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（　2　） 診 断 士

　農業経営研究会（以下　研究会）では昨年、
京都府南地域の農業者を対象として勉強会を
開催しました。私は研究会事務局として、勉
強会の企画実施に携わることができましたの
で、その活動の紹介と活動で得た気づきをご
紹介したいと思います。

１．勉強会の概要
　この勉強会は、研究会にとっても初めての
試みで、事前準備に多くの時間を費やしまし
たが、無事開催することができました。勉強
会は、１年間を通して６回開催し、延８人の
研究会メンバーがレクチャーし、延43名の農
業者の参加を得ました。受講後の参加者のア
ンケートは、満足度をみると「大変満足」と
「まあ満足」の合計は95％と概ね好評でした。

２．勉強会の開催結果
　事前準備の段階で、農業者から「マネジメ
ント、マーケティング、リスク管理は人まか
せではいけない」「ばくちみたいな農業はや
めたい」「戦略の作り方を知りたい」「現状は
いきあたりばったり。計画的な物の考え方が
必要」「いいものを作っても売り方がわから
ない」といった、強い危機感を感じさせる発
言がありました。
　農業者が抱える共通課題として、「農業者
から経営者への変革」が重要であること認識
し、それをテーマとして開催することを決め
ました。経営計画、数値管理、経営戦略の必
要性などについて理解して頂くとともに、国
内の先進的な農家の取り組み事例として、ビ

ジネスモデル、イベントや６次化など様々な
観点から紹介しました。これらの事例は研究
会のこれまでの調査研究活動（表１）及びメ
ンバーの日頃の活動のストックを活かしたも
のです。経営理論と先進事例と関連させたレ
クチャーは有効であったと考えます。
　農業者は多忙であるため、１回あたりのレ
クチャーは１時間と短くし、６回に分散して
実施することにしました。各回終了後のアン
ケートをふまえて次回以降のテーマを検討す
るため、余裕を持って２ヶ月に１回の頻度と
し、より詳細なニーズを把握するため、参加
者へのヒアリング（戸別訪問）を実施したこ
とが工夫した点です。（６名、延７回）。

３．研究会のこれまでの取り組み
　研究会は平成27年で設立８年目を迎えまし
た。「儲かる農業」を目指し、都市近郊農業
のあり方についての調査研究活動を行ってき
ました。
　農業に関してマクロの統計データは豊富に
ありますが、地域の実情を把握した情報は大
変乏しい状況です。農業者の支援にはまず農
業者の置かれている産地の状況を把握するこ
とが必要です。研究会という組織で取り組む
ことで、農業者や産地の実態を効率的に把握
することが可能になります。当研究会の調査

農業者向け勉強会の 
開催と今後の取り組み

　会員　杉　浩行

アグリ系診断士の活動報告

・�「大阪産野菜のブランド化による地域活
性化への一提言」2011 年３月　（21 件）

・�「大阪（羽曳野）産ぶどうの展望と地域
活性化への提言」2012 年 11 月　（16 件）

・�「大阪の養鶏（採卵鶏）農家の経営に関
する基礎調査」2014 年 2 月　（12 件）

（　）内は農業者、先進農家、流通業者等へのヒ
アリング件数

表１　研究会のこれまでの調査研究活動
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（　3　）診 断 士

研究活動は、独自性のあるアプローチである
と考えています。

４．農業者の特性
　製造業では、社名や取扱商品により事業内
容をある程度イメージすることができます
が、農業（米・野菜の場合）は概ね一括りで
あり、隣家であっても土地の性質・形状や、
これまで培ってきた栽培技術などにより、栽
培する作物は異なり、販売先も様々です。
　また、農業者といっても、農業以外の経歴
の有無、情報の収集方法などに大きな個人差
があります。さらに、農業の特性として、取
り組みの結果が出ることが早いことが挙げら
れます。米作では１年に１回のサイクルです
が、野菜は収穫までの期間が短く、様々な試
行錯誤を試すことが可能です。以上のように、
農業者は個々の独自性が高く、収穫や収益に
大きな差があるものと考えられます。そして、
その独自性は外観（名刺や栽培風景）から判
別しづらいのが特徴です。
　一方、農業者は、TPPや法制度などの外部
要因の変化に対して漠然とした不安を抱えて
います。そのため、共同化や法人化、６次産
業化・消費者への直売など戦略的な取り組み
を行いたいのですが、栽培・販売・経営など
様々な分野において、天候判断、作業段取り、
出荷作業、価格設定など日常的に判断・決定
すべき事項が多く多忙といえます。そのため、
近視眼的な思考に陥らざるを得ない状況にあ
ります。

５．考察　～今後の開催に向けて～
　ヒアリングを実施した農業者は現状に満足
しておらず、新たな取り組みに関心を持って
います。共同化など農業者の緩やかな連携の
あり方についての関心は高いと感じました。
　また、勉強会後のQ&Aでは熱心な質問が

出され、販売の工夫など日々改善を行ってお
られますが、下記に示すような方向性に向け
て大きく経営の舵を取ることは、リスクを伴
う場合もあります。これらに取り組むことは、
本来は必要な情報を収集し、経営者の視点を
持って判断することが必要になります。

　前述したように農業者は多忙で、近視眼的
な思考に陥らざるを得ない。そのため変革に
取り組むには、大きな環境変化が必要になり
ます。当地域でも共同化の動きが見られます
が、産地としての売上の減少・単価の下落と
いった危機感が背景にあります。そのため、
個々の農業者に経営の方向性を示すためにも
先進事例やリーダーの存在は重要になりま
す。
　今後、農業者への支援として、勉強会を開
催する機会がありましたら、農業者のおかれ
ている産地の状況をふまえたうえで、下記の
ような役割を担っていくことが求められてい
ると考えます。
①�客観的な状況をデータ等を元に把握して示
す
②�参考となる先進事例を紹介する
③�産地における共同化（緩やかな連携）の取
り組みを支援する
④�リーダーの育成を支援する
⑤�経営者に必要な考え方や基礎知識を提供す
る

略歴
自治体向けコンサルタント会社等を経て独
立。企画策定、調査実施、報告書作成の経
験が豊富。これまでの経験を活かし、創業
者支援、評価書作成、各種論文添削・審査
等により中小企業支援に取り組んでいる。
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（　4　） 診 断 士

■農業系診断士としてのあり方
　「農業支援って、毎日長ぐつを履いて農家
さんの畑に行っているのですか？」と冗談交
じりによく訊かれます。もちろん長ぐつは常
備していますが、私は毎日農家さんを相手に
仕事をしているわけではありません。
　農業ビジネスの世界は幅が広く、特に６次
産業化が叫ばれている時代においては、食品
加工業や流通、販売、サービス業、観光業な
ど、多様な業界が農業に密接に関わることに
なります。農業ビジネスを支援していると、
これらの業界との接点も増え、いつの間にか
農業とは直接的な関係がない企業を支援して
いることもよくあります。逆にそのような場
合は、その業界特性をいかに農業ビジネスに
活かせるかという視点をもって臨み、実際の
農業支援の場に役立てているというのが私の
現在の状況です。
　私は、農業ビジネスを通じて多様な連携を
生み、地域の活性化につなげていくことを目
指しています。

■農林漁業者の経営改善支援
　各種政策からも見られるように、農林漁業
者の所得向上は今や国家的な課題にもなって
います。しかし、そこは「経営」とはかけ離
れた、自給自足の延長線上にある「家計」の
世界。経営的な考え方を導入するのも簡単で
はありません。しかし、前向きな農林漁業者
の方々にとっては、診断士の話はまさに目か
ら鱗が落ちるような感覚のようで、非常に熱
心に聴いていただけます。

　具体的な活動内容をご紹介します。
①認定農業者の経営診断
　認定農業者とは、「農業経営改善計画書」
を市町村に提出し、計画の妥当性を認められ
た農業者です。
　認定農業者向けの経営診断を事業化してい
る自治体から派遣される形で、農業者の自宅
などに出向きます。自治体に対しては、簡単
な実施報告書の提出で済むのが通例ですが、
持ち込み案件の場合など、農業者との関係性
次第では詳細な診断報告書を提供することも
あります。

②６次産業化の認定申請サポート
　６次産業化施策は、農林漁業者が「総合化
事業計画」を作成し、農林水産大臣の認定を
受けると各種支援措置が利用できるというス
キームになっています。認定を目指す農林漁
業者をサポートするため、各都道府県に設置
された６次産業化サポートセンターから「６
次産業化プランナー」として農林漁業者のも
とに派遣されます。
　基本的に要件さえ満たしていれば認定はさ
れるのですが、農林漁業者が希望する事業内
容が要件を満たしていないことも多々あり、
認定要件に合致するよう、計画段階でうまく
調整していく必要があります。
　付随して補助金申請のためのサポートが発
生することもありますが、補助金の要件はさ
らに細かくなるため、総合化事業計画との間
で整合性をとるのに苦労させられます。

③その他の経営支援
　６次産業化の認定事業者などに対し、法人
化のサポートをしたり、売上管理や在庫管理
のしかたを教えたりすることもあります。
ITスキルに長けていない農林漁業者が多い
ため、エクセルの使い方などを丁寧に教える

農業ビジネスから 
地域活性化へ

　会員　東松　英司

アグリ系診断士の活動報告
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（　5　）診 断 士

と大変喜ばれます。

■農林漁業関連団体の経営改善支援
　農林漁業者単独ではなく、団体に対する支
援です。農協や漁協、森林組合のほか、農村
女性たちがメンバーとなっている生活改善グ
ループや農産加工グループ、地域の直売所組
織などです。
　中でも直売所は経営主体が多様化してお
り、掴みどころが分かりづらいですが、一昨
年、診断士のグループで調査研究活動に取り
組んだ結果、経営改善支援のポイントがかな
り整理できました。
　具体的な活動内容としては、直売所店舗の
運営改善指導が中心となり、併設の食堂のメ
ニュー改善やオペレーション改善などのほ
か、加工品の開発や販路開拓の支援などに携
わっています。働き手は地元の農村女性たち
であることが多く、いかにモチベーションを
高めて潜在能力を発揮させるかが実は大きな
ポイントであったりもします。地域の複数の
グループを集めてワールドカフェ形式の勉強
会を開催した時は「参加者たちの気持ちが前
向きに変わった」と大変好評でした。

■加工・流通・販売までの各段階での支援
　６次産業化の支援にあたっては、一次生産
段階だけでなく、加工や流通、販売（飲食な
どのサービスを含む）段階のノウハウや業界
事情にも精通していることが求められます。
　加工段階においては、生産体制の構築をは
じめ、原価計算や利益管理、生産工程管理の
しかたを指導する必要が出てきます。食品を
扱うため、衛生管理も極めて重要です。私は
12年ほど前の前職時代から食の安全分野に関
わってきましたが、この度再度体系的に学び
直し、HACCPコーディネーターとして確実
な指導ができる立場になることを本年の目標
の一つに置いています。

　流通段階においては、いかに効率的な流通
体制を構築するかが重要になってきます。こ
れまで市場や農協等への持ち込みが通常だっ
た一次生産者が新たな販路を開拓した場合、
自ら販売先へ納品するパターンが多数です。
コストを掛けて大手宅配業者などに依頼する
場合もありますが、できれば地域の農産物を
集荷して都市部の販売店へ搬送できるような
体制や、食品卸売業者との連携体制の構築を
実現していきたいところです。
　販売段階においては、市場を通さない販売
先をいかに確保できるかが重要です。展示会
への出展などを含めた積極的な営業活動をサ
ポートしていくことが求められます。パッ
ケージデザインや販促ツール、POPなどでの
訴求方法や、ホームページやSNSの活用方法、
場合によってはプレスリリースの出し方など
まで相談に応じていきます。事業全体をみて
販売戦略を構築していくことが重要です。価
格設定の相談も多く「安くしなければ売れな
い」という意識を払拭させることが最初の課
題になります。

■地域連携、地域活性化への取り組み
　６次産業化とはいえ、ノウハウを持たない
農林漁業者が加工や販売までのすべてを担お
うとするのは無理があります。餅は餅屋だと
認識させることも重要であり、外部の専門業
者との連携関係をいかに構築するかがポイン
トとなります。可能な限り地元の事業者との
連携体制をつくり、地域の活性化につなげる
ようにしています。
　自治体との連携も重要であり、今後は自治
体職員を交えた勉強会なども企画していきた
いと考えています。
略歴
京都大学大学院農学研究科修士。大手メー
カーの新規事業部にて農産物トレーサビリ
ティシステムの開発～導入支援に携わった
後、中小企業診断士として独立。産地経営
サポート代表。６次産業化プランナー。
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（　6　） 診 断 士

１．はじめに
　平成25年４月に登録した堂山です。私は平
成26年６月に独立をしました。それまでは、
大阪市中央卸売市場の青果仲卸として野菜の
目利きや量販店との商談を行ってまいりまし
た。「アグリ系」診断士といっても、活動は
様々です。私の場合は、仲卸時代に得た多く
の経験をもとに青果物流通の専門家として活
動をしています。

２．青果物の流通について
　青果物の流通は大きく分けると、市場を通
すものと通さないものになります。
（市場流通の場合の流通経路）

　中央卸売市場等を経由した流通のメリット
は、①「取引数量最小化の原理」と「不確実
性プールの原則」が働き流通コストが低下す
る。②受託拒否禁止の原則がある。③代金決
済が早い。デメリットは、①流通の多段階性
により中間マージンが多く発生する。②生産
者自らが価格を決められない。③顧客の顔が
見えない。

（市場を通さない場合の流通経路）

※中間業者が入らずに、農家さんから直接流
通する場合もある

農家さんが直接販売または専門の業者を経由
して流通させた場合のメリットは、①中間
マージンが減る。②生産者自らが価格決定権
をもてる。③顧客の顔が見える。デメリット
は、①販路開拓が難しい。②納品に対し過不
足への対応が必要となる。③代金決済が長期
化する恐れがある。
　青果物の流通には、前述のとおり一長一短
があります。今後は、これらをバランスよく
活用することが重要となります。

３．私の支援活動について
　変革を求める農家さんに対して、以下の支
援をしています。
①販路開拓・流通の効率化支援
　大阪・兵庫の青果物を関東方面で販売した
い農家さんに対し、販売業者の紹介や流通の
効率化についてのアドバイスをしています。
具体的には、関東の量販店・デパート、飲食
店に販売先を持つ業者とマッチングしていま
す。また、流通の効率化に関しては、大阪市
中央卸売市場の仲卸を通じ市場間転送という
方法を活用しています。これにより、低料金
で大阪市中央卸売市場から、東京の大田市場
まで荷物を運ぶことができます。ほかにも、
名古屋、横浜、岩手といった方面への対応も
可能となっています。
　一方で、大阪南部の農産物直売所と大阪市
中央卸売市場の仲卸と連携して、飲食店向け
の青果物卸販売支援にも携わっています。具
体的には、大阪の地元農産品が欲しい飲食店
に対し、大阪市中央卸売市場まで引き取りに
来れば、新鮮な地元の農産物を提供できると
いうものです。まだ、取引先は少ないですが、
非常に面白い取り組みだと考えています。
②マルシェでの販売指導
　接客が苦手な農家さんに対し、接客のポイ

～農家と消費者の
距離を縮める～

　会員　堂山　一成

アグリ系診断士の活動報告
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ント、顧客視点についてアドバイスしていま
す。接客に不慣れな方は、売り手視点になり
がちです。消費者購買行動を踏まえ、アプロー
チからクロージングまでを実践形式で学んで
いただいています。実績は、兵庫県指定アド
バイザー事業からの専門家派遣で、三宮ハン
ズ・マルシェでの販売指導を行いました。ま
た、西播磨アグリ・カレッジのマーケティン
グ講師なども務めました。
③農家さん向けの勉強会の開催
　同じ中小企業診断士の山本文則さんが立ち
上げたNPO法人農楽マッチ勉強会で、農家
さん向けの勉強会を開催しました。普段は、
大阪の阪急梅田ビルオフィスタワーで無料の
勉強会を開催していますが、地元の農家さん
からの要望もあり、昨年の冬には、羽曳野市
のぶどう・いちじく農家さんを集めて事業計
画の立て方について講座を行いました。また、
春には南大阪の農家さんを対象にマーケティ
ング講座を行いました。講義の開始時間は、
夜７時からでしたが、疲れを見せず真剣に学
ぶ農家さんの姿は、現状を打開したいという
強い思いの表れのように感じました。
④野菜ソムリエとしての活動
　私の肩書の一つに野菜ソムリエというもの
があります。この資格は、野菜・果物を愛し、
その魅力を伝える専門家として、日本野菜ソ
ムリエ協会が認定するものです。私は、この
資格を活用して、消費者向けの野菜講座を
行っています。消費者に青果物の正しい知識
を身に着けていただくことの他に、別の狙い
もあります。それは、消費者のニーズを探る
ことです。消費者は何を知りたいのか、どの
ような情報が欲しいのか、これだけは、実際
に関わってみなければわかりません。この消
費者ニーズの収集・分析で得られた情報は「ア
グリ系」診断士として活動していく上で、差
別化要因として機能しています。

４．今後の活動について
　今後、強化していきたい活動は３つありま
す。
　１つ目は、農家さんへの支援強化です。平
成27年度大阪府６次産業化プランナーに登録
されましたので、今後は、より精力的に農家
さんの支援を行いたいと思います。
　２つ目は、消費者向けのセミナー強化です。
現在、２カ月に１回のペースで野菜講座を
行っていますが、これを毎月１回ずつ開催し
たいと考えています。また、活動範囲を広げ
るために名古屋、東京でも行いたいと思いま
す。この活動では、より多くの消費者に野菜・
果物の魅力を伝えるとともに、消費者データ
の収集・分析を行いたいと思います。
　３つ目は、中央卸売市場との連携強化で
す。私自身の支援テーマとして、中央卸売市
場の活性化があります。時代の流れととも
に、中央卸売市場の役割が変わってきていま
す。これからは、従来と違う新しい価値を見
出していく必要性を強く感じています。

５．おわりに
　最近は、農業協同組合法の改正、全農の株
式会社化といった話題が取り上げられていま
す。日本の農業は、過渡期に入ってきていま
す。時代の変革期には、外部環境の変化に如
何に対応していくかが、重要だと考えます。
この過渡期を乗り越え、新たなステップを踏
んでいくためにも、私の持つ経験と知識を活
かして、農家さんの支援を続けていきたいと
思います。

略歴
平成25年４月中小企業診断士登録。
平成26年６月に独立開業。
・大阪府６次産業化プランナー
・兵庫県指定アドバイザー
・高知県野菜販売サポーター
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１．はじめに
　このたびは執筆の機会を頂き、ありがとう
ございます。はじめに、診断士を取得する
きっかけを述べさせていただきます。
　15年勤めたアパレル企業が倒産し、再建に
試行錯誤している際に資格を知り興味を持っ
たのですが、その時は余裕がなく勉強には至
りませんでした。その後、５年間の再建業務
で気力・財力を使い果たし、やむなく転職を
しましたが次の会社では経営者とのトラブル
により解雇の憂き目にあいました。そんな経
歴をFacebookに日記のように投稿したとこ
ろ、多数の「いいね！」を頂き、セミナーの
依頼も頂きました。（興味のある方は私の
Facebookのマイノートに「アホ社長とクソ
社長」として載せておりますのでご覧くださ
い）
　そんなサラリーマンとしての失敗から、会
社とは？経営とは？と改めて勉強したくなり
中小企業診断士の資格取得にむけスタートを
切りました。
　ところが、財政的な事情もあり45歳から独
学で始めたのですが、なかなか合格すること
ができません。最終的には５年間かかってし
まいました。さすがに２次対策は、専門学校
に通いました。おかげでその時の人脈は今で
も活きています。

２．なぜ？農業系診断士に
　農業系に至った経緯は、診断士の資格を活
かしたいと多数のセミナー・勉強会・異業種
交流会に参加する中で、独自の強みが必要と

感じるようになりました。そこで、自分自身
の棚卸しをした際に、実家が赤字農家だった
ことが機会であると考え、農業に診断士の資
格を活かせないかと、思うようになりました。

３．自主セミナー開催
　農業系診断士と言いながらも、知識・人脈
ともとぼしいのをカバーする為、自主セミ
ナーを開催したいと前々から考えていた時
に、人を介して無料でセミナー会場を借りる
機会がありました。そして平成25年２月より
「農楽（のら）マッチ勉強会」として自主セ
ミナーを開催することができました。
　初回こそ、友人・知人を招いて24名の参加
でしたが、２回目以降は毎回40 ～ 70名の参
加を頂く人気のセミナーとなっております。
毎月１回、農業や農業ビジネスに関わってい
る方を講師として招き、農業や食の問題に関
心のある方々に参加してもらっています。
　そのセミナーのおかげで、人脈も広がり農
業の実態にも詳しくなったと自負していま
す。
　宣伝になりますが「農楽マッチ勉強会」梅
田定期セミナーも平成27年３月で26回を数え
る事になりました。４月以降は場所がかわり
ますが、多数の診断士様の参加をお待ちして
おります。（日程や詳細はホームページを参
照下さい）http://noramatch.com

農業に診断士資格は
活かせるのか？

　会員　山本　文則

アグリ系診断士の活動報告
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４．NPO法人化
　座学以外の行動も起こそうとの想いもあ
り、平成26年に理事７名を選出して、NPO
法人化しました。その【NPO法人農楽マッ
チ勉強会】で、同年８月には農林水産省補助
事業「援農隊マッチング支援事業」を受託し、
羽曳野のぶどう・いちじく農家へ援農隊を組
織して農作業の手伝いをおこなう仕組みの構
築を行っています。その様子を１月18日の朝
日新聞さんにも取り上げて頂きました。
　農業の世界は担い手が不足し、危機的状況
と言われていますが、若手農家の集まりに参
加すると、農業人口の減少は「逆に、チャン
スや！」と頼もしい発言も聞こえます。
　今後は、その様なやる気のある人にモノ

（土地）・金・情報が集約され、企業経営とし
て農業が発展していくことを願っています。
　そんな農家さんに、経営一般の知識があり
アドバイスができる診断士はとても有効な
パートナーとなり得ると信じています。

５．求められるニーズ
　農業においては、長い間JAが業界をリー
ドしてきました。JAが農産物の育成指導及
び集荷を司り、卸売市場が価格決定と再分配
の機能を行うことにより、年間安定して安価
な農産物を手に入れることが出来るように

なったことは消費者にとっては素晴らしいこ
とでした。その一方で生産者は、価格決定権
がないままで生産のみに注力しておればよ
く、単価の下落に対しては税金での補填があ
りました。今では、その仕組みが機能しなく
なってきています。心ある農家は市場経済の
荒波に自ら乗り出しつつあります。そんな農
家の支援をしようと、国は６次産業化（１次
産業者が２次の加工３次の販売まで行う）を
積極的に推奨しています。
　ところが、今まで経営を勉強する機会のあっ
た農家はごく限られているので、ほとんどの
方々が勘と経験で生産し、販売先の開拓方法
もわからず逡巡している状況です。基本的な
原価計算、生産管理、マーケティング、労務
管理、得意先管理をするだけで、農業経営は
見違える程変わってきます。そんな農家と中
小企業診断士がお互いにパートナーとして、
出会える機会を作って行きたいと日々活動し
ております。まだまだ、儲かっている農家は
限られるので、ボランティアの要素が高いの
ですが、新しいマーケットの開拓の醍醐味を
経験してもらえればいいと思っております。

６.おわりに
　私自身は、企業内診断士としてNPOとの
兼業で多忙な日々で、思うような活動が出来
ませんでした。昨年12月に会社を退職し住居
もぶどう畑の近くの羽曳野市に引っ越しまし
たので、今後はNPO活動と共に診断士活動
にさらに力を入れる所存です。
　ぜひ、農業の活性化にも皆様のお力を活か
して、中小企業診断士の活躍フィールドが広
がることを願っております。

略歴
平成24年中小企業診断士登録。
６次産業化プランナー
NPO法人農楽マッチ勉強会　理事長 
ホームページhttp://noramatch.com
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　農業経営コンサルタントとして15年目に入
ろうとしていますが、今やこの領域の中小企
業診断士がアグリ系診断士と呼ばれるように
なったと思うと感慨深い思いです。

１．アグリ系診断士に至る出会い
一冊の書籍との出会い
　アグリビジネスとの出会いは、一冊の書籍
でした。平成14年の夏、某大学図書館でたま
たま手にとった「バイオビジネス」（家の光
社）を開いて、驚きました。売上3000万円を
達成したイチゴ農家（個人）の成功事例が紹
介されていたのです。そこには売上を最大に
するためにどのような農産物を選択してどう
配分して栽培すればよいかというポートフォ
リオの理論や経営管理等のエッセンスが満載
で、私は閃めいたのです。この分野を専門に
する経営コンサルタントは当時ほとんどいま
せんでした。他人が扱わない領域は競争がほ
とんどなく、専門性の低い私のようなもので
も、努力をすれば十分に専門家としてやって
いけるにちがいないと直感したということに
なります。その後、アグリビジネスに関する
関連知識を得るべく、書籍のみならず、農業
セミナー等に参加しながら模索を始めまし
た。また、同時に、兵庫県の農家や農協に訪
問して、聞き取り調査等も試みました。その
過程の中で、ラッキーなことに、「農業に経
営を」という考え方に賛同される農協の若い
職員や自治体の農政担当者に出会い、そのた
びに私の直感が正しいことを確認することが

できました。

師匠　橋本文夫先生との出会い
　しかしながら、当時は農業経営に関する書
籍はそれほど多くなく、勉強するとはいって
も限界がありました。また、周囲に農業経営
の専門家は見当たらず、初心者の私としては
どうすれば専門家になれるのだろうかと苦し
んでいました。そんな折、静岡県で農業経営
コンサルティングを本格的に活動しておられ
る中小企業診断士、橋本文夫先生（元診断協
会静岡県支部長）の存在を知りました。いて
もたってもおられず、浜松在住の橋本先生の
ところに出向いて、私の思いを伝え、教えを
請いました。そうすると、橋本先生はご自身
が知りうるすべての知識と経験を惜しむこと
なく、私に教えてくださいました。読むべき
書籍、資料、データ、見積書の作成のコツに
至るまで、親切に丁寧に教わりました。また、
静岡県の主だった農産物直売所の見学にも連
れていただき、直に現場の事情を説明してく
れました。橋本先生に出会わなければ、今の
私は存在しないと言っても過言ではないと思
います。

任意団体から社団法人設立へ
　やがて、平成16年頃、橋本先生から中小企
業診断士による「農業経営支援センター」を
設立するので、参加して欲しいとのお話しを
いただきました。農業経営に携わる全国の中
小企業診断士に声をかけて、農業を支援する
組織を作るというのです。そして、組織は任
意団体として設立され、後の一般社団法人農
業経営支援センターとなります。任意団体設
立当初の会員は70名でしたが、現在は130名
の会員を抱える組織となりました。私も末席

15年目のアグリ 

　会員　下田　佳男

アグリ系診断士の活動報告
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の理事として活動しています。一部の地域で
は、アグリビジネススクールの運営を受託し
たり、各種セミナー活動を積極的に行ったり
していますが、近畿ブロックでは年に４回程
度の研修を実施し、会員の能力アップを図っ
ています。

２．現在の活動
　現在の私のアグリ系診断士としての活動
は、農業者と商工業者とを結ぶ農商工連携の
コーディネーター、食品会社と農業者とを結
ぶ食農連携のコーディネーター、大学農学部
と中小企業とを結ぶ産学連携のコーディネー
ター、そして６次産業化プランナー（大阪、
兵庫、中央）ということになります。６次産
業化プランナーは各府県にずいぶん多く配置
されるようになり、中小企業診断士が大半を
占めているようです。それだけ、農業に関心
のある中小企業診断士が増えたということで
しょう。私は、６次産業化認定案件が12件程
度で、年間５～６件程度受任しています。ま
た、上述したコーディネーターとしての講演、
講習会、セミナーも年間10回程度行っていま
す。特に現在力をいれていることは、演習形
式（ワークショップ型）の講習です。例えば、
講習会では、トランプを使用したり、POPで
は商品の絵を書いてもらったり、五七五の俳
句又は川柳ならぬキャッチコピーを書いても
らったり、ネーミングを考えてもらったりと、
農業者のみなさんが班ごとにワイワイガヤガ
ヤ楽しく協議しながら一つの作品をこしらえ
てもらい、発表してもらうような内容にして
います。最近では、商談会用PRシート作成
セミナー等が好評です。このような実務経験
をしながらも、専門能力をあげる努力も欠か
せません。私は、食の検定協会の検定にチャ
レンジし、１級に合格、「食と農のかたりべ」
に登録されました。

３．アグリ系診断士の仕事
　私の仕事については、前述いたしましたが、
アグリ系診断士の仕事としては、自治体や農
林水産系の金融機関からの調査業務や診断業
務、農業会議やNPO法人等からの講習等の
依頼等多岐にわたります。アベノミクスの一
分野として、農業支援は政策の目玉というこ
ともあってか、農業経営や６次産業化等アグ
リビジネスに関する講習会やセミナーをする
と受講者が100名を超えることも珍しくあり
ません。この分野における中小企業診断士の
活躍できる領域は広くなり、さらに期待が高
まることと思います。農業経営という分野は
まだまだ未成熟であるといえるでしょう。経
営戦略、経営管理、労務管理、マーケティン
グ、新商品開発、会計等診断士の経営に関す
る専門能力を必要としている農林漁業者はた
くさんおられます。専門領域がまだはっきり
しておらず、農業に関心がある方はぜひ「ア
グリ系診断士」を目指してください。特に、
地元の支援に熱い方は、ぜひ、あなたの地元
の農業支援に力を貸してください。

４．終わりに
　今年の夏を過ぎると、私の「アグリビジネ
ス」という領域での活動は15年目に入ります。
始めた頃は、仕事という仕事もなく途方にく
れていましたが、今は多くの案件の依頼が舞
い込んで忙しくしています。アグリビジネス
の分野は知識よりも実践が勝る分野です。刑
事よろしく、現場百回を肝に銘じて活動に勤
しみたいと改めて決意するところです。

略歴
1954年神戸市生まれ。主に、大阪府、兵庫
県で、食農連携、農商工連携、産学連携、
農業者の６次産業化を支援しています。現
在、経営コンサルタント、弁理士、兵庫県
立大大学院経営研究科／客員教授。
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「最先端ビジネス」研究会 突撃ルポ

　前回から始まりました、研究会への突撃ル
ポ。今回は最先端ビジネス研究会を取材しま
した。

　みなさんは、「最先端ビジネス」という言
葉を聞いて、どの様なイメージを持ちます
か？
　これが「最先端ビジネス！」というイメー
ジは、みなさんそれぞれ異なるものだと思い
ます。そんな言葉を持つ「最先端ビジネス研
究会」はどの様な研究会なのか？そんな研究
会を突撃取材してきました。

　最先端ビジネス研究会の大きな特徴とし
て、大阪府中小企業診断協会の研究会の中で
最も歴史のある研究会です。研究会の目的は
その時代時代の最先端のビジネスについて研
究することです。この毎年の研究テーマを設
定することが、研究テーマを陳腐化すること
無く、研究会が長く続く要因になっています。
　研究テーマは、年度を通して一つのテーマ
を研究する「統一テーマ」と毎月会員が発表
する「自由テーマ」の２つを基本にして活動
を行っています。近年の統一テーマは、2012
年度「阿倍野地区の商店街の活性化」、2013
年度「中小企業におけるBCP」、本年度は「コ
ンビニと中小企業」を取り上げ活動していま
す。

　私が訪れた１月の研究会では、統一テーマ
である「コンビニと中小企業」と、自由テー
マで松谷氏から「中小企業経営改善計画策定
支援研修を受講して」の２つの報告がありま
した。

１．統一テーマ「コンビニ経営を通して中小
企業を考える」

（１）アンケートの集計と報告
　コンビニを利用するお客様へのアンケート
の集計結果について、山上氏より報告があり
ました。
　生の声を研究成果である提言書に活かすた
め、実際にフィールドワークを行い、分析を
行っています。アンケートは他にもフラン
チャイザーやフランチャイジーの方々にもお
願いしています。戦略・戦術の立案をする立
場（フランチャイザー）、実際に実行する立
場（フランチャイジー）、利用者であるお客様。
この３者の視点でコンビニを分析しています。
　いろいろな方にアンケートをお願いするた
め大変な作業ですが、これも良い提言書を作
るため、研究会の皆さんは積極的に取り組ま
れています。

（２）提言書の内容について
　コンビニの分析が今回の研究テーマではあ研究会開始時

統一テーマでの議論の様子
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りません。コンビニの活動を分析して、中小
小売業の皆さんがより活躍できる新たな戦略
を提言していくことが、今回の研究テーマの
ゴールです。
　議論では、提言書の読み手である「中小小
売業」の立場にそった提言書にしていくべき
だ、という方向で、活発な議論が行われまし
た。
　
２．自由テーマ報告発表
　統一テーマだけでも結構な内容があり、ま
た活発な議論もありで、相当充実した内容で
したが、ここで終わらないのが最先端ビジネ
ス研究会でした。自由テーマの報告発表は、
独立診断士であればそれぞれの専門分野を、
企業内診断士であれば、自社の事について発
表されたりしています。

　１月の自由テーマは、松谷氏から、「中小
企業経営改善計画策定支援研修を受講して」
についての発表がありました。
　まずは、研修の目的や理論研修や実践研修
といった研修自体の構成から始まり、内容に
ついて話がありました。
　理論研修では、管理会計や経営計画・改善
計画の策定、実行支援についての研修があり
ます。そしてその締めに専門的知識判定試験
があります、試験の感想は、ボリュームが多
く、手強い試験だったそうです。
　実践研修では、グループワークが中心の研
修です。モデルとなる企業情報が与えられ、
それをもとに、業務改善や資金繰りの改善を
議論して検討していきます。経営改善計画の
シミュレーションをExcel上で行うので、ノー
トパソコンとExcelが必須だそうです。VBA
まで用いるそうなので、かなりExcelの技量
も必要となる感想を持ちました。

　研修の全体像から、研修内容や試験まで発

表されていて、中小企業経営改善計画策定支
援研修というものについて知らなかった私に
も非常に分かりやすい内容でした。

３．研究会開催後
　開催後は、堺筋本町近くの居酒屋で懇親会
が毎回開催されています。ここでは、先ほど
までとはうってかわり、和気藹々とした会と
なりました。多くの先輩診断士からいろいろ
と話を聞けるのは、このような場でないとな
かなか無いことだと思います。

　研究会の開催は、原則毎月の第１水曜日の
18時30分から、大阪府中小企業診断協会の会
議室です。
　興味を持たれた方は、お気軽に見学に訪れ
てください。大歓迎されます。

（文責　総務広報委員会　古川佳靖）

松谷氏の発表風景

研究会の集合写真
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　以前、会報の編集に携わった際に、「協会
の活動報告や告知だけでなく、読み物がほし
い」と私が提案したこのページ。言いだしっ
ぺにお鉢が回ってきましたが、情報感度の高
い診断士の方々に何をお薦めするか、あれこ
れ思い悩みました。ご執筆いただいた方々の
ご苦労が身に沁みます…。これまで快くお引
き受け頂いた方々に改めて感謝いたします！
　と、前置きはこのくらいにして、ご存じの
方もいらっしゃると思いますが、今回私がお
勧めするのは、「日経Bizアカデミー（http://
bizacademy.nikkei.co.jp/）」というサイトです。
　日経関連のサイトは、情報が充実している
ものが多いですが、このサイトでは、グロー
バルリーダーに必要な「５つの力」を身に付
けられるようなコンテンツ構成となっていま
す。
　「５つの力」は、①MBAナレッジ、②コ
ミュニケーション、③課題解決力、④リー
ダーシップ、⑤イノベーションと定義されて
います。
　グローバルリーダーには、基礎的な「MBA
ナレッジ」として認知されている思考の様式
が必要で、かつ、言語だけでなく異文化対応
能力までを含めた「コミュニケーション力」
が求められるとしています。
　この２つの力が「課題解決力」を生み出す
根源となり、さらに、チームや組織を運営し
てビジネスを推進する「リーダーシップ」を
現出させ、非連続で新しさのあるイノベー
ションを創造する確率を高めることにつなが
るとしています。

　豊富なコンテンツの中でも私がよく見てい
るのは下記の３つです。
（１）私の履歴書復刻版
　日経新聞朝刊に掲載されている「私の履歴
書」ですが、過去の掲載分から大物経営者を
取り上げて、閲覧できるようにしています。
　原稿を作成している現時点では、NHKの
連続ドラマ「マッサン」のモデルとなった
ニッカウヰスキー創業者である竹鶴政孝氏
の復刻版が読めるようになっています。
　ドラマとリンクさせながら読んでいるので、
当時の時代背景や竹鶴氏の心情など、臨場感
を味わいながら楽しんでいます。
（２）戦略思考で読み解くビジネスモデル
　芝浦工業大学大学院客員教授である西村克
己先生が具体的な企業を取り上げ、クイズと
解説、類似例を示しながら、ビジネスモデル
の肝を紹介しています。考えながら読むので、
重要なポイントが頭に入りやすくなります。
（３）日経ニュースクイズ
　「日本経済新聞」に掲載したニュースを題
材としたクイズで、解答は選択肢をクリック
するだけのシンプルなものですが、気軽に時
事問題を確認することができます。
　「日経Bizアカデミー」に会員登録すれば、
自分の成績を記録して、全国順位や分野別理
解度なども確認できます。
　また、日経のビジネス講座の案内も掲載さ
れていますが、セミナーなどを企画する際の
参考にしています。
　他にも楽しめるコンテンツが満載ですので、
ご存じない方は一度ご覧くださいね！

ビジネスパーソンを 
応援するサイト 

「日経Bizアカデミー」
会員　東　純子

ビジネスシーンで使える私のお薦め

略歴
平成11年商業部門登録。資格取得後、コン
サルティング会社に勤務し、個別企業のコ
ンサルティングや業界団体の活性化支援等
に従事。現在は、公的機関の経営相談対応
やセミナー等も行っている。
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【１月開催の青年部例会】
　平成27年１月17日（土）10：00よりマイドー
ムおおさか７階（診断協会事務所フリース
ペース）にて22名の参加により１月青年部例
会を開催致しました。�
　今回は、青年部会員による５分間のプレゼ
ン大会です。テーマは「私の好きな土地」に
ついてで、誰がもっとも聴き手にその場所に
行きたくさせられるかというものです。
　発表者と内容は、千原さん（奈良市）、東
さん（淡路島）、渡部さん（箕面市）、仲谷さ
ん（姫路市）、谷村さん（生駒市）、上野さん
（奈良市）、山元さん（大津市）、四十万谷さ
ん（金沢市）、島田さん（福岡市）、藤森さん
（猪名川町）でした。
　当日のアンケート結果で参加者から満足度
92％の評価をいただきました。さすがに診断
士ですね。聴き手を惹き付ける、論理的で面
白い発表ばかりでした。

【日本酒の会（青年部分科会）】
　青年部内の日本酒好きな人々が集まり平成
25年３月の発足以来、20回+αの会合を重ね、
精力的に活動しております。
　メンバーは発足当時は５名でスタートしま
したが、現在60名が在籍するまでになりまし
た。毎回10 ～ 20名が参加して日本酒のこと、
仕事のこと、診断士のこと、プライベートの
こと等々を熱く語り合っています。
　幹事は持ち回りで行い、参加メンバーの満
足を勝ち取るため、調整さんの活用やお店の

調査・下見、宴会コースの設定などが必須で
企画・実行・調整能力も鍛えられます。
　青年部のメンバーだけでなく、時折諸先輩
方をお招きして交流を深めたり、酒蔵訪問な
どを行って知見を深めたりもしています。
　参加資格は、日本酒好きであれば誰でも
OKです。興味のある方は、ぜひご参加くだ
さい。

　青年部は一緒に活動して頂けるメンバーを
随時募集しています。オブザーバー参加も可
能です。ネットワークを構築する場、知識・
経験を高める場としてぜひ青年部をご活用く
ださい。

＜文責：青年部　砂（すな）＞

【青年部の参加募集】
青年部加入資格
　１、大阪府中小企業診断協会の会員
　２、�「40才未満の方」、もしくは「45才未満
で、かつ診断士登録５年未満の方」

【参加申込：お問い合わせ先】
　TEL�����06-6261-3221
　E-mail　info@shindanshi-osaka.com

青年部だより

　　　　青年部　今後のスケジュール
５月例会
日時：５月16日（土）13：00 ～ 17：00
場所：�大阪研修センター十三　会議室C
内容：�『診断士の活用方法』
※�例会は２カ月に１回行っています。

優勝者の四十万谷さん（右）と上野さん（左）

平成 26 年７月　京都　貴船の川床にて
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　今年も大阪府中小企業診断協会の新年互礼
会が盛大に開かれました！場所は梅田から徒
歩圏内、デザインが心をくすぐるシティホテ
ル「堂島ホテル」で開催されました。
　天候の悪い中ではありましたが、約110名
の会員が集まり、新年の宴に興じました。
　開始の挨拶は福田理事長です。軽快な
ジョークも新年らしく信念を通した笑いで会
場を巻き込み、バトンタッチした来賓挨拶で
は、協会本部の野口専務理事がグッと引き締
めます。お二人からは、診断士の責任と活躍
の舞台が示され、勢いと会員の一体感を醸成
するお話をいただきました。

　新年互礼会は、会員の役割によって盛り上
げられます。今年の司会は砂亮介さんと高橋
佐和子さんです。楽しみながら司会進行する
姿が会員の目にもにこやかに映りました。

　さらに今年は、会員であり日本酒店を起業
された浅野洋平さんから、振る舞い酒の差し
入れがありました。心温まるおもてなしに、

閉会までに一升瓶12本すべていただきました。
会員の活躍はこんな形でも目にすることが出
来ました。
　新入会員のスピーチも恒例です。どんな人
物がおられるかと思いきや、診断士に個性の
ない人はいませんでした。

　どのテーブルでも会員同士の楽しく話す姿
が見られ、ステージではプログラムが絶え間
なく進んでいきます。熱いじゃんけん大会に、
委員の紹介、あっという間に２時間が経ち閉
会です。最後は風谷副理事長と橋本理事がさ
らに盛り上げ、嬉し楽しい締めの挨拶をいた
だきました。

　最後に、裏方で開始前から終了後まで互礼
会を支えていただいた本田事務局長と事務局
の皆様に、お礼申し上げます。いつも会員を
支えていただき、ありがとうございます！
（文責　会員サポート委員会　吉田喜彦）

新年互礼会の開催報告

福田理事長からのご挨拶

司会の高橋さん（左）、砂さん（右）

新入会員の自己紹介

風谷副理事長（左）と橋本理事（右）
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　２月５日（木）18：30より「確定申告！今
さら人に聞けない実務上の疑問点」と題して、
診断士と税理士のダブルライセンスをお持ち
の石橋研一氏、武田晃一氏のお二人を講師に
お招きしてセミナーを開催し、45名の方々に
ご参加いただきました。
　確定申告に関するいくつかのテーマについ
て、まず石橋氏より基本的な考え方の説明が
あり、その後、参加者からの質問にお２人が
回答していく形式で進められました。

　やりとりの一部をご紹介しますと、
Q.勘定科目は何にする？
⇒A.�科目が何であるかよりも、事業に必要な
経費であるかどうかの方が問題。

Q.交際費はいくらまで認められる？
⇒A.�個人事業の場合、金額的な上限はないが、
売上高とのバランスで判断される。

Q.自分への福利厚生費は認められる？
⇒A.�個人事業の場合、自分への福利厚生費は
無く、従業員向けのみ。

Q.支払調書の考え方
⇒A.�送られてきた支払調書を集計するだけで
は、５万円未満の売上などがもれる場合
があるので要注意。

Q.ラクな記帳方法
⇒A.�事業専用のクレジットカードや交通系
ICカードを作って、現金の領収書や出
金伝票を減らすと便利。

Q.B ／ Sの合わせ方
⇒A.�個人の場合は「事業主勘定」を活用する。
Q.青色or白色　どちらにすべき？

⇒A.�どちらも記帳義務があるので白色にする
理由がない。また、白色は損金繰越でき
ないので、事業の立ち上げ時から青色に
すべき。

Q.白色専従者控除とは？
⇒A.�86万円まで控除できるが、配偶者控除は
使えない。

Q.青色取り消しとは？
⇒A.�２年続けて期限後申告すると青色取り消
しになる。期限までに申告書を出さない
デメリットは大きい。

Q.ないもの貯金
⇒A.�消費税など後日納付するものは、納付時
の負担感が大きいので、「ないもの貯金」
をルール化するとよい。

Q.法人設立による消費税免税
⇒A.�資本金１千万未満で法人成りすると、設
立から２年間消費税が免税になる。

Q.法人設立のタイミング
⇒A.�消費税を納税するかどうかが１つの判断
基準になる。

　等々、興味深いテーマについて、多数、解
説していただきました。

　非常に具体的、実際的な話でわかりやすく、
２時間近いセミナーでしたが時間を感じさせ
ることなく、参加者の満足度が高いセミナー
になったと思われます。
（文責：会員サポート委員会　小林　俊文）

『確定申告セミナー』報告
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青年部主催「ヤングリーダー講演（第１回）」

　平成26年12月20日（土）14時00分より、つ
るやホール第２ビル　第４会議室（本町）に
て青年部主催　ヤングリーダー講演を開催致
しました。この企画は「各業界で活躍する若
きリーダーのお話から、自らのキャリアや仕
事についてのヒントを得る」というものです。
青年部所属者だけでなく、府協会会員の方で
あればどなたでもご参加頂くことができ、当
日は46名の方にご参加頂きました。
　第１回となる今回は、中小企業診断士であ
り、日本サッカー協会国際副審（アジア初の
プロ副審）としてFIFAワールドカップ（2010
南アフリカ大会、2014ブラジル大会）のピッ
チに立たれるなど、世界を舞台に活躍される
相樂�亨氏にご講演を頂きました。

　『世界で活躍するために必要なこと～中小企
業診断士の資格を活かして～』と題した相樂
氏のご講演は、音響、映像、実演を織り交ぜ
た臨場感溢れるものであり、聞き手である我々
は一瞬にして引き込まれました。
　「選手ではなく審判の道を選択」「主審では
なく副審の道を選択」「仕事を辞め、審判とし
てのトレーニングと中小企業診断士の学習を
選択」など、リスクを取り、先人が歩いてい
ない道を切り開くことで「副審としてワール
ドカップに出場する」という目標を達成され
た相樂氏のお話は、キャリアや仕事について
考える上で大きなヒントとなりました。「選択
と集中を徹底する」「決める＝捨てるを意識す
る」「自身がNO１になれる分野を見つける」等、

中小企業の戦略にも通じる要素も多く含まれ
ていたように感じました。
　また「審判及び人生への中小企業診断士知
識の活用方法」「他では絶対に聞けないW杯や
Jリーグのウラ話（あの時、何が起こっていた
のか？）」といった興味深い内容に、思わず身
を乗り出して聞かれる方も多く、あっという
間の２時間となりました。

　参加者の皆様のアンケートからは「普段絶
対に聞くことができない話を聞くことができ
て有意義だった」「審判や人生に中小企業診
断士を活用されていることが聞けて感動し
た」「とにかく講演が熱く、面白かった」等
の声を頂きました。満足度も100％を超え、
第２回の開催を希望する声も多く頂く大好評
の一日となりました。相樂様、ご多忙中お越
し頂き、誠に有難うございました。

　機会があればぜひ第２回も開催したいと考
えておりますので、その際はご参加の程、宜
しくお願い致します。
（文責：青年部　四十万谷（しじまや））

相樂氏による、実演を交えた講演

相樂氏の講演に聞き入る参加者の皆様

質問に熱意をもって答えて下さる相樂氏
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スキルアップ研修

１．背景
　2011年３月11日の東日本大震災以降、原子
力発電の稼働停止により、電力需給が逼迫す
るとともに電気料金が震災前に比べ企業向け
で約29％も上昇し、節電・省エネへの取組み
は企業にとって喫緊の課題となっています。
２．節電・省エネの基本的考え方
（１）電気料金の仕組み
　毎月の電気料金は基本料金と電力量料金の
合計で、基本料金は最大需要電力を抑え契約
電力を下げること（節電）、電力量料金は使
用電力量を抑えること（省エネ）がポイント
です。ここで需要電力とは30分単位の平均電
力と定義され、当月を含む過去１年間の最大
需要電力が契約電力となります。
（２）節電の考え方
　節電対策には、電力ピーク時の電気の使用
に対しカット、シフト、チェンジする３つの
方法があります。カットは抑制することで、
事例としてデマンド監視装置の導入が、シフ
トは他の時間帯へ変更することで、生産設備
稼働時間の調整が、チェンジは燃料や熱など
に転換することで、コージェネレーション設
備の導入があります。多くの企業では、空調
負荷が最大で年間で最も電力需要が多い８月
までに節電対策を実施することで契約電力を
効果的に低減することができます。
（３）省エネの考え方
　省エネ対策の考え方に固定・変動エネル
ギーがあります。企業の活動量（生産数量、
売上高など）に依存しないのが固定エネル
ギー、依存するのが変動エネルギーで、これ
によると、省エネ対策は固定エネルギーの変
動化、固定エネルギーの削減、変動エネルギー
の削減の３つに分類できます。例えば非生産
時の設備停止で固定エネルギーの変動化が、
常時点灯照明をLED化することで固定エネ
ルギーの削減が、蛇口に節水コマを取り付け
ることで変動エネルギーの削減ができます。

これらの視点は、ムダに動いていないか？過
剰に動いていないか？もっと効率良くできな
いか？であり、現場改善と同じです。
　また省エネ対策は一般に、運用改善、設備
付加、設備･工程変更の３つに分類できます。
運用改善とは設備の設定条件の変更など運用
方法を変更することで、事例としては空調の
始動･停止時間の見直しが、設備付加とは既
存設備に何らかの機器を付け加えて効率を向
上することで、ポンプへのインバータ制御の
導入が、設備･工程変更とは現状方式を大幅
に見直し新技術や手法に変更することで、高
効率照明への更新があります。一般的にはこ
の順番に投資金額は大きくなります。
３．節電・省エネ対策の「見える化」
　節電・省エネ対策の各実施段階における「見
える化」の手法を紹介します。
　まず現状把握では、使用電力量とともに各
月の最大需要電力の推移をグラフ化します。
また設備、工程ごとの電気使用量を調査して
一覧表にした「エネルギーマップ」を作成す
ると効果的な省エネ対策の検討に役立ちま
す。
　省エネ対策の実施段階ではできるだけその
効果を計測器で測定します。それにはデマン
ド監視装置のデータ蓄積機能や携帯型計測器
などの活用が有効です。
　成果の確認と横展開のツールとして階段
チャート、BAチャートが有効です。階段
チャートとは当年実績の前年に対する増減要
因を階段状に示すグラフで、取組み成果や課
題を明確にできます。またＢＡチャートでは
省エネ対策とその効果を説明するため、左側
に対策前（Before）、右側に対策後（After）
の状況を写真や図で分かりやすく示します。
このチャートを社内で共有することで有効な
対策を横展開することができます。
４．むすび
　これらの視点や手法を有効活用することで
節電・省エネを効果的に進め、コスト削減と
経営体質強化を図ることができます。

省エネで利益を生み出す
体質作りにチャレンジ！
「中小企業経営者のため

の、省エネによる 
経営改善セミナー」
　会員　小河　晴樹

略歴
1959年、兵庫生まれ。パナソニック（株）
で半導体の製品開発と省エネを中心とした
環境推進を担当後、2013年、小河SDコンサ
ルティングを開業。省エネ推進を中心に経
営改善・技術開発・環境による経営貢献の
４つの切り口で企業を支援中。
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スキルアップ研修

　12月にコミュニティビジネス・ソーシャルビジネ
ス（以下CB・SB）について研修を担当させていた
だきました。本研修では、主にSBに比重をおいて説
明しましたが、私がお伝えしたかったことは２点で
す。
　その前にCB・SBの定義を説明します。SBの定義
は「社会的課題をビジネスの手法を活用して解決し
ていく持続的な事業活動」です。CBも同じ定義です
が、より地域性が強いと考えて頂いて結構です。（図
表１参照）
　またSBには「事業性・社会性・革新性」の要件を
兼ね備えている必要があると言います。事業性は事
業としての継続性です。継続のためには収益が必要
ですので、収益性と捉えてもらって良いでしょう。
社会性は「事業活動が社会に役立っているか」です。
事業に取り組む組織が提供する製品・サービスが社
会的課題の解決に役立っているかどうかが社会性と
なります。革新性は難しいですが、事業性と社会性
の両立ができれば十分革新的です。実はここが最も
難しいのです。よって事業性と社会性を両立するこ
とで、十分な革新性があるとお考えください。
　さて、ここで私がお伝えしたかったことに戻りま
しょう。
　１点目。「CB・SBは、普通のビジネスと変わらな
い」です。CB・SBというとボランティア団体や
NPOが事業をするというイメージをお持ちでないで
しょうか？
　これは間違いではありませんが、正しくもありま
せん。CB・SBを事業とする組織にボランティア団
体やNPOが多いだけであって、普通の会社もCB・
SBをビジネスとして行うことは可能です。むしろ「営
利を追求する会社にこそ、CB・SBに取り組んで頂
きたい」と考えております。
　そこで２点目。「事業を経済的価値の視点からだ
けで見るのではなく、社会的価値の視点からも見て
ほしい」です。
　会社は永続的な発展のために利益（経済的価値）
を追求する必要があります。診断士の方でこのこと
に対して異論を唱える方は、恐らく存在しないと思
います。
　しかしながら、世の営利企業はもう一方の「社会
的価値（社会的な課題を解決することで社会に生み
出される価値とお考えください）」を意識している
でしょうか？
　これは「企業は社会的責任（CSR）に取り組んで
いる。それが社会的な価値を意識した取り組みだ」
との意見もあるでしょう。
　が、SBはCSRを更に発展したものです。SBは「企

業が提供する製品やサービスで、何らかの社会的課
題を解決することが目的」であり、「製品やサービ
スは言わば目的を達成するための手段」という考え
方をします。もちろん消費者（お客様）に提供され
る製品やサービスは、対価としてのお金が発生しま
す。
　「営利のためも商品やサービスを提供するが、そ
の商品やサービスがどのような社会的課題を解決で
きるかを考えていくこと」がSBと言っても良いで
しょう。
　日本には古くから「売り手よし、買い手よし、世
間よし」という三方よしの商売の考えがありました。
　その考え方は正にSBに通じています。商品・サー
ビスの売買当事者である「お客様と会社だけがよし」
ではなく、その「商品・サービスによって世間もよし」
となる必要があります。
　このようにかつて日本にあった素晴らしい商売の
考え方が、昨今の企業に欠けているように思います。
あまりにも営利だけを追い求めすぎではないかと…。
　これからのビジネスは信用取引が大切になると言
われています（私もしばしば感じることがありま
す）。商売は信用第一ですが、私はSBを意識するこ
とで、利益（経済的価値）だけでなく、社会的課題
を解決する（社会的利益を生み出す）ことで、お客
様や世間からの信用を得られると考えています。
　私は、我々診断士こそが、利益だけでなく社会的
な価値に目を向けていくように企業を支援していく
ことが大切であると考えています。

ソーシャルビジネスの
視点を持つことの意義

　会員　七森　啓太

略歴
大学卒業後友人と共にITベンチャーを起業
し、ベンチャーキャピタルを含め１億円の
投資を受けサービスを拡大する。サービス
売却後にシステム業界へ転職し、退社後2013
年に独立。
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　本研修では、すべての事業のベースとなる
売上創出のためのプロセスを、中小事業者に
も分かる簡単な言葉で、網羅的に整理して伝
えることに主眼を置いて、お伝えました。自
社または支援先の売上創出活動における、ヌ
ケ・モレを発見できるチェックシートも提示
しました。

１．ビジネスの基本「お客様」と「商品」
　創業の時は勿論ですが、既に事業をしてい
る場合でも、今一度、自社の「お客様」は誰
なのか？自社の「商品」は何なのか？を自問
自答し明らかにすることが大切です。
　「お客様ありき」で考えるもよし、「商品（強
みや理念ベース）」で考えるもよしですが、
一度ビジネスの出発点を明らかにした後は、
それを出発点にすべての売上創出施策を、一
貫性をもって組み立てる必要があります。

２．知ってもらい、来店してもらう
　どんなに優れた商品も、存在を知ってもら
いお店（ネットショップ含む）に来てもらわ
なければ、買っていただくことはできません。
知っていただくために、「自分で集める」「買
う」「借りる」という３つの視点を提示しま
したが、多くの選択肢をもった上で最適な
ツールを使い、最適なタイミングで「お客様」
に情報を届ける必要があります。また、届け
るメッセージを考える際は、目的の明確化、
伝える内容、伝え方を順番に検討することが
大切です。

３．買ってもらう
　いくらお店に来ていただいても買っていた
だけなければ意味がありません。そこで着目
すべき点は、人は理屈でなく、感情で買い物
するということです。一般にB2Bのビジネス

では合理的判断がされがちですが、B2Bにお
いても感情は購買において重要な要素です。
また、「今」買う理由、「アナタから」買う理
由を提示することも大切です。他に、購入を
阻害する要因を洗い出し、徹底的に阻害要因
を潰すことも大切となります。

４．何度も買ってもらう
　新規お客様だけでは、商売は息切れしてし
まいます。上顧客を如何に育て・維持するか
が大切です。まず重要なのが、「忘れられな
い」工夫です。そして、他店に浮気するデメ
リットを設計するとともに、期待を超えた感
動体験を提供することが重要です。

５．まわりに盛り上げてもらう
　ソーシャルメディアの一般化に伴い、従前
にも増してお客様はじめ関係者に盛り上げて
もらうことが重要になってきました。そんな
時代に一番大切な姿勢は、「正直に」「誠実に」
「裏表なく」ビジネスに取り組むことです。
その上で、話のネタになる一工夫を、相手の
立場で考えて出来る範囲で実行することで
す。まわりに盛り上げてもらえる会社になれ
ば、自社経営資源の限界を超えた発展が期待
できます。

６．一貫性を大切にするということ
　「お客様」または「商品」をスタートに、
あらゆる売上創出活動を一貫性・整合性を
もって継続的に実施することが何より重要で
す。チグハグな施策では、限られた経営資源
を、ムダな時間と費用で浪費することになり
ます。一貫性という観点で売上創出活動を見
直すことは、ブランドUPにも寄与すること
になります。

売上づくりの 
考え方・着眼点

　会員　佐々木　千博

略歴
2000年大日本印刷株式会社に入社。以来、
一貫して多種多様な顧客企業のマーケティ
ング施策の企画・設計・導入支援に携わっ
てきた。2009年中小企業診断士登録。2015
年４月独立。
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　みなさん、「拾活（しゅうかつ）」という言
葉を聞いたことがあるでしょうか？「拾活」
とは、ゴミ拾いランニングのことで、走りな
がらゴミを拾い、コース上の道路を綺麗にす
る活動のことを言います。昨年の年末に有志
が集まり、この「拾活」をして、大阪の街を
綺麗にしようという活動を行ってきました。
その活動の模様をご報告させていただきま
す。
　この「拾活」を行ったのは大阪マラソンの
コース。大阪府庁前をスタートし、大阪の難
波や中之島といった中心部を通ってから住之
江経由で大阪南港までの42.195kmです。12
月28日という年の瀬も押し迫った時期にもか
かわらず、中小企業診断士とその家族や友人
も含めた総勢約30名のメンバーが参加してく
れました。参加者全員が走るわけではなく、
サポートメンバーとして参加する人もいま
す。サポートメンバーは、サポートカーを運
転しながら、他のメンバーの荷物を運んだり、
拾ったゴミを回収したりする役割です。
　ゴミを拾いながらのランニングになります
ので、ウェアやシューズといった通常のラン
ニングの装備に加え、軍手をしてゴミ袋と火
バサミを持つという格好で走ります。診断士
のメンバーは「走る診断士」と書かれた青い
Tシャツ（通称、青T）を着て、中小企業診
断士の資格のアピールをしながらの「拾活」
です。中小企業診断士の知名度向上につな
がっているのかな、と感じています。
　大阪府庁前を朝９時にスタートして鶴橋か
ら難波の繁華街付近に入ります。落ちている
ゴミはタバコの吸い殻が多く、空き缶も目に
つきます。繁華街付近は想定していたよりも
ゴミが多く、どんどんゴミ袋は一杯になって
いきます。難波から中之島方面に御堂筋を北
に上がり、折り返して、また難波に戻ってき
ます。年末の御堂筋は人通りも多く、「青T」
を着た我々は人目を引くのか、道中、様々な

人に「頑張って～」「ありがとう」といった
声をかけてもらいました。
　難波から南下して玉出あたりまで来ると、
スタートしてから約30kmです。メンバーに
も少しずつ疲れが出てきます。それもそのは
ず、この「拾活」はゴミを拾いながら走るた
め、途中で走るのをストップして、また走る
という不規則な動きを繰り返します。同じ動
きを繰り返す通常のランニングとは違った負
荷がかかります。それでも、途中で適度に休
憩をとり、ストレッチなどをしながら、なん
とかゴールのインテックス大阪前まで「拾
活」を行うことが出来ました。
　参加者からは、「楽しかった」「やって良
かった」という声を聞くことが出来ました。
通常のマラソンとは違った充実感があったよ
うです。自らも楽しみながら、小さな社会貢
献が出来たのではないかと感じています。

診断士の社会貢献活動報告

会員　野中　仁

中央公会堂の前で。この地点で約10km。
まだまだ先は長いです。

全部でゴミ袋 30 個のゴミが集まりました。
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　一般社団法人 大阪府中小企業診断協会の平成27年の総会と懇親会の案内をいたします。

　＜日時＞
　　　５月22日（金）
　　　　　　　　　　【総会】17時～ 18時30分
　　　　　　　　　　【懇親会】 18時30分～ 20時30分
　＜場所＞
　　　太閤園　　大阪市都島区網島町９-10

　総会の議案は、平成26年度の事業報告及び決算報告の承認です。さらに平成27年度の事業計
画案及び予算案の報告です。現在、各委員会で事業計画案を検討しています。

　懇親会は、出席頂いた会員の皆さまに楽しく交流して頂けるようなプログラムを検討してい
ます。ご期待ください。また、関係団体から多くの来賓の皆さまもお招きします。協会活動へ
のご理解を深めていただく機会にしたいと思っています。

　当日は、協会の総会前に、同じ会場で、大阪中小企業診断士会の総会も予定されています。
協会と士会の総会が、同一日の開催で、両方の会員の皆さまには利便だと思います。

　なお、正式な総会・懇親会のご案内は、５月初めにおこなう予定です。多くの会員のみなさ
まにご出席いただけることを期待しております。よろしくお願いいたします。

（文責：総務広報委員会　横山武史）

■　平成27年の総会の案内　■
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　今年も「診断士交流会」のメンバーを募集します。皆さんの積極的な参加をお待ちしており
ます。平成26年度のメンバーで引き続き参加される方も、改めて参加のお申込みをお願いしま
す。

　この「診断士交流会」は、月に１度集まって参加者が順番に講師となって発表しあうという
集まりです。一回あたり２人が発表します。統一したテーマはありません。発表者が得意とす
る分野、あるいは興味を持っている分野について話していただくので、毎回異なった内容の話
を聞くことができます。メンバーには企業内診断士の方も多く参加されています。従って、今
まで全く知らなかった業界のことや、最先端の情報を得ることが可能です。その点では、診断
士版の「異業種交流会」と言えます。

　なお、業種別・専門特化型の交流会として「不動産交流会」「電機業界交流会」「税理士交流
会」「独立希望者交流会」があります。こちらの募集については、別途連絡させていただきま
す。

記

１．期 間：�平成27年５月～平成28年４月�
原則、月に１回。火曜・水曜・木曜のいずれか夕方に開催。

２．参 加 費：�無料（その他、資料代・懇親会費など）
３．募集定員：120名　　20名程度でグループ編成します。
４．申 込 み：事務局まで電子メールもしくはFAXにてお申し込みください。
５．締め切り：�平成27年５月15日（金）
６．発 足 式：�平成27年５月29日（金）18：30 ～�

マイドームおおさか　８階　第１・２会議室
７．申 込 先：�一般社団法人�大阪府中小企業診断協会�事務局�

メール：info@shindanshi-osaka.com、もしくはFAX：06-4792-8993　まで�
　　

氏　　名 年齢 登録番号
メールアドレス
連絡先電話番号

参加希望の曜日
第一希望 　　火曜日　　　水曜日　　　木曜日　　　いずれも可
第二希望 　　火曜日　　　水曜日　　　木曜日　　　いずれも可

以上

平成27年度（第17期）診断士交流会メンバー募集のおしらせ

会員サポート委員会
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新歓フェスタ2015のご案内

会員サポート委員会

　毎年300名近い参加者を迎える『新歓フェスタ』が今年も開催されます。
　会場には、登録研究会などによるプレゼンテーションや展示ブースを設け、新規登録された
方や実務補習中の方、未入会の方々向けに、大阪府中小企業診断協会のさまざまな活動をご紹
介します。
　また、会員同士の交流の場でもあります。既に会員になっておられるみなさんも、協会活動
の全容がわかる良い機会ですので、ぜひ、ご参加ください。
　参加費は無料で、会場への出入りも自由（再入場可）です。懇親会も開催しますので、まだ
協会に加入しておられない、お知り合いの診断士仲間もお誘い合わせの上、奮ってご参加いた
だきますよう、ご案内申し上げます。

記

　日　時：�2015年４月18日（土）�
第１部　14：00 ～ 16：00　　第２部　16：00 ～ 17：00

　場　所：�マイドーム大阪　２階ホール�
（大阪市中央区本町橋２－５）　http://www.mydome.jp/access/

　対象者：�府協会会員、新入会員、新規登録者、他府県協会会員、未加入の方�
（大阪以外の協会に入会予定の方もご参加いただけます）

　プログラム（予定）：
　　　　　第１部　14：00 ～ 16：00
　　　　　　　　�登録研究会、交流会、業種別交流会、同好会、青年部等の活動紹介�

（プレゼンテーションと展示）�
自由に各展示ブースを回って質問していただくことが可能です。

　　　　　第２部　16：00 ～ 17：00
　　　　　　　　立食懇親パーティー
　申込み：�メール：info@shindanshi-osaka.com、もしくはFAX：06-4792-8993�まで�

以下の内容をお知らせください。�
・大阪府協会会員以外�
　　氏名、新規登録者・実務補習者・他府県協会会員の別�
・大阪府協会会員�
　　氏名、登録番号、登録研究会名・業種別交流会名（該当者のみ）

　参加費：無料

以上
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《事業推進部》

【プロモーションプロジェクトの活動報告】

　大阪中小企業診断士会は、事業推進部、ミ
ラサポ推進室、総務サポート部の３部構成で
編成されています。その中でも事業推進部で
は具体的な案件や活動テーマが発生した都
度、機動的な業務遂行を展開するプロジェク
トチームを編成しております。私どもが運営
するプロモーションプロジェクトは中小企業
診断士の認知度向上と、会員で任意構成する
商品開発チームのサポート、および提携団体
との連携強化等を主たる業務として取組んで
おります。
　メンバーは池田副理事長以下、大音、柳の
各理事、乾、田邊、原、鈴江、志水、中村、
顕谷、片山、大西の各委員の合計12名で構成
されています。
　プロモーションプロジェクトの今年度下半
期の活動実績・予定は以下のとおりです。

（１）中小企業診断士の認知度向上
①事業承継セミナーの開催
　�（１月から３月までの毎月１回、４月以降
も随時実施予定）

②メールマガジンの発行（毎月１回）
（２）提携団体との連携強化
①�船場経済倶楽部　ビジネス活性化塾への講
師派遣（毎月１回各１名派遣）

②�船場経済倶楽部主催　まいどおおきに博へ
の出展（11月５日・６日の２日間において
大阪中小企業診断士会のブースを出展）

（３）商品開発チームへの運営支援
　（2015年２月末日現在４チーム登録（うち
１チームは2015年１月に新規登録））

　中小企業診断士の認知度向上はこれまでに
も継続的に取組んできたテーマでもありま
す。ただ、さまざまな観点から当会の活動に
係る情報発信や提携団体との活動等を行って
きたこともあり、活動テーマがやや曖昧にな
りつつありました。そのため、今後は「事業
承継」という明確なテーマを持って中小企業
診断士の認知度向上に取組むことといたしま
した。
　「事業承継」では、他の士業も介在するさ
まざまな問題・課題が内在しております。し
かし、事業活動における見えない資産をどの
ように後継者へ引き継いでいくかが事業承継
における重要なテーマであると認識し、その
分野でこそ中小企業診断士が活躍すべきだと
考えております。したがって、事業承継をテー
マとしたさまざまな取組みを通じて、中小企
業診断士の存在感を高められるよう活動して
いく所存です。
　その最初の取組みとして、前述の事業承継
セミナーを企画し、開催しております。４月
以降も随時開催する予定でございますので、
ご興味のある方は是非ともご参加ください。

（文責：事業推進部　理事　柳、大音）

士会のページ

（２月の事業承継セミナー風景）
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士会のページ

【総務サポート部の活動】
　士会の理事を務めさせていただいている石
橋研一と申します。私は総務サポート部に所
属し、士会の運営が円滑に行われるよう、微
力ながらお手伝いさせていただいておりま
す。
　今回は、総務サポート部の活動のうちの一
部についてご報告いたします。

【コンサル現場同行パック】
　平成26年度から士会会員に向けた新サービ
スとして、先輩診断士が顧問先へ訪問する際
に同行して現場を実感することで学ぶ場を作
る『コンサル現場同行パック』を開始しまし
た。
　独立後３年以内の士会会員を対象として、
先輩診断士と同行する仕組みを士会として
コーディネートし、経験を積む機会を提供す
るものです。
　先輩診断士の顧問先への同行回数は3回と
し、同行時は活動内容や会話内容の記録・議
事録を作成してもらうことにより、敷居を低
くしてコンサル現場を経験してもらおうとい
う試みです。
　平成26年10月のサービス開始から既に４件
の申し込みがあり、修了者から非常に高い評
価を頂いております。平成27年度に向けて改
善点などを洗い出して継続していけるよう、
検証を行おうと思っております。

【矢野経済研究所】
　士会では会員向けサービスの一環として、
矢野経済研究所と契約して、同社のヤノデー
タバンクをリーズナブルな手数料で活用して
もらえる制度を運用中です。
　ヤノデータバンクとは、矢野経済研究所が
独自に企画・調査したレポートの閲覧やコ
ピーが可能な会員制ビジネスライブラリです。
一般的にはなかなか入手が困難な業種別の市
場データなどを活用することができます。

　これまでも会員に好評を頂いており、平成
27年度もサービス継続が確定しております。
ご興味のある方は、業務局宛に詳細をご確認
ください。

【会員向けメルマガの発行】
　平成26年度から士会会員に向けた新サービ
スとして、士会の活動状況をお知らせする
メールマガジンを発行することとなりまし
た。
　平成27年２月の第１号では、会員の関心が
高い「受託事業」について、受託件数や人選
方法などの情報を掲載いたしました。

【イベントの運営】
　総務サポート部では、平成27年３月２日に
行われた中小企業診断士・弁理士提携フォー
ラムの運営を企画段階からサポートしてきま
した。
　また、総務サポート部では年２回の士会交
流会を企画・運営しています。士会の会員が
気軽に交流を行って、人脈を広げ、情報交換
を行うことが出来るよう、平成27年度に向け
てこれからも改善を重ねてまいります。
　次回の交流会を以下の通り開催しますの
で、この会報の発行日からすぐではあります
が、ご都合のつく方はぜひご参加ください。

士会交流会
日時：平成27年４月４日（土）18：00-21：00
場所：ドーンセンター　大会議室１

【最後にお願い】
　総務サポート部では、士会の運営が円滑に
行われるよう、部員全員が自身の業務の合間
を縫って取り組んでいます。皆さん、あたた
かく叱咤激励、よろしくお願い申し上げます。

（文責：総務サポート部　石橋　研一）
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新入会員の紹介

嶺　克徳

　これまでに修得してきた知
識・経験を基礎として、今後
も研鑚を積みながら、より多
くの中小企業に貢献していけ
るように取り組み、ひいては

社会全体に貢献していきたいと考えていま
す。どうぞよろしくお願い致します。
趣味・特技　古武道

嶋　えりか

　平成 12 年に診断士登録。
コンサルティング会社にて
マーケティングの基礎を体得
後、大阪市此花区のテーマ
パークで集客業務（企画・営

業）に従事しておりました。今年、中小企業
の役に立ちたく、独立を決意しました。皆様、
何卒宜しくお願い申し上げます。
趣味・特技　ヨガ・山登り

静　広治

　37 年間システムエンジニ
アの道を歩んできました。最
近の 12 年間は若手技術者の
育成に取り組んでいます。
　またお金のことも知りたく

て、CFPの資格を取得しました。
　そして、ただいま社会保険労務士の資格取
得のため勉強中です。
趣味・特技　水泳・新聞のスクラップ

中嶋　一雄

　初めまして。最初はキリン
社、現在は中堅企業で経理・
総務・経営企画を担う企業内
診断士です。専門は管理会計、
最近はタイを中心に海外取引

にも取り組んでおります。今後は、皆様との
連携を大切にし、具体的な成果を一つでも多
く残して参ります。
趣味・特技　バンド活動（ベース）、お酒／
料理、ジョギング（高校陸上部長距離）、家
族との釣り／スキー

古田　啓

　現在に至るまで、主として
開発・研究分野でキャリアを
積んできました。このような
キャリアと診断士としての視
点を複合・活用することによ

り、“ものづくり”で重要な役割を担う中小
製造業に少しでもお役に立てればと存じま
す。宜しくお願いします。
趣味・特技　読書

藤田　行雄

　最初に入会した平成 10 年
も今も企業内診断士として、
変わりのない自分に気付きま
した。これからは企業外の人
脈作りが大切と昨年還暦を機

に再入会しました。診断士の受験勉強時代の
縁で顧客満足経営研究会に入会でき、新たな
出会いにワクワクしています。
趣味・特技　散歩
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大阪府協会の主な行事
（平成27年１月～３月）

１月
７日� 会員サポート委員会
８日� �研修・事業委員会
８日・13日・21日
� � �診断士交流会
９日� 総務広報委員会
９日・16日
� � 業種別交流会
13日� 正副会議・理事会
17日� 新年互礼会・青年部例会
22日� スキルアップ研修

２月
３日� 正副会議・理事会
５日� 研修・事業委員会
� � 確定申告セミナー
10日� 会員サポート委員会（研修）
10日・12日・18日
� � 診断士交流会
12日・20日
� � 業種別交流会
13日� 総務広報委員会
17日� 会員サポート委員会（会員）
20日� 大阪イノベーションハブ説明会
26日� スキルアップ研修

３月
４日� 正副会議・理事会
６日� 総務広報委員会（会報編集部会）
10日� 会員サポート委員会（研修）
10日・12日・18日
� � 診断士交流会
13日� 業種別交流会
14日� 青年部例会
20日� 総務広報委員会（会報編集部会）
26日� スキルアップ研修

お 知 ら せ

士会の主な行事
（平成27年１月～３月）

１月
６日� プロモーションプロジェクトチーム
８日� 総務サポート部会
14日� 正副会議・総務サポート部会
15日� 在庫最適化セミナー
17日� 中之島図書館無料経営相談
21日� �事業承継セミナー
26日� 人材マッチング部会
� � �データベースプロジェクトチーム・

事業運営プロジェクトチーム合同

２月
３日� �ビューティビジネスプロジェクト

チーム
６日� 総務サポート部会
９日� 再生支援打合せ
10日� プロモーションプロジェクトチーム
16日� 正副会議・理事会
� � 人材マッチング部会
21日� 中之島図書館無料経営相談
25日� 海外進出支援グループ打合せ

３月
２日� 弁理士会連携フォーラム
５日� �データベースプロジェクトチーム・

事業運営プロジェクトチーム合同
12日� 総務サポート部会
18日� 事業承継セミナー
23日� 正副会議・理事会
� � 人材マッチング部会
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日　時　平成27年５月27日（水）
　　　　18時30分～ 20時30分
会　場　マイドームおおさか（予定）
テーマ　�『デザイン思考アプローチで読み解

く「売れる必然について」』
講　師　嶋　えりか　氏

　マーケティングとは、「売れる必然」
をつくることです。
　「売る」と「売れるようにする」は違
います。　「売れるようにする」にはお
客様の本音（＝インサイト）を読み解く
ことが必要です。このインサイトとは
ニーズのことではありません。
　お客様自身が気づいていないか、考え
ないようにしている隠された深層心理の
ことなのです。だからこそ明確にするの
が非常に困難で、従来の要素還元的なア
プローチ（市場分析・消費者トレンド分
析）では限界があると言われています。
　従来アプローチを用いて自社の強みを
「売る」のではなく、デザイン思考アプ
ローチ（インサイトを読み解くことによ
り顧客価値をストーリー化させて捉え
る）を用いて「売れるようにする」コン
サルティング手法について、私が活動し
ている「Beauty�Business�Project（通称：
ベッピンさんプロジェクト）」（大阪中小
企業診断士会公認）での企業診断事例を
もとにお話をさせていただきます。

日　時　平成27年４月22日（水）
　　　　18時30分～ 20時30分
会　場　マイドームおおさか（予定）
テーマ　�『企業内でもすぐに使える「アイデ

ア発想手法」を学ぶ』
講　師　湯川　俊彦　氏

　研修の目的は、アイデア発想の手法を
学び理解することにより、企業内診断士
の皆さまには自社内での活用を、独立診
断士の方々にはコンサル現場での活用を
促すことと考えています。
　その手段として研修会では、デザイン・
コンサルタント会社で実際に使っている
ワークショップを直に体験していただき、
また、2014年度に大阪府から受託した事
業を担当して得たノウハウをご紹介する
ことで、より深くアイデア発想手法の理
解とファシリテーション技術の修得をし
ていただきたいと考えています。
　ポイントは、以下の通りです。
　①�アイデアとはイノベーションの種で
あり、新しい商品・サービスを開発
するためには欠かせないものである
ことをお伝えします。

　②�デザイン・コンサルティング会社が
実際に使っているワークショップを
直に体験し、その発想手法をより深
く理解していただきます。

　③�研修会では、４名程度のグループ毎
にワークショップを実施し、ファシ
リテーション技術の修得をしていた
だきます。

スキルアップ研修スキルアップ研修

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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（　31　）診 断 士

編集後記
～総務広報委員会から～

　春、新しい診断士の仲間が増える時季
です。4月には新歓フェスタの開催も予
定されており、フレッシュな診断士の活
動が始まることで、我々も大きな刺激を
受ける時季でもあります。

　今号の特集は「アグリ系診断士の活動
報告」として、農業関連の支援の現場で
活躍する診断士の方々に寄稿していただ
きました。六次産業化を始めとする、各
種中小企業支援など大きな注目を集めて
いる分野です。しかしながら、農業にご
縁がない方も多く、どのように支援が行
われているかは余り知られていませんで
した。今号の特集を通じて、皆さまのご
支援の一助となれば幸いです。

　また前号から始まりました「突撃ルポ」
も好評を得ております。今回は第 2回目
ということで、さらに皆さまに熱い情報
をお伝えできるよう力を入れた取材と
なっています。今後も、皆さまに楽しん
でいけるようさまざまな突撃ルポを行っ
ていきたいと思いますので、ご期待くだ
さい。あわせて今号は、広告が 3ページ
に増えるなど、沢山の方からの注目度に
繋がっています。こうした様々な形で、
府協会に貢献できるよう務めてまいりま
す。

　総務広報委員会では、今後とも、会員
の皆様のお役に立つ情報発信に、積極的
に努めてまいります。今後共変わらぬご
愛読・ご協力のほど、よろしくお願いい
たします。

【平林】

会員の消息

他府県協会への移籍
　　　　　　　　　無し　　　

他府県協会より移籍

西　　一仁　　　　　　石川県
落藤　正裕　　　　　　東京都

《表紙の写真》
滋賀県高島市。琵琶湖では湖上に立つ木々
が見られます。葉を落とした彩りがない
冬木ですが、夜明けに染まる空を背景に
シルエットとして撮りました。
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