通巻 第211号

http://www.shindanshi-osaka.com

テーマ

デザイン経営系診断士の活動報告

主要目次
27年度活動方針･･･････

2

27年度の新スタート･･･

3～4

総会の報告･････････････

5

懇親会の報告･･･････････

6

表彰者のご紹介･････････

7

新歓フェスタの報告････

8～9

特集「デザイン経営系
診断士の活動報告」････ 10～21
研究会突撃ルポ････････ 22～23
私のおススメ･･･････････

24

頑張る診断士の活動
報告･････････････････････

25

青年部だより････････････

26

スキルアップ研修報告
･･････････････････････････

27～29

士会のページ･･･････････

30～31

新入会員の紹介････････ 32～33
理論政策更新研修案内
･･････････････････････････

34

海外研修旅行の案内･･･

35

7

お知らせ････････････････ 36～38

2015年7月1日

診断士会報No211-H1v8.indd 1

写真提供：会員

芳林由美子氏

《執筆頂いた方々》
平林潤氏（P.10）、佐々木千博氏（P.12）、絹川輝和氏（P.14）、石川淳二氏（P.16）、
嶋えりか氏（P.18）、待谷忠孝氏（P.20）岡村善裕氏（P.24）浅野洋平氏（P.25）

一般社団法人 大阪府中小企業診断協会・一般社団法人 大阪中小企業診断士会
〒540-0029 大阪市中央区本町橋２番５号 マイドームおおさか７階
TEL 06-4792-8992 FAX 06-4792-8993
URL http://www.shindanshi-osaka.com
E- mail info@shindanshi-osaka.com
発行人

福田 尚好

中小企業診断士1507

編集人

表紙

横山 武史

2015/06/22 17:06

（2）

診

断

士

27年度の活動方針
今こそ、中小企業診断士の
ブランディング化を！
理事長

福田

尚好

まず第一弾としての、新たなバッジの作成
（診断士の社会的地位向上を目指して）
と、その全国的な着用運動の展開への取り組
まず最初に、5月22日の第４回総会におけ
みにつきましては、公募によってデザインを
る会員皆様方のご協力に対しまして、深く感
決定し、今年度中に新たなバッジを作成しま
謝申し上げます。
す。そしてこの新たなバッジの全国的な着用
さて、常に申し上げていることですが、一
運動を展開することによって、診断士の「見
昨年の夏ごろまでは、私たち中小企業診断士
える化」を図ります。大阪府協会はその先頭
を取り巻く諸環境は逆風に近いともいえるも
に立つて、当運動の推進力になります。
のでした。しかし、秋ごろを境に、それが順
次に「診断士の日」の制定も実施いたしま
風に転化する兆しが見え始めてきました。こ
す。これも今年度中に決定し、来年度からは
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、 本格的な普及運動を展開いたします。
また、「ビジネスクリニック」を大幅に改
診断士としての主体的力量を強化することが
定し、会員皆様方個々の活動の「見える化」
今まさに求められているといえるでしょう。
を図ります。
そこで大阪府中小企業診断協会としまして
先にも述べましたが、大阪府協会はこのよ
は、会員の皆様の自己研鑽や主体的力量強化
うな診断協会本部のブランディング戦略推進
のための活動を展開することによって、大阪
活動の先頭に立って、その範となる活動を展
府中小企業診断協会、大阪中小企業診断士会
開いたします。
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
（内部組織の強化と連携の強化）
り強化するよう全力投入したいと思っていま
前記のような活動を強力に展開するには大
す。
阪府協会の組織を強化する必要があります。
今以上に多くの会員の皆様に積極的に協会活
（ブランディング戦略の推進を）
動に参加していただくための基盤整備に努め
しかし、社会的地位の向上は私たちの主体
ます。また、組織強化のためには会員の拡大
的力量を強化することだけで達成できるもの
も必要です。そこで、会員数1,000名を目指
ではないことも事実です。例えば、非常にお
した会員増強運動を展開いたします。
いしく、しかも値段も手ごろなメニューを持
また、御承知のように私たちを取り巻く経
つ飲食店といえども必ずしも繁盛する保証は
済活動も大きく変化しています。たとえば中
ありません。せっかく繁盛する条件を整えて
小企業といえども、その活動は大きく変化し
いながら繁盛しないために利益が出ず、やむ
ています。多様化し、個性化し、情報化し、
なく料理の質を低下させて利益の確保を狙っ
グローバル化してきているのです。このよう
たためにますます客足が遠のいて、撤退する
な変化する環境の中では、私たち大阪府協会
お店も数多くあります。
独自での活動には一定の限界が存在すること
このようなことからも分かる様に、私たち
も事実です。そこで、私たちは現在連携して
は日々自己研鑽に励み、自己の主体的力量を
いる金融機関、支援機関、大学等との連携を
強化するだけでは自己満足にすぎません。つ
さらに拡大・強化するとともに、他の都道府
まり、当然のことながら、それを強力に訴求
県協会との連携にも取り組み、広域的な活動
する必要があるのです。
を展開するつもりです。
私たちが自己の主体的力量を強化し、それ
を強力に訴求するためには強力なブランディ
以上のような活動はすべてが、診断士の社
ング化が求められます。先日の総会でもご案
会的地位の向上に大きく寄与するものである
内いたしましたが、今年度は本部としてもこ
と確信し、積極的な協会活動を展開いたしま
の課題に本格的に取り組みますが、大阪府協
すので、会員の皆様方の絶大なご協力・ご支
会はその先頭にたって、他の都道府県協会の
援をお願いいたします。
範になるような活動を展開するつもりです。
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27年度の新スタート
副理事長としての抱負
副理事長

はじめに
先日行われました第４回通常総会では、出
席いただいた会員の皆様、また所要があり委
任状をお送りいただいた会員皆様方のご協力
を得まして、無事終了することができました。
改めて御礼申し上げます。
私の26年度の振り返り
26年度は、
（一社）大阪府中小企業診断協
会（以下、府協会）の副理事長就任１年目と
いうことで、まずは府協会でおこなわれてお
ります各委員会活動の理解をするよう努めて
参りました。
皆様もご存じのように府協会には総務広報
委員会、会員サポート委員会、研修・事業員
会があり、活発な活動が行われております。
会員の皆様から見える活動としましては、
会報誌の発行、会員向け研修、登録研究会や
研究会の運営、会員向けイベントの開催、青
年部活動への支援など多数あります。このよ
うな活発な活動を行っている府県協会は全国
でも少なく、当協会が誇れる活動だと思って
います。特に会員の皆様方が多数参加される
イベントとして、新年互礼会、新歓フェスタ、
通常総会がありますが、年々参加者・出席者
が多くなり、数年目に比べるとその変化は明
らかで、府協会の全体の活動量が目に見えて
増加していることが感じ取れます。
最近実感したことでは、今年４月に行われ
た新歓フェスタでの出来事です。他府県にお
住まいの方で今年登録の方が、「診断協会に
入ろうと在住県内の診断協会事務所に行った
が、どのような活動をしているのかさっぱり
分からなかった。大阪で新歓フェスタがある
と聞いたので参加したのだが、これを見て大
阪府協会の活動が大変良くわかった。」との
お褒めの言葉をいただきました。
このような特徴ある活動が着実に効果を表

診断士会報No211v8.indd 3

風谷

昌彦

しており、会員数も総会時点では960人となっ
ています。
これもすべて各委員会の委員長を始め各委
員の皆様方や、ご協力いただいた方々の献身
的な努力のお蔭と、大変感謝しております。
27年度に向けての私の役割
私自身、26年度にどのような貢献を府協会
に成しえたのかを振り返りますと、就任１年
目ということもあり理事長の傍に居ながら、
各委員会が実施される事業を見ていただけで
した。副理事長は、一般的には理事長を補佐
し組織全体の調整が役割と思っていますが、
一方で各委員会が担当されている事業や業務
に比べると、明確な役割はありません。府協
会への貢献という視点に立てば、府協会発展
のため副理事長として何をなすべきかを自ら
考え、府協会に提案し、更には行動すべきで
あったと反省しております。
そこで、27年度ですが、府協会が単独の組
織となり５年目に入りました。その間、単独
組織としての魅力向上を図ることを目的とし
た改革・改善が行われています。一方で府協
会における他の府県協会との連携という視点
から見ますと、近畿内ではブロック会議が行
われていますが、他の府県協会との連携は行
われていません。以前は診断協会と各府県が
本部・支部関係にあり、本部の承認を受けな
ければ、他支部との連携できませんでしたが、
現在の連合体組織であれば、府県協会の独自
の意思により、有機的な連携も十分できる状
況となっています。このような環境を好機と
捉え、今年度の私の役割の一つに他府県との
組織的な連携についての取り組みを検討した
いと思っております。無論、最終的には理事
会による決定が必要となりますので今は構想
段階です。ただ、正式に連携することが決ま
りましたら、是非とも会員の皆様方の積極的
な参加をお願い致します。最後になりました
が、今年度も宜しくお願い申し上げます。
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27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

●一般社団法人としての４期目を向かえて
５月22日に開催された第４回通常総会にお
いて、平成26年度の事業報告ならびに決算報
告が無事承認され、一般社団法人としての大
阪府中小企業診断協会は、４年目の活動に入
りました。個人的にも、産業功労者として憲
法記念日大阪府知事表彰をいただき、日頃支
えてくださっている皆さまに厚く感謝申し上
げるとともに、新たな活動への責任を感じて
いるところです。
国内外の経済社会情勢の中で、診断士をめ
ぐる環境や使命・期待度も随分変化していま
す。ご存知のように、昨年、小規模企業振興
基本法・支援法が新たに施行され、今年度は
第１回目の小規模企業白書が発行されました。
中小企業・小規模事業者への支援ニーズは従
来以上に大きく広がっています。そのような
状況の下で理事長が掲げている「診断士の社
会的地位の向上」に向けて、診断士として我々
ひとりひとりが自分のポジションで何ができ
るかを考え、そして行動しなければなりませ
ん。
●診断士の社会的地位の向上に向けて
大阪府協会の会員には、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
る方がたくさんおられます。また、実際に経
営者として活躍している方、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ます。
このような多彩な会員の魅力を活かして、
多様な会員の活動と交流の場を提供し、外部
に向けては診断士そして大阪府協会の魅力を
発信し続け周知に努めることが、役員として
の任務ではないかと考えています。
このため大阪府協会では、右上図のような
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北口

祐規子

組織構成で様々な事業を企画・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）、交流・人的ネットワーク構築
に努めています。

４月の新歓フェスタや前述の総会でも事業
計画や行事予定をご紹介しましたが、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
なる活動の充実を図る予定です。
●会員数の増加とともに目指すもの
現在、大阪府協会の会員数は950名を超え
1,000名の大台を目指しています。そして、
東京に次ぐ大きな協会として、他府県の協会
や、他士業の方々、あるいは支援機関との連
携の中核的役割を果たすのも我々に求められ
る使命ではないかと思っています。
最後に、これらの活動を通じて、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４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４

がありました。

回総会が、平成 27 年 5 月 22 日（金）に太閤
園で開催されました。会場の近くには大阪城
や大阪ビジネスパークがある場所で、当日は
約 140 名の会員が総会に参加しました。総会
は、進行は横山総務広報委員長により、議長
は福田尚好理事長により、審議が進められま
した。
第１号議案である「平成 26 年度事業報告
承認の件」と第２号議案「平成 26 年度決算
報告承認の件」について審議されました。
第１号議案は、総務広報委員会と会員サ
ポート委員会、研修・事業の各委員会の事業
報告を、各委員長の横山武史氏、津田敏夫氏、
細谷弘樹氏から報告がありました。
第２号議案は、総務広報委員会の委員長で
ある横山武史氏から報告されました。
各議案の報告後、監査報告があり、監事の
椎木茂久氏から報告されました。

北口副理事長に、中小企業診断協会の 27
年度の事業計画案と予算案についての説明が
ありました。大阪府中小企業診断協会の組織
体制や各委員会の業務についての報告があり
ました。総務広報委員会や会員サポート委員
会、研修・事業委員会の現状と事業方針につ

質疑応答の後議決を採った結果、いずれの

いての詳しく解説され、各委員会の事業をよ

議案、報告についても、了承に至りました。

り推し進めていくことで、大阪府中小企業診
断協会の 1,000 名体制の早期実現を図ってい
く旨の発言がありました。
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 27 年憲法記念日知事表彰
・平成 26 年度大阪府知事表彰
・平成 26 年度中小企業診断協会会長表彰
・平成 26 年度登録研究会論文表彰
・平成 26 年度活動成果表彰

福田尚好理事長から開催にあたり挨拶があ
りました。その挨拶で、中小企業診断士の取

最後に、風谷昌彦副理事長により、中小企

り巻く環境と、中小企業診断士のブランディ

業診断協会の更なる活性化のために、会員と

ング戦略の展開について発言がありました。

一緒に活動を盛り上げていきたい旨の発言が

ブランディング戦略については、診断協会の

あり総会は滞りなく終了しました。

インタビューボードの作成（写真の背景にあ
るボードです）や診断士の日の制定、中小企

（文責

総務広報委員会

古川 佳靖）

業診断士のバッジの新規作成を行う旨の発言
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大阪府中小企業診断協会懇親会開催報告
総会終了後、午後６時 30 分から会場を隣

た。２銘柄とも非常に美味しく、さすが浅野

の懇親会会場に移し、和やかな雰囲気のなか

氏が選んだお酒だ、と思わせてくれる本当に

懇親会が開催されました。

美味しいお酒でした。
ジャカルタ・バリ海外研修報告や論文表彰
優秀賞受賞挨拶（中小企業ひとづくり研究会・
農業経営研究会）がありました。
各委員会からの挨拶と報告（府協会：総務
広報委員会、会員サポート委員会、研修・事
業委員会、士会：総務サポート部会、事業推
進委員会）がありました。
歓談時間中は、皆さんお互いの近況や仕事
の事などで盛り上がっていました。

懇親会は、司会の自己挨拶から始まりまし
たが、ここで西谷氏が「司会なのにネクタイ
を忘れて・・・」と告白し、会場の空気を暖
めて和やかな空気にしてくれました。その後、
ご来賓の紹介での一言の挨拶の際、ネクタイ
されていない方は、「私もネクタイを・・・」
と告白し、会場を笑いに包み込み、大いに盛
り上げていただきました。

青年部の報告や新入会員挨拶の恒例の挨拶
もありました。個性豊かな新入会員は診断士
らしい人たちだと思いました。皆さん、診断
士業界のさらなる発展に貢献してくれる方々
だと、期待を抱かせてくれました。

その後、福田理事長やご来賓の挨拶の後、
風谷副理事長から乾杯の発声がありました。
今回の懇親会では、
浅野日本酒店の浅野

最後は、北口協会副理事長の挨拶と、福田

氏より、越後鶴亀 純

理事長の軽快なジョークで会場を盛り上げ、

米（新潟）と船中八

橋本士会副理事長の大阪締めで懇親会を閉会

策 超辛口（高知）の

しました。

日本酒の振舞い酒の

（文責

総務広報委員会

古川 佳靖）

差し入れを頂きまし
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表彰者のご紹介
５月22日の総会でご紹介のありました表彰を受賞された方々です。おめでとうございます。
平成27年憲法記念日知事表彰（産業功労者）
福田
北口

平成26年度登録研究会 論文表彰
＜優秀賞＞

尚好
祐規子

平成26年度大阪府知事表彰（商工関係者）
帖佐

和孝

横山

武史

研究会

テーマ

中小企業人づ
くり研究会

事例から考える中小企業の
人材育成

農業経営
研究会

京都南地域 農業活性化の
ための勉強会開催
結果報告書

平成26年度会長表彰
（府県協会役員を６年以上）

＜努力賞＞

池田

朋之

研究会

小野

知己

最先端ビジネ
ス研究会

佐々木

宏

テーマ
中小企業におけるＢＣＰ

平成26年度会長表彰（協会会員20年以上）
青木

規子

岩金

健司

上田
上田

テーマ

実千代

知的資産
研究会

金融機関と取り組む知的資
産経営支援

小川

伸夫
久美子

黒田

和男

坂元

雅子
一

高橋

寿人

竹内

浩一

中村

一八

羽柴

秀一

橋本

豊嗣

廣芝

通生

藤本

芳彦

森本

眞一

横山

武史

若松

敏幸

渡邊
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研究会

悦俉

小路

＜優秀賞＞

衛

植田
川本

平成26年度登録研究会 活動成果報告表彰

＜努力賞＞
研究会

テーマ

住環境
研究会

中小建設業の経営課題に関
する調査・研究

技術向上
研究会

最近の中小企業施策の研究

顧客満足経営
研究会

顧客満足経営の実例検証を
通じて、顧客の視点で、イ
ノベーションを考える

モノづくり活
性化研究会

リーダー（マインド、スキ
ル）育成プログラムの開発
（敬称略）

税
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新歓フェスタの報告
大盛況のうちに終了いたしました。
新歓フェスタを４月18日（土）マイドーム
大阪にて14時～ 17時まで開催いたしました。
今回で４回目となり、毎年の恒例行事とし
て定着してまいりました。今年の参加者は
265名、内訳は会員が166名、会員外は99名で
した。当日の入会者数も26名と、新しい仲間
が増えました。
新歓フェスタは、診断士試験合格したばか
りの方や、入会はしているけれど、これまで

風谷副理事長のご挨拶

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、皆様の診断士活動に活かしていた

新歓フェスタの内容は、下記の通りです。

だこうというものです。
第１部
昨年の開催時のご要望で、がやがやと説明

14時～ 16時

説明会

①風谷副理事長よりご挨拶

の声が聞きづらいとの声にこたえて、今年は、

②大阪府中小企業診断協会の活動・行事紹介

説明はCホール、登録研究会のブースと懇親

③登録研究会と交流会のプレゼンテーション

会はBホールと２つの会場で行いました。
14時より随分前から、皆様をお迎えする準

第２部

16時～ 17時

懇親会

備を始めました。

準備中の様子
今年は２つのホールで開催しました。

説明会場の様子
広々していた会場も、たくさんの人で熱気
にあふれていました。
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協会の行事は、多岐に分かれており、新歓
フェスタでは、短い時間の中で全体を網羅し
た説明があり、分かりやすく伝わったのでは
ないでしょうか。
プレゼンテーションの具体的な内容は下記
となります。
●協会主催の行事
①研修事業：理論政策更新研修、実務従事
事業、プロコン道場／土曜セミナー、国内
／海外研修等

登録研究会のプレゼンテーション

②親睦事業：新歓フェスタ、新年互礼会等
③青年部

等

●協会会員の有志による自主的な活動
①20の登録研究会
②４の業種別交流会
③３の診断士交流会
ホームページでは常時掲載されていても、
直接、プレゼンテーションや各ブースで先輩
診断士から聞く方が、身近に感じられたので

登録研究会のブース

はないでしょうか。

お酒や料理を食べ
ながら、にこやか
に歓談し、親睦が
深まった様子で
す。

また、各行事や登録研究会は、主に夜間や
土日に開催している場合が多く、皆様ができ
るだけ参加しやすいようになっております。
新歓フェスタに参加された方も、残念なが
ら不参加の方も、この機会に是非、興味のあ

直前に終わった実
務補習でお世話に
なった指導員や仲
間との親睦に花が
咲いていました。

る行事や研究会等にご参加ください。

今後も、協会では会員みなさまの活動をサ
ポートできるよう取り組んでまいりますので、
ご理解とご協力を宜しくお願い致します。
北口副理事長の懇親会開会の挨拶と乾杯

診断士会報No211v8.indd 9
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デザイン経営系診断士の活動報告
注目を集める
デザイン経営

は、経産省が「国際競争力強化のためのデザ
イン思考を活用した経営実態調査 報告書」
を公開しました。この報告書では、イノベー

潤

ションの誘発や問題発掘・解決の方法として

「そうそう、これが欲しかった」と言われ

リングを行い、各社の取組事例を掲載すると

る商品の開発。そんなイノベーションを実現

ともに、今後の経営へのデザインの活用につ

する経営手法の一つとして、デザイン経営が

いての課題の考察が発表されています。

会員

平林

デザイン思考を活用している民間企業へヒア

注目を集めています。今回は、デザイン経営

また今年２月には、中小企業庁が特定もの

系診断士の活動とともに、次代の経営手法と

づくり基盤技術（サポイン）に「デザイン」

して注目を集める「デザイン経営」をご紹介

を追加し、これを一番の項目にすえました。

します。

民間でも ｢デザインマネジメント｣ ｢デザ
インコンサルタントの仕事術｣ ｢実践 デザイ

▼デザイン経営系診断士としての活動
わたし平林は、７年前に診断士を取得後、

ン・シンキング｣ などのデザイン経営関連書
籍が次々と出版され、大型書店などでは特集

コンサルティング活動を行いながら、ともに

コーナーなども設置されるなど、注目を集め

仕事をしていたデザイナーと一緒に、「デザ

ています。また、今年の日経デザイン１月号

イン」を「経営」に活用する支援を行うコン

でもデザイン経営が特集され、まさに「デザ

サルティング会社の構想を練り続けました。

イン経営元年」の様相となり、デザインの経

３年前（2012年４月）に、２つの事業所を

営への活用について関心が高まっています。

統合、
「株式会社ビヘイビア」と名づけたデ
ザイン・コンサルティング会社を設立。現在
は、診断士３名、デザイナー４名、PRコン
サル１名の計８名で活動しています。

▼狭義のデザイン、広義のデザイン
では、注目を集めているデザインとは、一
体何なのでしょうか。実は、「デザイン」と

昨年は大阪府（産業デザインセンター）か

いう言葉には、狭義と広義の意味があり、そ

ら委託を受け、「中小企業のためのデザイン

の目的によって使い分けられたり、また反対

を活用した商品開発マニュアル」を作成する

に、その定義の不明確さから混乱を生み出し

など、経営にデザインの持つ力を活用する支

ている場合もあります。

援を行っています。

狭義には、従来からの一般的な「デザイン

また今年３月には、府協会にて「デザイン経

＝意匠」で、「図案」や「装飾」を意味する

営研究会」を立ち上げ、40名ほどの仲間と、企

言葉として使われています。 一方、広義に

業経営におけるデザインの活用、またその中で

おいては、従来の枠を超え、「計画」「意図」

診断士の果たす役割の研究を行っています。

「考案」という意味で使われ、さらに「計画
する」「意図する」「考案する」という言葉と

▼デザイン経営をとりまく環境の変化

しても使われています。

ここ数年、公的機関の経営支援におけるデ

こうした広義の意味において、事業をデザ

ザインの活用が進んでいます。2014年３月に

インする、イノベーションをデザインすると
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言った意味で、デザインの経営への活用が注

していくための「経営」による統合が重要に

目されているのです。

なります。
システム思考で、いまできることだけを行

▼もっと早い馬がほしい？欲求の本質を見つ

うことも、デザイン思考で新しいアイデアを

け、イノベーションを形にする手法

生みだすことも、それぞれ単独では十分では

デザインの経営の実現おいて、特に耳目を

なく、２つを組み合わせることに大きな意味

集めているものに「デザイン思考」がありま

があります。

す。自ら問題を定義し、コンセプトを創造し、
市場を創り出していく。イノベーションを生

▼デザイン経営における診断士の役割

み出すマネジメント手法として、「デザイン

診断士は従来、システム思考を得意として

思考」の活用が有効ではないかと考えられて

きました。そんな診断士が、デザイン思考に

いるのです。

よる新しいアイデアを生みだすプロセスを習

馬車が走っていた時代に、人々にニーズを

得し、組織の中で実行できるようプロデュー

聞いても、「もっと早い馬がほしい」という

スしていくこと。またそれを実現するために、

答えしかありませんでした。しかしその欲求

元来得意としているシステム思考によってそ

の本質は「より早く移動できる手段がほし

れを実現していくことが、企業内、独立をと

い」というものです。

わず診断士の担うことができる、大きな役割

こうした、人々の本質的な欲求を「観察」

だと考えています。

によって捉え、課題を「定義」し、その解決

診断士は、全国津々浦の47都道府県、大企

方法を「創造」し、小さく「試作」し、その

業から中小企業までさまざまな大きさの企業、

「評価」を行い、さらに改善していくこと。
こうした人間中心設計（HCD）に基づき
イノベーションを生みだす技術、デザイン手
法を体系化したものをデザイン思考と呼んで
います。

製造業・建設業からサービス業まで、企業内・
独立・経営者としてなど日本経済のさまざま
なところで活躍しています。
こうした特長を持つ診断士が、デザイン経
営を習得し、さまざまな場でイノベーション
を実現していくことで、日本経済の再興に貢

▼デザイン思考と対をなすシステム思考

献できると信じ、日々活動しています。

デザイン思考はその新しさから、見たこと
のないもの、聞いたことのない「有意性」の
あるものを生みだしますが、一方で経営にお
いてはそのアイデアの「実現可能性」が重要
になります。
そこで、顧客・企業・社員などの関係をつ
なぐ、システム思考が求められます。システ
ム思考とは物事をシステム（要素間の関係性）
として捉えることで、全体の最適化を図る考
え方です。デザイン思考で素晴らしいアイデ
アを生み出すだけでなく、それを統合し実現

診断士会報No211v8.indd 11
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平林潤（ひらばやしじゅん）
。1979年大阪生
まれ、36歳。海外の新聞社で勤務後、28歳
でマーケティングコンサルとして独立、同
年診断士資格取得。2012年にデザイン・コ
ンサルティング会社、株式会社ビヘイビア
を設立。
同社にて、デザイン思考を活用した新事
業・新商品開発支援、ブランド確立支援を
行う。また、そのプロセスを転用し、創造
的な人材を育成する社員研修を提供してい
る。お問い合わせは株式会社ビヘイビアま
で。
株式会社ビヘイビアhttp://behavior.co.jp/
06-6539-1985（代表）/info@behavior.co.jp
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デザイン経営系診断士の活動報告
ブランド開発と
デザイン経営
会員

佐々木

千博

デザイン経営は、企業および商品・サービ
スのブランド開発に非常に有効と考えます。

■従来手法の限界？
ところで、今までも素晴らしいブランドは
多く生まれ育ってきました。ではなぜ、改め
て、
（冠言葉のない）経営でなく、
「デザイン」
経営が注目されるのでしょうか？そこには、
時代・環境の変化があります。では、どう変
化したのでしょうか？

本稿では、なぜデザイン経営なのか？なぜ中

一つ目は、商品・サービスの成熟です。今

小企業診断士がデザイン経営支援に取り組む

や日本で、誰が見ても劣悪な商品やサービス

べきなのか私見を述べます。

を探す方が難しいです。どれを選んでも、大
きな間違いはありません。単によい商品でな

■ブランドとは？
ブランドは、他者と識別されるものです。

く、お客様も想像しなかったような素晴らし
い商品が求められています。

ブランドのもつ識別機能にもいろいろありま

二つ目が、価値観の多様化です。ひと昔前

すが、お客様の立場から見れば、出所表示機

までは、生活者の価値観が比較的似通ってい

能（誰が提供しているのか？）
、品質保証機

ました。極端にいえば、いつかはクラウン、

能（機能や体験価値は信頼できるか？）、意

いつかは持ち家で、多機能デジタル時計が

味付け・象徴機能（ブランド自体がお客様に

カッコよくて、物質的豊かさ・機能的豊かさ

とっての価値となる）などがあります。

と人生の豊かさがリンクしていました。今は、

企業側の立場からみれば、情報伝達機能（ブ

皆すでに物質的には満たされていて、その上

ランドの存在自体が有効な情報伝達手段にな

でそれぞれの価値観・ライフスタイルでの充

る）
、資産機能（ブランド自体が企業の極め

足を求めています。昔は「自分が欲しいもの

て重要な無形資産となる）もあります。

≒お客様も欲しいもの」だったものが、「自

いずれにせよ、ブランドはお客様が企業や
商品を選ぶ大きな理由になるということで

分が欲しいもの≠お客様が欲しいもの」とな
るケースが増えてきたと言えます。

す。故に、ブランド開発・育成は、企業の競

これらの二つの変化は、企業内の一部の企

争戦略における極めて重要なポジションを占

画開発部門だけで価値ある商品・サービスを

めます。そして企業が忘れてならないのは、

開発することが難しくなってきたことを意味

「ブランドはお客様に育てていただくもの」

します。ブランド開発も、ブランドを体現す

ということです。お客様の信頼や満足度にブ

る商品・サービスと同じこととなります。従

ランドが立脚している以上、企業がお仕着せ

来型の手法に一定の限界が見えてきました。

でブランドを押し付けて、ブランド価値を高
めることはできません。ブランディングの全

■注目されるデザイン思考

プロセスを一貫してサポートする博報堂内の

企業は常に新しい価値を提供していかなけ

ブランディング専門ユニットである博報堂ブ

れば、継続することはできません。しかし価

ランドデザインでは、『ブランドは生活者と

値観が多様で成熟した社会では、先に見たよ

共に考え、共に育てていく「共創」の姿勢か

うに、新しい価値創出は簡単なことではあり

らこそ生まれる』と述べています。

ません。従来型の手法だけでは、十分な満足
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イン経営」とは、「デザイン思考」と「組織

そのような中、新しい価値創出のための思

の強みや資産を活用して実現すること」を両

考法として着目されているのが「デザイン思

立し、それを継続発展的に実践するための

考」です。デザイン思考の詳細については他

リーダーシップとマネジメントがある経営で

稿に譲りますが、お客様の観察から発見し、

す。支援者の立場から「デザイン経営支援」

多様なメンバーの知恵・価値観をフル活用し

を考えると、企画開発部分だけの支援でも、

（アイデア創出）、プロトタイプを作り早期に

マネジメント・経営管理的な支援だけでも支

お客様に確認することを繰り返す手法です。

援として十分でないことを意味します。これ

企業内だけで完成を目指さず、早期にお客様

は、企業の総合力を高めていく活動に他なら

に商品・サービスのプロトタイプを体験して

ず、経営全般を診る中小企業診断士こそ適任

もらいフィードバックを得ることで、満足度

と考えます。

の高い商品・サービスを市場に投入できます。
これは、まさにお客様と一緒に価値を創る

■診断士からデザイン経営診断士へ

「共創」活動に他なりません。ところで、「デ

診断士自身も自ら変革していくことが必要

ザイン思考」を十分に活用して、素晴らしい

です。診断士は、経営全体を見る支援者とし

商品やブランドを開発するには、大きく２つ

て、経営全般の知識、全体最適・システム思

のハードルがあります。

考に秀でていると考えます。

一つ目は、定量データ偏重・最大公約数的

デザイン経営診断士に必要な資質として、

な企画開発からの脱却です。お客様に聞いて

通常の診断士の資質にプラスして以下の点を

も分からないニーズは調査データには反映さ

挙げたいと思います。

れませんし、無難でほどほどによい商品は世
の中に溢れています。

一つ目は、システム思考だけでなくデザイ
ン思考とその運用方法を体得することです。

二つ目は、前例主義・失敗を避ける仕組み・

二つ目は、ファシリテーション力です。デ

文化からの決別です。むしろ、次に活きる失

ザイン経営を支援先企業に根付かせるために

敗を、多く早くできる仕組みと企業文化が求

は、指導・助言だけではなく、実践をファシ

められます。

リテートし、さらには組織文化変革まで促す

これらは従来の日本企業的でないが故に、
デザイン思考を根付かせるためには、組織変

ような力が必要と考えます。
ここまで出来れば、課題改善の支援者から、

革にも着手していく必要があります。簡単で

ブランド創造・育成支援者、更にはイノベー

はありませんが、これができれば従来とは異

ションプロデューサーになれると考えます。

なる商品を生み出せる確率が高まります。

私にはとても高いハードルですが、一歩一
歩、デザイン経営診断士の階段を、ポジティ

■デザイン思考からデザイン経営へ

ブに楽しく登っていきたいと考えています。

では「デザイン思考」さえできれば、企業
は成長していけるのでしょうか？否と私は考
えます。ビジネスである以上、実現可能で、
継続的に実行できることが必要不可欠だから
です。そのためには、高度なマネジメント・
経営管理的な視点も必要です。つまり「デザ

診断士会報No211v8.indd 13

略歴

1975年京都府宇治市生まれ。京都工芸繊維
大学大学院を修了後、大日本印刷（株）に
て15年顧客企業のマーケティング企画・導
入支援を行う。2015年独立し、マーケティ
ングと人・組織開発で素敵な社会を創る（株）
CH.Laboを設立。
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デザイン経営系診断士の活動報告
サラリーマンでも
デザイン経営ができる！

まず顧客を深く観察し分析することからは
じめます。キーマンに囚われず、顧客社内の
役割分担まで着目することで顧客の抱える真

絹川

会員

輝和

企業内診断士として、自身の経験を踏まえ、
従業員（サラリーマン）によるデザイン経営

の課題を見つけます。
ユーザーは顧客側の窓口が分かれているた
め、不便を感じていることがわかりました。
そこで販売とサポートの窓口を統合する新
しいソリューションを提供できれば、顧客価

の活用を述べます。
デザイン経営とは、対象を深く観察し、新

値をさらに高めることができるはずです。

しい価値を創出するデザイン思考による経営

そのために、ユーザーを深く観察して「本

手法です。その実現には従業員がデザイン思

当は〇〇だったらいいのに…」という声に着

考を実践できるクリエイティブな組織風土が

目して真の課題を発見します。
真の課題に対する解決はユーザーが持って

必要となります。
企業内診断士は、企業内でデザイン経営を

います。自社のリソース（コアバリュー）を

啓蒙することで、クリエイティブな組織を作

ひとまず忘れて、顧客の真の課題にのみ着目

る一助となることができます。

し、外部を巻き込み新しい価値を創出します。
解決方法は自社の周辺にある場合や、同じ

①営業活動（価値提案）

課題を抱える異なる業界などにあります。ソ

営業活動はクリエイティブな要素が大きい

リューションはユーザーに提供することで磨

ため、デザイン思考を取り入れやすくなって

かれ、より価値のあるものへと変わっていき

います。また、営業部門以外においてもアウ

ます。

トプットには必ずクリエイティブな要素があ

それを繰り返すことで、営業部門は顧客と
ユーザーを含めた価値デザインすることがで

ります。
営業担当者は顧客の要望を正しく理解し、

き、より高い価値を創出することができるよ
うになります。

満足させる提案が求められます。

②業務フロー（価値創出）

下図はBtoBtoCの例です。

クリエイティブな価値を創出するには、多
『顧客の抱える真の課題（例）』
本当は〇〇だったらいいのに
自社
営業

顧客

ユーザー

です。
一方で枠組みを超える相互サポートが必須条
件になり、デザイン思考を取り入れることで

サポート

診断士会報No211v8.indd 14

性は真の課題に対する理解の妨げになるため
そのため組織運営には、明確な役割分担と、

販売

販売とサポートを一体化した
ソリューションを提供する！

様性を持つ環境が必要です。行き過ぎた同質

ユーザーは窓口が
わかりづらい！？

より効率的に価値創出できるようになりま
す。
まず各自の能力と連携をよく観察して、不
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満やニーズを発見し、フローのネックと背景

を残すことも会社存続のために求められま

から真の課題を発見します。

す。

協力業者や関係部署を統合したフロー図を

個人の能力開発と組織の成果創出という軸

作成して、担当者が抱えている問題点を確認

の異なる課題にこそ、デザイン思考は力を発

します。
それを整理することで、オペレーショ

揮します。

ンにおけるネックとその背景が見え、真の課

まず成果を達成するための業務を整理しま

題が発見できます。真の課題の解決のために

す。恐らく組織では行動目標やアクションプ

は、グループ体制をデザインすることも求め

ランとして策定しているはずです。
ここでは業務と各担当者について観察しま

られます。
下図は受注後の業務フロー図の例です。

す。業務範囲を明確化することで、達成に求

『受注後の業務フロー図（例）』

められる能力レベルを把握することができま

短納期
が多い

情報
が遅い

部材
業者

生産

手配が
煩雑
営業

生産情報
が不足
保守
子会社

す。また各担当者の能力（現在及び次のステッ
プに必要とされる能力）を整理します。
各担当者の能力を勘案して適切な業務を割
り振り、及ばない部分は上長がフォローしま
す。ここで業務を管理するためには、組織に

情報のボトルネックに
なっているのでは？

受注

マッチした報連相スキームを構築する必要が
あります。
業務ごとに各担当者の能力の範囲と、上長

受注後の手配情報は営業から展開すること

がフォローする範囲を相互認識する必要があ

になっているため、各部門が様々な不満を抱

ります。各担当者が裁量で行動できるのか、

えています。

上長に判断を仰ぐべきなのかが明確になり、

情報の交換方法を変えて、集中管理する仕

組織能力が拡大します。

組みにすることでボトルネック解消につなが

口頭や日報、グループミーティングなどを

ります。同時に明確な役割分担と相互サポー

組み合わせることで、組織教育の効率性は高

トが必要です。

まります。上長は報連相のスキームを最適な

明確な役割分担は、責任の所在と範囲を明
確化（見える化）します。権限移譲も同時に
行い、モチベーションを高めることでカイゼ

形にデザインすることで、クリエイティブな
組織風土を構築することができます。
『担当業務の割振りイメージ図（例）』

ンも促します。

業務水準

相互サポートには、コミュニケーションに

上司のフォロー

よる相互理解が欠かせません。業務の実情を
考慮した報連相のスキーム構築により情報と

担当者の能力

理解を共有します。

報連相

略歴

③組織教育（価値育成）
組織風土は従業員により形成されるため、
個人の能力をどう成長させていくかは組織に
とって重要です。同時に限られた人材で成果
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1979年生まれ。電機メーカーにて経理部門
を経験した後、現在は営業部門に従事。2012
年に中小企業診断士を取得し、主にビジネ
スモデルを中心とした事業開発を模索して
います。
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デザイン経営系診断士の活動報告
「観察」からはじめる
デザイン思考

「見る」のではなく、今まで見過ごしていた
ような行動から数多くの気づきを得るため
に、意識的に「観る」という形に変換する必

会員

石川

淳二

要があります。

ここではデザイン思考実践のプロセスにお
いてしばしば登場する、「観察」という行為
について、マーケティングの視点から紹介し
たいと思います。

そのために、観察を妨げる人間の「クセ」
を知っておくことも重要です。
人間は、快適、スムーズに生きて行くため
に備えてきたクセをもっています。

従来、顧客のニーズをつかむための手法は

それらにより、情報処理の簡素化が図れる

アンケートやインタビューなど、「顧客に聞

のです。ただ、観察においては少々邪魔にな

く」形が主流でした。しかし現在の様に複雑

ることがあります。これらのクセを知り、意

化・多様化したニーズをつかむためには聞く

識するだけでも客観的な事実収集の助けとな

だけで不十分なことがあります。なぜなら、

ります。代表的なものをご紹介しておきます。

顧客の無意識な行動、本人が気付いていない
行動の中に潜むニーズは、顧客本人からも聞
く事が出来ないからです。
従来ならば見過ごされてきたような行動、
当たり前と思われるような行動に対しても
「なぜ？」と考えることが、新たなニーズの
発見につながるのです。

①仮説に左右されない
強すぎる仮説は、事実と認知のずれを生じ
させます。
例えば「大阪人は値切るのが好きなはず」
という仮説が強すぎると、店舗で観察をする
際に、「大阪弁で値切っている人」を無意識
のうちに探してしまいます。そしてそういっ

「 観 察 」 を 説 明 す る 際、 英 語 で い う

た行動を発見すると「やっぱり思った通り大

“Observation” で あ り、“Inspection” と は

阪人は値切るんだ」という解釈にすぐ行きが

異なるものだ、という言い方をよくします。

ちです。

“Observation”＝「観察」であり、現場の

値切っている理由は、本当に大阪人だから

ありのままの事実を観察し、そこからあらた

でしょうか？本当に他の地域に比較して多い

な気づきや優れた点、改善点などを得ること

でしょうか？

です。
“Inspection”＝「視察・検査・点検・監視」

②自分の価値観に縛られない

であり、あらかじめ正しいとされる行動があ

人は、自分の価値観と異なる行動をとる人

り、その通りに行われているかどうかを確認

を見たとき、「変わった人」とか「この人は

することです。

間違っている」などと考えてしまいがちです。

「観察」は何らかの価値観や基準に沿って
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ツールの違いなどがあげられるでしょう。人

環境で、前後の行動文脈を理解した上で観察、

によっては「なんでもメールで済まそうとし

解釈する必要があります。

て、失礼な奴だ」となりますし、一方「メー

そうすることで、「顧客の声」の向こう側

ルの方が、相手の作業の妨げにならずにいい

にある、真のニーズに一歩近づくことができ

よね」という人もいるでしょう。どちらにも

ると考えます。

一定の価値観があるのです。
観察を行う場合は、「初めてそれを見る子

IT技術の進歩などにより、市場・顧客の

供の様な気持ちで」、どんなことも受け入れ

データの入手・分析は容易となり、それらを

て記録する姿勢が必要です。

ベースとしては競合との差別化が困難になっ
てきています。差別化を図るには、分析対象

③１点に集中しすぎない

とするデータソースそのものの独自性やリ

人の目は、ある一点に集中すると視界内の

サーチの大規模化、複雑化への対応が必要で

他の要素は背景として認識されてしまい、細

す。一方、限られた対象者に深く入り込むこ

かい部分は認知の枠外に追いやられてしまい

とによって新たな仮説を得る「発見型」のリ

ます。目以外の知覚も同様です。

サーチは、中小企業の強みである意思決定の

観察する際には、一定の集中は必要ですが、
あまりにも集中しすぎると、周辺で起こって

速さや戦略の柔軟性、顧客との距離の近さ等
に親和性が高いと考えられます。

いる大切な事実を見逃してしまいかねませ
ん。
無意識のうちに不要だと切り捨てられた情
報にも、価値があるかもしれません。
通勤路で、急に更地になった空き地を見て、

理論やデータは意思決定の為に欠かせない
ものです。その一方で、消費や生産の現場で
起こっている、リアルな実態や、顧客や従業
員の「気持ち」を理解する事も軽視できませ

以前何があったのか思い出せない…という事

ん。そして「理解しているつもり」に陥って

はありませんか？

いないかの確認のためにも、一度時間を取っ

これらの様な人の認知の「クセ」を意識す

て、現場を観察してみませんか？

る事で、そこに陥らずにありのままの事実を
捉えていくことが、観察の基本的なポイント
とも言えるでしょう。

このシンプルでありながら奥が深い「観察」
を、マーティング領域のみならず、新規事業、
作業の効率化、人材育成に活用する企業が増

また、観察対象者への共感も重要です。同

え続けることを願ってやみません。

じ行動でも「どんな状況か、どんな気持ちか」
により、その中に潜む意図が異なることがあ
るからです。
その為に、ビデオ映像や写真ではなく、実
際のリアルな現場に身を置き、対象者と同じ

診断士会報No211v8.indd 17

略歴

昭和48年生まれ。同志社大学商学部卒。
平成27年4月中小企業診断士登録。
出版業、畜産業に従事ののち、「行動観察研
究所」立ち上げ時よりブランディング、マー
ケティングに参画。
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デザイン経営系診断士の活動報告
「デザイン思考」をベースに
したコンサルティング活動
会員

嶋

えりか

１．はじめに

と）を起点として経営課題を捉え、これを消
費者目線で解決していくからです。
特に私たちが専門としているビューティサ
ロン（理・美容室、エステ、リラクゼーショ
ン、ネイル等）は、その多くが消費者の生活

2015年１月、大阪中小企業診断士会では

に密着したサービスを展開しています。全国

「Beauty Business Project」（通称：ベッピン

に約40万店前後あるその店舗数は近年増加傾

さんプロジェクト）を発足し、ビューティサ

向にあると同時に、サロン間の競争はますま

ロンの事業計画策定支援など、様々な経営課

す激しくなっています。このような状況にお

題の解決を支援する体制を整えました。メン

いては、消費者のインサイト（＝本音、深層

バーは私を含め８名所属しており、デザイン

心理）を読み解き、消費者が本当に望んでい

思考をベースにしたコンサルティング活動を

る価値を提供できる店しか生き残ることはで

行っております。今回は、「デザイン思考を

きません。

ベースに活動している中小企業診断士」とい
う立場から、活動内容を報告します。

また、私たちコンサルタントが、いくら正
しいことを論理的に経営者に伝えたところで、

２．デザイン思考をベースにした活動とは

「中小企業診断士の言っている事は難しくて

まず、デザイン思考とは「イノベーション

良く分からない･･･」と思われ真意が伝わら

のための問題解決プロセス」のことです。「デ

ないと意味がありません。右脳発達傾向が強

ザイン」という言葉があるため誤解されやす

く、直観的思考で物事を捉えるのが得意な

いのですが、ここでいう「デザイン」は、狭

ビューティサロンの経営者でも、容易に馴染

義の「色やカタチ」のデザイン（意匠）を意

めるようなアプローチ（考え方）が、デザイ

味しているのではありません。したがって、

ン思考でもあるわけです。すなわち、①消費

デザイン思考も「色・カタチの力を重要視し

者に共感することから始め、②消費者のイン

ましょう」というものではない、別次元の概

サイトを仮説として問題を定義し、③消費者

念であることに留意する必要があります。

のインサイトを満たすようなアイデアを発想

具体的には、①相手に共感し、②問題を定

し、④プロトタイプをつくって消費者の立場

義し、③アイデアを発想し、④プロトタイプ

で試して改良を重ねていく。この手法を用い

をつくって検証する、このプロセスを繰り返

て経営者と一緒に経営課題を考えていくと、

し行い、様々な角度から課題を再検討する中

論理的思考が不得意な経営者の場合でも、苦

で、解決策を見出していく手法です。このデ

手意識が和らぐ傾向にあり、課題解決に向け

ザイン思考を活用すると、大きな投資や技術

て比較的スムーズに前進します。

革新などをせずとも、イノベーション（＝消
費者にとっての価値創造）が生まれやすくな

ちなみに、「デザイン思考」は決して新し

ります。なぜならば、消費者の満たされない

い概念ではありません。約10年前から国内で

思い（＝インサイト。消費者が気付いていな

も提唱されています。それが近年、ここまで

いか、考えないようにしている深層心理のこ

注目されるようになったのはなぜか。それは、
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今までのやり方では新しい発想を生み出すこ

サイトを見出して、ライフスタイル・イノベー

とに限界がきていることを、多くの人が気付

ションを実現できる女性たちの創業を応援す

き始めたからなのだと思います。これまでは、

る。そして、彼女たちがビジネスを「創り」
「伝

主に技術や市場の動向から、新しい商品や

え」「実現する」ことを支援する』です。

サービスを考えることが当たり前でした。し
かし今は、先の見えない不確実な時代です。

またこのたび、一般社団法人大阪中小企業

モノや情報が溢れており、欲しいものはなん

診断士会として私たちプロジェクトが申請し

でも簡単に手に入る、そんな世の中だからこ

ていた、中小企業庁「平成27年度地域創業促

そ、消費者が真に求めているものを見抜いて、

進支援事業」（＝創業スクール事業）におい

新しい商品やサービスを提供し続ける必要が

て「女性起業家コース」での採択がなされま

あるのです。こうした状況により、「消費者

した。これで、私たちプロジェクトメンバー

を起点とするアプローチ＝デザイン思考」の

が企画・運営する「創業塾」も実現する運び

有効性がクローズアップされてきているのだ

となり、これからがますます楽しみになって

と考えられます。

きました。

３．具体的な活動内容

４．おわりに

さて、私たちの具体的な活動内容ですが、

デザイン思考は、そのプロセスを実践する

「Beauty Business Project」（通称：ベッピン

ことで初めて意味を持ち、その効果を期待す

さんプロジェクト）発足直後、中小企業庁の

ることができます。私たちプロジェクトメン

創業補助金や持続化補助金に関連して、事業

バーも、プロジェクト活動を「発想」し「プ

計画策定支援の依頼が何件も寄せられました。

ロトタイプをつくって検証」することを素早

ビューティサロン以外にも、デザイン事務所、

く繰り返すことで、イノベーションを生み出

近代襖、洋服のワンピース、カメラなど、お

すことにチャレンジしています。

そらく経営支援において「経営者の独特な感

今後は、プロジェクトの枠にとらわれず、

性に共感できる」というスキルが要求される

多彩なキャリアをお持ちの中小企業診断士の

であろう業種からも、数多く支援依頼があり

皆様とコラボレーションして、デザイン思考

ました。これらの依頼に対して私たちは、プ

をベースに「共創」していければと思ってい

ロジェクトが独自に開発した、デザイン思考

ます。デザイン思考を用いて支援ツールを開

を組み込んだ手法（「ビジネスストーリーデ

発し、その支援ツールを用いて中小企業・小

ザイン」
）を用いて業務の提供を行いました。

規模事業者・創業者のイノベーションのお手
伝いを行う。これが実現できたらとても素敵

補助金に関連した支援がひと段落した現在、
プロジェクトでは「創業塾」に関する商品開

ですよね。私はこの実現に向けて全力を尽く
していく所存です。宜しくお願いいたします。

発を行っています。創業を検討している女性
を対象に、デザイン思考をベースにした「女
性の感性にフィットするようなコンテンツ」
を開発、プロジェクトメンバーが講師を務め
る「創業塾」を実施するのです。コンセプト
は、
『何気ない生活シーンから消費者のイン
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デザイン経営系診断士の活動報告
デザイナー診断士の
視点から
会員

待谷

忠孝

はじめに
平成26年度の試験に合格、平成27年４月を
もちまして登録されました待谷と申します。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

企業経営におけるデザインの位置づけ
経営理念が戦略策定時における意思決定か
ら、従業員の行動規範にいたるまで反映され
るべきであるように、CIや名刺・Webサイ
トなど視覚に訴求する媒体においても、経営
理念と整合性がとれているデザインである必
要があります。
Appleの商品をお持ちの方、あるいはご覧

現在、私は制作会社でWebデザイナーと

になられたことがある方も多いと思います。

して勤務しています。デザイナーで診断士に

明確な経営理念やミッションステートメン

なった方はあまりおられないようで、皆様よ

トを公表していませんが、商品を見れば「洗

り珍しいというお言葉を頂きます。

練されたシンプルなデザイン」
「直観的なルッ

このように執筆の機会をいただきましたの

ク＆フィール」「共通化された操作性」など

で、デザイナー診断士の視点から、経営にお

のコンセプトを基に商品のデザインが作られ

けるデザイン活用について述べさせていただ

ていることが分かると思います。また、そう

きたいと思います。

いったコンセプトは、Apple Storeや家電量
販店での売り場、Webサイトのデザインな

※デザインには「意匠」の他に「設計」や「計
画」という意味もありますが、本記事では「意
匠」という意味で使用しています。

どに対しても現れています。
無印良品もノートから扇風機や化粧品にい
たるまで商品は多岐に亘りますが、どれも一
目で無印良品の商品だと分かるデザインです。

デザインは経営資源である

経営理念からいくつかキーワードを抜粋す

企業規模や業種・業態を問わず、経営にお

ると「天然素材、素の魅力を見つめる」「ト

けるデザインの重要性は非常に高いと考えて

レンドに左右されない」「自分らしく暮らせ

います。

ること」というものが挙げられます。Apple

従業員に対して自社の経営理念の周知を行

同様に店舗のデザインや、Webサイトのデ

う。あるいは、ターゲットに対して商品・サー

ザインにも経営理念が反映されていると考え

ビス、差別化の訴求を行うためには会社案内

られますが、Appleとの大きな違いは商品の

やパンフレット、Webサイト、新聞や雑誌

デザインを外注しているという点です。デザ

などを使用することが一般的です。そのよう

インを外注しながら一目で無印良品の商品だ

な視覚に訴求する媒体には必ずデザインが施

というデザインにするためには、商品の開発

されています。そのため、デザインの活用次

に携わる全員が共通の認識を持ち、それを反

第によって訴求の可不可や程度もおのずと変

映させることを徹底しているものだと思われ

わります。

ます。

つまり、デザインは経営における重要な要

両社とも、経営理念が商品や店舗などのデ

素であり、経営資源と捉えることができるの

ザインに反映されることで強固なブランドイ

ではないでしょうか。

メージを訴求し、他者との差別化が図られて
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います。その結果、多くのファンを獲得して

企業へ直接、あるいは中間業者を介する２パ

いると言えるでしょう。

ターンがあります。

同様に、中小企業も企業経営におけるデザ

制作会社、あるいは広告代理店などの中間

インの位置づけを見直し、有効に活用するこ

業者の認識不足や、依頼側（担当者・最終意

とでブランドイメージの構築や訴求、他社と

思決定者）の認識不足である場合。もしくは、

の差別化を図ることができるようになるで

そもそも経営理念が社内に浸透していない場

しょう。

合に経営理念とデザインとの整合性が取れな
い可能性が高まります。

整合性が取れていない場合
逆に経営理念とデザインの整合性が取れて
いない場合はどういった問題が発生すると考

その結果、依頼側の担当者・最終意思決定
者の好みの形を作っただけで、期待する効果
を得られないということになります。

えられるでしょうか。
例えば、経営理念が「お客様のために、他

診断士にできること

の会社の３倍汗をかく」という会社があった

経営理念との整合性が取れたデザインを制

とします。その会社のCIが安定感を重んじ

作するにあたって、以下の3点が必要になり

たデザインだったら、名刺がやたらと高級感

ます。

あふれるものだったら、Webサイトがクー

①依頼側の経営理念の浸透。

ルでスマートな雰囲気だったら、経営理念に

②依頼側が整合性を取ることの重要性への認

あるように他の会社の３倍汗をかくように感

識の醸成。

じるでしょうか？違和感がある、または説得

③中間業者及び制作会社への経営理念との整

力がないと感じないでしょうか？その違和感

合性を取るように徹底する。

や説得力の無さが、ステークホルダーやター

以上、言葉で書いてしまうと簡単なのです

ゲットから見て、どういう企業なのか分かり

が、現在認識していないものを当事者だけで

づらい、あるいは誤ったイメージを伝えてし

解決するのは難しいでしょう。

まう。その結果、問い合わせを躊躇させるな

経営理念からオペレーションレベルまで経

どの機会損失が発生してしまうことが考えら

営全般を俯瞰して見ることができる診断士な

れます。

ら、制作物のデザインが経営理念との整合性
が取れたものであるかのチェック、あるいは

なぜそうなるのか

整合性が取れたものを作るように助言するこ
とができる立場にいます。
中小企業診断士による企業支援の形として、
このようにデザインという切り口からも行う
ことができるのではないでしょうか。

略歴

上の図はデザインを外注した場合の提案の
流れの例です。主に、制作会社から依頼した
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ISO研究会
今回は、府協会登録研究会の中でも伝統的
なISO研究会におじゃましました。

士

突撃ルポ
ですが、ＩＳＯ審査員、独立診断士、企業の
経営者等とこの分野で経験豊富なメンバーが
参加しています。

１．ISO研究会の概要
一般的には、ＩＳＯの内容は仕事などで関
わった関係者以外は馴染みが薄く、理解し難
いというのが第一印象ではないでしょうか。
しかし、各種のＩＳＯ規格は診断士業務と深
く関わってきているのが現実です。例えば、
支 援 先 企 業 が 品 質 のISO 9001や 環 境 のISO
14001を取得されていても上手く思い通りの

写真１

成果が得られていないとか、新たに取得しよ

ISO 研究会のみなさん

うと思うがどうだろうかといった観点での相
談を受けた診断士も多いのではないかと思い
ます。
そもそもＩＳＯとは、International Organ-

開催日は、今年２月から、それまでの奇数
月から、毎月の第２木曜日となり、府協会の
会議室で活動を行っています。

ization for Standardizationの頭文字を取った
ものであり、スイスに本部のある「国際標準
化機構」のことで、多くの製品仕様や経営の
仕組み（マネジメントシステム）が定められ
ています。仕組みではISO 9001やISO 14001
などが規格として広く知られています。

２．ISO研究会の今後の活動
研究会代表の川北日出夫氏に今後の活動に
ついて語って頂きました。
マネジメントシステム（ＭＳ）とは何か。
「リスクや改善の機会を明確にすることで、

このＩＳＯ規格内容も世界的な時代の流れ

成功確率を高め、業務パフォーマンスを向上

に沿うように見直されてきています。今年の

させて、企業の持続的成功を可能とするしく

秋ごろにはISO 9001・14001も、経営に役立

み」と我々は考えています。この視点を大切

てる視点の要求事項がより強く盛り込まれ、

に検討している今後のテーマをいくつか紹介

大幅に内容が改定される予定になっています。

します。

現 在、ISO研 究 会 の 活 動 は、ISO 9001・

まず今年2015年は、改訂される予定の２つ

14001の改定内容を先取りした研究を行い、

の 代 表 的 な Ｉ Ｓ Ｏ 規 格、 品 質 Ｍ Ｓ（ISO

また中小企業の経営改善の手段として活用す

9001）および環境ＭＳ（ISO 14001）に対応

る方法にも取り組んでいます。この他に、関

するために、改訂のポイント、変更の具体的

連したISO 31000（リスクマネジメント）な

内容等について、規格のドラフトや審査機関

どの規格も研究しています。

の動きを参考にしながら、研究を進めていま

ISO研究会は、数多い登録研究会の中でも、

す。

2015年５月で第122回開催となる歴史の古い

研究会では、「中小企業の経営に役立つＭ

研究会です。会員数は現在10名程度と少人数

Ｓ構築技法の開発」を重要な目的のひとつと
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しています。残念ながらＩＳＯのＭＳを導入

ん、中長期的な視点でのシステム改善の取組、

あるいは導入を検討している中小企業には、

審査機関の活用の仕方、経営者への動機づけ、

日常の運営管理とＩＳＯとを別ものと考える

従業員へのコーチング等、実践的なノウハウ

ところがあるのです。研究会では、ＩＳＯの

はコンサルタントにとって本当に貴重なもの

規格を単に押し付けられた要求事項と捉える

です。このような情報をなんらかの形で、研

のではなく、ベストプラクティス（良いお手

究会の内外で共有できないか、検討している

本）として、日常の運営管理のやり方やしく

ところです。

みを改良していくことが、本来のＭＳ構築に

ＩＳＯのＭＳは品質、環境だけでなく、様々

求められている事と考えて活動しています。

な分野のシステムがあります。労働安全衛生

これをスムーズに進めるのに役立つ参考書や

や情報セキュリティ等は良く知られていると

事例の紹介あるいはマニュアルや手順書、記

思います。その他にも事業継続、道路交通安

録類等の使いやすいサンプル等を開発したい

全、食品安全、医療機器の品質保証、生活支

と考えています。

援ロボット等、次々と規格化されています。

現行規格
ISO
9001
ISO
14001
図表１

2008年版

2004年版

改定版
発行時期
2015年
９月
2015年
９月

移行期間
改定版
発行から
３年間
改定版
発行から
３年間

これらのしくみを必要とする中小企業は数多
くあると考えられ、それらのお手伝いができ
るように、当研究会では新規格についても知
識、ノウハウを蓄積していきたいと考えてい
ます。

規格改定の動き（2015年２月時点）

写真３

研究会活動の様子②

ISOに関心のある方は、遠慮なく研究会へ
見学にお越しください。大歓迎です。
写真２

研究会活動の様子①

開催日：毎月の第２木曜日
開催場所：大阪府中小企業診断協会会議室
連絡先：kawakita.hideo@gmai.com

研究会の例会では、その場の議論だけに留
まるのはもったいない会話が弾んでいます。
参加しているメンバーの様々な経験に基づく
貴重な知見やノウハウがよく飛び交います。

執筆協力：ISO研究会（松島清氏、川北日出
夫氏）
取材・編集：総務広報委員会（福嶋康徳）

規格の解釈やシステム構築上の工夫はもちろ
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ビジネスシーンで使える私のお薦め
開発フレームワーク
−狩野モデル
会員

岡村

善裕

売上や利益を伸ばすためには、自社の製品

満足感
「満足」
仕方ない
「不充足」
一元的品質

やサービスを時代に合わせて新たなものに作
り変える必要があります。

activity directed at satisfying needs and
wants through exchange process.（ マ ー ケ

魅力的品質
「充足」
物理的充足状況
当たり前

当たり前品質

そして、製品やサービスの開発には、フィ
リップ・コトラーの“Marketing is a human

気に入る

気に入らない「不満」

図 充足状況と満足感の対応関係概念図
【魅力的品質】

ティングとは、交換プロセスを通してニーズ

それが充足されれば満足を与え、不充足で

とウォンツを充足させようとする人間的な活

あってもしかたがないと受けとられる品質

動である。）”の言葉からも顧客の欲求を充足

（顧客に高い満足度を与える）

させることが大切です。

【一元的品質】
それが充足されれば満足を与え、不充足で

今回、お勧めするのは、「狩野モデル」と
言われる設計開発のフレームワークです。こ
れは、東京理科大学名誉教授の狩野紀昭先生
が1980年代に開発した顧客満足モデルです。
このモデルは、アンケート（同じ内容で、肯
定的な質問と否定的な質問）から得たデータ
をもとに、顧客にとっての品質（機能・性能）
を、
「魅力的（差別化）」と「当り前（不可欠）」
などに順位付けを行います。それにより、顧
客から見た製品の特徴を「見える化」し、設
計開発における議論を活性化させる手法です。

あれば不満を引き起こす品質(費用対効果が
重要)
【当たり前品質】
それが充足されていれば当たり前と受け止
められ、不充足であれば不満を引起こす品質
【無関心品質】
充足でも不充足でも、満足も与えず不満も
引起こさない品質
【逆品質】
充足されているのに不満を引起こし、不充
足であるのに満足を与えたりする品質

特に、この活用により、
「満足向上」と「不
満足解消」を区別することが可能になります。
なお、物理的充足状況と使用者の満足感の
組み合わせによる両者の対応関係は図に示し

<参考文献>
狩野紀昭ら「魅力的品質と当り前品質」品
質, Vol14, No2, p147-156（1984）.

ました。
この「狩野モデル」を今後の製品・サービ
ス開発での活用や話のネタにして頂ければ幸
いです。
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略歴

1965年大阪生まれ。ジェネリック医薬品関
係にて、研究開発・営業・経営企画・財務
に業務に従事。2010年中小企業診断士登録 。
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がんばる診断士の活動報告
『診断士 やろうと
思えば 大概できる』
浅野日本酒店 開業の経緯
会員

浅野

洋平

こんにちは、浅野日本酒店店主の浅野洋平

うイメージができました。
３．診断士登録で夢が現実に
それから数年間、酒屋をやりたいとなんと
なく思っていましたが、具体的にどうすれば
いいのか全く分かりませんでした。

と申します。昨年12月にかねてからの念願で

2012年に診断士登録し、2013年に青年部運

あった経営者としての独立開業を果たしまし

営委員となって色々なお立場の方々と多く話

た。僭越ながら少しお話させていただきたい

をしていく中で、酒屋開業のためのパート

と思います。

ナーがどんどん見つかり、夢が現実のものと
なっていきました。

１．生い立ちより
私の生まれ故郷である新潟県は、成人一人

デザインコンサル会社の某氏。
税理士診断士の某氏。

当たりの日本酒消費量がダントツで全国一位

老舗漬物店御曹司の某氏。

です。幼い記憶の中にも家の玄関先に一升瓶

珍味製造会社の某氏。

がケースで置かれていたことを覚えています。

農業系NPOの某氏。

また、私の父親は会社社長でした。創業社

酒蔵さんに顔の広いワイン好きの某氏etc

長ではなくかなり経営状況の厳しい会社を前

診断士は独占業務ではありませんが、その

社長から乞われて引き継ぎ、借金を完済し清

ため非常に多様性があり、「やろうと思えば

算させました。

大概できる」フォロー体制が充実していると

その傍らで６人家族を養いながら私自身も

思います。

大学に行かせてもらっていました。
いつかは父親のような経営者に。子供心に
おぼろげながら思っていました。

４．今後の展望
生来の日本酒好きで、日本酒の良さを一人
でも多くの人に伝えたい。また診断士の地位

２．はせがわ酒店との出会い
2008年、会社の出張の帰りに立ち寄った東

向上に貢献したい。そのため、下記の目標を
立てました。今後ともご支援ご指導の程、宜

京駅ナカの「はせがわ酒店」を初めて見たと

しくお願い申し上げます。笑

き、頭をハンマーで叩かれたような衝撃を受

・2020年までに関西で５店舗を展開する。

けました。

・2025年までに酒蔵を経営する。

それまでの酒屋のイメージと言えば、お洒
落とは言い難い、薄暗い店内でオヤジが店番
している・・・。はせがわ酒店はその逆でお
洒落で明るく、若い男女が群がって日本酒を
飲んだり買ったりしていました。
もともと何かの商売をやりたいと思ってい
ましたが、このとき具体的に酒屋をやるとい
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また、海外に出店する。
・日本一有名な酒屋になる。
略歴

1975年、新潟県生まれ。
2012年診断士登録、2013年より青年部運営
委員、2015年より青年部副代表。
2014年に17年勤務した会社を退職し、同12
月に大阪・梅田に浅野日本酒店を開店。
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青年部だより
【３月開催の青年部例会】

でも特徴的なメンバーということもあり、話

平成27年３月14日（土）14：00よりマイドー

の内容は全員違っているものの、話はどれも

ムおおさか７階（診断協会事務所フリース

面白く、会場は笑いと真剣な顔があふれてい

ペース）にて31名の参加により３月青年部例

ました。特に新入会員からは色々な話を聞く

会を開催致しました。

ことができ、刺激の多いものだったという声

今回は、
『ある企業内診断士の目線』と題し、

が多くありました。講演後のグループディス

大阪府中小企業診断協会理事である福嶋康徳

カッションでは発表の内容を基に、各テーブ

氏にご講演頂きました。

ルとも盛り上がりました。アンケートでの満

阪急電鉄グループ・宝塚歌劇団でどのよう

足度も93％と高い結果でした。

にご活躍され、診断士を取得して企業内にお
いて何が変わったか、診断士としてどういう
活動をされているかといったお話を伺いまし
た。企業内診断士が増加している青年部員に
は一つの目指す形として、得るものが多い講
演でした。また講演の後のグループディス
カッション・懇親会にもご参加頂きました。
例年３月には実務補習を終えて府協会に入

浅野氏による発表の様子

会したばかりの新入会員に特に聞いて欲しい
中小企業診断士の社会的責任、心構え、活か

青年部は一緒に活動して頂けるメンバーを

し方等を理事長・理事に直接お話してもらっ

随時募集しています。オブザーバー参加も可

ています。

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

石井（いしい）＞

【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
福嶋理事による講演の様子

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」

【５月開催の青年部例会】
平成27年５月16日（土）13：30より十三に
ある大阪研修センターにて45名の参加により
５月青年部例会を開催致しました。
５月例会は恒例となっている『中小企業診
断士の活用法』と題し、診断士資格を色々な
立場で生かしている人からの話を伺いました。
石井誠宏氏（独立）・芳村広幸氏（企業内）・
大西森氏（支援機関）・岩本将志氏（転職）・
浅野洋平氏（開業）という５名の青年部の中
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【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

７月例会
日時：７月４日（土）14：00 ～ 17：00
場所：マイドームおおさか
内容：『企業を存続させる事業承継と企業再
生への挑戦！』
※例会は２カ月に１回行っています。

2015/06/24 9:03

診

断

士

（ 27 ）

スキルアップ研修
「6次産業化の
サポート現場では
何が起こっているのか」
会員

高橋

太一郎

１．農業の現状
大規模農業経営体と小規模高付加価値経営
体の２極化が進行している。農業の大規模化
の進展は食品小売業者や食品加工業者と直接
取引できるロットサイズまで規模拡大し、中
間流通マージンを自社に取り込むことで収益
性を向上させようとする背景がある。他方、
小規模高付加価値化は有機農産物、高糖度農
産物、珍しい農産物等、一般農産物とは異な
る価値をオーナーシェフや一般消費者等の需
要者に直接伝え、農産物１個当たりの単価を
上げることにより収益性を向上させようとし
ている。一方で、経営規模が0.5haから2.0ha
の農業者の所得は0.5ha未満及び2.0ha以上の
農業者よりも低い傾向にある(農林水産省
平成25年個別経営の経営形態別経営統計)。
中規模農業経営体の収益性向上が課題となっ
ている。
２．
６次産業化の状況
大規模農業経営体は食品小売業者や食品加
工業者への販路を有する事、農産物を大量に
保有している事を強みに、カット野菜等の加
工品を開発し、それら加工品を既存のチャネ
ルを活用した、新たな収益源の確保として６
次産業化に取り組んでいる。他方、小規模高
付加価値経営体は自らの農産物が評価され、
支持して下さるお客様が一定数存在する事を
強みにしている。農業体験や農家カフェ等に
取り組み、自らの農産物の特徴を活かした
サービスを展開する事で、お客様との関係性
をより強化するよう取り組んでいる。
一方で、中規模農業経営体は農業の規模が
ある程度大きいため、農産物収穫量もある程
度あり、オーナーシェフ等の飲食店や一般消
費者への直販を志向しても、出荷作業等の手
間が大きい。さらに、自らの農産物収穫量が
小売業者の求めるロットサイズよりも小さく、
食品小売業者へ卸売販売も難しい。よって、
大規模農業経営体と同様の経営方針を目指す
か、高付加価値経営体と同様の経営方針を目
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指すか、中規模農業経営体の農業者は経営判
断を迫られている状況にある。
３．６次産業化の支援
平成23年度から農林漁業者が新たな加工品
の開発や販売を行う計画(総合化事業計画)の
認定制度がスタートした。平成26年12月５日
時点で、全国で約２千件の総合化事業計画認
定者が存在する。総合化事業計画認定者へは
６次産業化を推進するための補助金、無利子
融資などの支援策が準備されている。
また、１次産業者と２次･ ３次事業者が互
いに出資した、６次産業化に取り組む法人に
対し、農林漁業成長産業化ファンドから出資
を受けられる制度が始まるなど、１次産業者
と２次･ ３次事業者の連携を促進する施策も
始まっている。さらに、近年は２次･ ３次事
業者が農林漁業に参入し、川下からの６次産
業化の動きも見られつつある。６次産業化を
支援する６次産業化サポートセンターが各都
道府県に設置され、６次産業化を支援する専
門家( ６次産業化プランナー )が登録されてい
るが、６次産業化プランナーは１次産業、２
次産業、３次産業、それぞれに精通し、全体
をコーディネートする力が必要となっている。
４．今後の６次産業化の展望
今後は中規模農業経営体の経営改善が急務
である。地域の農林漁業者の連携により、農
産物を一定量確保しつつ、食品加工業、観光
関連事業者等とも連携して、６次産業化に取
り組む「地域連携」が６次産業化の支援テー
マとなる。さらに、地方自治体が農林漁業団
体、商工関係機関、金融機関、試験研究機関
等の産学金官の関係機関で構成されるプラッ
トホームを構築し、地域戦略・構想の策定に
対し、農林水産省の支援が今年度から開始し
た。地域の多様な関係者をコーディネートす
る専門家が社会的に求められると考えられ、
今後、６次産業化の支援現場で中小企業診断
士の活躍の場面はより増えるものと考える。
略歴

大手種苗会社に勤務後、2008年に独立、2015
年に法人改組し、株式会社農業サポートセ
ンター代表取締役として現在に至る。６次
産業化プランナー、近畿大学農学部非常勤
講師も務める。
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スキルアップ研修
コンサルティング
ファームの実態と
教えられるスキル
会員

中島

篤

１．はじめに
本研修では、同じ経営コンサルティングを
ビジネスとしているが文化の異なるコンサル
ティングファーム（以下、ファームと略）と
中小企業診断士について、ファームを経験し
た診断士である小職が、双方の「イイトコ取
り」をすることを目的に、診断士にとって有
益なファームにおけるスキルアップの仕組み
について提示させていただきました。
２．育成方法の違い
ファームと診断士のスキルアップに関する
大きな違いは、その育成方法にあります。
診断士は、近年実務研修の動きがあるもの
の、まだ座学による知識習得が中心です。
一方、ファームでは初心者であってもとり
あえず案件に放り込まれ、そこでのOJTを通
じて怒られながら成長する、実務中心の育成
を行います。また、知識部分は原則自己研鑽
ですが、それを支援するナレッジ管理の仕組
みがあります。
この違いの大きな理由は、複数人で行う実
務におけるお互いの関係性にあると思われま
す。複数人で実務を行う場合、診断士とチー
ムメンバーは機能的な補完関係にあり、多く
は全員がエキスパートである前提で実務を行
います。例えば、会計に強い人が財務を、現
場に強い人が生産管理を担当するなどです。
一方ファームでは、（簡単に言うと）案件全
体をコントロールするマネージャと、現場で
の指揮を行い、実務の主体となるシニアス
タッフと、実務作業をサポートするスタッフ
で構成されます。マネージャが最小限の時間
でシニアおよびスタッフを活用することで、
自身の能力を最大化し（レバレッジを効か
せ）
、案件全体ではほぼシニアとスタッフの
みで高品質なサービスを効率的に提供するこ
とができます。診断士との対比で言うと、能
力的な補完関係と言えます。
スタッフから見ると、未経験の業界・業務
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領域の実務経験を、マネージャやシニアス
タッフの支援（OJT）を受けながら経験でき
るため、効率的に成長することができます。
また、それを支援するナレッジ管理の仕組み
により、「どうすればいいか」のヒントを探
すことができます。
研修では、診断士のスキルアップに活かせ
ると小職が考える、ナレッジ管理の仕組みと
OJTのポイントについて、詳細にお話させて
いただきました。
３．ナレッジ管理とOJTを支える機能・体制
ナレッジ管理とOJTは、専門分野以外につ
いても実践的な知識やスキルを身に付けるこ
とができ、診断士としての業務領域の拡大や
サービスレベルの向上に寄与しますが、単純
に持ち込んだだけでは機能しません。
ナレッジ管理とOJT機能を、診断士業界で
実現するには、２つの取組みが必要になると
考えています。
１つは、蓄積する事例とOJTの場を提供す
るための営業機能の強化です。人の紹介によ
る受け身の拡大もよいですが、業界に精通す
る企業や業界を支援する企業と連携し、より
積極的に提案する活動を推進する必要があり
ます。
もう１つは、専門分野以外の案件でも参画
できるバックアップ体制（能力的な補完体制）
の構築です。実務を担当する診断士が、難易
度の高い判断や知識などでの支援を受けなが
ら、専門分野でなくてもサービスを提供でき
る体制が必要です。
研修では、これらの詳細と具体的なアプ
ローチについてお話させていただきました。
４．最後に
こういった取組みや仕組みにより、独立前
から独立診断士としてのキャリアを計画し、
歩めるようになることを願います。
略歴

昭和52年大阪生まれ。６年間のSE経験と、
６年半のファーム経験を経て、2013年にル
イスコンサルティング株式会社を設立。
好きな言葉は「成らぬは人の為さぬなりけ
り」
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スキルアップ研修
企業内でもすぐに使える
「アイデア発想手法」
を学ぶ
会員

湯川 俊彦

本研修では、私の勤めるデザインコンサル
ティング会社が、社内で実際に使っているア
イデア発想手法をワークショップ形式でお伝
えすることで、企業内診断士の皆さまには自
社内で、独立診断士の方々には実際のコンサ
ル現場で応用・活用していただき、一つの診
断士スキルとして習得していただくことを目
的にお話しさせていただきました。
１．デザイン思考という考え方
近年、デザイン思考という考え方が注目を
集めています。デザイン思考には、様々な解
釈がありますが、「企業戦略にクリエイティ
ブな感性と手法を用いて、顧客価値と市場機
会の創出を図るもの」と言えます。またその
プロセスは、①観察による共感→②問題定義
→③アイデア創出→④プロトタイピング→⑤
検証の５段階があり、その特徴の一つは、ア
イデア創出からプロトタイピングで検証と試
行錯誤を何度も繰り返すというところにある
と私は考えます。今回の研修では、そのプロ
セスの中でも重要な「アイデアの創出」にス
ポットを当てました。
２．デザイン思考×システム思考
弊社には、デザイナーとコンサルタントが
います。一見、クリエイティブな右脳的人材
とロジカルな左脳的人材が別々に混在してい
て、ケンカばかりしているのでは？と思われ
るかもしれません。しかし、我々の意識では
混在というより、個々がクリエイティブであ
りロジカルでもあると思っています。先に述
べたデザイン思考だけでなく、論理的でシス
テマチックな思考も持ち合わせている、言い
換えれば「デザイン思考×システム思考」と
言えます。そんな弊社が社内でしょっちゅう
行っているものにワークショップがあります。
３．アイデア発想ワークショップ
本研修で実施したワークショップは、弊社
がクライアントへ企画提案するときなど、ア
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イデアが求められた際に社内で実施している
手法です。デザイナーとコンサルタントが付
箋とペンを手に持ち、模造紙を囲んで行って
います。アイデア創出の目的は多岐に渡り、
新事業計画、新商品案、コンセプトメイク、
ネーミングやキャッチコピーの作成、また、
社内企画など様々です。本研修ではそのワー
クショップを直に体験していただきました。
４．発想にロジカルな考え方を使う
アイデアの発想は思いつきやセンスなどの
感性に頼るだけでなく、ロジカルな考え方を
取り入れることがとても大切です。研修でご
紹介した5W2Hの一つを入れ替えるという水
平発想法、エクスカーションという外の情報
を新たに組合せるといった強制発想法、他人
の ア イ デ ア に 乗 っ か る 触 発 連 想 法 な ど、
ちょっとした工夫で論理的な思考を加えると
アイデア発想の幅が広がります。
５．アイデアはイノベーションの種
アイデアは「既存の要素の新しい組合せの
何物でもない」とＪ・Ｗ・ヤング氏が自身の
著書で紹介しています。既にあるものを単に
組合せるだけですが、それが今までになく突
拍子もない新しい組合せであること。例えば、
昨年ヒットしたクロワッサンドーナツは「ク
ロワッサンのドーナツ」。今はあまり見かけ
なくなった使い捨てカメラも「使い捨てのカ
メラ」。いずれもその要素は既にありました。
しかしこれらは、まったく新しい組合せであ
り、世にイノベーションを巻き起こし大きな
価値を生んでいます。
我々診断士は、社会に価値を提供するとい
う役割を担っています。そのためにもこう
いった思考法や手法が少しでも皆さまのお役
に、ひいては社会のお役に立てればと思って
います。
略歴

美大卒業後、京都のシティホテルで約20年
勤め、その後も飲食店支配人などの接客営
業の現場に従事。2012年個人コンサルタン
トとして一旦独立。2014年の診断士登録を
機に現在のデザインコンサルティング会社
（株式会社ビヘイビア）に従事。51歳。自称
B級グルメ。
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士会のページ
第31回通常総会、無事終了
総務サポート部

業として、事業承継セミナー等の実施が、③
商品開発活動として、４つの登録プロジェク
トの活動が、④人材マッチング事業として、
ＤＢのシステム構築が報告されました。

去る５月22日（金）、太閤園ダイヤモンド

最後に、ミラサポ推進室の笹野晃室長から、

ルームにおいて、（一社）大阪中小企業診断

現在のミラサポ派遣の状況が報告されまし

士会の通常総会が開催されました。

た。

午後２時30分、司会進行の佐々木宏総務サ
ポート部長が、出席者が定款第27条に定める
定足数に達している旨を報告し、第31回通常
総会の開会を宣しました。定款４条に基づき、
福田尚好理事長が議長となり審議が開始され
ました。
第２号議案は、平成26年度決算報告承認の
件です。
総務サポート部の石橋研一理事から、貸借
対照表、正味財産増減計算書、収支計算書に
ついて報告があり、引き続き西田金司幹事か
ら決算が適正かつ正確に行われた旨の幹事監
査結果が報告されました。
審議の結果、第１号議案、第２号議案とも
第１号議案は、平成26年度事業報告承認の
件です。
まず、
総務サポート部の佐々木宏部長から、

原案通り異議なく可決されました。
その後、公的目的支出、今年度の事業計画、
損害賠償保険加入についての報告がなされ、

①公的目的事業として、中之島図書館におけ

池田朋之副理事長の閉会の辞で滞りなく閉会

る無料経営相談事業、経営情報提供・研修講

しました。

演事業（平成26年10月10日開催の経営経済講
演会等）
、政策提言の事業（「東日本大震災に

（一社）大阪府中小企業診断協会の通常総

おける被災中小企業に対する支援状況と課題

会を挟んで、18時30分より（一社）大阪府中

について」）等が、②その他の活動として、

小企業診断協会と合同で懇親会が開催されま

日本弁理士会近畿支部との連携事業、会員情

した。多くの会員のご参加をいただき有意義

報機能を強化するためのホームページの更新

な懇親会となりました。

実施等が報告されました。
続いて、事業推進部の小野知己部長から、
①収益事業活動として、大阪府中小企業再生
支援協議会、みずほ銀行、北おおさか信用金
庫、永和信用金庫、大阪府中小企業団体中央
会等からの受託事業が、②プロモーション事
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士会のページ
【事業運営プロジェクトの活動】

その他、民間企業からの専門家派遣依頼（コ

士会の理事を務めさせていただいている林

ンサルティング、研修講師）などもありまし

浩史と申します。私は事業推進部に所属し、

た。こうした専門家派遣依頼に対しては、人

事業運営プロジェクトの担当理事として、収

材マッチング部会での選定だけでなく、士会

益案件の運営が円滑に行われるよう、微力な

ホームページの「会員コンサルタント一覧」

がらお手伝いさせていただいております。ま

などを見て、専門家を指名した上での依頼も

た平成27年度からは士会会員の専門家情報を

いくつか見られました。

一元管理するデータベースプロジェクトと合
流した活動としていく予定です。

【今年度新たに取り組む専門家派遣】

現在、大阪中小企業診断士会は「経営コン

昨年度の連携先とは今年度も引き続き取り

サルティングの専門機関」としての活動を活

組んでいくことになりますが、今年度から新

発化させています。中小企業支援機関や金融

たに大阪信用保証協会との連携で、二百数十

機関との連携も増加傾向にあります。

件の専門家派遣、二十数件の経営改善計画策

そうした連携が増える中で、専門家派遣の

定支援を予定しております。また、民間企業

依頼も増加しており、依頼に対して最適な専

からの専門家派遣依頼（コンサルティング、

門家を選定する機関（人材マッチング部会）

研修講師）の話も出てきており、「経営コン

への情報提供や、案件の進捗管理、連携先か

サルティングの専門機関」としての活動がま

らの要望事項などの取りまとめ、事務手続き

すます活性化する年になると考えています。

の標準化を当プロジェクトが行っています。
【今後に向けて】
【昨年度の専門家派遣依頼実績】
・大阪府中小企業再生支援協議会
依頼案件数：74件
・みずほ銀行

今後も大阪中小企業診断士会は中小企業支
援機関や金融機関との良い関係を維持して、
幅広く中小企業の支援を行っていきたいと考
えています。そのためにも事業運営プロジェ

依頼案件数：４件

クトでは診断士会の仲間が持っている知識や

・北おおさか信用金庫

知恵、経験などの専門家情報をより多く収集

依頼案件数：12件

し、一元管理できるようにして、外部機関か

（うち11件ミラサポ、１件大阪府経営改善セ

らの専門家の派遣要請に素早く応えられるよ

ンター）

うにしていきます。

・永和信用金庫
依頼案件数：６件（すべてミラサポ）
・大阪府、組合事業（経営ビジョン作成支援）
依頼案件数：４件

ただ、情報収集やその管理、事務手続きに
おいてはまだまだ改善すべき点があり、不手
際なところも多々あるため、円滑に事業運営
ができるように改善、標準化に取り組んでま

・大阪府中小企業団体中央会（経営ビジョン

いります。みなさま、あたたかく叱咤激励を

作成支援）

いただければと思います。今後ともよろしく

依頼案件数：11件

お願いいたします。

・大阪府中小企業団体中央会（ものづくり補
助金書類審査）

（文責：事業推進部

理事

林

浩史）

書類審査依頼数：4,964件
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新入会員の紹介
岡田

高柳

一郎

佳苗

はじめまして。自治体にて

出身は和歌山県有田みかん

商工行政に携わる中で「もっ

の産地です。大阪での生活の

と体系的に企業さんをご支援

方が長くなりましたが田舎も

したい。」と思い、診断士資

大好きです。十数年間の会社

格を取得。諸先輩方の支援ス

員時代と充電中に得た経験も

キルを盗み、いや、勉強させていただき、微

プラスして、中小企業診断士としてお役に立

力ながら中小企業のお役にたてればと思って

てることを探しながら活動していきたいと

おります。よろしくお願いします。

思っています。宜しくお願いします。

趣味・特技

趣味・特技

落藤

釣り、スポーツ観戦

着物で出掛けること、ゴルフな

ど

正裕
平成 18 年登録の企業内診

田中

聡

断士です。この度、転勤で初

診断士の資格を得たもの

めて大阪暮らしとなりまし

の、実力不足を実感しており、

た。この機会に関西圏のビジ

まずは協会の各種登録研究会

ネスに触れ、幅広い人脈形成

へ積極的に参加し、地力を付
けたいと思います。その上で、

ができればと思っています。研究会などにも
参加していきたいと考えておりますので、よ

自分が接点を持つ人や企業が抱える課題につ

ろしくお願いたたします。

いての助言を通して、少しでも社会に貢献で

前所属協会名

きればと考えています。

東京都中小企業診断士協会三

多摩支部
趣味・特技

旅行、落語鑑賞（ご無沙汰気味）、

土屋

富雄
30 年間の単身赴任を終え

テニス（最近スクール通いを始めました）
北村

て大阪に戻ってきました。70

孝嗣

歳のリタイヤ組ですので、ボ
28 年間の金融機関勤務を

ランティア中心で活動してい

通じて自らのビジネス領域の

くつもりです。現在のところ

偏りと焦りを感じておりま

ＮＰＯ法人日本マーチャンダイザー協会と箕

す。協会への入会を契機に、

面市シルバ―人材センターのパソコン同好会

自らの活動領域を広げて、実

を活動の場にしています。

践を積むことで更なるステージアップを図り

前所属協会名

ます。ご指導よろしくお願い申し上げます。

趣味・特技

趣味・特技

東京都中小企業診断士協会
パソコン

日本のお城巡り（日本の名城

100 のうち 82 訪問）、野球
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新入会員の紹介
戸部

待谷

渉

忠孝
製 作 会 社 に Web デ ザ イ

東京協会から異動した戸部と申します。転
職のため今年から関西に引越致しました。２

ナーとして勤務しています。

年前に診断士に登録致しましたが、まだ診断

同業他社が倒産するのを何度

活動は実施できておりませんでしたので、こ

も見てきて、制作よりも経営

れを機に早く経験を積み微力ながら大阪のみ

面から企業をサポートしたい

なさんのお役に立てるよう尽力致します。

と思うようになり、診断士になりました。経

前所属協会名

営者の方々のお役に立てるよう頑張ります。

東京都中小企業診断士協会中

どうぞ、よろしくお願いいたします。

央支部
趣味・特技

中川

読書、散歩

趣味・特技

三輪

学

読書

千里
建設コンサルタントとして

30 年 間 の 税 務 署 勤 務 で、
相続、所得、法人税調査など

３年間勤務後、退職し、主人

を経験し、たくさんの人に会

の海外赴任に帯同（米国アリ

い、たくさんの会社を見せて

ゾナ州ツーソン）しました。

もらってきたことが役に立つ

2015 年６月に日本帰国予定

のではないかと思い、故郷の彦根で税理士・

のため、今後は、土木、海外等、自らの経験

診断士として開業し、毎朝大阪から通ってい

や強みを活かし、社会貢献していきたいと思

ます。よろしくお願いします。

います。
趣味・特技

中田

山田

仁之

マラソン、写真、旅行、読書

浩嗣

皆 様 は じ め ま し て！私 は

今年４月に登録致しまし

2012 年に印刷・ＷＥＢを中

た。研究会・セミナー参加を

心とした販売促進企画会社を

通じ、新しい出会いや知識の

起業し現在に至ります。
「コー

獲得など刺激的な日々を過ご

チング×コンサル×販促」を

しております。先輩方からの

強みに、経営者様の応援団として寄り添い、

経験談やアドバイスを参考とさせて頂き、診

一緒に汗を流す診断士を目指します。今後と

断士としての実績作りに結び付けたいと考え

もご指導よろしくお願いいたします。

ております。よろしくお願い致します。

趣味・特技

野球（大学日本代表に選出され

た経験有）
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平成27年度中小企業診断士理論政策更新研修開催のご案内
（一社）大阪府中小企業診断協会では、平成27年度の中小企業診断士理論政策更新研修を下
記のとおり開催いたします。受講希望の方は、申込受付方法に沿って期間内に手続きをお願い
いたします。
なお、この理論政策更新研修は、中小企業診断士の登録更新要件のひとつ ｢新しい知識の補
充に関する要件｣ のために実施する4時間の座学研修で、原則として毎年受講することが必要
です。
テーマ：前半部 『新しい中小企業政策について』『最近の診断に関する理論及びその応用』
後半部 『演習または事例研究』 となっております。
＜開催日程＞

第１回

７月７日（火）

第７回

13:00 ～ 17:00
第２回

７月25日（土）

13:00 ～ 17:00
第８回

13:00 ～ 17:00
第３回

８月19日（水）
８月29日（土）

第９回

９月５日（土）

第10回

９月26日（土）
13:00 ～ 17:00

＜会

場＞

11月11日（水）
13:00 ～ 17:00

第11回

13:00 ～ 17:00
第６回

11月７日（土）
13:00 ～ 17:00

13:00 ～ 17:00
第５回

10月15日（木）
13:00 ～ 17:00

13:00 ～ 17:00
第４回

10月１日（木）

11月21日（土）
13:00 ～ 17:00

第12回

12月５日（土）
13:00 ～ 17:00

大阪市中央区本町橋 2 番 5 号
マイドームおおさか８階

第１･ ２会議室

大阪市中央区本町橋２番８号
大阪商工会議所

＜定

員＞

＜申込方法＞

Ｂ１階

１号会議室／４階

401 号会議室

120 ～ 180名
郵送によるお申込み
同封の受講申込書にご記入の上、各申込受付期間内にご郵送ください。
インターネットによるお申込み
「（一社）中小企業診断協会」ホームページよりお申込みください。

＜申込先＞

郵送申込みの場合
〒540-0029
大阪市中央区本町橋2番5号 マイドームおおさか7階
一般社団法人大阪府中小企業診断協会「理論政策更新研修」係
インターネット申込みの場合
http://www.j-smeca.jp/index.html
（一社）中小企業診断協会ホームページ 「診断士更新研修」より

＜受講料＞

１回当たり

＜その他＞

詳しくは、
（一社）大阪府中小企業診断協会のホームページをご参照下さい。
http://www.shindanshi-osaka.com/
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『フィリピン・マニラ海外研修旅行』のご案内
大阪府中小企業診断協会の年度行事、第９回 海外研修旅行はフィリピンを訪問します。
経済成長著しく、投資対象としても魅力の増しているフィリピンの首都マニラで現地企業
を視察し、現地経済事情の最新動向を研修していただきます。
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

理事長

福田尚好

日

程： 2015 年 11 月 26 日（木） ～ 11 月 29 日（日）

3泊4日

航

空： フィリピン航空（関西空港発着の直行便を利用）

宿

泊： ニューワールドホテル マカティシティ マニラ（デラックスクラス ホテル）

費

用： 130,000 円（往復航空運賃、1 室 2 名ホテル代、朝 3・昼 1・夕 2 の食事料金等）
別途費用（燃油サーチャージ・空港税：約 11,200 円(燃油サーチャージは変動することがあります)、
一人部屋追加料金(3 泊分)43,000 円、オプショナルツアー料金等）

定

員： 30 名（定員に達するまで先着順で受け付けます）

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

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 26 日
(木)

地

名

時 間

交通機関

関西空港発

8:00
9:55

PR407

マニラ着

13:00

専用車

スケジュール

食

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マニラへ
(所要時間 4:05、時差－１時間)
着後、専用車にてホテルへ

事

昼：機内
夕：ﾚｽﾄﾗﾝ
マニラ泊

2

3

4

11 月 27 日
(金)

11 月 28 日
（土）

11 月 29 日
（日）
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専用車
専用車

マニラ滞在

マニラ滞在

専用車

ホテルにて朝食
現地企業の現状を視察
現地経済事情の最新動向に関するレクチャー
を受講
マニラ泊

朝：ホテル

ホテルにて朝食
終日：自由行動
オプショナルツアーを実施（別料金）
①マニラ市内観光
②マニラ郊外タガイタイ観光
③ゴルフツアー
マニラ泊

朝：ホテル

ホテルにて朝食
専用車にて空港へ

朝：ホテル

昼：ﾚｽﾄﾗﾝ
夕：ﾚｽﾄﾗﾝ

昼：－
夕：－

昼：－
マニラ発
関西空港着

14:05
19:05

PR408

空路、大阪へ（所要時間 4:00、時差+1 時間）
関西空港到着後、空港で解散

夕：機内
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同好会だより

スキルアップ研修

第27回「診断士ゴルフ同好会」報告
幹事

西田

日

時

金司

2015年４月６日第27回「診断士ゴルフ同好
会」が法隆寺カントリー倶楽部で開催されま
した。前日が雨で心配しましたが、当日は晴
れで、絶好のゴルフ日和でしたが最終ホール
で小雨に会いました。
桜満開のもと楽しくゴルフを楽しみました。
参加者皆様のハッスルプレイで楽しい１日
を過ごしました。
優勝は中川喜照先生でした。スコアがまと
まらなかったとのお話がありましたが、アン
ダーの堂々たる優勝でした。
プレイ終了後、コーヒーパーティがあり、
出席者全員近況報告があり、日ごろの忙しい
仕事を忘れ、ゴルフ談議に花が咲きました。
「好き焼肉」「チーズケーキ」などの景品を
全員が頂き楽しい会でした。
席上次回コンペが検討されまして2015年10
月５日（月）法隆寺カントリー倶楽部の開催
が決定しました。
現在21名の会員がおられますが、診断士ゴ

平成27年７月22日（水曜日）
18時30分～ 20時30分

会

場

マイドームおおさか（予定）

テーマ 『共感から始める事業計画
～デザイン思考を用いて～』
講

師

池渕

ゆかり

氏

事業計画の策定手順は、多くの場合が
分析から始まり、ロジカルに組み立てて
いくのが現状です。自己分析やSWOT分
析などが然り。
しかし、女性の多くがこれを苦手とし
ているのも事実です。
べっぴんプロジェクトではデザイン思
考を用いて、事業主の体験を共感するこ
とから始める事業計画の策定を推奨して
おりますが、その理由は「価値観や気づ
きは人によって違い、個性の違いは体験
によって形成される。
そして、ビューティービジネス等の
サービス業にあっては、その個性（強み）

ルフ愛好家の親睦を目的に拡大したいと考え

こそが提供サービスに反映される」と考

ていますので、参加希望者は大阪府診断協会

えるからです。

事務局又は西田までご連絡ください。多数の
参加をお待ちしています。
次回開催日

2015年10月５日（月）

開催場所

法隆寺カントリー倶楽部

今回はデザイン思考を用いた作成手順
を、私の体験をもとにご紹介したいと思
います。

スキルアップ研修会・講演会への
参加希望の方は
レジュメ等の準備の都合上、開催日１週間前
までに事務局へ
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27年８月26日（水曜日）

日

時

18時30分～ 20時30分

18時30分～ 20時30分
会

場

マイドームおおさか（予定）

テーマ 『中小製造業の製品開発支援のポイ


平成27年９月30日（水曜日）

会

場

マイドームおおさか（予定）

テーマ 『経営破綻

～見捨てられた地方工場～』

ント』
講

師

島田

尚往

氏

講

師

及川

朗

氏

下請での製品製造ではなく、自社製品

講師が会社員として勤務していた時に

の開発を行っているか、もしくは今後行

体験した、経営破綻の現場の実情を解説

いたいと考えている中小製造業を支援す

する。
会社更生法に基づく管理下における、

る際のポイントについてお話しします。

まさに法的企業再生の実例である。

下請形態の製造業において、自社製品

舞台は米国大手半導体メーカー日本法

をもちたいと考えて開発に挑戦する企業

人の一地方工場。

は多いものの、うまくいっていない例も

本社との関係、米国親会社との関係、

また多いと感じています。
一方で開発業務は生産・製造業務とは

債権者委員会との関係など、各々の思惑

また違った業務であるにもかかわらず、

が複雑に絡んだ中での再生計画作成のプ

セミナー等でも開発をテーマとしたもの

ロセスであった。
その中から、会社法や知的財産に関す

は少なく、あまり話題として触れる機会

る項目など、診断士としてのスキルアッ

が多くないように思います。

プに活かせる様々な事項が学び取れると

そこで今回は、皆様が製造業を支援さ

思う。

れる際に少しでもお役に立てばとの思い
で、このテーマにてお話させていただき
たく存じます。

編集後記

～広報委員会から～

５月 22 日に開催された総会には、平日にもか

た方も多かったのではないでしょうか。

かわらず多くの会員が参加されました。詳細な説

さて、今回は総会・懇親会、新歓フェスタなど

明のもと、全ての議事が滞りなく可決され、福田

の事業開催報告、海外研修旅行の募集案内を掲載

理事長からは中小企業診断士のブランディング戦

しています。また、特集のテーマは「デザイン経

略や、今後の会員増強への抱負についてのお話が

営系診断士の活動」と、参考になる寄稿が盛り沢

ありました。引き続き開催された懇親会で、来賓

山です。これからも広報誌の充実のため精進致し

ご挨拶の中で語られた「中小企業診断士に対する

たく存じますので、ご協力の程よろしくお願い申

社会的ニーズの高まり」と併せて、診断士を取り

し上げます。

巻く環境の変化と、その機会を活かすための今後
の事業展開の重要性について、認識を新たにされ
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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27年４月～６月）

（平成27年４月～６月）

４月
１日・７日・10日・15日
業種別交流会・部会
３日 総務広報委員会
９日 正副会議・理事会
９日・14日・15日
診断士交流会
10日 近畿ブロック会議
14日 会員サポート委員会（会員担当／研
修担当）
18日 研修・事業委員会
新歓フェスタ
22日 スキルアップ研修
23日 監事会
24日 総務広報委員会
28日 正副会議・理事会

４月
１日
７日
８日
16日
17日

５月
11日 海外研修PT
12日 総務広報委員会
会員サポート委員会（研修担当）
13日・15日・26日
業種別交流会
19日 会員サポート委員会（会員担当）
22日 理事会・第４回通常総会
27日 スキルアップ研修
29日 診断士交流会発足式

６月
１日 人材マッチング部会
３日 中之島図書館無料経営相談 夜間
海外進出支援
10日 総務サポート部会
11日 在庫セミナー
15日 人材マッチング部会
17日 中之島図書館ビジネスパーソン向け
スキルアップ講座
20日 中之島図書館無料経営相談
24日 理事会
29日 プロモーションプロジェクトチーム
30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

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）
８日 正副会議・理事会
９日 会員サポート委員会（研修担当）
９日・11日・17日
診断士交流会
12日・13日
業種別交流会
13日 プロコン道場
15日 会員サポート委員会（会員担当）
17日 海外研修PT
19日 総務広報委員会（会報編集部会）
24日 スキルアップ研修

人材マッチング部
プロモーションプロジェクトチーム
大阪信用保証協会説明会
総務サポート部会
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
20日 監事会
大阪府組合等支援事業説明会
21日 ビューティビジネスプロジェクト
チーム
23日 理事会

５月
18日 総務サポート部会
22日 理事会・第31回通常総会

会員の消息
他府県協会への移籍
橘

雅清

兵庫県

堀池

宏志

滋賀県

宝徳

健

京都府

渡辺

義行

東京都

高橋

親介

京都府

富松

誠

兵庫県
他府県協会より移籍
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川口

健一

東京都

戸部

渉

東京都

鈴木

悠祐

東京都

淺野

佳春

静岡県
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