活躍する中小企業診断士
当社で中小企業診断士は大活躍で、その担

成果が表れて満足いただける結果になり嬉し
い効果が確認できました。

当守備範囲は企業経営に始まり、人材育成、
財務、運営、コミュニケーション力向上、事

■今後の課題

業計画策定と多岐にわたります。昨今の各企

最近はグローバル化の進展に伴い各企業の

業の経営者の方から求められていることは、

現場は大きな環境の変化に直面しています。

ワ ン ス ト ッ プ サ ー ビ ス で あ り、 幅 広 く ソ

急速に力をつけつつある外国企業に対し、コ

リューションを提供できる診断士は重宝され

ア技術だけで厳しい競争社会の中を生き抜く

ています。「中小企業診断士の資格を取得し

ことは、困難になってきていることは否めま

たものの、勤務している会社では資格を活か

せん。必要なのは経営、製造、営業の現場の

しきれない。」との声も耳にしますが、自分

マネジメントです。現場の課題に気づき、改

の会社の社内講師を買って出ることによって

善し指導する――。そうしたマネジメントが

資格を活かせるチャンスにめぐり会えると考

出来る人材がいなければきっちりとした技術、

えています。なぜならば「元気の出る研修」

スキル、技能伝承もままなりません。しかし

「わかりやすい先生」
「腹落ちする内容」は受

ながらその認識はまだまだ薄いというのが現

講生が最も求めているものですが、なかなか

状です。だからこそ現場任せの人づくりでは

ぴったりとフィットはしにくいというのが現

なく、プロの支援を得ることもこれからの日

状だからです。

本の企業のひとづくりを支えるひとつの選択
肢といえるでしょう。

■最近の流行の研修
最近求められる研修のうち多いものを記す
と、①人が育つ職場診断のしくみ（良い点や
課題の数値化）②問題解決力を備えた人材の
育成

③経営革新計画（事業計画書）のつく

り方

④省エネ・国策対応マターなどです。

個別のスキル養成、キャリア開発もさるこ
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ひとづくり系診断士の活動報告
「つくるより、
つくられています」

一番の基本として自分が教えられている立
場であること、ありがたいことだという事を
意識しています。決して従順に聞くばかりで

会員

石井

誠宏

１．自己紹介
平成25年４月登録の石井誠宏と申します。

はありませんし、パートナーだという自覚し
た上で、自分の意見というものをぶつけるこ
とはありますが、このことは忘れないように
意識することを心掛けています。

再生支援と商店街を中心にお仕事に携わり、
おかげさまで独立から１年が過ぎました。昭
和56年生まれという事で、大阪で独立してい
る診断士としてはかなり若手です。

②レスポンス・仕事を早くする
仕事を通じて色々と教えてもらうのですが、
お忙しい先生方とお仕事をしていく中で、自

独立するまでは小売業勤務、コールセン

分のために待つことを減らすようにしていま

ターでの派遣社員のまとめ役や教育担当、

す。具体的な手法としてはメールのレスポン

ITベンダーにてシステム移行の事務局など

スや作業はできる限り早くすることや、時間

複数の業種・会社を経験しています。

がかかりそうなときは予想の時間を報告する
ようにしています。

２．
「つくる」よりも「つくられて」
セミナーや個店診断といったひとづくりに
関わるお仕事もさせて頂くことは有りますし、

③積極的にお仕事を受ける
「つくられる」のは仕事を通じてですので、

好きな言葉の一つに後藤新平の「人を残すが

貪欲に何にでもチャレンジしています。今回

上」というのもあり、「ひとづくり」という

の執筆もそうですし、専門分野以外のことも

ことを意識しています。それでも先輩診断士

引き受けるようにしています。引き受ければ

の方の記事や、松下幸之助・山本五十六等の

勉強しますし、「やろうと思えば大概できる」

優れた経営者の話など面白い事例が他にも沢

ということで、実際に何とかできています。

山ある中で、自分だけが伝えられる内容とし
て「ひとづくり」に関係があるものを考えた
ところ、今の私の「つくられている」という
環境が一番かと感じました。

④ドタキャンはしない
立場を意識して、迷惑を掛けないことを基
本として考えているので、これは絶対しない

今の自分の強みは若手という事ですが、若

ようにしています。全員が忙しい中、スケ

さを武器にして、仕事を一緒にさせて頂きな

ジュールを調整しているので、ドタキャンを

がら育ててもらっています。それでも漫然と

してしまうと他の人の時間を奪ってしまう事

仕事を待っているわけではなく、その機会を

になります。

増やすためにしている工夫もありますので、
５つほど、ここでご紹介したいと思います。

⑤飲み会や集会に顔を出す
交流会や飲み会といった集会にはできるだ

３．
「つくられる」機会を増やす工夫

け参加するようにしています。名前を覚えて

①教えられている立場ということを意識する

もらうこともありますが、お酒が入ることで
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今は教えてもらえる立場だという事を最大
限にいかしています。

を聞くことができるのはこの上ない機会です。
「飲みニュケーション」は嫌われることもあ
りますが、私は活用しています。

５．頂いたものは「恩送り」に
まだまだ２年目が何を言うという感じでは
ありますが、自分が目指すものの一つは「ひ

４．機会を最大に生かす

とづくり」でありますので、今後は次に独立

とはいえチャンスがあっても、新米診断士

を考えている人へ伝えていくことや、同年代

が全て育つわけではなく、私以上に仕事の経

と切磋琢磨することで、この点で貢献してい

験が豊富な方でも上手くいかない人がいると

きたいと考えています。

いう話を聞くと、やはり必要なものがあり、

また先輩診断士の方々からよく教えて頂く

機会が増えても「つくられる」側に欠けてい

ものに「恩送り」という言葉があります。「恩

れば失敗するのだと感じます。私は機会を生

返し」ではなく、次の世代につなげていくと

かすために以下を意識しています。

いうものですが、まさに先生に教えてもらっ
たことを他の人に教えて育てていく「ひとづ

①「当事者意識」を持つ

くり」は「恩送り」そのものです。私も色々

サブでつかせて頂くことが多いですが、自

な先生から頂いた恩を次につなげていき、全

分がメインの意識を持って取り組んでいます。

体が豊かになっていくというサイクルへの一

意見をいうことは多々ありますし、ヒアリン

助となれば、これ以上の幸いはありません。

グしたい内容も自分で考えて、掘り下げるよ

７月に二人目の子供が産まれたという事も

うにしています。

あり、両親への思いや教育について考える時
間が増えたことも、
「恩送り」と「ひとづくり」

②「聞く」こと、
「聞いていると伝える」こと

に関して強く思う要因になっています。

相手の言っていることを「聞くこと」、ま
ずは素直に受け止めることが仕事の上でも、
自分が成長する上でも重要だと感じています。

６．おわりに
「ひとづくり」は永遠のテーマですし、相

加えて「聞くこと」をより効果的にするため

手が主ですから、うまくいきにくいものです

に、引用やオウム返しといったコールセン

が、少なくとも自分が「つくられる」ことに

ターで使われる手法を使い、聞いていること

関しては主導権をもてます。

を伝えて、話を円滑にするようにしています。

機会を増やすために積極的に行動すること
と相手がどう思うかという意識、より生かす

③「こだわらない」こと
自分に専門性がないということが一つの理
由ではあるのですが、一つの部分にこだわら
ず、企業のことを広く見て、問題を探すよう
にしています。結果、幅広い知識を得られて
いると思います。また自分だけで解決しよう
とこだわるのではなく、わからなければ早期
に他の先生方に質問するようにしています。
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ようにまずは自分のこだわりよりもまずは相
手のことを知るために聞くことが「つくり」
でも「つくられ」でも重要だと思います。
略歴

大阪市立大学商学部卒。診断士登録後、実
務補修で自分に合っていると感じた勢いに
任せて即独立。この３年間に結婚・出産・
独立とイベントラッシュを楽しむ。青年部
と総務サポート部運営委員
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ひとづくり系診断士の活動報告
私が思う
「３つの人づくり」

か月の期間、その既予約客と何度も打合せを

湯川

客を最後までその係が担当するというスタイ

会員

俊彦

１．
「人づくり」とは

重ね、当日をいかに迎えていただくかという
準備業務がある。従来は、最初に接客した顧
ルをとっていたが、高打率のイチローが既予
約客との対応に時間を取られ、新規客との

そもそも「人づくり」とはどういう意味な

バッターボックスに立てなくなるという問題

のか、自身の経験をもとに、じっくりと考え

があった。そこで私はチームをバッサリとふ

てみると３つの意味が浮かんできた。

たつに分けた。高打率の「新規客獲得係」と、

まずは
「人材育成」。仕事を通じて人を育て、
人を成長させる、そんな他者への行為、特に
部下に対する行為がそれにあたるだろう。

そうでない「既予約対応係」のふたつに。
予想通りイチローらの「新規客獲得係」は
花形となり、いい意味での競争も生まれ着実

二つ目に「人脈」という人づくりだ。これ

に成長した。問題はそうでない「既予約対応

は他者ではなく自分に関係する。人とのつな

係」をどう成長させるかだ。接客営業の現場

がりの幅を広げ、また人との関係をより深く

はモチベーションが大きく左右する。また

するための行為だ。

個々のモチベーションは人材育成にも大きく

最後に「自分」という人づくりだ。ただ、
誰もが成長したいと常に考えているとは思え
ない。少なくとも私は、今の自分と過去の自
分でその度合いが大きく違う。

関わる。いかにやる気を失わずに成長を促す
か、そこが一番の課題だった。
このときの私の成功要因は「そうでない
係」に対して、明確な目的と目標をはっきり

この３つの「人づくり」について、自分の

と示せたことだと思っている。ブライダルの

仕事の経験を過去に遡って、改めてこの機会

現場で一番の喜びは、お客様から「ありがと

に「今の自分」を考えてみたい。

う、○○さんが担当でよかった」と言っても
らえることだ。この一言で疲れなんて吹っ飛

２．人材育成

ぶ。これは、数か月の長い期間をお付き合い

私は元ホテルマンである。約20年勤めた中

してきたからこそいただける言葉だ。ようは

でブライダル部門を担当したときの「人づく

「そうでない係」の特権なのだ。この当たり

り」を振り返りたい。
当時私は、ブライダル部門の責任者として、
10数名のチームを率いていた。ブライダル業

前のことを明確に目標に示して取り組んだこ
とで、モチベーションを維持し、さらにその
一言をもらうために切磋琢磨する。その結果

界は待ちの営業とも言われ、今から結婚しよ
うとする新規客が数か所の式場に訪れ、気に

人づくり

入ったところに予約をする。その現場はいか
に自社を選んでいただくかという営業（接
客）をしなくてはならない。当時のスタッフ
は十人十色で、イチロー並みの高打率（新規
客獲得率）を残すものもいれば、そうでない

人材育成

人脈づくり

自分づくり

ものもいる。一方、獲得してから挙式まで数
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風にアドバイスできる人になりたい」と思う
ようになった。それが診断士を目指すきっか

３．人脈づくり

けだった。

私は、25年間サラリーマンをして、一度独

話しは戻るが、退職して独立を目指したの

立している。その最後の職場を退職してから

は、あの東日本大震災があった2011年だ。沢

の２年間が、まさに私が「人脈づくり」に目

山の方々と出会い、刺激を受け、いろんなこ

覚めた期間といえる。それまでの私は、職場

とを考えた年で、私はいつしか「世のため人

という限られた枠から飛び出さず、日々目の

のため」という欲求が大きくなっていた。そ

前の仕事をこなし、それが自身の成長にも寄

んなとき、私はコンサルという仕事で世のお

与するとも思っていた。実際、結果もそこそ

役に立ちたいと思い始めた。それが診断士を

こ付いてきた。外への人脈づくりなど考えた

目指した大きな理由だ。

こともなかった。

恥ずかしながら、私は勉強をしたことがあ

急な退職であったこともあり、私は何のた

まりなかった。当然ながら診断士への道は私

めらいもなく独立すると決めた。そして退職

にとって大変な道のりだった。はっきり言っ

の翌日から至るところに出向いた。各種ビジ

て自分との闘いだ。でも、何とかそれを乗り

ネスセミナー、異業種交流会、起業塾など、

越えられたのは、夢や希望、世のお役に立ち

単に自分に不足している知識を得るため、と

たいという想い、それが自分を奮い立たせて

にかく出掛けた。そこで出会った方々は、今

くれた。診断士への道は、私の人生の中で一

はっきりと私の人脈といえる。

番「自分づくり」ができた期間かもしれない。

私にとってまったく新しい人との出会いは、
刺激的で新鮮だった。たまたま隣同士で少し

５．今の自分と人づくり

会話をすれば、今までにない考え方や世界を

私は今、ご縁あってある事業に携わってい

耳にし、興味をひき、そのまま飲みにも行っ

る。そこに若い20代の仲間が同期でいる。父

た。いつの間にかそんな出会いが楽しみにも

親ほど年上の私は上司でもなんでもないが、

なっていた。起業を思う仲間とは、夢を語り

今彼らの成長を何とか後押ししたいと思って

合い、過去の自分をさらけ出し、深くつきあ

いる。また、もっと人脈も拡げたい。もっと

え る 関 係 が 自 然 と で き た。 そ れ に 加 え て

奥深くお付き合いをしたい方も沢山いる。そ

FacebookやブログというSNSの繋がりがさ

んな自分は不完全な人だ。まだまだ自分とい

らに後を押してくれて人脈が一気に拡がった。

う人をつくらないといけない。

この2年間の出会いによってできた人脈は、
今も私の宝であり、この経験がなかったら今

改めて思う「３つの人づくり」。私が生き
る一生涯のテーマのような気がする。

の自分がないと断言できる。
４．自分づくり
独立を目指していたとき、私は地元京都の
数か所で起業相談にお世話になっていた。そ
こで迎えてくださったのが診断士の先生だ。
正直、中小企業診断士という国家資格がある
ことさえ知らなかった私は、「自分もこんな
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昭和39年京都生まれの京都育ち。
京都精華大学美術学部デザイン学科卒。
ホテルや飲食店などに勤めた後、2012年に
独立。2014年診断士登録。現在はデザイン
コンサルティング会社に勤務。
中小企業人づくり研究会所属。
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交流会活動報告

炎会

１．炎会（ＥＮ－ＫＡＩ）とは？
炎会（ＥＮ－ＫＡＩ）は、「毎月第２火曜
日に開催する」「勉強も宴会も大好きな」「熱
いハートで炎のように燃える」交流会です。
火曜日参加を希望した協会会員22名で発足
しました。メンバーは、独立・企業内ほぼ半々、
独立の方の得意分野、企業内の方の業種・担
当職務、年齢、登録年が様々で、西は姫路か
ら東は京都・奈良までの個性溢れる診断士が
集まっています。
発足式ではすべての世話役が立候補によっ
て決定、発表者も名簿順ではなく立候補で決
定するという積極性が売り物です。

による考察～』・『中小企業の業務IT強化に
コンサルチャンスあり』・『新しいビジネスを
作る。～ M２M（MachinetoMachine）』
・
『経
営戦略の立て方（自己流）』・『鉄鋼業の現状
＋経営に活かせる囲碁格言』。

２．定例会（炎会）
協会フリースペース、18：45開始。交流会
ルールに則り、毎回２名による発表・質疑を
行っています。
テーマは自由、言い換えれば「何でも有り」
のため、企業内診断士が独自テーマに挑戦す
ることもあり、一方で独立診断士が会社員時
代の業界をテーマに選ぶこともあります。さ
らには、仕事と全く関係のない趣味の話でも
可となっています。
６月の第１回から８月の第３回までの発表
テーマは以下の通りです。毎回、発表後に、
時間が足りなくなるくらいの質問が出され、
しばしば議論が白熱して懇親会に持ち越され
ています。
『わしも外資で考えた～ 営業は見た。グ
ローバル化って何なの』・『生保業界のビジネ
スモデルの変遷～ビジネスモデルキャンバス

３．懇親会（宴会）
幹事が堺筋本町界隈のお店を徹底探索し、
味・雰囲気・価格で満足できる宴会を目指し
ています。遠方のメンバーは途中で退席しつ
つ、終電ギリギリまで盛り上がります。写真
から盛り上がりを想像してください。
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なお、交流会最後の打ち上げは姫路城見学
を予定しております。体験参加も可能ですの
で、興味を持たれた方は事務局にお問い合わ
せください。
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～三水会について～
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士

三水会

るので、各会員の専門分野の紹介、業界の最

三水会は平成26年５月に発足した１年限り

新動向、専門家としての知見など多岐にわ

の会員交流会です。毎月の第３水曜日に開催

たっており、普段知ることのない異業種の話

するということで「三」「水」会と命名しま

が聞けるので、非常に興味深い内容となって

した。

います。また、発表により各会員のコンサル

三水会は大阪府中小企業診断協会に所属す

タントとしての経験・技能・情報に触れるこ

る18名の中小企業診断士で構成され、企業内

とができるため、会員相互の研さんに役立つ

だけでなく独立されている中小企業診断士の

内容となっています。

方も多く参加しています。会員は多士済々で、
若手からベテランまで年齢層も幅広く、また
様々な分野で活躍されているので、会員相互
に活き活きとした交流がなされています。
～交流の行い方について（定例会）～
三水会では、定例会を19時00分から20時30
分まで開催しています。会場は大阪府中小企
業診断協会の会議室を利用しています。

～交流の行い方について（親睦会）～

仕事を終えてから駆け付ける会員が多いに

定例会後には毎回近隣の居酒屋で親睦会が

もかかわらず、毎回たくさんの参加者で賑

開催され、こちらも盛況となっています。お

わっています。

酒が入ると職能集団としての一面だけでなく、

定例会の内容は、会員２名による各30分間

それぞれの会員の私的な一面も見られますの

の発表と、他の会員による各15分間の質疑応

で、回を重ねるごとに会員間の親睦も深まり、

答です。発表のテーマは各会員が自由に決め

とても賑やかになります。
三水会は上半期を過ぎただけで、これから
ますます活発になります。たくさんの会員が
参加し交流を深めますので、今後も楽しみで
す。
（文責：砂亮介）
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交流会活動報告
１．もくもく会の概要
「もくもく会」という名は、毎月第２木曜
日に定例会を行なうことに由来しています。
会員数は19名で、独立診断士と企業内診断
士がほぼ半々です。それぞれの会員の活躍の
場は、経営、技術、人事労務、ITの各種コ
ンサルタント、および製造業、運輸業、サー
ビス業、IT系企業等での勤務と多岐にわたっ
ており、また診断士の経験年数も１年生から
27年のベテランまで幅広く、多様性のあるバ
ランスのとれた構成になっています。
２．定例会の内容
定例会は、毎月第２木曜日にマイドーム大
阪にある協会の第１会議室で18時30分より開
催しています。毎回２名が自由なテーマで30
分間の発表を行ないます。
これまで行なわれた発表のテーマは「ミッ
ドウェー海戦から学ぶ経営戦略（著書よりの
発表）
」
「運輸安全マネジメントはISOの手法
で」
「大阪労働局・総合労働相談員経験から
の労務管理留意点」「現代経営情報学におけ
る最近の関心ごと」「情報流失リスクとその
対策について」「トヨタ生産方式の体系（２
本の柱）
」とバラエティに富んでいます。
発表者は特定の課題にとらわれることなく、
得意分野や興味のあるテーマを、のびのびと
発表しています。そのため、斬新な着眼点や
発想をもった発表が多く、知識やノウハウと
共に、毎回新たな気付きを与えられます。
３．懇親会
当会のもう一つの楽しみは、定例会の後の
飲み会です。
発表に対する突っ込んだ質問や意見、先輩
診断士からの参考になるアドバイス、会員同
士の情報交換など、アルコールが入れば自然
と話も盛り上がります。そして、この場で自
然とネットワークが出来あがります。
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もくもく会
４．今後の活動について
これからは会員自身による発表に加え、外
部からゲストを招いて普段聞くことができな
い貴重なお話しを伺うことも予定しています。
具体的には、会員自らが発表するテーマに
関連して、日頃の活動の関係先であるJICA
関西より講師をお招きし、「中小企業海外展
開支援事業」についてご説明をいただくこと
になっています。
５．むすび
嘗ての日本には、夏目漱石宅で開かれる「木
曜会」という集いがありました。
毎週木曜日に森鴎外、寺田寅彦（物理学）、
安部次郎（哲学）を始めとした多士済々の面々
が訪れ、思いつくまま自由なテーマを、文学
や科学、美学などそれぞれの視点からカジュ
アルに議論を深めていたそうです。
企業経営に対する様々な専門性や企業内で
の経験をもつメンバーの集まりである「もく
もく会」も、その個性と多様性を「強み」と
して、今後も定例会や懇親会での議論を盛り
上げ、交流を深めていきたいと思っています。
※当会に興味のある方は事務局までお問合せ
ください。（見学参加、大歓迎です）

（文責

会員

淺津

光孝）
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スキルアップ研修
「食える診断士VS
食えない診断士」
～コンサルタントから
プロデューサーへ～
会員

茅切

伸明

■プロデューサーという仕事
私は中小企業診断士の資格を持っています
が、コンサルタントではなくプロデューサー
です。
経営コンサルタント・研修講師をはじめ、
中小企業診断士・弁護士・税理士など、「先
生」と呼ばれる方々のセミナーや研修をプロ
デュースすると共に、講師をプロデュースす
る仕事をしています。
一般的に、先生は、「紺屋の白袴」に例え
られるように、他人のためにばかり忙しくし
て、自分の事をする暇がないという人がほと
んどです。また、「岡目八目」と言われるよ
うに、プロデューサーから見ると、本人が気
づいていない、あるいは気がついていてもそ
の重大性に気がついていないことに目が行き
ます。ここに、プロデューサーの存在価値・
必 要 性 が あ る と 思 う の で す。 タ レ ン ト や
ミュージシャンにプロデューサーがいるよう
に、パーソナルブランディングの時代は、
「先
生」と呼ばれる経営コンサルタントにもプロ
デューサーが必要になってくると思います。
私は、独立してこれまで８年間、経営コン
サルタントの先生の「知識」
「スキル」
「経験」
「才能」
「想い」を商品化・ブランド化・事業
化することをお手伝いしてきました。
■セルフ・プロデュースとしてのブランド
経営コンサルタントは、仕事を獲得するた
めに営業は厳禁です。決して自分で自分を売
り込む営業マンになってはいけません。人か
ら相談されて、依頼される「先生」にならな
ければならないと提言しています。
先生と呼ばれるためには、
「パーソナル・
ブランド」が必要になってきます。「パーソ
ナル・ブランド」の定義は、多くの解釈があ
りますが、私はこう考えています。
「あなたは何者ですか？」に明快に答える
ためのアイデンティティを表現することです。
つまり、
「あなたを唯一無二にしているもの
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のこと」を言います。オンリーワンになるた
めには、自分の長い人生経験から学んだ数々
の出来事や学びを線で結び、それらに意味づ
けする作業が最も有効です。
■「０」から「１」をつくるプロデューサー
経営コンサルタントは現状あるものに対し
て戦略立案や問題解決をすることが得意です。
「３」のものを「７」や「８」にする人です。
一方、プロデューサーは「０」から「１」を
つくることを得意とします。今までにないこ
とを発想したり、何かと何かを組み合わせて
新しい価値を作り上げたりする人です。
時代の空気を感じたり、自分のやりたいこ
とをカタチにすることが得意です。人と違っ
たことをすることが好きであったり、見えな
いものを見たいという好奇心が強かったりと、
「人と違う視点」からものごとを見ます。
■プロデューサー発想の秘訣
プロデューサーは決してむつかしい理論や
法則を勉強しません。自分の体験や感性を信
じることを大切にします。私がいろいろなこ
とをプロデュースする際に大切にしている法
則は、最新の経営理論ではなく、実は昔から
言い古されていることわざやおとぎ話にあり
ます。たとえば、「風が吹けば桶屋が儲かる」
は、物事の因果関係を解明したり、シミュレー
ションする際に活用できます。また、「わら
しべ長者」という日本のおとぎ話は、付加価
値のつくり方やマーケティングに応用できま
す。さらに、「北風と太陽」というイソップ
童話は、人を動かす秘訣を学べます。
■これからの中小企業診断士への提言
今回の研修で申し上げたかったことは、コ
ンサルタントもプロデューサー的な発想が求
められてきているということです。
略歴

1960年、大阪生まれ。2007年４月㈱ヒュー
マンプロデュース・ジャパンを設立。
商工会議所やシンクタンクなどのセミナー
や研修を年間500本ほどの企画や講師派遣を
している。派遣だけでなく、講師育成、集
客アップ、満足度アップ、リピート率のアッ
プに貢献している。

14/09/18 10:04

（ 24 ）

診

断

士

スキルアップ研修
「やらなければもったいない
～儲けるための５Ｓの
すすめ～」
会員

大串

隆史

１．はじめに
必要なことはわかっているけど、なかなか
定着させられないのが ｢５Ｓ｣ です。今回は、
経営的な視点で ｢５Ｓ｣ の目的や効果、定着
のために必要な取組みを見直そうと思います。
２．｢５Ｓ｣ の活用範囲
｢５Ｓ｣ は、いろいろな職場での展開が可
能な活動です。例えば、
・モノをデータ（情報）に置き換えて考える
と、PCの中の情報を ｢整理すること＝不要
なデータを捨てること｣ で、動作環境を改善
することができます。また、｢整頓すること
＝必要な情報を使いやすいように仕分けして、
検索しやすいようにすること｣ で、探すムダ
が省けて、問い合わせなどに迅速に対応する
ことが可能となります。（コールセンターな
どでは、引き継ぎ情報の整頓は特に重要で
す。
）
・営業ツールとしての名刺
名刺は重要な顧客情報ですが、営業担当者
個人の持ち物になっていることが多いもので
す。これでは、共有化や引き継ぎも一苦労で
す。しかし、｢整理＝得意先情報の更新や削
除｣ ｢整頓＝必要な名刺を、使いやすいように、
置き場を決めて置く＝組織図化｣ することに
より、会社の財産としての活用が可能となり
ます。
３．｢５Ｓ｣ ２つの目的と５つの効果
それでは、経営的に見た、｢５Ｓ｣ の目的
について考えてみます。目的は、２つありま
す。
① ｢売上を増やし、コストを削減する｣
② ｢良い組織文化の醸成｣
さらに、｢５Ｓ｣ はそれぞれの目的を果た
すために、５つの効果を持っているのです。
① ｢売上を増やし、コストを削減する｣ とい
う目的に対する効果
効果１）会社のショールーム化
・整理、整頓、清掃が維持されることは、
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見学客に対して、安全、品質、納期に対
する信頼感を与えます。（置き場や流れ
が見えることの効果）
効果２）余裕率の顕在化
・新たに何かに取組むために最低限必要
なのは人財とスペースです。｢５Ｓ｣ は、
｢整理・整頓｣ する中で、探す・迷う・
余計なものを運ぶ、などのムダを省きま
す。結果的に余裕率が顕在化、現有戦力
の中から新たな稼ぎに繋がる仕事を行え
る人財の確保につながります。
効果３）目で見る管理の導入
・｢５Ｓ｣ で決まるのは、基準です。｢整
理＝要不要の基準｣、｢整頓＝置き場、置
き方、荷姿、量、補充のタイミングとい
う基準｣、｢清掃＝いつ、誰が、どこを、
どのような頻度で行うかという基準＝日
常保全の基準｣、｢清潔と躾で整理、整頓、
清掃を維持、向上させるための活動その
ものに対する基準｣ が決まり、目で見る
管理を可能とするのです。
効果４）ムダ削減によるコスト削減
・効果２）余裕率の顕在化の裏返しとし
て、仕事の密度を濃くすることによる生
産性の向上の結果、コストが下がります。
② ｢良い組織文化の醸成｣ という目的に対す
る効果
効果 ５）｢５Ｓ｣ の中の、清潔・躾とは継続
するための仕組み作りと変化に対応するた
めの見直しを意味しています。この活動の
中でP-D-C-Aサイクルを回し、継続性を生
むことで、変化に対して敏感な感性を持っ
た人財の育成に繋がるわけです。
４．最後に
｢５Ｓ｣ の効果は絶大ですが、トップによ
る戦略的な取組みがなければ定着しません。
方向性を示すと共に、確実なフォローが必要
不可欠です。環境変化に対応できてこそ、定
着があるのです。

略歴

1969年、高知生まれ。大手食品メーカーで
営業・物流・全社業務改革を経てコンサル
タント会社へ移籍。その後2013年８月に独
立、三現主義経営事務所を開業。
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スキルアップ研修
「経営目標達成と
人材育成を繋ぐ
人事制度」について
会員

酒井

眞

１．はじめに
現在、成果主義の見直しや役割に応じた人
事制度の導入など、様々な人事評価制度につ
いて規模の大小を問わず、各企業が試行錯誤
を繰り返しているのが現状です。また中小企
業の多くは、人事評価そのものが代表者に依
存しているのが現実です。
２．人事評価制度の現状
厚生労働省「就労条件総合調査H22年度」
によると、業績評価制度を導入している企業
の中で、
「一部手直しが必要」、「改善すべき
点がある」など改善を必要と考えている企業
の割合は、約70％にのぼります。
その中では、「評価による勤労意欲低下」
や「評価結果に対する本人の納得が得られな
い」などの問題点が挙げられ、そうした問題
への対処として、「評価結果を本人に通知」、
「能力や勤務態度の評価ウエイトを大きくす
る」や「評価マニュアル策定、評価者研修の
実施」などが挙げられています。
こうした調査結果から、現在の人事評価制
度において、次のことが推察されると考えま
す。
１）能力、情意への回帰
２）プロセス重視への再認識
３）適切な評価者研修、教育の実施
４）評価結果のフィードバックの必要性
３．在るべき人事評価制度とは
１）人事評価制度の目的
 「評価制度のプロセスを通して人材育成、
能力開発を行い、経営目標の達成を図る」
ことがその目的あるいは意義であると考え
られます。
 評価制度はあくまでも１つのプロセスで
あり、そのプロセスを経ていくことで人材
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の育成や能力開発を行い、その結果として
定量的あるいは定性的な企業の経営目標達
成を実現していくことにあります。
２）「経営」と「社員」の２つの視点
 人事評価制度においては、
「経営」と「社
員」の２つの視点から、制度設計および制
度運用を行っていく必要があります。
①「経営」の視点
本来人事評価制度を設計、運用していくに
あたっては、その企業の経営理念やビジョン、
更に中長期の経営計画に立脚することが必要
不可欠であると考えられます。特に中長期の
経営目標を達成する上で必要となる人材のあ
るべき姿、更には必要となる能力や知識など
を明示する必要があり、その上で評価基準を
作りこむことが重要となります。
②「社員」の視点
社員の視点からは、経営目標への参画意識
や貢献が感じられる制度作り、また面接制度
などによる公平性、納得性が得られる制度作
りが求められます。特に私自身が最も重要で
あると考える点は、１人１人の成長課題や上
昇的な要素が込められた職務割当であり、職
務割当が起点になると考えています。
４．さいごに
現在府内の飲料卸売業に対して、人事評価
制度の抜本的な見直しの支援を行っています。
その企業は、経営計画の中で営業部門の業務
標準化による営業効率を高めるべく、「業務
改善」に取り組んでいます。そうした「業務
改善」と整合したあるいは連動した「人事制
度」の構築を目指しています。
その構築にあたっては、前述した「経営」
の視点と「社員」の視点を常に意識し、その
企業の全体最適に繋がる制度作りの支援を今
後行っていく所存です。
略歴

1965年、大阪府生まれ。大手リース会社お
よび大阪府内の地方銀行勤務を経て、2014
年１月に独立、酒井経営労務事務所を開業。
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ビジネスシーンで使える“私のおススメ”
行動経済学の
ご紹介
会員

山元

岳司

【はじめに】
既に行動経済学をよく御存じの方もたくさ
んおられると思います。しかし、「行動経済
学って何？」「聞いたことあるけどよく知ら
ないなあ」という方も中にはおられるでしょ
う。その方々に向けて、ほんのさわり部分で
すが、ご紹介させていただきます。
【伝統的な経済学との違い】
伝統的な経済学では人間は自制的、利己的
で合理的であることを前提にしています。
伝統的な経済学の人間
合理的：情 報を駆使して自らの効用の
最大化を目指す
自制的：感情などに左右されない
利己的：自分の利得のみを考える
これに対し行動経済学では人間は自制的で
も利己的でもなく、非合理的であるというこ
とを前提にしています。
行動経済学の人間
情報の十分な利用や冷静な計算をせず、
直感や感情によって意思決定をするこ
とも多い
つまり、行動経済学は実際の人間がどのよ
うに行動するかに基づいて、合理的な判断か
らの“ずれ”を捉えていこうとするものです。
以下では、この“ずれ”を実験でどのように
捉えているかの具体例をご紹介します。
【エコノミスト誌の三択】
（人は比較できるものだけを比べ判断する）
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アメリカのエコノミスト誌が次のような広
告を出していました。
① Web 版の購読

59㌦

②印刷版の購読

125㌦

③印刷版と Web 版のセット購読 125㌦
行動経済学者のダン・アリエリーが、MIT
の100人の学生に選ばせたところ結果は①16
人②０人③84人でした。次に②の選択肢を外
して別の100人に選ばせたところ結果は①68
人③32人となりました。
この結果から、明らかに劣る②の選択肢を
入れることで③がお得に見え、本来なら別の
要素によって考えなければならない①よりも
お得と感じてしまう。つまり、人は比べやす
いものだけを比べ、比べにくいものは無視す
る傾向があるということです。
私たちのビジネスシーンで考えますと（実
際には、そんなに単純な話ではありません
が）、ある商品を選んでほしければ、比較し
やすい「おとり」の商品を並べておけばいい
ということになります。
【おわりに】
行動経済学では実際の人間の行動を経済の
観点から観察します。学問ですので学術的色
合いの濃い部分もありますが、上記の実験の
例のように私たち診断士のヒントになるもの
もあると思います。参考になることがあれば
幸いです。
参考文献：予想どおりに不合理

（ダン・アリエリー著）
行動経済学（依田高典著）
行動経済学入門（多田洋介著）
行動経済学（友野典男著）
略歴

1965年滋賀県生まれ。
神戸大学大学院修了後、滋賀県庁で土木技
術職員として17年間勤務。
2013年診断士登録。
現在は建設業を中心に活動中。
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青年部だより
【７月開催の青年部例会】

【８月開催の青年部ビアパーティー】

平成26年７月12日（土）14時より、大阪府

平成26年８月22日（金）ディグビアバール

立男女共同参画・青少年センター（ドーンセ

（京町堀）にて毎年恒例の青年部ビアパー

ンター）大会議室１にて青年部７月例会を開

ティーを開催致しました。毎回例会に参加さ

催し、46名が参加致しました。

れる方から久しぶりに参加された方まで皆で

今回は、豪華ダブル講演企画として、伊藤
忠商事株式会社

統合リスクマネジメント部

ビール片手に語り合い、存分に懇親を深めま
した。

事業・リスク統括第一室長であり、企業内診
断士でもいらっしゃる石田充孝様と、株式会
社ジャヴァホールディングス社長

大津寄正

登様をゲストにお招き致しました。石田様か
らは「総合商社におけるM&Aの現状と企業
内診断士の役割と重要性」について、大津寄
様からは「元商社マンのアパレルグループ会
社経営の醍醐味」についてそれぞれご講演を

ビアパーティー参加メンバーで集合写真

頂き、その後、質疑応答を行いました。
M＆Aについて「商社（投資側）」
「経営者」

青年部は一緒に活動して頂けるメンバーを

双方の視点から、普段聞くことのできないお

随時募集しています。オブザーバー参加も可

話をお聞きすることができ、参加者の満足度

能です。青年診断士の方、ネットワークを構

も大変高い例会となりました。大変お忙しい

築する場、知識・経験を高める場として是非

中、ご講演から懇親会までご一緒頂きました

青年部をご活用ください。

石田様、大津寄様、有難うございました。

（文責：青年部

四十万谷（しじまや））

【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】
石田様によるご講演の様子

TEL06-6261-3221
E-mail

info@shindanshi-osaka.com
青年部

今後のスケジュール

平成26年11月例会
日時：11月８日（土）時間は現在調整中
場所：現 在 調 整 中
内容：
「マイクロ（少額）投資ファンド事業に
ついて」

大津寄様によるご講演の様子
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※11月例会はバスによる見学を予定しています。
※例会は２カ月に１回行っています。
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『走る診断士』活動報告
会員

野中

仁

らえるのは、地元のボランティアの方々のあ
たたかい応援と笑顔です。これが楽しみで毎
年参加されるという方も少なくありません。
また、100kmの長い道のりを一緒に走る参
福山城をバックにスタート前の走る診断士

加 者 と の 交 流 も 楽 し み の 一 つ で す。 私 が
70km過ぎにお話させていただいた方は76歳

関西を中心にランニングが好きな中小企業

という参加者最高齢の方で、その健脚ぶりに

診断士が集まったサークル「走る診断士」の

は驚かされました。ちなみに最年少は７歳の

活動をご報告させていただきます。

男の子。（さすがに、途中で船やバスに乗っ

今年の６月「走る診断士」のメンバー９名

てショートカットしていました。）ウルトラ

が『しまなみ海道100kmウルトラ遠足（以下

マラソンは「競走」ではなく「共走」だと言

「しまなみ遠足」）』というウルトラマラソン

われたりするのですが、参加者みんなで励ま

に参加してきました。
今回「走る診断士」メンバーが参加した「し

しあいながら、一緒にゴールを目指すという
雰囲気が「しまなみ遠足」の魅力です。

まなみ遠足」は、広島県福山市から、しまな

今回の「しまなみ遠足」での走る診断士の

み海道を通り、愛媛県今治市までの100kmを

メンバーの結果はというと、９人中７人が完

走るウルトラマラソンです。スタート地点の

走しました。残念ながら途中でリタイアと

今治城を朝５：00に出発し本州と四国を結ぶ

なってしまったメンバーも含め、途中で体調

７つの橋と６つの島を走り抜け、制限時間が

を崩したり、足にマメが出来きたりしながら、

16時間以内にゴールの今治までたどりつくと

みんなよく頑張りました。今回が100km初挑

いう大会です。他の100kmウルトラマラソン

戦というメンバーが７人という中で、大会全

の多くは制限時間14時間が一般的ですので、

体の完走率が71.9％だったことを考えると、

初心者向きの大会といえます。大会名称も昔

十分健闘したといえるのではないでしょうか。

のマラソンの呼び方の「遠足（とおあし）」

今回も全員が、「走る中小企業診断士」と

となっており、まさに遠足気分で楽しく走る

書かれた青いTシャツ（通称青T）を着て大

ことが出来る大会になっています。

会に出場しました。レース中には、何人かの

ホスピタリティあふれるエイドステーショ
ンも「しまなみ遠足」の特徴の一つです。約

方に「そのTシャツの人、他のレースでも見
たよ」と声を掛けていただきました。中には、

５kmごとに設置されたエイドステーション

「走る診断士って何？資格？」と聞かれるこ

では、水やスポーツドリンクだけではなく、

ともあり、中小企業診断士という資格につい

地元の名産品を使った様々な食べ物（地元の

て説明したり、といったこともありました。

レモンを練り込んだ素麺は美味でした！）や

このような形ですが、
「走る診断士」の活動が、

飲み物（清美オレンジの生絞りジュースは絶

中小企業診断士の知名度向上につながってい

品！）が充実しています。このような食べ物

るのかな、と感じています。

も大きな楽しみの一つですが、一番元気をも
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士会のページ
（一社）大阪中小企業
診断士会
副理事長

橋本

豊嗣

本年度一般社団法人大阪中小企業診断士会
の副理事長を拝命しました橋本豊嗣です。ま
た、本年度より理事長のご方針で、大阪府中
小企業診断協会と大阪中小企業診断士会の相
互の交流を含め、効率的な運営のための人事
交流という位置づけで、大阪中小企業診断協
会の理事（連携理事）もさせていただくこと
となりました。微力ではありますが務めさせ
ていただきますので、よろしくお願い申し上
げます。
さて、
（一社）大阪中小企業診断士会は、
公益法人制度改革による一般社団法人への移
行から丸３年が経ちました。
組織としては、事業推進部と総務サポート
部があり、様々な活動を行なっています。現
在、行政や支援機関、金融関係、様々な企業
様などと円滑な関係を構築しつつあり、信頼
と実績を重ねています。今後ますます中小企
業の皆様に対して「経営のあらゆる分野にお
けるサポート役」である経営コンサルティン
グの専門機関（コンサルティングファーム、
シンクタンク）としてその地位を確立したい
と考えています。
ここでは皆様に、（一社）大阪中小企業診
断士会の公益目的事業について簡単にご紹介
します。
公益法人の移行認可申請において、公益目
的財産を公益目的で支出する計画を提出して
いて、その計画に従って毎年公益目的の事業
を実施し、費用を支出しています。
公益目的支出計画には、３つの公益目的事
業があります。
①「一般府民を対象とした経営情報の提供と
研修講演会の実施」。
②「中小企業等に関する公的施策への協力」。
③「中小企業経営者等を対象にした経営相談
事業」
。
①「一般府民を対象とした経営情報の提供と
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研修講演会の実施」は、シンポジューム等の
開催事業や、インターネットにおける情報提
供事業などです。
過去のシンポジュームは、元観光庁長官の
溝畑宏氏や大和ハウス工業（株）の樋口武男
代表取締役会長の講演や、24年度には中小企
業経営診断シンポジューム「地域からの発信、
経営革新～新たな道を開く中小企業診断士」
を大阪で開催、500名のご参加を頂きました。
また、昨年度は、「関西を元気にする国際
フォーラム」基調講演にワタベウエディング
（株）の渡部隆夫氏や、第１部「海外進出に
際しての課題と対策」と、第２部「海外人材
の雇用、その課題と対策」のパネルディス
カッションなどグローバルな内容で、多くの
参加者を集めました。
②「中小企業等に関する公的施策への協力」
は、大阪府等の行政機関が実施する中小企業
に対する政策に関する提言事業です。
提言は、毎年「公益目的事業の政策提言に
関する調査・研究事業」として公募してます。
過去には、大阪府中小企業診断協会の登録
研究会の農業経営研究会「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
化への一提言』や最先端ビジネス研究会の「大
阪阿倍野再開発事業における商店街及び中小
商業活性化の提言」などを採択しています。
③「中小企業経営者等を対象にした経営相談
事業」は、以前より実施している無料経営相
談と、昨年度より大阪府立中之島図書館と大
阪中小企業診断士会との連携事業として中之
島図書館の無料経営相談、中小企業診断士に
よる「経営・起業相談会」を担当しています。
このように広く公的な貢献事業として、
「不
特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するも
の」に沿った事業を行っています。
また、本年度は、公益目的支出計画に記載
していた、専門家派遣事業の実施を検討して
います。
この事業は残り６年実施する予定であり、
今後とも会員皆様のご理解とご協力を、お願
い申し上げます。

14/09/22 15:36
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士会のページ
（一社）大阪中小企業
診断士会
副理事長

池田

朋之

本年度、大阪中小企業診断士会の副理事長
を拝命しました池田です。
また、本年度より府協会と士会との情報の
共有化を図るために設置された連携理事とし
て、大阪府中小企業診断協会の理事も務める
ことになりました。よろしくお願いいたしま
す。
私からは、今年度の士会の組織について、
ご紹介したいと思います。
昨年度までの組織は、
「事業推進部」と「総
務サポート部」に分かれていましたが、今年
度新たに「ミラサポ推進室」が設置されまし
た。
これは、中小企業庁が認定する「地域プ
ラットフォーム」に当士会が昨年度認定され
たことに伴い、その支援ポータルサイトであ
る「ミラサポ」の活用促進を中心とした運営
体制を強化するために設置された組織です。
最近では金融機関との連携も深まり、依頼
件数も徐々に増加しており、今後もさらなる
件数増加が見込まれています。
現在、笹野理事が室長を務めていますが、
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今後はプロジェクトチームを構成し、より一
層体制を強化していく計画です。
さて、「プロジェクトチーム」について、
その発足の経緯をご説明しておきます。
士会の組織と事業運営を考えたとき、１年
を通じて発生する、いわゆる恒常的な案件を
管理する組織と、外部からの受注案件など、
業務が発生した際に機動的に組織をつくり、
ミッションが終了したら解散するという組織
の方が馴染む業務があります。
このような観点から今年度は、下の組織図
にあるとおり、６つのプロジェクトチームで
スタートすることになりました。
プロジェクトメンバーは、ご覧のとおり組
織の枠を超えて構成されています。
データベースは小野部長、認知度アップと
商品開発は大音理事と柳理事、事業運用は林
理事、実践研修は石橋理事、会員モチベー
ションアップは川本理事が担当し、それぞれ
のミッションを達成すべく日々精力的に活動
しています。
活動内容の詳細については、本会報でも順
次紹介していく予定ですが、今後は士会会員
のみなさんのご意見も、広くプロジェクトに
反映していく計画です。
今後とも、士会の活動にご協力をいただき
ますようよろしくお願いいたします。

14/09/18 10:04
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新入会員の紹介
小笠原

古池

亨
抱 負

和弘
抱 負

石油元売会社の社員

税理士・FP １級を取

としてガソリンスタンド営

得しておりますが、診断士

業の仕事についていた昭和

の知識と考え方は、他の資

62年 に 資 格 を 取 り ま し た。

格では得難い、非常に価値

その後、長らく管理部門でし

の高いものと考えています。

たが、この度、中小企業の街、東大阪市で勤

これらの資格で、利益を出し、お金が残り、

務することとなり、再入会いたしました。ど

評価されるという、“元気な”会社になって

うぞよろしくお願いいたします。

頂くために支援していきます。

趣味・特技

趣味

読書・卓球

特技

子供と子供のように遊ぶこと・会社を

中国旅行、中国語の勉強

利益に導く事
野路

謙

堀江
抱 負

尊徳
抱 負 私は会計事務所に勤務

転勤族で永年中小企

業の金融に従事しています。

しております。今までは税務

診断士登録は平成２年です

の知識だけで、中小企業の顧

が、今後は、知識のリニュー

問先様の経営相談にのってき

アルとスキルの向上に努め、

ていましたが、これからは、

中小企業のサポートに少しでも貢献できれば

中小企業診断士として日々研鑽し、経営コンサ

と考えています。よろしくお願い致します。

ルタントとしての知識を高めて、経営相談に

趣味・特技

のっていきたいと思います。

本屋巡り

趣味・特技
早川

尚志

芳村
抱 負

音楽鑑賞・映画鑑賞・読書

広幸
抱 負

諸先輩方の幅広い経

電機メ―カ―の生産

験や深い洞察を学びながら、

技術部門にて勤務していま

企業家に頼られる診断士を

す。現在は三重県に勤務・

目指して研鑽を積んでいき

居住していますが、大阪協

たいと思います。着実な一

会の会員の多さと研究会活

歩をモットーに、明るく元気に中小企業の価

動の豊富さに魅力を感じましたので大阪協会

値向上に寄り沿っていきたいと存じます。温

に加入しました。将来は大阪を根拠地として

かいご指導のほどよろしくお願いします。

活動できるよう、研鑽に励みたいと思います。

趣味・特技

趣味・特技

エアロビクス、サイクリング、

茶道、ゴルフ（始めたて）

散策
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お 知 ら せ
大阪府協会の主な行事

士会の主な行事

（平成26年７月～９月）

７月

（平成26年７月～９月）

７月

２日 連携理事打合せ会

２日 データベースプロジェクトチーム





 合同役員打合せ

 連携理事会

７日 総務広報委員会

７日 大阪府中央会・組合事業向上支援準備



 会員サポート委員会

10日 商品開発グループ



 研修・事業委員会

11日 理事会

８日・10日・16日

16日 総務サポート部会



17日 商品開発グループ

 診断士交流会

 業務推進部プロモーションプロジェクト

10日 正副会議・理事会



10日・18日

23日 人材マッチング部会



24日 事業推進部事業運営プロジェクトチーム

 業種別交流会

23日 スキルアップ研修



28日 合同総務打合せ会

28日 総務サポート部


８月

 データベースプロジェクトチーム
 総務広報委員会合同会議

29日 人材マッチング部会

１日 会員サポート委員会
４日 正副会議・理事会

８月

６日・22日

７日 組合事業向上支援担当



８日 正副理事会

 業種別交流会

７日・19日・20日





13日 データベースプロジェクトチーム

 診断士交流会

 実践研修プロジェクトチーム

９日・10日

18日 総務サポート部会



28日 データベースプロジェクトチーム

 中小企業診断士第１次試験

18日 研修・事業委員会



 事業運営プロジェクトチーム

19日 総務広報委員会

30日 ミラサポプロジェクト

21日 海外研修旅行プロジェクトチーム
28日 スキルアップ研修

９月
２日 事業推進部プロモーションプロジェクト

９月

３日 事業推進運営グループ

２日 会員サポート委員会

５日 実践研修プロジェクト

４日 総務広報委員会（会報編集部会）

９日 総務サポート部ホームページ担当部会

９日・11日・17日

11日 データベースプロジェクトチーム



12日 人材マッチング部会

 診断士交流会

12日 業種別交流会

17日 理事会

17日 研修・事業委員会

18日 総務サポート部会

19日 総務広報委員会（会報編集部会）

24日 事業運営プロジェクトチーム

25日 スキルアップ研修

26日 モチベーションアッププロジェクト

27日 プロコン道場応用編
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スキルアップ研修
日

時

平成26年10月23日（木）

スキルアップ研修
日

時

18時30分～ 20時30分
会

場

マイドームおおさか（予定）

テーマ 『再生支援の経験から見えてきた、

師

中尾

博一

平成26年11月27日（木）
18時30分～ 20時30分

会

場

マイドームおおさか（予定）

テーマ 『省エネで利益を生み出す体質作り


経営管理の着眼点』
講

（ 33 ）

士

にチャレンジ!

氏

「中小企業経営者のための省エネに

よる経営改善」』

事業再生支援を進めるにあたり、対象

講

師

小河

晴樹

氏

企業の調査・分析を行いますが、対象企
業が経営不振に陥った直接の原因は、外

震災以降の電力需給の逼迫、電気料金

部環境の変化によるものであるケースが

値上げによる企業経営への影響を踏まえ、

多く見られます。

中小企業の経営層を対象に利益を生み出

しかし、さらに調査・分析を進めてい
くと、元々企業内部に問題を抱えており、
それが外部環境の変化により顕在化した、
というケースが殆どです。
真の原因は、内部にあることが多いの
です。
これらの問題は、利益が出ている状況
では表面化しにくいため、
対応が遅れがちとなります。

す省エネの考え方、進め方と対策事例に
ついて講演します。
前職のパナソニック(株)や現職の中小
企業様向けコンサルティングにおける省
エネ推進業務の経験と実績を踏まえ、中
小企業診断士としての経営視点を盛り込
みながら、自主的・主体的に省エネに取
り組む際に経営層の立場で知っておくべ
き内容を中心にお伝えします。

再生支援という、いわば非常時の対応
から見えてくる事柄を、平時の経営管理
にどのように活用するか、という視点か
らお話させて頂きます。

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。
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スキルアップ研修
日

時

平成26年12月18日（木）
18時30分～ 20時30分

会

場

マイドームおおさか（予定）

会員の消息
他府県協会への移籍
田中

寿彦

愛知県

木山

良裕

東京都

西野

友浩

東京都

テーマ 『コミュニティビジネス（CB）

・
ソーシャルビジネス（SB）と
営利ビジネスの共通点と相違点を
知る』
講

師

七森

啓太

氏

他府県協会より移籍
關

祐二

東京都

細見

裕

東京都

菅原

雄人

東京都

まずはCB・SBの用語や定義を説明し
ます。次にSBの事例を幾つか紹介し、そ
れら事例の起業からビジネスが軌道に乗
るまでの成功要因をマーケティングの切
り口に絞って説明します。
営利を追求するビジネスを成功させる
ことに長けた診断士の皆様にCB・SBの
成功要因の一例に触れていただき、普通
のビジネス（営利を追求するビジネス）
とCB・SBとの共通点や相違点を知って
いただくことで、企業の支援についての
新たな気づきを持っていただければ幸い
です。

～協会会議室等申込みルール
変更お知らせ～
現在、協会会議室、フリースペース、備
品については、
「会議室利用規程」等にも
とづき、ご利用の前月の第一営業日より事
務局で申込みを受付けています。
今後は、前月の第一営業日に、事務局に
て 、 午前10時から電話での申し込みを優
先して受付けることといたしました。申込
手続きの混乱を避けるための変更ですの
で、ご理解とご協力をよろしくお願いいた
します。
【総務広報委員会】
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編集後記
～総務広報委員会から～
５月から新しいメンバーで総務広報委員
会がスタートしました。ですので、編集後
記を担当させて頂くのは今回が初めてとな
ります。編集する側となり、会員の皆様に
どのように読んで頂いているのだろうか？
と気になっています。
今回の特集は、ひとづくり系診断士の
方々に活動を紹介して頂きました。人材育
成については、どの企業でも経営課題の一
つではないでしょうか。グローバル化が進
んでいる現在では、日本人だけの時代とは
違うマネジメントが要求されることも想定
され、より重要性が増しているかもしれま
せん。
さらに私たち診断士も自分自身が成長し
ていく必要があります。今回はそういった
視点の内容も盛り込まれていました。
今後の活動のヒントにして頂ければ嬉しく
思います。
より魅力ある内容にしていきたいと思っ
ていますので、今後、皆様にご意見をお願
いすることがあるかもしれません。その節
は、ご協力下さいますようお願い致します。
【岡崎】
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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40,000 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

ジャカルタ

時 間

交通機関

10:00
12:00

GA889

17:00

専用車

9:00
16:30

専用車
専用車

専用車
3

4

5

11 月 14 日
(金)

11 月 15 日
（土）

11 月 16 日
（日）

ジャカルタ発

8:10

デンパサール着
（バリ島）

11:10

専用車

バリ島

デンパサール発
関西空港着

夜

専用車

0:35
8:30

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
現地自動車製造・販売企業の現状を視察
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
（現地関係者との懇親夕食会）
ミレニアム シリ ジャカルタ泊

食

事

昼：機内
夕：ﾚｽﾄﾗﾝ
朝：ホテル
昼：ﾚｽﾄﾗﾝ
夕：ﾚｽﾄﾗﾝ

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

朝：ホテル

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、空港で解散時間

夕：ﾚｽﾄﾗﾝ

昼：ﾚｽﾄﾗﾝ
夕：ﾚｽﾄﾗﾝ

昼：－

朝：機内

20140901
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全面広告

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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