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（　2　） 診 断 士

≪総務広報委員会の活動≫
　総務広報委員会の担当業務は、主に総務担
当と広報担当のふたつの業務に分かれます。
　総務業務は、「事業計画及び予算・決算管
理」、「事務局の運営管理」、「諸規定の立案・
維持管理」、「事務機器等の管理」「総会・理
事会の諸会議の運営」など、協会活動がス
ムーズに進展するために必要な業務全般で
す。
　広報業務は、「年４回の会報誌の発行」、「協
会ホームページの管理・保守」、「月１回の
メールニュースの配信」、「協会パンフレット
作成」などにより、会員のみなさまの活動や
協会活動を協会内外に発信することで、魅力
と活発さをアピールすることです。

≪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２年目にあたり、いっそう
気を引き締めて、その任をつとめて参ります。
　１年間で、100名近い会員増強ができまし
た。これも、皆さまのご協力のたまものと感
謝しています。目前に迫った1,000名会員達
成の実現に、さらに努力いたします。
　事務局メンバーの勤務時間を、今年６月か
ら延ばしています。これによって、会員皆さ
まの利便性が高められたと思います。
　今年度も引き続き、各委員会や事務局、さ
らに診断士会とも協力し、会員の皆さまが協
会活動に、より円滑に積極的に参加できるよ
う、環境づくりを進めていきます。
　広報業務では、年４回発行の会報誌やホー
ムページの充実、あるいは月１回配信のメー
ルニュースで、会員皆さまの活動や協会活動
をわかり易く迅速に伝えていきます。

【福嶋康徳　総務広報副委員長】
　大阪府協会理事として５年目、総務広報委
員として２年目を担当しています。
　私は、企業内診断士として、また直接企業

経営に携わる立場にあります。この特徴を協
会活動に活かし、会員のサービス改善や、府
協会のプレゼンス発揮、ひいては中小企業診
断士のブランド向上に貢献できればとの思い
で活動しています。関係する内外機関との連
携や協会会員の皆様方のご理解とご協力を得
て新しい価値創造ができることを楽しみに励
みにしています。

【平林潤　総務広報副委員長】
　総務広報副委員長を拝命し、２年目を迎え
ました。今年度は、さらなる会員増加をはか
り、さまざまな情報発信を行っていく年とな
ります。本業でのデザイン・コンサルティン
グの知識、技術を活かし、総務広報委員会の
活動を充実させていきたいと考えています。
　また今年３月に青年部の代表を退任しまし
たが、若手診断士の活躍の場として、新入会
員のネットワーク構築の場として、さらに発
展していただくようサポートして参ります。

【山本彰子　委員】
　主に広報業務を中心に活動しております。
自身の経験を踏まえて、企業や他団体に対す
る中小企業診断士のアピールをはじめ、企業
内診断士や独立一歩手前の会員の視点で、役
立つ情報提供、望ましいコミュニケーション
の手段としての広報を図れるよう努力してい
きたいと思っております。よろしくお願いし
ます。

【古川佳靖　委員】
　総務広報委員会の委員を拝命して２年目の
古川です。主にホームページと事務局のパソ
コンや周辺機器のIT管理などを中心に担当
させていただいています。会員の皆さまがよ
り良く診断士活動を行えるように、協会活動
に努めていきたいと考えています。よろしく
お願いいたします。

総務広報委員会の紹介
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【野中仁　委員】
　総務広報委員会の中で主に総務担当業務を
担当させていただいております野中です。旧
総務委員会から委員を拝命して４年目になり
ます。今期は、協会内のにおける労務管理や
マイナンバー対応などを中心にお手伝いをさ
せていただいております。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。

【西谷雅之　委員】
　総務広報委員を務めて２年目になります西
谷です。平成21年４月に診断士登録をして、
現在７年目になります。当委員会では主に
Web関係を担当しています。ホームページ
やメールニュースの充実によって、会員の皆
さまに役に立つ情報の発信、さらには外部へ
の協会活動のアピールに努めていきたいと思
います。よろしくお願いします。

【中嶋聡　委員】
　旧総務委員会を含めると委員を拝命して今
年で５年目になります。１年目より協会の会
計監査・税務申告及び予算管理を担当させて
いただいております。一般社団法人では通常
の株式会社等には無い特殊な会計・税務処理
が発生しますが、事務局と協力し、適正に処
理していきたいと思いますので、どうぞよろ
しくお願いいたします。

【中川喜照　委員】
　総務広報委員を担当して１年が過ぎまし
た。その間、委員会活動の守備範囲の広さに
驚く日々が続いています。今後もコンプライ
アンスの観点を踏まえ、会員の皆さんの活動
がよりスムーズに進むよう支援を心掛けてゆ
きますのでよろしくお願い致します。平成19
年登録で国際化や経営革新などに関心大で
す。

【砂亮介　委員】
　本年９月から総務広報委員会活動に参加さ
せていただくことになりました砂です。現在
は、青年部代表も務めさせていただいており
ます。
　業務内容を覚えながらにはなりますが、一
日でも早く会員の皆様に貢献できるよう、一
生懸命努力して参ります所存でございますの
で、何卒よろしくお願い申し上げます。

【左川睦子　委員】
　協会の委員会活動に参加させていただき４
年目となりました。微力ですが会員のみなさ
まのお役に立てるように努めてまいります。
また、企業内診断士の一人として、協会会員
の多くの企業内診断士の方に、もっと協会を
身近に感じていただき、活動に興味を持って
いただけるような活動をしていきたいと考え
ています。どうぞよろしくお願いします。

【岡崎永実子　委員】
　会報を担当しています。毎号記事の執筆等
を会員の方々にお願いし、ご協力いただいて
おり、ありがとうございます。
　診断士活動のアピールの場や会員の皆様に
役立つ情報の提供を行えるよう努めています
が、担当して２年目になり、新たな企画もで
きればと思っております。今後も会報へのご
協力と愛読をお願いいたします。
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【津田　敏夫　会員サポート委員長】
　引き続き会員サポート委員長を担当させて
いただきます。最近、「協会も変わった」と
言われることが増えうれしい限りです。しか
し、まだ、やれることはたくさんあると思い
ます。これからも積極的に新事業にチャレン
ジしたいと思いますので、ご協力をお願いし
ます。

【加藤　秀勲　会員サポート副委員長】
　会員サポート委員会副委員長の加藤です。
私は研修事業を担当をしています。会員の皆
様への早めの情報発信を心掛け、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
きますので、様々な事業で、多くの方とお会
い、お話しできることを愉しみにしています。

【小林　俊文　会員サポート副委員長】
　会員サポート委員会副委員長の小林俊文で
す。委員会では登録研修会、交流会の運営サ
ポートや新歓フェスタ、新年互礼会等の年間
行事の運営を担当しております。
　会員の皆様が利用しやすく、満足していた
だける活動を行うことを目指し、協会の活動
をわかりやすく発信していきたいと考えてお
ります。開催行事へのご意見やご要望がござ
いましたら、気軽にお申し出ください。どう
ぞ、よろしくお願いいたします。

【佐々木　千博　委員】
　昨年度より会員サポート委員を務めており
ます佐々木です。セミナー等の研修領域を中
心に担当させていただいております。
　今年、６年間の企業内診断士生活を終え、
独立いたしました。企業内診断士の視点に独
立診断士の視点もプラスして、より多くの会
員の皆様にとって価値ある研修事業の企画・
運営に邁進していきたいと考えております。
　会員の皆様におかれましては、ぜひ積極的
な研修等へのご参加と、貴重なご意見を頂き
たく思っております。皆様のご意見を大切
に、研修事業の改善に努めたく思っておりま
すので、どうぞよろしくお願い致します。

【石倉　一利　委員】
　今年度から会員サポート委員会の委員を拝

命しました。交流会、新歓フェスタ、懇親会、
新年互礼会等会員の皆様が喜んでいただける
イベント行事を行いたいと思っています。
　最近は、会員の皆様の積極的な参加が増え
てきており、より一層、会員の皆様一人一人
が主役となり、活動の場を広げていただける
企画・運営を行っていきたいと思っておりま
す。やってみたい企画等がございましたらお
声をお掛けいただきますようにお願いします。
　私事ですが、あっという間に、15年近く協
会に所属し、今年なんとか独立を行いました。
これからも協会に所属して、皆様と切磋琢磨
していきたいと思っています。よろしくお願
いします。

【谷村　真理　委員】
　昨年に引き続き会員サポート委員を拝命致
しました谷村真理です。土曜セミナー・スキ
ルアップ研修などの企画・運営を通じて様々
な会員の皆様と交流する中で、私自身も大変
刺激を受けて成長させて頂いております。
　会員の皆様の属性は様々です。診断士とい
う共通の土台を持ちつつ、お互いの多様な能
力・見識を共有することで、切磋琢磨しあえ
る場を作っていきたいと思っております。
　独立・企業内問わず、会員の皆様のより充
実した未来のために、さらに尽力してまいり
たいと存じます。どうぞ、よろしくお願い致
します。

【長元　耕司　委員】
　今年度から会員サポート委員会の委員を務
めております長元です。主に研修事業を担当
させていただいております。
　委員を拝命するまでは、研究会に参加する

会員サポート委員会のご紹介

【佐々木委員】　　　【石倉委員】　
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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、色々な方とご縁があり、
現在委員を務めさせていただいております。
　会員の皆さまのお役に立つ研修をお届けで
きればと思っております。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。

【椋野　誠司　委員】
　はじめまして、今年度から会員サポート委
員を始めて拝命しました椋野です。バーベ
キュー、他支部との交流会等、会員の皆様に
楽しんでいただける新たなイベントを多数企
画し、実施していきたいと思っております。
　私は、2001年の入会から15年間診断協会に
所属しておりますが、協会の活動に貢献する
こともなく、一方的に交流会などに参加させ
ていただいてきました。今年度からは、少し
でも協会活動に貢献するべく、会員の皆様の
サポートを担当させていただき、会員の皆様
が心から楽しめるイベントの企画・運営を実
践していきたいと考えております。
　ご希望されるイベントのアイデアなどがご
ざいましたら、お気軽にお声掛け、ご提案い
ただきますようによろしくお願いいたしま
す。

【西松　あゆみ　委員】
　会員サポート委員会に配属となり1年が経
ちました。委員になるまでは、協会の行事に
ほとんど参加することもなく、委員になって
初めて様々な活動があることを知りました。
　特に独立前はほぼ行事に参加することもな
かったように思います。独立、勤務に関係な
く、また、出不精だった私でも参加したくな

るような楽しく、また価値ある行事を企画し
ていきたいと思っております。どうぞ宜しく
お願い致します。

【福島　知子　委員】
　今夏より会員サポート委員を拝命いたしま
した福島です。イベント開催や登録研究会・
診断士交流会の運営サポートを担当いたしま
す。至らないところもあるかと思いますが、
少しでも多く会員の皆さまのお役に立てるよ
う頑張る所存ですので、ご指導ご鞭撻のほど
よろしくお願い致します。
　診断士としては登録からようやく丸3年と
まだまだ経験は浅く、諸先輩方から学びたい
ことがたくさんです。委員会の活動を通して、
皆さまと交流させていただけることを楽しみ
にしております。

【井上　和也　委員】
　この度、会員サポート委員を拝命しました
井上和也と申します。協会に入会して7年が
経ちますが、これまで研究会に参加する以外
は協会と積極的に関わりを持つことはありま
せんでした。今後は会員サポート委員会の活
動を通じて、会員の皆様のお役に立つことが
できますよう、努めてまいる所存でございま
す。どうぞよろしくお願い申し上げます。

【谷村委員】　　　【長元委員】

【椋野委員】　　　【西松委員】

【福島委員】　　　【井上委員】
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《当委員会の概要》

　研修・事業員会は①研修・セミナー実施（外
部向け）、②受託業務の管理、③市場開拓（企
画・立案）、④中小企業診断士試験（１次・
２次・口述）、⑤実務補習、⑥更新研修（理
論政策）、⑦実務従事事業と様々な事業を担
当しています。
　特に上記④から⑦は、診断士の受験から、
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。

《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、
絶対に失敗が許されないのが試験業務です。
それ故、関係者全員が相当な緊張感を持って
業務にあたっています。
　先般、平成27年度の１次試験が終了しまし
た。従来のマイドームおおさかに加え、立命
館大学大阪いばらきキャンパスという新会場
での実施となりましたが、皆さまの多大なご
協力のおかげで無事に終えることができまし
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
は口述試験が控えていますが、万全の体制で
臨む所存ですので、引き続きご指導ご鞭撻を
賜りますようお願い申し上げます。

《理論政策更新研修》

　診断士資格更新のための「知識の補充要
件」（５年間で５回以上受講等）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、既にお馴染みの事業ではないかと
思います。

　今年度、大阪地区では12回開催することを
計画しており、既に４回を終えた（８月末現
在）ところです。
　１回当たりの参加人数が多く、難しい部分
もありますが、少しでも快適な受講環境を提
供することをはじめ、研修品質の向上などに
取り組んでおります。

《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す。
　例年は春と秋の年２回開催しております。
実務補習とは違い、指導テーマや診断先企業
の業種、指導員、日程などを予め開示し、受
講希望者が任意に受講コースを選べるカフェ
テリア方式を採用しております。
　今後も受講する方々のニーズに即した事業
にしていくため、随時見直しを進めて行きた
いと考えています。

《研修・事業委員会のメンバー》

【細谷 弘樹　研修・事業委員長】
　前年度に続き、今年度も
研修・事業委員会を担当さ
せていただいております。
　試験業務や実務補習など、
決められたことを着実に実
施していくことが求められ
るという側面が色濃い委員

会ですが、頼もしい委員会メンバーに支えら
れながら業務を遂行しております。
　当委員会の事業は会員の皆様の協力の上に
成り立っている事業ばかりです。今後もご理
解とご協力を賜りますようお願い申し上げま
す。

研修・事業委員会のご紹介
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【内藤 秀治　研修・事業副委員長】
　前期に引き続き、研修・
事業委員を拝命いたしまし
た。中小企業診断士試験や
理論政策更新研修、実務従
事事業などの企画・運営を
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す。

【東 純子　研修・事業副委員長】
　研修・事業委員を拝命し
て、早いもので２年が経過
しました。当委員会では、
主に診断士試験や実務補習
などをはじめとする指定事
業に関する業務を行ってお
ります。

　今後も、会員の皆様のお役に立てるようメ
ンバー一同一致団結し、滞りなく運営できる
よう務めて参りますので、引き続きご協力く
ださいますよう、どうぞ宜しくお願い申し上
げます。

【高山 吉和　委員】
　当委員会で実務従事事業
を担当して１年半になりま
す。その間に少しずつでは
ありますが、受講生の皆様
に利用しやすいように運営
方法を改善しています。今
後も中小企業診断士の資質

向上のために改善を続けていき委員としての
責務を果たしたいと考えています。当事業は
指導員の先生方のご協力なくしては運営でき
ませんので、皆様のご協力、ご支援を宜しく
お願い申し上げます。

【西村 美和　委員】
　研修・事業委員を務めさ
せていただき１年半が経過
しました。引き続き会員の
皆さまのお役に立てるよう、
企業内診断士としての視点
も活かしながら真摯に取り
組ませていただきたいと考

えております。
　至らぬ点も多いかと思いますが、皆様のご
支援、ご協力を賜りますよう何卒よろしくお
願いいたします。

【向井 レイ　委員】
　前期に引き続き研修・事
業委員を務めさせていただ
きます。
　例年通りとはいえ緊張の
連続ですが委員会活動を通
じて、私自身貴重な経験を
させていただいています。

　今後とも、皆様のご協力をいただきながら
進めて参りたいと思いますので、どうぞよろ
しくお願いいたします。

【酒井 眞　委員】
　早いもので「研修・事業
委員会」の委員を務めるこ
ととなり、１年３ケ月が経
過しました。委員を務める
ことで協会の事業内容につ
いて新しく発見し、また改
めて認識させられたことな

ど、貴重な経験をさせていただいています。
　引き続き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につながるよう、当
委員会のメンバーと協力しながら、委員の責
務を果たしていきたいと考えています。
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　わが国の観光及び観光ビジネスを取り巻く

社会環境は大きく躍動しており、地域の自治

体・事業者・住民が一体となった「観光振興

による地域活性化」への取り組み、観光や観

光ビジネスへの関心の高まりは、大きなうね

りを見せて動き始めました。

地域づくりは地元の熱意とまとまり

　地域の観光資源を活用した観光振興で地域

づくりを推進する重要性が認識されつつあり

ます。観光によって地域を活性化させるため

には、地域の観光資源を再認識して、地域な

らではの魅力を磨きあげなければなりません

が、地域の意欲的なリーダーや元気な女性、

感性豊かな若者の知恵を結集して取り組んで

いる地域だけが活性化に成功しています。

　地域の観光資源は、地域に内外からの観光

客を誘導するための源ですが、「美しい景観」、

「ゆったりした時間」、「新鮮で美味しい食べ

物」、「あたたかいおもてなし」、「海、山の自

然」などを観光資源としているだけではお客

は呼べません。

　活用すべき地域資源は、景観や施設だけで

なく、地域の住民が長い時間をかけて創りあ

げてきた地域の文化や食べ物、地域で育まれ

た知識や経験、技術、住民気質も観光資源の

要素です。

地方創生を推進する観光組織

　政府は、観光の活性化を通じた「地方創生」

を 推 進 す る た め、 欧 米 の 先 進 的 なDMO

（Destination Management Organization）を

参考にした、専門性の高いマーケティングや

戦略的な地域づくりの中核を担う観光組織

「日本版DMO」を全国各地に育成する方針で、

政府の「まち・ひと・しごと創生本部」を中

心に、交付金などを活用した具体的な支援を

行います。

① DMOⅠ：各種データの分析、KPI（業績

成果指標）の設定、PDCAサイクルの導入、

官民連携によるビジョンの策定ができる組

織。

② DMOⅡ：①に加え、本格的なマーケティ

ング、観光産業を中心とするプラット

フォームを形成できる組織。

③ DMOⅢ：②Ⅱ、地域資源を活用する多様

なプラットフォームの形成、安定的な財源

の確保による自律的経営、専門的人材の確

保と育成に対応できる組織。

　この３パターンのDMOを、地域の実情を

踏まえて市町村、都道府県、広域エリアなど

で構築します。

　政府が地域の観光振興を図るための観光組

織DMOを整備して、観光地のブランドづく

り、情報発信・プロモーションやマーケティ

ング、戦略策定などを推進する中、専門スキ

観光振興による 
地域活性化支援

　会員　加藤　弘治

観光系診断士の活動報告
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ルを有する観光系診断士として、さまざまな

面でお役にたちたいと思います。

訪日外国人マーケットへの熱視線

　日本政府観光局が発表した2015年１～６月

の訪日外国人旅行者数は過去最高の914万人

となり、前年同期比46％増加、年間では早く

も2000万人ペースにも達する可能性がありま

す。

　2014年の国際旅行収支は55年ぶりに黒字転

換、過去最高の２兆278億円を記録した訪日

外国人旅行者の旅行消費額は、2015年は４兆

円に達する可能性もあり、訪日外国人マー

ケットには一段と熱い視線が向けられていま

す。

認定された７広域観光周遊ルート

　政府は、このたび、訪日外国人旅行者を地

域の観光に誘導する目的で、テーマ性・ストー

リー性を持った一連の魅力ある観光地をネッ

トワーク化した「広域観光周遊ルート」を認

定しました。

① 釧路湿原や世界自然遺産の知床など大自然

に触れながら、北海道の東部を回るルート。

② 平泉の文化遺産や福島県会津若松市の城下

町など、東北地方や新潟県を巡る歴史と文

化を知るルート。

③ 北陸や中部などの９つの県で構成され、伊

勢神宮や世界遺産の白川郷などを回り、能

登半島が竜の頭に似ていることにちなんで

名付けられた「昇龍道」。

④ 関西地方を中心に奈良県の文化財や世界遺

産の熊野古道、それに鳥取砂丘などの観光

地を数字の８の字のようにつないだルート。

⑤ 瀬戸内海を囲む７県を巡り、クルーズやサ

イクリングなどを楽しめるルート。

⑥ 四国遍路や日本最後の清流と称される

四万十川など、日本の原風景を見ながら四

国４県を巡るルート。

⑦全国一の源泉数を誇る温泉を楽しみながら、

九州の自然や文化を知るルート。

高い専門スキルで地域活性化を支援

　全国の自治体には、観光振興による地域活

性化の経験が不足していることから、地方創

生で地域資源を活用した地域活性化づくりを

推進する総合戦略の策定に苦心している状況

があり、観光専門の中小企業診断士である私

たちには、自治体や関連支援団体等からさま

ざまな相談や支援要請が寄せられるように

なっています。高い専門性と頼りにされる本

物のコンサル・スキルや成功事例の積み上げ

に向けて、たゆまない研鑽と真摯な努力を続

けていきます。

　合同会社観光ビジネス研究会のメンバーと

して活動を希望される方はご連絡下さい。

（k-kato@tourism-consulting.co.jp）

略歴
合同会社観光ビジネス研究会　代表社員
・平成８年に中小企業診断士登録、観光を専
門分野とするコンサルタントとして観光振
興による地域活性化に取り組む。
・平成12年に15名の診断士とともに合同会社
観光ビジネス研究会を法人化。
観光の窓口：http://kanmado.com
2015年版「観光ビジネス未来白書」を発売中
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はじめに
　我が国のサービス産業はGDPの７割を、
就業者数も７割を占めています。またサービ
ス産業の９割以上を中小企業が占めており、
中小サービス業は、日本経済全体に大きな影
響を与える存在になっています。
　サービス産業の生産性の水準比較で日米間
に大きな格差があることはよく知られている
ところですが、日本国内の製造業との比較に
おいてもサービス業の生産性が低いのが実態
です。
　政府は、2006年の経済成長戦略で、産官学
連携のもと諸課題に取り組むべく、サービス
産業生産性協議会の設置を決定、翌2007年に
発足した同協議会では、経営革新ツールなど
の情報提供、知識共有の場づくり、会員同士
の交流促進などの活動を行っています。2008
年には、（社）日本経済団体連合会から『サー
ビス産業における中小企業の生産性向上の方
向性』と題した提言があり、2015年１月、政
府の骨太の方針の中で「サービス産業の生産
性向上」が大きくとりあげられ、同時に経済
産業省から「中小サービス事業者生産性向上
のためのガイドライン」が発表されました。
サービス産業の生産性向上はいまや国家的課
題と云えます。

観光関連サービス業の状況
　観光関連サービス事業者は、ホテル・旅館、
旅行業、土産物等小売業、観光地の飲食業、
娯楽施設、ガイドなど多岐にわたりますが、
統計上は「宿泊、飲食」「小売業」「生活関係
サービス（含む娯楽）」に多く存在しています。

これらの業種では、下表のとおり一人当りの
付加価値額並びに給与額ともに製造業との差
は歴然としており、改善が必要であることは
明らかです。

項　目 宿泊・ 
飲食業 小売業

生活関
係サー
ビス業

製造業

付加価値額/人 2.36 3.48 4.57 5.12
給与額/人 1.63 2.42 2.42 3.75

（H25年度中小企業実態基本調査による。単位百万円）

観光関連サービス業の特徴
　観光関連サービス業（以下、観光サービス
業）の特徴を整理しておきたいと思います。

　まず、サービス業の一般的な取引の形態は
‘ひと’が‘ひと’に対して‘こと’を提供
することから、‘もの’を提供する場合とは
異なります。このことはサービスの４つの基
本特性（＊１）で指摘されているとおり、‘商品’
の実態が捉えにくいという側面があります。

　＜サービスの４つの基本特性＞
・無形性（形がない、値がつけにくい）
・変動性（まったく同じサービスの再現は困難）
・消滅性（在庫ができない）
・同時性（サービスの生産と消費が同時発生）

　次に、サービスは『サービスを受けた側が
‘ありがたい’と感じる行為がないとサービ
スとは言えない。そしてサービスには‘困り
ごとを減少させる役務’と‘喜びごとを増幅
する役務’の２分類がある』（＊２）とされ
ています。観光関連のサービスは、後者に分
類されます。観点を変えると、観光関連のサー
ビスは生活上の必需品という性格が弱いた
め、満足度が高くても必ずしもリピーターに
なってもらえるとは限らず、かなり気ままな
お客が相手と云えます。

また、観光サービス業の場合、他のサービス

観光サービス業の 
生産性向上について

　会員　河合　眞起人

観光系診断士の活動報告
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業と比較して、広域からお客を集めることに
なる点も特徴と云えます。

生産性向上へのアプローチ
　観光サービス業には前述のような特徴があ
るため、これまで我が国の製造業が培ってき
た生産性向上の手法やノウハウを活用できる
点は多いものの、重点の置き方など、若干変
える必要があります。観光サービス業をひと
括りにして論ずる難しさはありますが、基本
的なマネジメントの考え方及び手法は次の通
りです。

マネジメントの考え方
　まず、観光サービス業のマネジメントを考
える上で、重要な点を３つ強調しておきたい
と思います。
◇人材の確保・育成：サービスという商品を
提供する上で、‘ひと＝従業員’が付加価値
を生み出す源泉です。事業者の理念・事業コ
ンセプト・行動指針を踏まえてお客に対応で
きる自律的な人材の育成、やり甲斐のある職
場風土や人事の仕組み作りが大前提となりま
す。
◇PDCAの早回し：客のニーズを的確に捉え
て、より高い顧客満足度のサービスへと迅速
に改善して行く必要があります。従って、仮
説―検証―ノウハウ化のサイクルを素早く回
す必要があり、こうした変化に適応できるよ
うに従業員の教育訓練も重要になります。
◇地域協力・連携：観光地域への集客には地
域のブランド化などにより知名度を上げるこ
とが必要です。これには住民を含めた地域全
体の協力・事業者間等の連携が大きな力にな
ります。

生産性向上のための手法（＊３）

生産性＝
付加価値の向上、革新ビジネスの創出

業務効率向上

　生産性の向上は、上記の式で表現されます。

大きくは二つの方向があります。
① 付加価値の向上や革新ビジネスの創出によ

り売り上げを向上させる
②   効率の向上によりコスト削減を図る
　具体的な手法（＊３一部筆者加筆）は次の
通りです

付加価値
の向上

誰に ・新規顧客層への展開
・商圏拡大による客数アップ

何を

・  独自性・創造性の発揮（発想法の
活用など）

・ブランド力の強化
・顧客満足度の向上
・価値や品質の見える化

方法
・ 機能分化・他社、他地域との連携
・  IT利活用（インタネット活用等付

加価値向上につながる利活用）

業務効率向上

・  サービス提供プロセスの改善（標
準化、機械化ほか、工学的手法の
活用）

・  IT利活用（情報共有化、ロボット
化など効率向上につながる活用）

おわりに
　現在、観光サービス業では、増加しつつあ
るインバウンド客のニーズを如何に把握し、
満足度の高いサービスを提供して取り込んで
ゆくか、つまり生産性の分子を増やすことに
関心が集まっています。
　一方では、近未来にむけて、深刻な人手不
足が予想されます。これまで、手つかずで
あった生産性の分母の改善（業務の効率化）
にももっと目を向ける必要がありそうです。

（参考文献）
＊１ 小宮路雅博：「サービスの諸特性とサービス取引

の諸課題」成城大学経済研究187号（平成22年）
＊２ 「経営システム」Vol.24,No.4,日本経営工学会

（2015）
＊３ 「中小サービス事業者の生産性向上のためのガ

イドライン」経済産業省（2015）

略歴
平成12年鉄鋼メーカー退職後、河合経営事
務所開設、中小製造業経営支援、（同）観光
ビジネス研究会に所属し観光ビジネス開発
支援など活動中。
平成11年　中小企業診断士登録
総合旅行業務取扱管理者
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１．自己紹介

　ITベンダーを2014年に退職し、現在は合

同会社観光ビジネス研究会のメンバーとして

観光や地域の活性化に関わる活動をしていま

す。かつて勤務していた会社では、主に製造

業の企業へのIT導入の支援をしていました。

そんな私がなぜ観光ビジネスの道を歩んでい

るのか、といったところから説明したいと思

います。

２．私と観光ビジネスとの関わり

　2009年に診断士登録をして、当時はまだ診

断協会大阪支部の登録研究会であった観光ビ

ジネス研究会に参加したのが、観光ビジネス

との最初の関わり合いでした。観光を選んだ

のは、単純におもしろそう、という一点だけ

でした。旅行はもともと好きでしたので、そ

れに関係した何かの取り組みができればおも

しろいと思い、活動に参加するようになりま

した。現在の観光ビジネス研究会は合同会社

へ法人化し、事業としていろいろな活動に取

り組んでいます。

　独立後、私はITを活用する分野での活動

に加え、業務の切り口として観光を選び、観

光とITという組み合わせにたどり着きまし

た。ITには観光ビジネスを活性化させる力

があり、ITを活用することで観光ビジネス

を成功に導くことができると考えたからです。

３．観光ビジネスとIT

　着地型観光という言葉があります。これに

対し、発地型観光があり、こちらは従来から

ある旅行会社のパンフレットに掲載されてい

るような旅行を指します。発地（＝出発地で

ある都市部）で企画・提供する観光旅行とい

うことです。かつては、旅先の情報は旅行会

社など、一部の人だけが持てる情報だったた

めに、旅行に行きたい人は彼らに情報を提供

してもらうしか選択肢がありませんでした。

しかし、今はインターネットを利用すること

で着地（＝旅行先）から発信される情報で旅

行先や訪問する観光施設を決める人も増えて

います。自分たちが提案する旅行プランや観

光の情報を、地域から外の地域の人に発信し

て、地域への集客につなげる、これが着地型

観光です。地域の情報はその地域に住む人が

一番良く知っています。ここにしかないもの、

ここに来ないと体験できないものを発地から

アピールすることが観光客を呼び込むことつ

ながります。インターネットの登場は、情報

提供の仕組みであるだけでなく、観光のあり

方も変えました。

　このように、ITは観光ビジネスで活用さ

れることで、いろいろな可能性があります。

４．IT活用の動向

　IT活用により観光ビジネスの活性化につ

ながる最近の取り組みを紹介したいと思いま

「ITは観光に 
役立てるのか？」

　会員　柿原　泰宏

観光系診断士の活動報告
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す。

（１）予約

　着地型観光をサポートする地域の観光施設

の予約ができるサイトも出てきました。じゃ

らん.netの体験予約や、TABICAがいずれも

今年からスタートしています。自社サイトで

は予約機能がなくても、予約を受け付けるこ

とができ、予約には会員登録が必要ですので、

予約だけして来ないといったリスクを回避で

きるのもメリットです。

　また、CtoCの宿泊予約サイトAirbnbの

サービスも利用が広がっています。グレー

だった旅館業法の適用については、来年度に

は政府から正式な見解が出されると言われて

います。宿泊施設の不足が懸念される地域で

は、Airbnb等を利用した「民泊」へのニー

ズは高まるものと思われます。

（２）情報発信

　SNSやLINEなどから情報発信を行うこと

は当たり前になりましたが、最近ではインバ

ウンド対策として、世界中の旅行者が見る口

コミサイトTripAdvisorで、自社紹介や広告、

予約機能を利用する事業者も増えています。

（３）情報共有

　情報端末の活用、情報共有ツール（アプリ）

の導入などは、お客様をもてなす手段として

活用されています。リッツカールトンでは、

お客様の情報は世界中の拠点で共有され、

サービスに活用されていますが、ここでも

ITが活躍しています。

（４）データ分析

　来訪者、売上履歴などのデータの分析を

することで、新たな情報が見えるようにな

ります。今年５月には、まち・ひと・しご

と創生本部により、地域経済分析システム

（RESAS）が公開されました。「産業マップ」

「人口マップ」「観光マップ」「自治体比較マッ

プ」といった切り口で、ビッグデータを利

用できるツールです。例えば、RESASを使っ

て、昨年１年間の大阪市中央区を訪れた市区

町村別の滞在人口を検索すると、集計結果よ

りグラフと市区町村別の上位10地域が表示さ

れます。このように、地域に訪れる旅行者の

傾向を知ることで、マーケティングに活用で

きるはずです。RESASは無料で利用できま

すので、このようなサービスは積極的に活用

すべきでしょう。

（５）調達など

　ヒト・カネの調達手段として、クラウドソー

シングやクラウドファンディングの利用も増

えています。クラウドファンディングはリス

クマネーの担い手であるだけではなく、うま

く利用することで、知名度の向上や、支援者

と顧客づくりにも役立ちます。

５．おわりに

　ITが観光ビジネスに果たす役割は今後も

ますます広がっていきます。観光IT診断士

の私としましては、今後もITの活用で観光

ビジネスに関わる方々や地域を応援していき

たいと考えています。

略歴
2014年独立。ITを活用した観光ビジネスの振
興支援、地域活性化支援に取り組んでいる。
合同会社観光ビジネス研究会メンバー。
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１．農業の現状
　食料自給率は、長期的に低下の一途をた
どっていましたが、「食の安全安心」の意識
の高まりなどから国産の需要が増え、近年は
横ばい（生産額ベース：約65％、カロリーベー
ス：約40％）で推移しています。生鮮食品の
産地表示やスーパーなどでの地元産コーナー
などの設置により、つい国産を手に取ること
が多くなっているのではないでしょうか。
　ところで、農業就業人数は、減少し続け高
齢化も深刻になっています。しかし、年間で
約50千人の新規就農者がおり、そのうち、３
割程度は44歳以下と若い人材も農業の世界に
飛び込んでいます。

　私が、農家さんと関わる中で、新規就農・
跡取りに関わらず、若手で活気のある人と多
く出会いました。そして、彼らが収益向上を
目指すために、
　①耕作地の拡大を行う
　②直売など流通改善を行う
　③付加価値の高い農作物を生産する
　④６次産業化などで、加工品の販売する
　⑤狩りなど、新たな展開を図る
　など、いろいろ考え、工夫しながら農業を

行っている姿を見ています。
　大阪府の農業の現状は、生産量の全国ラン
キング（出典：大阪府、環境農林水産部、平
成20年度年次動向報告書）をみると
　しゅんぎく　第２位
　実えんどう　第４位
　小松菜　　　第５位
　いちじく　　第７位
　ぶどう　　　第７位
となっています。このように人口第３位の大
都市である大阪にあっても、都市近郊の農家
としての存在感があります。
　よって、農業は衰退産業ではなく、十分に
可能性が残っている産業である考え、診断士
としてサポートできることが多いにある産業
と思っています。

２．グリーン・ツーリズム
　農林水産省は、農業の活性化のためグリー
ン・ツーリズムを推奨しています。それは、

「農山漁村地域において自然、文化、人々と
の交流を楽しむ滞在型の余暇活動です。欧
州では、農村に滞在しバカンスを過ごすとい
う余暇の過ごし方が普及しています。英国で
はルーラル・ツーリズム、グリーン・ツーリ
ズム、フランスではツーリズム・ベール（緑
の旅行）と呼ばれています。（農林水産省ホー
ムームページより）」と定義されています。

「農業」と「観光」 

　会員　岡村　善裕

観光系診断士の活動報告
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　その中には、都市近郊でも行える狩りや農
業体験や、地方でのんびりと農業を通じて余
暇を楽しむ農家民泊まで様々紹介されていま
す。

３．「農業」と「観光」
　「農業」と「観光」を結びつけるうえで考
えられることは、「農業で観光を行う」と「観
光で農業が潤う」の２つがあります。
１）農業で観光を行う
　「農業で観光を行う」ことは、まさしくグ
リーン・ツーリズムです。これは、今までの
ような、市場に受け入れられる品質の農作物
を生産する活動とは違った活動を行う必要が
あります。
　果物の農家さんの収益向上を考えると、都
市近郊としての“地の利”を活かした狩り（ぶ
どう狩り、梨狩り、みかん狩り）が行えます。
これに収穫祭、バーベキューパーティーなど
のイベントをセットにすることで、単なる狩
りとは異なった収益を作り出すこともできま
す。さらに、年単位での樹木のオーナーを
募って、半年から１年を通じて樹木の世話を
含めたイベントを行う農業体験を提供して、
収益を上げることもできます。ただし、これ
らは果実畑があるからといってできることで
はなく、駐車場やトイレの整備などすべきこ
とがあります。また、集客のためのマーケティ
ングも行う必要があります。
　田畑の農家さんにおいても、近隣の耕作放
棄地の活用も含めながら作付けや収穫などの
農作業体験のイベントを行うことは、新たな
収益確保の他に、高齢化の進む農家さんに
とって人手の確保にも繋がります。
　インバンドにも目を向けることもできま
す。日本の農業の技術力は高いものです。海
外からの研修や見学のニーズは大いにありま
す。これも、都市近郊の農業はアクセスが良
く、短期研修若しくは見学であれば、地方よ
り訴求力は大きいものです。また、わら工芸

品など日本文化を体験できる農産物加工体験
などは、欧米の観光客をターゲットにできる
観光資源になります。また、ユネスコ無形文
化遺産である「和食」を地元食材で提供する
ことで、さらなる収益も獲得できます。
２）観光で農業が潤う
　大阪府下どこにでも観光資源はあります。
さらに、農業の世界は、地元ならではの強い
結びつきがあります。地元住民が自治体と力
を合わせて観光資源の掘り起こしを行い、観
光客を迎えることで、地域が活性化します。
人が集まれば、そこで消費や購買が行われま
す。道の駅などを活用して、地産地消をテー
マとした地元ならではの飲食物を提供するこ
とや無農薬・有機などの旬の野菜や果物を直
売して収益に結びつけることができます。こ
の場合は、顧客が求める農産物を、高品質で
生産することが求められます。これは、市場
への出荷と異なった品質が求められるもので
す。

４．終わりに
　国民の生活において、日本の農業はなくて
はならないものです。また、観光は、「観る
光」や「光を観る」などと言われ、人を豊か
にするものです。この２つを組み合わせる

「農業で観光を行う」（グリーン・ツーリズム）
と「観光で農業が潤う」のキーワードで、農
業の収益が向上し、活性化することが期待で
きます。
　さらに、次世代に「農業」と「観光」がと
もに産業の柱に成長するものになることを期
待します。そして、診断士として、そこに関
わり支援していければと考えています。

略歴
1965年大阪生まれ。ジェネリック医薬品にて、
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。主に観光・
食品・農業分野で活動中。
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１．はじめに
　私は、関西の大手鉄道会社に入社し鉄道現
場での実習を経た後、現在に至る約23年間、
主にグループのホテルで従事する企業内診断
士です。これまで携わった業務としては、新
規ホテルの開発業務（収支計画策定、テナン
ト契約等）、ホテル子会社において経営企画
や総務人事等の管理部門に長く従事してきま
した。現在はチェーンの本部組織に在籍し、
チェーン全体の経営管理やインバウンド誘
致、新規ホテル開発などに携わっています。
　中小企業診断士としては、2008年に登録し
た後、現在は合同会社観光ビジネス研究会に
研究員として所属し主に観光ビジネスを専門
に活動しています。

２．ホテル業界の現状と課題
　ホテルはインバウンドの増加により、東京
や大阪、京都などの都市圏を中心にどのホテ
ルも客室は空前の高稼働、高単価を記録し好
調が続いています。特に大阪では、中国や台
湾、香港といった東アジアからの観光客が急
増し予約しづらい状況が続いています。
　一方で、宴会場やレストラン、ジムなど複
合的な機能を有し一般に「シティホテル」と
呼ばれるホテルでは、婚礼適齢期人口の減少
やハウスウェディング等婚礼専門業者の台頭
により婚礼部門の不振が続き、レストラン部
門も街場の個性的で高品質なレストランとの
競争により苦戦を強いられています。
　特にホテルでの披露宴が主流であった時代
に巨大な婚礼宴会施設を造り宴会部門を収益

の柱としていたシティホテルでは、依然とし
て収益面で苦しく大きな岐路に立っていま
す。
　運営面では、サービス業全般に言えること
ですが、とりわけホテルや旅館といった宿泊
業は生産性が低いことが特徴です。また、労
働集約型産業であるうえに生産性が低いた
め、他業種と比較しても給与や労働時間等の
労働条件は一般的に厳しく、人材確保にも苦
慮しています。こうした中で、サービスの向
上と運営の効率化という相反する二つをバラ
ンスよく経営しなければならないという課題
を抱えています。

３．その他の宿泊業の動向
　ホテルの数が増加している一方で、旅館の
数は年々減少の一途をたどっています。バブ
ル経済時代に誕生した、団体客目当ての「大
衆ホテル化」した旅館から、ターゲットを絞っ
たうえでコンセプトを明確にした、個人客ね
らいの旅館へと再び回帰しています。また、
食事と宿泊を分離した「泊食分離」やベッド
の導入など、従来のスタイルから柔軟に変化
しています。日本の伝統文化や日本式のおも
てなしを味わいたい外国人のニーズもますま
す高まり、その対応も重要となっています。
　最近、都市部を中心に宿泊施設の不足が深
刻化していることから、WEBを媒介して空
室となっている民家や企業が保有する遊休施
設を宿泊に提供する新しいビジネスモデル

（シェアリングエコノミー）も現れ話題となっ
ています。未秩序な民泊は旅館業法上の問題
も指摘され、ホストとゲストのトラブルや違
法な営業活動の拠点になりかねないとの懸念
もあり新たな法整備が急務となっています。

ホテル業界の 
現状と課題

　会員　滝口　謙一

観光系診断士の活動報告
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４．これまでの取り組み
　これまで、企業内診断士として携わってき
た主な取り組みを紹介させていただきます。
○部門別収支管理による経営管理
　ホテルは営業面で大きく宿泊、レストラン、
宴会の３部門に分かれ、各々収支構造が全く
異なっています。そこで部門別に収支管理を
行い収支の増減を詳細に分析するとともに、
各部門長に利益責任と経費執行の権限を与
え、現場による迅速な意思決定を促していま
す。しかし、部門別収支を過剰に意識しすぎ
ると部門間の縦割り意識が生まれ部分最適に
陥っていきます。そこで、常に部門間の連携
を強め全体最適へと導く調整機能と仕組みづ
くり（総支配人による意思決定、全体会議や
企画部門での調整等）を行ってきました。
○サービスの向上とCS向上
　高品質なサービスを提供するホテルほどマ
ニュアルに沿った機械的なサービスを提供す
るのではなく、様々な状況においてその場で
瞬時に考え、状況に応じた最善の方法でサー
ビスを提供することが求められます。加えて
今は、顧客が満足を得る「顧客満足」から、
予期せぬサービスへの感動を求める「顧客感
動」レベルにまでニーズは高まっています。
このため現場スタッフの能力と判断に依存せ
ざるをえず、スタッフがいかに日頃から高い
ホスピタリティ意識と実践能力を持っている
かが鍵となります。そのためにはサービス向
上に向けた教育と仕組みが必要です。現場部
門ではOJTを主とした教育を受け持つ一方、
管理部門では全社レベルでの仕組みづくりを
担当しました。具体的には、表彰制度の整備
や顧客の評価を中心としたPDCAサイクルを
回す仕組みづくりです。トップと各部門の主
要メンバーによる定例会議を開催し、一つ一
つのお客様からのクレームや提言に対する改
善策の検討と意思決定、各部門の取り組みの
進捗確認等を地道に行ってきました。特に

WEB予約等の口コミ評価や旅行会社からの
お客様評価など数値による明確な目標を設定
し、その数値をもとに成果を確認しながら
PDCAを回すことを意識しました。

５．今後のホテル業界について
　シティホテルは、人的コストがかかり収益
性が低い宴会やレストラン部門を極力無くし
た宿泊主体のホテルへとますますシフトして
います。これまでローコスト経営により急速
に台頭してきたビジネスホテルも、差別化を
図るために様々な特色を持たせ、かつ上質化
しハード面での差も少なくなっています。今
後はいかに人的なサービスの面で差別化を図
るかが鍵となっていきます。
　また、宴会場や婚礼施設を持つ従来のシ
ティホテルは今後どう戦っていくべきか。や
はり、晴れの場に相応しいサービスを総合的
に提供できるホテルだからこそ持つ強みを
十二分に活かした営業展開をしていくべきと
考えています。人生の様々な節目に生涯にわ
たって顧客との関係性を維持していく「生涯
顧客」の獲得と維持こそが今後のホテルには
重要ではないかと考えます。

６．おわりに
　ホテルや旅館の経営支援をしている診断士
は珍しくはないと思いますが、これまでホテ
ルや旅館での勤務経験のある診断士は少ない
と思われます（これまであまりお会いしたこ
とがないため）。今後、ホテルに従事するか
らこそ得られるノウハウを十分に身に付け、
ホテルのみならず旅館等を含めた宿泊業に精
通した診断士として活躍したいと思います。

略歴
1967年生れ。大学卒業後、大手鉄道会社に入
社。グループ会社のホテルに出向し、経営企
画や総務人事、新規開発等に従事。2008年中
小企業診断士登録。合同会社観光ビジネス研
究会に所属。
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　海外進出支援グループでは、最近ハラル認
証についての相談が少しづつ増えてきていま
す。日本企業において、まだまだイスラム教
徒やハラルと言う制度についての認知度が低
く、対応できていない状況があります。
　しかし、世界におけるイスラム教徒の人口
は多く、その市場性は有望であります。
　今回、海外進出支援グループでは、ハラル
認証の支援を行えるように、日本ハラール振
興会と共同で、ハラル認証についての勉強会
を実施しました。
　今回は、その勉強会で学んだハラルの知識
についてご紹介します。

【イスラム教徒とは】
　イスラム教は７世紀初頭に、メッカに住ん
でいたムハンマドが神から啓示を授かり、創
唱・布教した宗教です。キリスト教と並ぶ世
界三大宗教の１つになります。
　イスラム教の聖典であるコーランは、ムハ
ンマドが口述した神の声を文字にしたもので
す。
　「イスラム」は「絶対的に神に帰依するこ
と」を意味し、イスラム教徒の一般的な呼称
である「ムスリム」は「神に帰依した人々」
を意味します。
　以上がイスラム教についての概略です。私
自身がスリランカに駐在していた時にも、イ
スラム教徒の方が少なからずいました。
　なぜ日本への観光を考える上で、イスラム
教徒に考慮しなければならないのかの理由の
１つが、その人口にあると言えます。

　2010年のキリスト教徒は約21億７千万人、
イスラム教徒は約16億人でした。（日経新聞
2015年４月６日記事より）。世界人口のキリ
スト教徒は31％とイスラム教徒は23％を占め
ています。世界の人口では、キリスト教徒は
約３人に１人、イスラム教徒は約４人に１人
の割合になっています。またイスラム教徒の
人口の多くは、アジア圏に集中しています。
　イスラム教徒の人口が多い国別では、上位
４ヶ国がアジアの国になっています。インド
ネシアは世界最大のイスラム教徒の国で、2.9
億人です。インドは1.8億人です。パキスタ
ンが1.7億人、バングラデシュが1.3億人です。
アジア圏におけるイスラム教徒の人口は、約
7.7億人（4 ヶ国）で、世界人口の半数がアジ
ア圏で居住しています。
　このように近年、アジア圏からの訪日が増
加している中で、イスラム教徒に対するビジ
ネスチャンスが増加していると考えられま
す。

（表−１）国別入国外国人数（日本全体）
国籍・地域 2013年 2014年

バ ン グ ラ デ シ ュ 9,324 10,849
イ ン ド 81,750 95.236
イ ン ド ネ シ ア 142,221 164,246
パ キ ス タ ン 14,209 14,632

出典：入国管理局統計

【ハラルとは】
　ハラルと言う言葉を聞かれたことがある方
も多くいらっしゃると思います。
　日本では「ハラル」と言う言葉は、イスラ
ム教徒が食べることのできる食品を意味して
いると思われている方も多くいると思いま
す。
　実際に「ハラル」と言う言葉の意味は、イ
スラム教の教義で許されているものが、「ハ
ラル」であり、禁じられているものは「ハラ
ム」と言います。その範囲は、決して食品だ
けではなく、生活行為全般に及んでいること

ハラルマーケットに 
おけるビジネスチャンス

　会員　志水　功行

観光系診断士の活動報告
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なのです。例えば、衣服や玩具、保険、銀行
など生活に関わる様々なものがハラルの対象
となっています。また「ノンハラル」とは、
ハラルであるかないか判明以前の疑わしい状
態（シュハブ）にあるものを指します。

【ハラル認証の手続き】
　ハラル認証については、日本国内でも複数
の認証機関が存在しています。これらの多く
は、国内のみでのハラル認証になっています。
そのため海外に輸出しようとした場合に、イ
スラム各国でハラル規格や審査法が統一され
ていないため、認められないことも存在しま
す。
　海外に輸出したいと考えている場合には、
認証機関がその国の承認等を得ているのかを
確認する必要があります。

〈ハラル認証のフローチャート（概略）〉
　ハラル認証
申請準備時点
においては、

「原材料や副
材料、調味料、
香辛料、食品
添加物など製
造に使われる
すべての原材
料や成分の詳
細情報が必要

になります。
　ハラル認証における費用については、各認
証機関で料金設定しているので、一律ではな
いです。日本ハラール振興会（京都）では、
１案件３～５万円であり、原料チェックの項
目数が多い場合などは、別途追加費用が必要
となっています。

【ハラル認証のトラブル】
　ハラル認証において、野菜や果実、魚介類

（鱗の無い魚類を除く）は、そのものがハラ
ルとなっているために、これらの食材のみを
利用する場合には、問題がありません。しか
しながら、調味料や添加物などその成分が不
明瞭なものを利用している場合には、その成
分をすべて明確にして、ハラムの成分が入っ
ていないことを証明しなければなりません。
　それ以外の食品に関しては、豚以外の食肉
に関しては、イスラム教徒がイスラム教徒の
流儀で屠畜したものを使用しなければなりま
せん。この食材に関しては、まだ日本での生
産をしているところが少なく、ハラルビジネ
スでの障壁になっています。

〈ハラル認証の一部事例〉
① ハラルとハラムが同一生産ライン（場所）

でないこと
② 保管場所がハラルとハラムで別々の場所に

なっていること
③ ハラルに利用する道具等がすべてハラルの

みに利用されていること
などなど、細かな制約があります。

【ハラル市場の可能性】
　飲食店がハラル認証を取得するには、ハラ
ル専門の調理場を用意するなど極めて困難で
す。しかし、ハラル認証を取った食品工場な
どから、レトルトパックのハラル食品を提供
し、飲食店で提供するなど、新しいビジネス
モデルなどが想定されます。
　このようにハラルビジネスには、まだまだ
開拓余地があり、海外進出支援グループとし
ては、積極的に支援していく予定です。
　海外進出支援グループにお気軽にご相談く
ださい。

略歴
甲南大学経営学部卒
1999年　画筆メーカーの海外営業に勤務
2003年　スリランカ工場に3年間駐在
2008年　日本製品輸出専門商社に勤務
　　　　（食品・加工機械等の輸出）
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知的資産経営研究会　突撃ルポ

　今回は府協会登録研究会の中でも、60名を
超える会員が登録する最大級の知的資産経営
研究会におじゃましました。そして、知的な
活動に熱心に取り組まれている様子をお聞き
しました。

――知的資産経営研究会を紹介してくださ
い。

　知的資産経営とは、人材、技術カ、ノウハ
ウ、関連企業とのネットワーク等の目に見え
ない「知的資産」をしっかりと把握し、活用
することで企業の価値向上と持続的成長に結
びつけていくことです。
　中小企業は大企業と比べ、見える資産であ
る土地、設備、建物などの貸借対照表上に計
上される資産は少ないのが普通です。それゆ
え「見えざる資産」である知的資産の有効活
用が重要なのです。

　当研究会は実践重視の考えを重んじていま
す。実際に多くの会員が中小企業に訪問し、
知的資産経営を支援しています。毎月１回開
催している月例会では、主に研究成果や事例
発表を行い、スキルアップに努めています。

――これまでの活動実績はどのようなものが
ありますか？

（１）知的資産経営支援
　これまで、当研究会の会員が取り組んだ知
的資産経営の支援企業数は200社を超えてい
ます。多くは地域金融機関や支援機関と連携
した活動で、『知的資産経営報告書』や、そ
のサマリー版の、『事業価値を高める経営レ
ポート』の作成を通じて支援してきました。
現在も地域金融機関５行と連携し、支援に取
り組んでいます。

（２）普及活動
　知的資産経営研究会では、各種セミナーを
通じて、知的資産経営の普及活動にも積極的
に取り組んでいます。
　この３年間の活動として、以下のセミナー

金融機関主催の知的資産経営啓発セミナー

『事業価値を高める経営レポート』作成ワー
クショップでの支援の様子
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を主催し、一般の企業の経営者や金融機関、
支援機関の方々に数多くご参加いただきまし
た。
2012年　公開研究会
2013年　公開研究会
　　　　知的資産経営WEEK2014 
2014年　知的資産経営WEEK2015
　知的資産経営の基本的な内容の説明や、実
際に取り組まれた企業経営者からの講演を通
して普及に努めています。セミナーに参加し、
その価値を感じて取り組みを始めた企業も出
始めています。

　本年も11月14日に公開研究会を開く予定で
準備を進めています。

（３）論文執筆
　当研究会では論文の執筆にも力を入れてき
ました。多くの会員の共著により、以下の論
文を執筆しています。
■平成20年度マスターセンター事業

『支援者にとっての知的資産経営へのかかわ
り方』～企業にとって最適な知的資産経営を
支援するためのノウハウ～
■平成23年度マスターセンター事業

『金融機関と取組んだ知的資産経営支援の実
際』
　これまでの様々な活動で、我々知的資産経
営研究会における支援の経験やノウハウは、

はち切れんばかりに膨らんでいます。今後も
これらの内容を論文に落とし込み、多くの企
業経営者や支援者の参考となるべく、執筆活
動を続けていきたいと考えています。

――これから力をいれて取り組んでいきたい
テーマや活動方針は？

　今後は研究会の活動を通じて、会員の支援
スキルを高め、より多くの地域金融機関や支
援機関との連携を進めて、知的資産経営をさ
らに広めていきたいと考えています。
　より多くの企業に知的資産経営の素晴らし
さを知っていただき、実際に取り組んでいた
だけるよう活動してまいります。

――PRしておきたいことを教えてください
　知的資産経営は、業種や企業規模を問わず
適用できる支援手法です。どんな事業者にも
必ず知的資産は存在し、その事業者の価値を
作り出している強みが見つかります。
　是非、知的資産経営に取り組んでみてくだ
さい。隠れていた宝物が掘り起こされ、キラ
キラ光り輝き始めることでしょう。

執筆協力：知的資産経営研究会
　　　　　（森下　勉氏、及川　朗氏）
取材・編集：総務広報委員会（福嶋康徳）

知的資産経営 WEEK2014

2015 年７月例会活動にて
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交流会活動報告　ダブルファイヤー会

■「ダブルファイヤー会」について■

　ダブルファイヤー会は毎月第二火曜日に開
催する交流会です。第二火曜日で「火が２
つ」ということからダブルファイヤー会と命
名し、火曜日参加を希望した診断士 19 名で
発足しました。
　メンバーの年齢層は 30 代から 70 代までと
幅広く、なんと診断士歴 30 年を超す大大大
ベテランにもご参加いただいています。（僕
が生まれる前から診断士、素晴らしい !）

■交流会（毎月第二火曜日　18:45～ 20:15）■

　交流会では毎月二名の方に 30 分ずつフ
リーテーマで発表と質疑応答をお願いしてお
りまして、６月・７月・８月例会を通して６
名の方に発表をしていただきました。それぞ
れご自身の経歴や職務内容、趣味、そして今
後の展望について熱く語っていただき、毎回
刺激を受けています。質疑応答でも積極的に
質問が出るばかりか、その目線もさまざま。

診断士の多様性をいかんなく発揮できる時間
です。

■懇親会（交流会終了後）■

　交流会が終了し、後片付けが終わりますと
懇親会会場へ早足に移動します。幹事・副幹
事で交互にお店を決定しており、中華あり、
和食あり、洋食あり。ご希望に添ってチーズ
とワインの美味しいイタリアンのお店にも行
きました。
　懇親会では飲んで食べて楽しければなんで
もアリ！近くの席についた皆さんと白熱した
議論もあれば、ウンウンとうなずき身の上話
に耳を傾ける姿も。こうして親睦が深まり、
中には懇親会の後に二次会へと流れようとさ
れる方までおられます。
　ちなみに、交流会に出席された方の懇親会
出席率は 100％！引き続きこの記録をキープ
していきます。

（文責：幹事　柴田将芳）
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交流会活動報告　二水会

～二水会について～
　二水会は平成27年５月に発足した会員交流
会です。会の名前は、原則毎月第２水曜日に
定期活動をすることに由来しています。

　大阪府中小企業診断協会に所属する20名の
中小企業診断士で構成されています。独立さ
れてプロコンとして活動されている方もいれ
ば、企業内にて診断士としての能力を発揮さ
れている方もおり、専門性や活躍のフィール
ドもさまざま、若手からベテランまでバラエ
ティに富んだメンバーの皆さんで互いに刺激
を受け、楽しく交流しています。

～定例会～
　毎月第２水曜日、午後18時30分から20時ま
でを定例会とし、メンバーは多忙な中、その
日は残業も放り出して、いそいそと大阪府診
断協会に集合します。
　基本的には毎回２名のメンバーが持ち回り
で発表担当となり、フリーテーマで発表しま
す。発表テーマは、自身の専門分野の紹介、
業界の最新動向、専門家としての知見といっ
たものです。ですがその中に、「ここだけの
ウラ話」、時には自慢話や愚痴など、生々し
いそれぞれの現場の実態が織り交ぜられま
す。笑いが多く、カジュアルな雰囲気の中、
発表が進みますが、皆さん「学びのポイント」
を設定されているのが流石です。

　質疑応答も活発で、時には白熱したディス
カッションとなり、終了時間をオーバーする
こともしばしば。そんな時に皆さんの熱い意
欲を感じます。

～懇親会～
　毎回定例会の後には、懇親会が設定されま
す。皆さんご多忙な中ですが、毎回盛り上が
りを見せております。お酒も入りさらにざっ
くばらんな話、プライベートでのトピックス
を交換し合います。メンバーそれぞれの意外
な一面をうかがえます。少女マンガ好き、囲
碁８段、住宅ローンがキツい…などなど。二
水会は個性的なメンバーが多いようです。

　１年の活動期限の半分にも至っておりませ
んが、後半に向けさらに盛り上がって交流を
深めていくことができそうな「二水会」です。

（文責：石川　淳二）
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交流会活動報告　いちもく会

１．いちもく会について
　「いちもく会」は木曜日参加の診断士が集
まった１年間限定の交流会です。毎月第1木
曜日に定例会を開催しています。
　会員数は20名で、独立診断士と企業内診断
士の割合はおおよそ６：４です。参加メン
バーの業種や専門分野は多岐にわたり、また
年齢も登録年数も様々で、中小企業診断士と
いう資格の持つ世界の広がりを感じさせま
す。

２．定例会の発表内容
　定例会は18：30 ～ 20：00まで行います。
毎回2名が発表を約30分、その後に質疑応答
を行います。これまでの発表テーマは、
・６月：『経営におけるデザインの効果』
　　　　『土地活用のご提案』
・７月：『マイナンバーと住基ネット』
　　　　『消費材卸売業の動向について』
・８月：『日本酒ってどうなん？』
　　　　『インターネットの創生期』
でした。発表テーマは自由で、今、まさに旬
の話題から普段聞けない業界の深い話等幅広
い内容となっております。
　毎回、独自の視点に立った発表に新たな知
識や「気づき」を得られる活発な定例会となっ

ております。
　また、発表者のプレゼンテーションのみな
らず、参加者のファシリテーションや質問力
をつける実践の場にもなっております。

３．懇親会はどんな感じ？
　懇親会の幹事は交代制で行っており、診断
士らしくマイドームおおさか近辺の「美味し
くてリーズナブルな」居酒屋の開拓もしてお
ります。
　会員は皆、アルコールと居酒屋のリラック
スした雰囲気が大好きな様です。懇親会では
発表内容をさらに深めた質問で話が発展した
り、先輩診断士の経験談を聞いたり、情報交
換が行われたり、といった感じで楽しい時間
は毎回あっという間に過ぎます。
　懇親会でも診断士ならではの話が聞くこと
が出来て定例会とはまた違った「学び」の場
にもなっております。

４．今後について
　「いちもく会」はまだ５月に始まったばか
りです。これからもどんな発表が行われるか
毎月が楽しみです。今後も盛り上がりが『い
ちもく瞭然』な会にしていきたいと思います。
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　現在、私が通学している大阪経済大学大学
院経営学研究科（以下、社会人大学院という）
についてご紹介させていただきます。

１．私が抱えていた危機意識
　私は、商店街組合や商店主などに対して、
まちづくりや商店街の活性化支援を専門に
行っています。支援に対しては常に成果物（ア
ウトプット）を求められますので、今まで学
んだ知識と実務経験をフル活用し、クライア
ントに提供しています。
　そのような中、独立してから６年が経過し、
クライアントへのアプローチや成果物（アウ
トプット）の内容がマンネリ化しているので
はと危機感を感じていました。
　それは、独立当初に比べ、知識をインプッ
トする時間の確保や新たな知識を吸収するこ
とを疎かにしていたこと、さらには、どのよ
うな知識を新たに学ぶべきか、明確に決めら
れない状態が続いたことが理由でした。

２．なぜ社会人大学の通学を決意したのか
　大阪中小企業診断士会が社会人大学院と学
術提携を締結していること、さらには、社会
人大学院では、「中小企業診断士の専門家を
対象としたリカレント教育」のカリキュラム
があり、診断士の能力向上を一環とした授業
を行っている、ということを知りました。
　私は、仕事をしながら常に新しい知識を学
ぶことを習慣化させるには、通学しながら学
ぶスタイルを望んでいました。
　また、さまざまな業種が集まる商店街活性
化支援においては、独自のコンサルスタイル
の確立は必要不可欠です。しかし、実務経験
で得たノウハウは暗黙知化されており、自分

のコンサルスタイルを理解していただくに
は、属人的な暗黙知アプローチの形式化が必
要と考えていました。
　社会人大学院では、修士論文の作成を通じ
て、原理原則に沿った基礎知識を学ぶととも
に、理論（形式化）を構築する方法論が身に
つけられます。これが私の背中を押しました。

３．社会人大学院の魅力
　通学する人の多くは、学ぶ意欲が高く、ひ
いては自己実現の欲求が強い人が多いと思い
ます。さらに、座学ではなくケーススタディ
を中心とした授業にウェイトを置いており、
ディスカッションでは多面的で建設的な意見
などが積極的に発言され、自分の考えを深掘
りすることができます。
　以上から、経営学の原理原則に沿った体型
的な知識の再確認やコンサルティング基礎的
知識の深掘りができるとともに、ケーススタ
ディによる実践能力の育成・強化を図ること
もでき、経営コンサルタントとしての確固た
るスタンスが形成できると思います。

４．最後に
　課題レポートの提出や修士論文の作成な
ど、仕事をしながら社会人大学院に通学する
ことは非常にハードな状況に追い込むことに
なりますが、このような環境下で共に学ぶ仲
間（ゼミ生）との信頼関係は一生涯続いてい
くと確信しています。
　昔、診断士の資格取得で共に学んだ仲間と
の絆は、今になっても変わりません。
　最終的に私が社会人大学院をおすすめする
理由は、これに尽きます。

知識と実務の交流の場 
「社会人大学院」 

会員　辻　紳一

ビジネスシーンで使える私のお薦め

略歴
1969年生まれ。2010年診断士登録後に独立。
現在は、前職のプロジェクトマネージャー
で培った対話力を活かし、まちづくり・商
店街活性化の支援、情報化支援等のコンサ
ルティングを専門に行う。
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スキルアップ研修

　本研修では、「イノベーションのための問
題解決プロセス」である「デザイン思考アプ
ローチ」を用いて、独立診断士の私が実践し
ているコンサルティング手法について共有さ
せて頂きました。
　「デザイン思考アプローチ」とは、①相手
に共感し、②問題を定義し、③アイデアを発
想し、④プロトタイプをつくって検証する、
このプロセスを繰り返し行い、様々な角度か
ら課題を再検討する中で解決策を見出してい
く手法です。経営コンサルタントの私が、経
営者と向き合う際にこの手法を活用すること
で、経営の課題や解決策が驚くほどスムーズ
に見えてくるようになりました。

【①共感、②問題定義】
　経営者との初回面談時、私は必ず、経営者
に自身のライフストーリーを語ってもらう

「ライフストーリーインタビュー」を実施し
ています。これは、私が経営者に共感するた
め（＝相手の気持ちを汲み取り、相手の気持
ちに寄り添うこと）だけでなく、語り手であ
る経営者にも利点があるからです。経営者
は、過去の出来事を語りながら言葉を紡いで
いく過程において、「新しい発見」や「異な
る視点」に気が付いたり、「視野」が開けた
りすることが往々にしてあります。そのため、
仮説検証より仮説生成においてより威力を発
揮すると言われている「ライフストーリーイ
ンタビュー」の手法を使うことによって、経
営者の心の中にある気付きや疑問から、その
企業の経営に関する問題を見出すことができ
ます。

【③発想】
　定義された問題を解決するために、アイデ
アをクリエイトします。この発想フェーズで
重要なポイントは、「お客様にとってのハッ
ピーはなに？」という視点を必ず盛り込むと
いうことです。モノや情報が溢れており、欲
しいものは何でも簡単に手に入る今の時代、
お客様の満たされない思い（＝本音。お客様
が気付いていないか、考えないようにしてい
る深層心理のこと）を起点として発想できる
経営者だけが、ビジネスにおいて成功できる
と言っても過言ではありません。

【④検証】
　お客様の満たされない思いを実現するため
に、当社のリソースを使ってこんなことをや
れば「お客様がハッピーになるはず」という
プロトタイプをつくり、それを実際にお客様
の立場で試し、改良を重ねていきます。ちな
みにプロトタイプとは、形あるものだけを指
すのではありません。お客様が体験できるプ
ロセス（接客、アフターフォロー他）は全て
プロトタイプです。

　このように、デザイン思考アプローチ（①
共感→②問題定義→③発想→④検証）を用い
て、「お客様のハッピーを読み解き、“お客様
から選ばれる必然”をつくる」ことが経営コ
ンサルタントである私の使命であると認識し
ています。中小企業の経営者がイノベーショ
ン（＝物事の新しい捉え方、切り口、活用法）
を追求する際、このデザイン思考アプローチ
を用いれば、大きな投資や技術革新などをせ
ずとも実現できると言うことを、これからも
私はより多くの中小企業の経営者に伝え、支
援していきたい所存です。

「デザイン思考アプローチ」
を用いたコンサルティング

手法について
　会員　嶋　えりか

略歴
2000年診断士登録。コンサルティング会社、
テーマパーク運営会社勤務を経て、2015年
独立。
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スキルアップ研修

　大阪は観光のポテンシャルの高い地域で
す。大阪にいるとそれに気づきにくいかも知
れませんが、これからはその魅力をもっと高
めて国内外へアピールすることで、さらに観
光者を招き入れ、大阪は成長していく必要が
あるということをお伝えしました。

１．大阪は観光都市
　最近は大阪のいたるところで外国人観光客
を見かけます。インバウンドという言葉も一
般に浸透して、大阪でもインバウンド観光客
向けにサービスや商売を提供される方も多く
なってきました。大阪は、東京に次いで日本
で２番目に外国人観光客の多い都市です。
H26年で552万人となっており、同299万人の
京都をはるかにしのぐ人数が大阪にやってき
ているというのが現状です。
２．訪日観光客の状況
　「爆買い」という言葉も頻繁に耳にするよ
うになってきました。中国元の切り下げなど
不安要素はあるにせよ、中国人をはじめとす
るアジアからの観光客は昨年の1.5 ～２倍の
ペースで来日しており、今後も訪日観光客を
ビジネスへ取り組む姿勢はとても大事な要素
となります。
３．世界の中での日本の観光
　H26年の数字では、海外からの訪問観光客
の数は世界で21番目、ドル建ての収入額では
15番目となっており、徐々に伸びて来ていま
す。しかし、日本ほどの先進国で、この数字
はまだ寂しい限りです。逆に言えば、まだ伸
びしろは大きいということにもなります。
４．観光都市としての課題
　外国人観光客は増えつつある現状ですが、

課題もまだ多く残ります。
①インフラ面
　観光客を招き入れるための設備が未整備で
あり、官民による取り組みがさらに必要と
なっています。
　・宿泊施設の不足
　・街中に観光バスを止める場所が少ない
　・交通機関の利用方法がわからないなど
②事業者の対応
　事業者の取り組みとしても十分とは言えな
い状況です。
　・客とのコミュニケーションが出来ない
　・多様な国の客への配慮が出来ていない
　・�閉店時間が早く、観光客が求めるナイト
ライフに対する選択肢が少ない

　・クレジットカードが使えないなど
５．観光への対応力を強化するために
　既に大阪でも多くの事業者が海外からの観
光客をターゲットにした取り組みを始めてい
ます。大阪では黒門市場の取り組み事例など
が有名ですが、特に事業者の連携が特徴です。
　・�フードコート化による食べ歩きの場の提
供

　・無料休憩所、無料Wi-Fiスポットの設置
　・地域内外の協力体制の構築
　・外国人向けパンフレットやマップの作成
また、個々のお店の取り組みを見ても、
　・各国語によるPOP
　・身振り手振りのコミュニケーション
など、他にもいろいろ学べるところは多いと
思います。
　まずはコミュニケーションをとり、観光客
に対する笑顔と大阪人ならではのサービス精
神が大切です。そして、観光客に大阪を好き
になってもらい、再び訪れてもらうための取
り組みが、大阪を成長させるのです。

大阪は観光で成長する 
 

　会員　柿原　泰宏

略歴
2014年独立。ITを活用した観光ビジネスの
振興支援、地域活性化支援に取り組んでい
る。合同会社観光ビジネス研究会メンバー。
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スキルアップ研修

１．事業計画とデザイン思考
　創業者の創業動機や経緯が過去の経験にある
事は言うまでも無いのですが、これから始めよ
うとする商品やサービスのコンセプトもその中
にある事が殆どです。
　すなわち、過去において自分が体験した困り
ごとや悩みについて何がしかのエピソードをお
持ちで「同じ境遇の方に解決策を提供したい」、
あるいはその逆に感動体験をお持ちで「その感
動を他の方にも味わって頂きたい」との思いが、
商品やサービスに反映していると推察されます。
　 そ こ で 私 が 所 属 す る「Beauty�Business�
Project」では、事業計画策定支援において、デ
ザイン思考がベースとしている「ユーザー中心
主義」に則り、「観察・共感」のプロセスを通じ
て、創業者の思い（インサイト）を引き出す手
法を取り入れています。

２．インタビューによる共感
　私たちは創業者が体験したエピソードを中心
にインタビューを行い、その状況を思い浮かべ
ながら登場人物に深く共感する過程の中で、誰
に対してどんな事（悩みの解消、あるいは感動）
をどのように（手段としての商品・サービスを）
提供したいのかを明らかにしてゆきます。この
過程を踏まず、いきなり「貴方の強みは何ですか」
「誰に何をどのように提供しますか」と質問する
と、往々にして”何を”の部分が商品やサービ
スになってしまい、ユーザー不在の状態になっ
てしまう事があります。良くある「私にはこん
な技術（強み）があるんです。私の技術の粋を
集めてこんな商品を作りました」「へーそんなこ
とが出来るの。それは凄いね！でも誰が使う
の？」というあの状態です。
　繰り返しになりますが、商品やサービスを提
供する事が事業の目的ではなく、価値（困りご
との解消であったり、感動体験）の提供手段と
して、商品やサービスが存在します。その事を
診断士である私たちは知っていますが、創業者
の方で最初からピンと来る方は何人おられるこ
とでしょうか。
　また、創業者も「貴方の強みは何ですか」「誰
に何をどのように提供しますか」と尋ねるより、

「忘れられないエピソードってありますか？」と
尋ねる方がはるかに饒舌に語ってくださいます。

３．インサイトを引き出すインタビュー
　創業者のインサイトを引き出す為には、イン
タビューの内容が重要となります。私の場合は
インタビューにあたり以下の点に留意しており
ます。
①聞く内容を事前に準備しない
②高校生くらいからのエピソードを聞く
③インタビューの目的を最初に説明する

①�に関しては、話をミスリードしてしまう危険
性があるので、事前準備しない事としました。
②�に関しては、その人の価値観を知る為には、
一番多感な高校生くらいからのエピソードか
ら伺うと、分かり易いように思います。
③�に関しては初めから出来ていた訳では無く、
実は失敗から学んだことです。事業者は商品
やサービスについて語る事にはなんの障害も
ありませんが、自身の話になると何でそんな
事聞くんだろう、何の関係があるのだろうと
思われるかもしれません。良い思い出ならい
いのですが、時には言いたくない思い出もあ
ると思われます。ですがその経験が創業の動
機とつながっていたり、その時形成された価
値観が提供サービスに反映されている事が多
いのも事実です。そこで今では、インタビュー
の目的と必要性を最初に説明してご協力をお
願いしております。
　さて、これらの事に留意しながらお話を伺っ
ていると、あれ？何度も同じ言葉を使っている
なとか、言葉の使い方が独特であったりするこ
とでご本人のこだわりを感じることがあります。
多くの場合はそこにインサイトがあるため、創
業者自身に気づきを促す事が出来ます。

４．おわりに
　デザイン思考は「問題解決の為の手法」と言
われております。今後もスキルアップに努め、
事業者の皆様にお役に立てますよう問題解決に
取組んで参りますので、これからもどうぞ宜し
くお願い致します。

「共感から始める 
事業計画」 

　会員　池渕　ゆかり

略歴
百貨店、幼児教育FC本部、銀行子会社にて
会計・財務を中心に人事・労務などの管理
本部業務を幅広く経験する。
近年では、知的資産を活かした経営戦略立
案支援にも取り組んでいる。
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Ⅰ．はじめに
　今回のセミナーのテーマは「プロコンの

『心・技・体』を学ぶ」であり、内容として
は「中小企業診断士が独立するに際して参考
になると思われるノウハウを３名の講師から
語っていただける」というものであった。
　上記のようなテーマ・内容に興味を抱き、
また今回は「プロコン育成道場の基礎編」と
いうことなので自分のような潜在的起業希望
者にとっても比較的参加しやすいのではない
かと考え参加させていただいた。
　以下に、特に印象に残った内容等について
記載する。

Ⅱ．内容について
　今回のセミナーへの参加者の属性として
は、すぐにでも起業を考えている起業準備者
や、３年後、５年後、定年後等に起業を考え
ている潜在的起業希望者等まちまちであった
と思えるが、３名の講師からはどの参加者の
ニーズにもあった内容で、起業に至る経緯や
起業～現在までの経験談、それぞれの時点で
感じていたこと、考えていたこと等をお話し
していただけた。
　印象に残った内容について一例を示すと、
①コンサルタントの定義「コンサルタントと
は、曖昧・複雑になっている事柄をはっきり
と見えるようにし、より良くする知的水準の
高い労働である」
　コンサルタントの定義（例）についての紹
介があり、支援先で経営者の気づき・決断を
引き出したり、対立する意見等を仲介者とし
てまとめていく役割の大切さ等についてよく
理解することができた。

②「技」の一例として
・誰を指名するか等の技術も含めた「会議の
コーディネート力」について
・質問された時は三つ示す等、「論理的に話
す力」について
・スピーチ力、アイコンタクトの取り方等の
プレゼン力についての説明等
　これらは企業内診断士においても役立つも
のであり、日常業務時に培っていくべき内容
であると感じた。
③「心」の一例として
・経営者より先手を打って行動すること
・経営者がつき合って恥ずかしくないコンサ
ルになるように心掛けること
・知識があるにとどまらず、見識、胆識を持
つように心掛ける等についての説明等
　これらは、プロコンとして常に心掛けるべ
きことがらであり、具体例を交えて話してい
ただいたことで起業において大切にすべきこ
とであるとより深く認識することができた。

Ⅲ．終わりに
　「とにかくやってみる、新しいことに挑戦
し続けるという挑戦意識の高さ」、「走りなが
らでも自分の領域を身に付けていくという
取り組み姿勢・考え方等」、正にプロコンの

『心・技・体』について解り易く学ぶことの
できる内容であった。
　今回のセミナーに参加したことで、自分の
立ち位置でまず何をすべきかということを改
めて認識することができ、今後の指針として
活用していきたい。

プロコン道場報告

「プロコン育成道場 
－基礎編－」
に参加して

　会員　藤原　正幸

略歴
平成22年中小企業診断士登録。
産業機械メーカーに勤務。経営企画部にて
業務管理・改善等に従事。現在は本社/工場
移転のプロジェクトに携わっている。
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土曜セミナー（ファシリテーション）

■はじめに
　今回の土曜セミナーは、メインテーマ「効
果的な会議運営と組織活性化」の第二回目、
まとめる（ファシリテンション）をテーマに
浦上俊司先生による「生きることは営業その
もの！一流営業の極意」でした。

■内容について
　営業という職業を通じて、モノを売るだけ
でなく、提案を行う場面でも使える極意を、
具体的で豊富な事例から学べる内容となって
いました。

　たとえば、ご実家のガスコンロをＩＨに変
える際に訪問してきた三人の営業マン。その
言動を元に、三流営業から一流営業の違いを
説明してくださいました。話のポイントは、
商品の仕様やスペックなど「特徴」だけを一
方的に話すのは三流営業。「利点」として特
徴により生み出される効果を話すのは二流営
業。お客さまの『不』を聞き出してそれを解
決する「利益」を話すのが一流営業というも
のでした。その内容はもちろんですが、私自
身もその場に居た気になるような話のわかり
やすさ、声のトーンや表情、動作についても
学ぶべきところが多く、メモを取るのがとて
も忙しかったです。
　他にも、昼食を取ろうとしている会社員に
対して、「カレー屋です」とビラを配り入店
を促すのではなく「カレーを食べたい」と言

わせるヒアリングができれば効果的であるこ
と、また、お客様は営業マンが話す内容より
お客様自身が営業マンに何を話したかが記憶
に残っていることなど具体的な事例を通じて
話してくださり、お客様に話させるヒアリン
グが大事であることがよくわかりました。

■さいごに
　中小企業診断士は、営業職ではありません
が、お客様に満足して頂くためにそのまま実
践できる内容だったと感じました。ヒアリン
グによりお客様の潜在ニーズである『５つの
不』に代表される不都合を顕在化し、提案時
のテクニックとして示唆質問と営業宣言を行
い、『不』を解決する『利』の提案をする。
一問一答を守るなど、すべてを書ききれませ
んが、これから使ってみようと思います。

　貴重な話を聞かせて頂ける場を提供してく
ださり、ありがとうございました。

土曜セミナー「まとめる
（ファシリテーション）」 

に参加して
　会員　高柳　佳苗

略歴
和歌山県生まれ。
エンジニアリング会社にて、人事や管理業
務を担当。退職後、資格取得や趣味を楽し
みながら、家族が経営する会社の総務と経
理を担当。2015年中小企業診断士登録。
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【７月開催の青年部例会】
　平成27年７月４日（土）14:00よりマイドー
ムおおさか８階第六会議室にて７月例会を開
催し、48名の方にご参加頂きました。
　今回は「企業を存続させる事業承継と企業
再生への挑戦」をテーマに、神戸市の井上食
品株式会社代表取締役社長の井上淳也氏をお
招きし、ご講演頂きました。

　「経営とは何でしょうか」、という問いかけ
から始まり、27歳で事業承継し企業再生まで
井上社長の経験をお話頂きました。弁護士と
連携した事業再生や金融機関に対する真摯な
対応など、診断士としても非常に役立つエピ
ソード満載でした。講演の最後は「経営者と
して大事なことは何でしょうか。私にとって
は『事業を継続すること』です」、と締め括
られました。一緒に働く社員やその家族をい
かに養っていき、企業としての社会的責任を
果たそうとする姿勢に感銘を受けました。

　講演に続いて「『自分』が経営者の立場で
考える経営とは」をテーマに、井上社長にも

参加頂き全員でディスカッションを行いまし
た。最後に各班から、診断士ではなく一経営
者の視点で、それぞれ発表を頂きました。
　参加者からは、「普段あまり意識すること
のなかった経営について、深く考えるいい機
会だった」、「具体的な事例をうかがい興味深
かった。ディスカッションの方法もよかった
です」と概ね好評でした。
　最後に本例会の講師である井上淳也氏は、
私、仲谷が勤める会社の社長でありますが、
社員である私も知らない内容に驚きと発見の
連続でした。またご参加の皆様には満足度
95％と高い評価を頂き、大変うれしく思いま
す。

＜文責：青年部　仲谷陽介＞

【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
11月例会
日時：11月21日（土）９：00 ～ 20：00
場所：�現在調整中
内容：�「斜陽の日本酒業界で酒蔵が考えてい

ること」
※11月例会はバスによる見学を予定しています。

井上淳也社長のご講演

白熱する「経営者とは」の議論

例会初の全員で集合写真！
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士会のページ

　商品開発事業は、士会会員の皆様が個々に
保有する専門的な課題解決能力を商品化し
て、士会の商品として販売する事業です。
　現在、「在庫最適化グループ」「海外進出支
援グループ」「FSSC取得支援グループ」
「ビューティビジネスプロジェクトグループ」
「クレーム対応支援グループ」が商品登録さ
れています。今回は各グループの活動状況を
ご紹介します。
【在庫最適化グループ】
　在庫最適化グループでは「在庫が企業の変
調を警告している」と題したセミナーを展開
しています。我々は、在庫の状態に着目、在
庫を最適化する取り組みを通じて、企業の意
識を変革し、創造されたキャッシュを次の成
長機会に投入する支援をしています。
　現在、在庫最適化グループは11名で活動し
ており、在庫への問題意識を喚起するセミ
ナーを開催するとともに、複数の民間企業か
ら、在庫最適化支援案件を受注しています。
在庫最適化グループ　代表　小野　知己

【海外進出支援グループ】
　海外進出支援グループは５名及び協力コン
サルのメンバーで運営しています。
　主な活動内容としては、海外展開を考えて
いる大阪の中小企業及び組合などの支援を実
施しています。実績では、金属加工業、酒類
製造業など複数の支援を実施しています。ま
た海外への新規ビジネス発掘のための海外視
察なども実施しています。ご興味ある方はお
声をお掛けください。
海外進出支援グループ　代表　志水　功行

【FSSC取得支援グループ】
　FSSC取得支援グループの主な活動内容と
しては、年４回のセミナーの開催、食品工場
や飲食店などの企業様での衛生管理教育など

を行っています。セミナーや衛生管理教育の
内容としてはFSSCの取得は最終目標とし、
中小企業の実情に合わせて「7Sの実践」
「HACCPの構築」「ISO22000とは？」と言う
ように段階を踏んだ衛生管理の題材をテーマ
に行っています。今後益々衛生管理に関する
消費者の要望は高まってくると予想され、い
ろいろな活動ができると期待しております。
ご興味のある方はご連絡ください。
FSSC取得支援グループ代表　原　　伸行

【ビューティビジネスプロジェクトグループ】
　今年２月から活動を始めたNew�Faceで
す。
　「ステキ」「可愛い」「ココチいい」等の感
性キーワードが共通の業種・業態、そして女
性の創業・事業活動のお手伝いがドメインと
なっています。主な成果として、創業促進補
助金申請支援で９件全件が採択、尼崎商工会
議所・箕面商工会議所主催の女性創業スクー
ルの講師を担当しました。大阪診断士会主催
としても「ビジネスを創るオンナのための創
業スクール」を今秋開催いたします。
　ビューティビジネスプロジェクトグループ

　代表　岡田　明穂
【製造業クレーム対応支援グループ】
　本商品のコンセプトは、『中小製造企業へ
のクレーム対応支援による、経営リスク軽減
と経営力の強化』です。商品内容は、①クレー
ム対応マニュアル、②クレーム対応システム、
③クレーム対応コンサルタントの３種類と
なっています。また、商品の特徴は、中小企
業の導入が容易な簡略・平易な内容であるこ
と、マニュアルとシステムがセットで購入時
からクレーム対応が可能なこと、及び数少な
い製造業向けのＢtoＢ商品であることです。
今後、中小企業診断士の皆様をはじめ、公的・
私的機関等にプロモーションを行って行きま
す。

製造業クレーム対応支援グループ
代表　吉松　敏男

商品開発事業のご紹介

事業推進部　大音　和豊
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士会のページ

１．日本弁理士会との覚書締結
　2014年９月29日、大阪中小企業診断士会が
日本弁理士会近畿支部と業務提携の覚書を締
結し、相互に連携して中小企業支援を推進し
ていくことになりました。こうした動きは全
国47都道府県診断協会と日本弁理士会各支部
との間で展開されています。
　内閣の知的財産戦略本部が今年６月発表し
た「知的財産計画2015」では、「地域の支援
機関等とも連携して、弁理士、弁護士、中小
企業診断士、企業OB等の専門家を活用した
知財戦略の構築支援など更なる機能を強化」
することを謳っています。こうした中小企業
支援計画の中で、診断士と弁理士等との協力
体制が強く求められています。

２．連携フォーラムの開催
　大阪においては、今年３月２日、両会の主
催による「中小企業診断士・弁理士提携フォー
ラム～知財マネジメント支援の実践と連携の
あり方～」が明治安田生命大阪梅田ビル25Ｆ
日本弁理士会近畿支部室で開催され、総勢80
名の診断士、弁理士に参加して頂きました。

　フォーラムでは、稲岡弁理士会支部長の開
会挨拶に続き、中小企業基盤整備機構近畿本
部の小渕良男本部長による基調講演、各会の

中小企業支援活動の紹介、知財活動に積極的
な高崎充弘氏（株式会社エンジニア代表取締
役）と勘米良和則氏（まいにち株式会社代表
取締役）を迎えて診断士、弁理士によるパネ
ルディスカッションが行われました。最後の
閉会の挨拶に立った福田理事長からは、「こ
れから診断士、弁理士が連携を深め、中小企
業の知財活用を支援していきましょう」と強
調されました。

　フォーラム終了後、毎日インテシオ３階レ
ストラン＆ラウンジ翔で開催された交流会に
も約30名の参加者があり、打ち解けた雰囲気
の中で会話が弾んでいました。

３．2015年度の連携事業
　事業提携２年目にあたる今年は、「知財マ
ネジメント」支援に関する両者の理解度や浸
透度の差はまだなお大きいという認識のも
と、お互いの業務について更に理解を深め、
中小企業の知財マネジメントを支援する方法
論について研究していこうと考えています。
　具体的には、９月～ 11月の拡大勉強会、
2016年１月にセミナーを開催し、来期以降は
合同企業診断を実施していくことや知財マネ
ジメントに関する調査研究事業に取り組んで
いくことを予定しています。
　皆さまのご協力のほど、よろしくお願いい
たします。

（文責：総務サポート部　若松敏幸）

総務サポート部プロジェクト
「日本弁理士会近畿支部との 

協働事業」

（3 月 2 日フォーラム光景）

（パネラーの多田弁理士と橋本診断士）
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新入会員の紹介

髙桑　秀一

　電力会社を定年退職後に資
格取得しました。会社員時代
の多岐に亘る実務経験（17
回の転勤）を活かし、経営者
のご苦労と喜びに寄り添える

サポーターを目指します。企業毎の実情に
沿って、現実的な経営計画の策定や組織活性
化への取組み支援を心がける所存です。
趣味・特技　ぶらり旅、釣り

伊達　万祥

　2013 年診断士登録の伊達
です。２年ぶりに米国から帰
国し先月開業しました。海外
の方も個性的でしたが、診断
士も負けず劣らず。埋もれな

いように自分の個性を出していこうと思って
います。今後ともよろしくお願いします。
趣味・特技　お酒、カラオケ、麻雀

長谷部　豊

　あなたの良き理解者である
ことをモットーに、市民の方
から会社にお勤めの方、起業
をお考えの方、現役経営者の
方まで幅広く支援させていた

だいております。中小企業診断士として、社
会に貢献できるよう頑張りたく、どうぞよろ
しくお願いいたします。
趣味・特技　ジョギング

牧川　宏樹

　これまで SCM領域を中心
にシステム開発・運用に携
わってきました。今後はこれ
までの経験を活かし、中小企
業診断士として一人でも多く

の方のお役に立ちたいと思います。常に情熱
を持った上で、日々自己研鑽に励みたいと思
います。何卒よろしくお願い致します。
趣味・特技　長距離ドライブ、旅行、写真

森川　嘉人

　パッケージベンダーに勤務
し生産管理システムの導入に
携わっております。協会の皆
様との交流を通じてスキルを
高め、これまでの知識や経験

を活かして中小企業の発展に貢献できればと
思います。どうぞ宜しくお願い致します。
趣味・特技　フットサル

山本　高行

　平成 24 年２月に診断士登
録した以降、協会に入会せず
今に至りました。岐阜市在住
なのですが、理論研修や非会
員参加可の講座に参加するに

つれ、入会するなら大阪！という思いが強く
なり、この度入会しました。遠方からの参加
ですがよろしくお願い致します。
趣味・特技　週２回通うジムでのランニング
と筋トレ
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大阪府協会の主な行事
（平成27年７月～９月）

７月
１日 研修・事業委員会
１日・28日
  部会
２日 総務広報委員会
２日・８日・14日
  診断士交流会
４日  土曜セミナー①・青年部例会
７日  正副会議・理事会
10日 業種別交流会
18日 土曜セミナー②
21日 会員サポート委員会（研修）
22日 スキルアップ研修
28日 会員サポート委員会（会員）
30日 総務広報委員会

８月
５日・７日
  業種別交流会
６日・11日・19日
  診断士交流会
８日・９日
  中小企業診断士第１次試験
11日 会員サポート委員会（研修）
  研修・事業委員会
12日 正副会議・理事会
20日 協会・士会　総務合同会議
25日 会員サポート委員会（会員）・部会
26日 スキルアップ研修

９月
３日・８日・９日
  診断士交流会
４日 総務広報委員会（会報編集部会）
４日・11日
  業種別交流会
８日 会員サポート委員会（研修）
９日 正副会議・理事会
12日 青年部例会
15日 会員サポート委員会（会員）
16日 フィリピン経済勉強会
17日 総務広報委員会（会報編集部会）
19日 土曜セミナー③
29日 部会
30日 スキルアップ研修

お 知 ら せ

士会の主な行事
（平成27年７月～９月）

７月
１日 中之島図書館無料経営相談　夜間
６日 人材マッチング部
７日 大阪信用保証協会追加説明会
10日 人材マッチング部会
14日  弁理士会近畿支部打合せ
15日  総務サポート部会
  中之島図書館ビジネスセミナー
16日  中央会組合等事業打合せ
17日  事業推進部
18日  中之島図書館無料経営相談
21日  人材マッチング部会
27日  理事会
30日  事業基盤チーム部会

８月
３日 人材マッチング部会
５日 中之島図書館無料経営相談　夜間
６日 事業推進部プロモーション
７日 ミラサポ同行要員説明会
10日  中之島図書館ビジネスセミナー
  ベッピンさん部会
11日 大阪府組合事業打合せ
15日 中之島図書館無料経営相談
17日 事業基盤チームミーティング
  幹部会
  人材マッチング部会
  理事会
19日 事業基盤チーム部会
20日  総務サポート・協会会員サポート合

同部会
  商品開発部会
24日 事業基盤チーム部会
29日 在庫最適化チーム部会
30日 ベッピンさん部会

９月
１日 NTT面談
２日  中之島図書館無料経営相談　夜間
４日 事業推進部
７日 人材マッチング部会
８日 弁理士会・診断士会合同会議
15日  基盤チーム部会
19日 中之島図書館無料経営相談
24日 人材マッチング部会
25日 総務サポート部会
28日  理事会
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日　時　平成27年11月25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　�『店舗デザイン　�

～人と人のふれあいの場を創る～』
講　師　北村　真吾　氏

　近年、消費者が商品を探索・購入する
方法がIT化してきました。
　だからこそ、人と人がふれあう店舗の
あり方をどうしていくかは、小売業・飲
食業にとって今後ますます重要になって
くるのではないでしょうか。
　そこで今回は、買う人と売る人の関係
を深める視点から、店舗のデザインにつ
いてお話いたします。
　店舗レイアウトの基礎の振り返りから、
客数×客単価を高めて売上を上げるデザ
インのあり方まで、実例を交えながらお
伝えしていきます。
　店舗の繁盛と、お客さんが買い物をよ
り楽しめるようになるヒントをお持ち帰
りいただければと思っています。

日　時　平成27年10月28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　�『観光途上国ニッポン、�

インバウンドがもたらす可能性』
講　師　伊達　万祥　氏

　2015年の訪日外国人観光客数が1000万
人を超える中、「爆買い」等による訪日
時の消費拡大が注目されています。しか
し、外国人観光客が急増している今こそ、
おもてなしの心でリピータを作っていく
ことが重要です。
　インバウンドは、「成長市場への販売
促進だけではなく、将来的な大きなチャ
ンスを掴み取るための新規事業」です。
　今回は、インバウンド市場への取り組
みにおけるメリットと戦略・施策のヒン
トをお伝えします。

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。

図書のご寄贈

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

書　名　�『優しい社長様の経理学　�
これだけは知ってほしい』

編著者　平村　博成
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編集後記
～総務広報委員会から～

　暑い夏も終わり過ごしやすくなりまし
た。ですが、夏の疲れが出てくる秋バテ
というものもあるそうです。皆様お忙し
いと思いますのでご自愛ください。
　さて、最近は街中を歩くとあちらこち
らで日本語ではない会話が聞こえてきた
り、デパートでは春節の時期は中国語の
案内が日本語より大きかったりと、外国
人観光客の増加を実感せずにはいられま
せん。そこで、今回は観光系診断士の活
動報告を特集し、観光分野に直接または
間接的にかかわっている方々に執筆頂き
ました。
　増えている外国人観光客にどう対応す
るのかを含め、観光ビジネスへの支援に
関して少しでも皆さまにお役にたてれば
幸いです。
　ところで、一般社団法人中小企業診断
協会でバッジのデザイン募集が行われた
のは皆様ご存じのことと思います。8月
に募集が締め切られ、12 月に選定結果
が公表される予定だそうです。現在、審
査中なのでしょうか？どんなデザインに
なるのか楽しみですね。

【岡﨑】

日　時　平成27年12月16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　�『シニアビジネス・コンサルティン

グの理論と実践』
講　師　砂　亮介　氏

　これからはシニア層が増え、若年層が
減るということで、ますますシニアが注
目されています。ところが、中小企業診
断士としてクライアントにいざ「シニア
需要が伸びます！」と提案するにしても、
「どのようなシニア向けの商品・サービ
スを作れば喜ばれるのか？」
　「どうすればシニアは買ってくれるの
か？」といったことまで具体的に提案す
ることは、なかなか難しいと思います。
　そこで、当研修ではシニア市場につい
て、商品・サービスの開発から販売まで
商店街の小さなお店でも使えるメソッド
を、講師自らの体験やクライアントにお
ける成功事例などを踏まえて分かりやす
くお伝えします。
　概要は次の通り。
①シニア層が与える市場へのインパクト
②�これからのシニア市場を知るうえで押
さえておくべき６つの要点
③シニアを絞る３つの軸
④シニアの大切な８つの特徴
⑤�シニアがよろこぶ商品・サービスづく
りの３つのベネフィット
⑥シニアビジネス５つの商機
⑦�シニアビジネスで成功するための６つ
の条件
⑧�シニアがお金を落とすお店づくり５つ
の法則
⑨�シニアのハートを鷲づかみにする７つ
の原則
⑩事例の検討（ワーク）

スキルアップ研修
会員の消息

他府県協会への移籍
高千穂利通　　　　　　京都府
山本　修矢　　　　　　愛知県
羽柴　秀一　　　　　　滋賀県
林　　潤也　　　　　　広島県

他府県協会より移籍

森田　範彦　　　　　　東京都
高野　敬三　　　　　　東京都
木村　亮介　　　　　　兵庫県
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