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１．はじめに
　私は前職が飲食店を自身で経営していたこ
ともあり、外食産業のコンサルタントを主
に行っています。「外食産業の利益は店舗ス
タッフが決める」と言う考え方をもとに、店
長や店舗スタッフの教育に力を注いでいま
す。
　そして、数年前に外食産業の従業員のセミ
ナーを行ったときに、たまたま仕出し料理業
の従業員の皆様にも参加していただきまし
た。
　衛生管理の講義を行っていると、外食産業
の従業員と仕出し料理業の従業員との衛生管
理の考え方の違いに驚かされました。また、
赤福や吉兆の日付の付け替えなどが世間で騒
がれている時だったので、今後は外食産業で
も衛生管理について真剣に取り組んでいく必
要があると認識し、私も調理師の衛生管理の
知識だけではなく、ISO22000の審査員補の
資格を取得し、外食産業の衛生管理向上支援
に取り組み始めました。

２．段階的な衛生管理支援が必要
　衛生管理について、より多くの知識を得た
いという思いから、４年前に大阪府中小企業
診断協会にて「食品衛生研究会」を立ち上げ
ました。色々なスキルをお持ちの方に集まっ
ていただき、「中小企業の食品衛生の向上支
援策について」と言う考え方で研究した結
果、中小企業には、マイルストーンを設定
した段階的な方法が必要であると言う結論
になり、「中小企業のための食品衛生ステッ
プアップ活用術」という本にまとめて出版さ

せていただきました。
　私たちは、以下のようなステップを設定し
ました。
　①食品衛生の７Ｓ活動
　（整理、整頓、清掃、洗浄、殺菌、躾、清潔）

　②自治体の認証制度への参加
　　各都道府県で色々な衛生管理に関する
　　認証制度を行っています。
　③HACCPの承認
　④ISO22000の認証
　⑤FSSC22000の認証

　 一 般 的 に、 衛 生 管 理 を 行 う と き に、
HACCPやISO22000の本を購入して、結局な
にもできないという事例を多くみてきていま
すので最初に、「食品衛生の７Ｓ活動」次に

「自治体の認証制度への参加」この前段階を
踏む方法は、とても有効な方法であると思
います。
　しかし、この方法でも中小飲食店には少し
ハードルが高いと思われます。食品工場や仕
出し料理業、大手外食産業には非常に有効な
方法だと思います。

３．中小の外食産業の衛生管理向上
　前述の様に、中小の外食産業の衛生管理に
対する考え方は非常に甘いのが現状だと思わ
れます。私は中小の外食産業に以下のような
方法で、衛生管理向上の支援を行っています。

①危機感を持っていただく

外食産業の衛生管理 
向上支援の仕方

　会員　原　伸行

フード系診断士の活動報告
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　今までは、食中毒と言えば数十人単位の人
が同じものを食べ、数十人単位の人が発症し
た例がほとんどでした。私たちの時代（50代）
は、「おなかの調子が悪い」と言うと「昨日
何か悪いもの食べた？」とよく聞かれたも
のです。悪いものを食べておなかの調子が
悪い、これはれっきとした食中毒です。でも
保健所に報告することなどなかった時代でし
た。しかし、現在は厚生労働省のデータによ
ると保健所が認識している食中毒の発生人数
が５人未満のものが25％もあります。すなわ
ち、４人で来店し、そのうち２人に症状が出
ても保健所に通達する時代になりました。こ
れらの事から、中小飲食店でも起こる可能性
が高いと言うことを解っていただきます。
　（これはオーナーにはとても有効です）

②時代が変わったことを認識して頂きます
　大手外食が行っていることを伝え時代が変
わったことを認識していただきます。特に昔
からの職人さんに伝える必要があります。
　使い捨て手袋をしてお寿司やおにぎりを
握っている等は昔は考えられない事でした。
しかし現在は違和感を持っている人の方が少
ないというデータがあります。このような事
実を認識していただくことが重要です。

③忙しいから出来ないと言う言い訳を排除し
ていきます

　よくピーク中は忙しいためできないという
ことをよく言われます。このようなとき私は

「もっとピークが忙しい店舗でも行っている
ところは行っている」とよく言います。また
最近あったことですが、中心温度計を用いて
中心温度を計ってくださいと言うと「忙しい
から無理」と言う返事が返ってきます。この
様な時は、暇なときに一度フライヤーの面積
の半分及び80％位埋まるぐらい商品を入れて
みて、いつも揚げている時間で取り出し中
心温度を計ってください。それらのデータ

から、中心温度75度１分をクリアー出来るよ
うにする方法を考えてくださいと指導するよ
うにしています。

④ベストを追求せずベターを考えるようにし
ます

　上記の中心温度の件でも、商品の種類や冷
凍状態によって正確とは言えないと思います
が、全然やらないよりはやった方がよいとい
うことを徹底的に指導します。

⑤身近な実例を示し従業員全員の意識を変え
て頂く

　昨今、インターネットを調べれば、食中毒
事例が多く出ています。これらを従業員にし
めし、○○店がノロウイルスで営業停止に
なった等の情報を従業員全員に伝えるように
します。また現在はインターネットにより情
報がすぐに拡散され、死活問題になることを
指導しています。

　この様な支援を行い少しずつ従業員の意識
を変えていけるような支援を心がけていま
す。私は中小企業診断士として、食中毒で苦
しむ人を減らすのは勿論ですが、食中毒を出
したことにより廃業や売上の減少で苦しむ中
小飲食店が少しでも減ることを願い、これか
らも支援していく所存です。

<参考文献>
１．「中小企業のための食品衛生ステップ

アップ活用術」食品安全システム研究会
（風詠社・2014）

略歴
1960年大阪府生まれ。1983年同志社大学卒
業。大手外食チェーン勤務を経て1990年か
ら約18年間、自身で飲食店を経営。2008年
中小企業診断士合格を機に飲食店舗を従業
員に貸与し、原中小企業診断士事務所を開
設。2014年（株）原経営サポートを設立。
外食産業及び食品工場などを中心に活動し
ている。
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１．はじめに
　“食べること”が三度の飯よりも好きな私
にとって、フード系診断士として活動報告が
できるのは光栄の極みです。
　私が経営コンサルタントになって最初に担
当したのがお菓子を生産する会社でした。新
工場の建設に合わせてレイアウトや生産工程
の設計、生産方法の構築等を行いました。そ
れ以来、レトルト食品製造業、惣菜製造業、
海産物製造業、酒造業、給食業、仕出し料理
業、外食チェーンのセントラルキッチンなど
多くの食品関連企業の経営支援に携わってき
ました。現在は製造業を中心としたコンサル
ティング活動をしていますが、その中でも実
績の多い食品製造業には特別な思い入れがあ
るのです。

２．食品製造業の特徴
　コンサルティングを行うために食品工場を
訪問すると冷蔵設備の付いたトラックがひっ
きりなしに出入りしています。原材料や製品
が腐敗しやすいために、小口で必要な時に入
出荷するのです。さらに、鼻には独特の匂い
が入ってきます。ある工場ではスパイスの効
いた香りが、あるところでは油の焦げた匂い
が…。工場に入るために白衣に着替えます。
マスクをし、フード帽子をかぶり、粘着ロー
ラーで毛髪等を除去し、エアシャワーを浴び
ます。手洗いを二度行い、アルコール消毒を
して加工場に入ります。その瞬間、温度差を
実感します。肉や魚などの生鮮食品を扱う現
場ではひんやりとした空気が、シチューや

ソースなど加熱現場では熱風が襲ってきま
す。作業現場には生産設備がとどまることな
く動いている反面、手作業場では中高齢者を
中心とした非正規の作業者が背中を丸めて
淡々と立ち作業をしています。
　事務所に行けば商品相場の画面を見ながら
発注作業が行われています。原材料は季節や
天候に左右されるため価格の変動が大きく、
仕入れの最適化が欠かせません。また、廃棄
物も多く、歩留りが低いのも食品製造業の悩
みの種です。
　このように、食品製造業には他の業種には
ない特徴があります。少しまとめると以下の
通りです。
①健康に直結することから、安心・安全の要

請が高い
②JAS法（農林物資の規格化等に関する法律）

の規制を受けることが多く、管理体制の整
備が必要

③季節性の高い原材料が多く、仕入価格の変
動が大きい

④原材料や製品が腐敗しやすく、品質管理が
複雑

⑤原材料の形が一定でないため、作業の標準
化が難しい

⑥ヒトによる手作業が多く、生産性が低い
⑦消費期限や賞味期限などがあり、廃棄ロス

が生じやすい

３．食品製造業のコンサルティングのポイン
ト

　食品製造業からのコンサルティングの依頼
内容は多岐にわたりますが、突き詰めると「よ
い会社をつくること（＝よい会社化）」に集
約できると思います。よい会社とは、経営者
の考える“あるべき姿”にすることであり、
そのために経営・財務・現場の視点から経営

食品製造業の 
「よい会社化」の 
ための３つの視点

　会員　内藤　秀治

フード系診断士の活動報告
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支援をすすめています。

（１）「経営の視点」からの支援
　食品製造業の多くは、顧客からの安全面や
価格面での要求が年々高まっており、付加価
値はなかなか増えていないのが実情です。そ
のなかで、自社の付加価値を高め、生産性を
向上させていくためにも戦略的に事業をすす
めていく必要性が高まっています。食品製造
業の支援を行なう場合には、現場のみに目を
奪われることなく、中長期的な経営の視点か
らのアプローチを行います。経営戦略や生産
戦略を明確にして、仕入や購買、生産計画、
設備投資計画を立案し、その実現を支援して
います。特に業績が原材料の季節性などに左
右されやすい食品製造業では仕入や購買が極
めて大切です。季節が変わるにつれ、九州・
四国から購入する時期や中国・関西地区から
購入する時期、中部・関東、東北、北海道か
ら購入する時期をずらすなど一年を通じて安
定的な調達計画が必要なのです。

（２）「財務の視点」からの支援
　クライアントである経営者は具体的な成果
を期待するため、財務の視点からの支援は欠
かせません。売上高や利益、キャッシュフ
ロー、総資本利益率などの経営成果は財務数
値で表され、それがコンサルティングの結果
として判断されるからです。「財務の視点」
によるコンサルティングは、経営資源のムダ
を取り除き、ヒト・モノ・カネ・情報の圧縮
を図るための支援活動であるともいえます。

回収管理の強化や在庫・固定資産の圧縮など、
財務的な観点からの徹底したムダ取りを行い、
総資本経常利益率や自己資本比率の向上が図
れるように支援をしています。

（３）「現場の視点」からの支援
　食品製造業には生産現場があり、「現場の
視点」による支援は欠かせません。
　特に食品衛生管理は企業内部だけでは難し
く、外部のコンサルタントへの高いニーズが
あります。衛生管理のための基準を策定し、
作業ルールを明確にし、教育を行い、徹底さ
せるのです。しかし常に徹底できるわけでは
ないためにコンサルタントが監査・指導を行
います。詳しくは中小企業診断士のメンバー
で執筆した「中小企業のための食品衛生ス
テップアップ活用術」（風詠社・2014）をご
参照ください。
　また、食品製造業の現場には改善の余地が
多くあり、５Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・躾）
や作業環境の改善を図るとともに、中高年の
作業者でも楽に仕事ができるように自動化や
作業の改善に取り組んでいます。

　これらの支援活動により食品製造業の「よ
い会社化」がすすむことをいつも考えていま
す。一方で食べ物のありがたさが身にしみる
今日この頃です。

<参考文献>
１．「中小企業のための食品衛生ステップ

アップ活用術」食品安全システム研究会
（風詠社・2014）

２．「コンサルティングの作法」太田一樹・
福田尚好 編著（同友館・2013）

略歴
1964年岡山県生まれ。1994年中小企業診断
士登録。製造業、経営コンサルタント会社
勤務を経て、2004年に独立。
食品関連をはじめ製造業を中心に活動中。

図　食品製造業の経営支援のポイント
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　中小企業診断士になって、９年目を迎えま
した。現在、伊丹市にあります創業98年目の
食品素材メーカー、松谷化学工業株式会社で
経営企画部門に勤めています。主に大手・中
小の食品メーカーを顧客として、加工でん粉
やデキストリンと呼ばれるでん粉分解物を製
造販売している会社です。
　最近は、特定保健用食品（トクホ）の有効
成分として知られるようになった難消化性デ
キストリンの製造者として業界以外のメディ
アにも取り上げられるようになりました。ま
た、新規事業として香川県・香川大学との産
学官連携で進める「希少糖」にも注目が高
まっています。
　11年前に中途採用で入社した時以来、取
り組んできたことは、「仕組みづくり」。最
初は、社内のコミュニケーションの場である
会議体を見直して、事務局役となり目的を
整理して議事録をフォーマット化していき
ました。会議体の運営は今も大きな課題で
す。トップダウン型とボトムアップ型を上
手く使い分けねばなりません。また、タイ
ムリーな議題を常に取り上げ、メンバーのモ
チベーションを高く保てなければ、有意義な
議論ができません。ファシリテーターとして
私の部署が果たす役割は重要です。
　入社３年目の2007年になると、品質マネジ
メントシステムISO9001の取得プロジェクト
で事務局となりました。製造部門、研究開発
部門、営業部門の他、総務・経理・物流など
スタッフ部門まで全社の仕事を文書化する作

業は、非常にハードでした。取得後は、社内
の文書記録が共通化され、品質の強化につな
がりました。この頃、中小企業診断士の勉強
を始めており、PDCAの要領で、テキストで
得た知識を使って実践できたことが受験勉強
に役立ったことを思い出します。
　これから３年後の2010年には、食品安全マ
ネジメントシステムの導入の必要性が業界全
体で高まりました。この時には再び事務局と
して、FSSC22000取得プロジェクトの推進を
行いました。この経験が後に食品安全システ
ム研究会での出版に大変役に立ちました。

「中小企業のための食品衛生ステップアップ
活 用 術 」（ 風 詠 社：2014年 ） の 中 で、
ISO22000とFSSC22000について執筆しまし
た。会社は快く100冊購入してくれて、社内
テキストとして社員に配ったほか、営業マン
が中小の顧客に配布してくれました。
　次に取り組んだ大きな仕組みは、「予算」。
それまで経営が目指す目標値としての売上は
ありましたが、計画として積み上げたものは
ありませんでした。
　作成初年度は、すべて独自のエクセル様式
で各部門が作成し、これを経営企画が取りま
とめました。キロ単位とトン単位の間違い、
歩留まり計算のミス、単純な入力ミスなどを
気づくたびに直しながら、夜遅くまでエクセ
ルと格闘していたことは当時の先輩とのいい
思い出となっています。この時は、クリスマ
スの夜に居酒屋で待っていた上司に完成版を
届けました。
　昨年も９月から12月にかけて、９回目とな
る予算を編成しました。編成後に当該期が始
まると、各月末に差異を分析します。輸入原
料がメインの装置産業である当社は、為替
レートや穀物相場、原油相場の動きで利益が

「社内で唯一の診断士
資格を最大限に活用」

　会員　多鹿　直樹

フード系診断士の活動報告
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大きく変動します。また、食品業界は季節に
よる需要の変動があります。最近は極端なこ
とが多く、猛暑の夏には飲料・アイスの需要
が、厳冬にはおでん種や麺の需要が予算を上
振れすることがあります。冷夏や暖冬では、
それが逆の動きとなります。
　これらの分析内容を資料にまとめ、社内会
議の判断材料としていきます。
　毎月の予算管理の他に、３年度単位の中期
経営計画の編成も私の部署の重要な役割の一
つです。当社では、2012年に第一次中計を策
定し、2013年から2015年まで実行し、2015年
には第二次中計を新たに作りました。
　作成手順は、まず、選抜された策定メン
バーで分担作業して、外部環境や社内資源の
現状分析から始めます。事業別に顧客の動向
や同業他社の動きを調べていき、インプット
情報を網羅していきます。
　次に策定メンバーが事業毎に７つのチーム
を作り、インプット情報を元にチーム内で議
論を積み重ねて、事業戦略の骨格を作ってい
きます。この時、私の部署から必ず１名が
ファシリテーターとして参加して、各事業戦
略が全体戦略と整合したものになるよう調整
をしていきます。
　最近は、PC同士を繋ぐことで簡易にWEB
会議ができるようになったので、出張コスト
を気にせずに、地方の支店のメンバーと議論
を重ねることができました。当社の場合、
マーケティング拠点は、食品企業の本社が集
中している東京支店が担っているので、ここ
で集められた情報をいかに本社で正確にタイ
ムリーに集約していくことが重要です。
　このようにして出来上がった事業戦略案を
メンバーが一同に会した場でプレゼンして、
議論を行い、細部を詰めていきます。
　事業戦略が揃ったところで、売上計画・投
資計画などの数値を実行スケジュールに落と

し込んで、中期経営計画としてまとめ上げて
いくのは経営企画の仕事となります。計画は
経営幹部の会議に諮られて、一部修正を行い、
承認されます。最終的には社内のイントラ
ネットや社内報で社員に伝えていきます。
　２度の中期経営計画を通じての感想は、

「中小企業診断士を取っていて良かった」こ
とに尽きます。社内でコンサルタント的な役
割を果たすのに資格は要りませんが、「中小
企業診断士」でいることにより、専門家とし
て中計策定プロジェクトに限らず、自然とま
とめ役を担うことが多くなっています。私の
ように経営企画部門で働く場合は、強力な武
器になることは間違いありません。
　仕事以外でも、１昨年くらいから就業時間
の17時を過ぎてから、若手の有志社員を集め
て勉強会を開くようになりました。B ／ S・
P ／ Lの読み方や、各種フレームワークの使
い方、事業計画書の作成など私がテーマを決
めて資料を準備して、１時間ほどプレゼンや
討論をしました。今年からは、メンバーが持
ち回りで各自の得意分野をテーマに行うこと
になりました。今後も継続していきたいと考
えています。
　このように、もうすぐ100周年を迎える老
舗企業で経営革新の軸として動ける現在の立
場には非常に満足しています。今後はマネー
ジャーとしての役割も求められてきますので、
より幅広く自己研鑽を続けていこうと思いま
す。昨年は、行政書士試験に合格することが
できました。法務・コンプライアンスに関わ
ることも増えるかもしれないと期待していま
す。

略歴
2008年中小企業診断士登録。2005年より、
松谷化学工業（株）社長戦略室に勤務。当
社では経営企画をメインに、営業支援シス
テムの構築や食品安全マネジメントシステ
ム運用に従事。現在、登録研究会なし。
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１．はじめに
　私は、昨年６月に独立後、さまざまな仕事
をさせて頂く傍ら、宝塚商工会議所主催の創
業セミナーでの飲食業開業希望者向け講座
や、先輩の先生の飲食業向けセミナーのお手
伝い等、飲食業関連の仕事にも携わらせて頂
きました。また、自身の繋がりから、飲食業
関連の受注を頂いたりしています。
　今回は、「独立１年目の奮闘記」という形
で、私の飲食業での診断士活動を述べさせて
いただきます。

２．独立までの歩み
　私は独立前、中小の印刷会社に勤務し、軽
いデザインを含めた編集業務や、DTPとい
う印刷用データを作る業務に携わっていまし
た。印刷物の制作に企画段階から携わり、デ
ザインソフトも使用していたため、印刷会社
の上流工程は一通り、一人でこなすことがで
きます。
　そのスキルを生かすことで販促物やメ
ニューブック等の作成を梃子にプロモーショ
ン面から支援可能なこと、また、私自身が食
べることや飲むこと（日本酒）が好きという
こともあり、診断士として飲食業に関わりた
いという漠然とした思いがありました。

　2013年の診断士登録後は、経験を積むため
会社員をしつつ学生時代によく通っていた居
酒屋の支援をしました。
　私が学生の頃は繁盛店だったのですが、学
部移転等もあり、支援を始めたころは以前と
うって変わって少し寂れた雰囲気でした。そ
こで、現状分析とヒアリングを行い、メ
ニューブックのデザインの大幅な変更やメ

ニューの一部変更等をしました。
　経営者のペースに合わせつつ少しずつ改善
していった結果、幸いにも２年で約25%の売
上高増加という結果を出すことができ、先方
にとても喜んで頂きました。診断士のスキル
を通じて「感謝されること」がとても嬉し
く、「これを仕事にできたら、どれだけやり
がいがあるのだろう」と考え、独立を強く意
識するようになりました。
　とはいうものの、私には飲食業の経験は
なく、さしたる伝手もありません。そのな
かで、どうしたら飲食業のクライアントを獲
得できるのか考えていました。

３．独立後
　2015年に独立後、改めて名刺の整理をして
いた時、診断士が自分の人脈の中で最も割合
が高いことに気付きました。「コンサルタン
トとして、経営者との繋がりが少ないのは良

経営者とともに 
夢を歩む

　会員　加味　浩志

フード系診断士の活動報告

作成したメニューブックの一例
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くないな」と考え、経営者との繋がりを拡大
させて見込み客を獲得するため、毎週一回朝
に開催される異業種交流会（主に経営者が集
まる）に参加しました。元来、社交的な性格
ではなく、人前に出るのが苦手なタイプなの
で、「異業種交流会」には心理的抵抗があり
ましたが、実際に参加してみると、経営者の
思考を肌身で感じられるなど、いろいろと勉
強になることがありました。
　そのなかで、多くのの飲食店関係の経営者
と知り合い、フロントエンド商品（かつ個人
的な趣味）として位置付けている利き酒会な
どをしながら、繋がりを深めていきました。

　そうしていると、同世代の経営者から仕事
の依頼がありました。内容は、「のれん分け
した店の業績が悪化しているので、その改善
を一緒にやって欲しい」というもの。当該店
とその周辺を実地調査した後、詳しくヒアリ
ングをしました。
　私は、ヒアリングの際は傾聴することに徹
しています。極力自分の意見は挟まず、相手
のリズムに合わせてペーシングすることで、
心地よく話をして頂くことに注力していま
す。そうすることで、考えや想いをより深堀
りすることができ、経営者自ら本質的なニー
ズを把握することを促します。
　経営者が相談を持ち掛ける際に意識してい
る問題解決というニーズは表層的であり、潜
在化している本質的なニーズとは一致してい
ないことが大半です。ヒアリングを通じて、
潜在化している自社の課題や心理的な問題に
気が付くことで、経営者自身の問題解決への
意欲が高まると考えています。
　今回の案件では、経営者にヒアリングをす
る中で、「当該店の業績改善を通じて、自社
のノウハウを見える形にまとめたい。将来的
に大きくチェーン展開するための基礎を構築
していきたい」という想いが出てきました。
その想いを汲み取ったうえで、二人三脚で一
緒にその目標に向かう方策を作成していま
す。

　また、ヒアリングの過程では、経営者が悩
みを吐露することも多々あります。中小の飲
食業で多いのは、「毎日忙しく、余裕がない」

「考えをまとめる時間がない」「良い人材が欲
しい」「アルバイトを確保できず、できたと
してもすぐにやめてしまう」「コンサルに頼
んでも、一緒になってやってくれない。一緒
にやってくれる人がいい」等です。これらを
聞くたびに、私自身も考え悩んでいます。

４．診断士に求められていると思うこと
　私は、診断士の魅力は「経営者とともに悩
み、考えることで、夢の伴走者となれること」
だと思っています。経営者一人だけでは空想
に終わってしまうかもしれない「夢」を、診
断士の持つスキルや理論で軸を通すことで、

「夢を形に」できるのではないでしょうか。
　中小の飲食業の経営者は現場に入っている
ことが多く、日々の運営以外のことには手が
回らない方が大半です。また、感覚派の方が
多いためか、ITや文章化することを苦手に
しているケースが多々見受けられます。
　忙しさのため抱えている悩みを消化しきれ
なかったり、想いを形にできなかったりして
いる飲食業の経営者は、ともに悩み、歩んで
くれる人を求めています。私は、そこに診断
士が活躍できるフィールドがあるのだと認識
しています。

５．最後に
　しかし、私はまだそのフィールドの入り口
に立ったばかり。経営者と話をするたびに、
自身の力不足や至らなさを感じます。
　伴走者に相応しいスキルや人格を身につけ
るため、これからも研鑽を積んでいく所存で
す。

略歴
2013年診断士登録。中小の印刷会社勤務を
経て2015年に独立。独立後は、飲食業を中
心としたコンサルティングや商工会議所等
でのセミナー、人事研修の講師、公的機関
の診断報告書作成などを行う。



（　10　） 診 断 士

食品業界との関わり
　独立して丸４年が経過しました。独立する
際に自分の専門を何にしようかと考え、一番
に食品衛生管理の支援をあげました。知り
合った方々からは、建設会社勤務と食品がど
うやって結びつくのか不思議がられますが、
ずっと食品工場の建設に携わっていたからで
す。発注者である食品会社の方々と工場の運
用や衛生管理について議論しながら仕事を進
めてきました。みなさまが普段口にしている
食品の中には、私が計画した工場で生産され
たものがあるかもしれません。
　また、日本HACCPトレーニング・センター
認定のHACCPコーディネーター資格を取得
しています。
※HACCP:Hazard Analysis and Critical Control Points

製造工程について、あらかじめ予測した危害を防止する

ために重要なポイントを管理する手法で、海外の多くの

国で採用され、国際的に認められた管理手法。

食品業界について
　食品業界ではこのところ変化がいくつかあ
りました。１つ目は食品表示法の施行です。
これまで食品表示は食品衛生法、JAS法、健
康増進法など複数の法律でそれぞれに定めら
れており、複雑なものでした。そのため前述
の３つの法律が一元化されました。大筋は変
わっていませんが、内容が変わっている点が
いくつかあるので注意が必要です。
　２つ目は機能性表示食品が新設されたこと
です。従来から「おなかの調子を整えます」
などの機能を表示できるものとしては特定保

健用食品があり、消費者庁の許可が必要で
す。一方、機能性表示食品は事業者が責任を
もって届け出ることで、食品の機能を謳うこ
とができます。もちろん、科学的根拠に基づ
くことが必要です。
　３つ目は、HACCPという衛生管理手法導
入が義務付けられる可能性が高いことです。
これは中小企業に対して経営に及ぼす影響が
大きいと思われます。大企業では約８割が導
入済みなのに対し、中小企業では約３割しか
導入されていません。従って、今後の国の動
向によっては、中小の食品事業者は対応に追
われることが想定されます。

登録研究会への参加
　独立してすぐに、ちょうど立ち上がった協
会の登録研究会「食品安全システム研究会」

（2014年３月終了）に参加しました。ここで
は様々な食品衛生に関する認証制度などを研
究しました。そして、この研究会メンバーで
本（中小企業のための食品衛生ステップアッ
プ活用術、風詠社）の出版を行いました。
　メンバーが行政や企業を訪問しインタ
ビューを行ったり、食品会社勤務のメンバー
が実際に業務として取得した経験を踏まえて
認証制度を執筆したりと、充実した内容とな
りました。私はUSJへのインタビューを担当
し、セントラルキッチンも見せて頂くことが
できました。

士会「食品安全向上グループ」
　研究会の解散後、研究会の一部のメンバー
で大阪中小企業診断士会にて「食品安全向上
グループ」を立ち上げています。このグルー
プは中小企業の食品衛生関連の認証取得支援
を目的としており、中小企業に知ってもらう
ためにセミナーを開催しています。

食品衛生管理の 
支援について

　会員　岡㟢　永実子

フード系診断士の活動報告



（　11　）診 断 士

　これまで４回開催し、企業の方に参加して
いただきました。
　また、自社の食品衛生への取り組みの現状
と今後の方向性が見えてくる診断ツールとし
て食品安全チェックリストを開発しています。

食品事業者への支援活動
　食品事業者への直接の支援では、登録して
いる６次産業化中央サポートセンターからの
依頼や、知人からの紹介で業務を行っていま
す。
　雪印事件以降は特に、食中毒が発生すれば
メディアで大きく取り扱われますし、社会も
安全・安心を求める風潮が強くなる中、どの
事業者さんも衛生面には気を配っています。
それでも、経営資源的に厳しい中小企業では、
衛生管理の十分な対応はなかなか難しいと思
われます。やる気はあるけれど、古い建屋で
増改築を繰り返していてどうにもならない
ケース、大手企業などの取引先から要望され
て対応せざるを得ないケース、きちんと衛生
管理体制が構築できているケース、衛生管理
だけでなくハラール認証まで取得している
ケースなど、企業によって状況は様々です。
　当たり前のことですが、どのような状況で
あっても、基本が大切です。食品衛生の基本
は５Ｓ（７Ｓ）です。この５Ｓ（７Ｓ）活動
は徹底するのは容易ではありませんが、特に
投資がなくてもできることばかりです。その
ため、事業者のレベルに応じて、この部分を
アドバイスするだけでも、かなり効果が期待
できます。特にクレーム繋がりやすい異物混
入に対しても効果を発揮します。
※７Ｓ：整理、整頓、清掃、清潔、躾、洗浄、殺菌

　また、食品工場建設に関連する支援もたま
にあります。事業者が食品工場に精通した設
計事務所ではない場合、使い勝手に関してな
かなか意思の疎通を図るのが難しいと思われ

るケースがあります。その場合は、工場内の
物の流れと部屋の配置が一致するように動線
計画についてアドバイスしています。また、
必要面積が曖昧になっている場合は、面積の
算定方法を提示することもあります。
　やはり、中小企業にとって大きな設備投資
はそうそうあるものではなく、担当者の方は
工場建設が初めてというケースもあるので、
設計の進め方も含めて支援できればと思って
います。

今後について
　今後については、なんといってもHACCP
の義務化に対して診断士としてどう支援して
いくかだと思っています。
　HACCP導入の前提として５Ｓ（７Ｓ）が
できている必要があります。ですが、それも
まだ十分に対応できていないのに、HACCP
となるとハードルが高いと思われる事業者も
多くいることと思います。そこを、会社の方
針や従業員教育も含めて、会社全体を俯瞰的
にとらえてアドバイスできるのが診断士の強
みではないかと考えています。
　先日あるセミナーで、某漬物会社さんが２
Ｓからスタートして５Ｓ、７Ｓと取り組みを
進めていき、取り組みを始めた10年前に比べ、
２倍の売上高になっているとお聞きしました。
漬物市場が縮小しているにも関わらず、活動
が社内風土の変革につながり、顧客の信頼を
得られたことが要因のようでした。こういっ
た、経営を強くするためのツールとして
HACCP導入のお手伝いをしていきたいと
思っています。

略歴
建設会社勤務を経て2012年独立。建設会社
で食品工場建設プロジェクトに携わってい
た経験から、施設・設備と運用の両面から
の食品衛生のコンサルティング活動を行っ
ている。
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ライバルより高額でも売れる仕組提案

１．購入したくなるメリットを提案する
　人は購入する場合、よりメリットを享受で
きる方を選択する傾向にある。食品を店舗で
購入する場合、以下のメリットが考えられる。
　（１）美味しい（但し十人百色）
　（２）健康・美容に効果がある
　（３）店員の愛想が良い
　（４）駐車場がある
　（５）安価。その他

２．支援企業は漬物卸会社
　支援企業（以下Ａ社）は漬物卸会社である。
企業概要は以下の通りである。
　（１）創業：昭和30年代
　（２）現社長：３代目
　（３）従業員：１名。社内事務専業
　（４）主要顧客：スーパーマーケット

　（５）扱い商品：漬物。一般市販品のみ

３．健康・美容をテーマにスライドを作成
　社長から窮境を聞き取りした結果、激しい
価格競争の現状が判明した。裏を返せば、値
引き以外に手を打てていなかったのである。
　商品単価、売上、利益の向上を目的に社長
と打ち合わせし、以下を合意した。
　（１）健康・美容・減塩をテーマとしたス

ライドを作成する。
　（２）主婦を主なターゲットとする。
　（３）スーパーマーケットの漬物売り場で

上映させて頂く。

４．スライド（抜粋）
　（１）作成留意点は以下の通りである。
　　１）一覧性を高める。
　　２）スライド切替は字数に合わせ早過ぎ

ず遅過ぎずの３〜 12秒とした。
　（２）１ページ。本スライドの題名である
　　〜健康（美容）増進がテーマ〜

減塩漬物を食べて
健康増進しましょう

PowerPointⓇを活用 
した漬物拡売策

　会員　山野井　章一

フード系診断士の活動報告

　表１　A社のSWOT分析
　〜低価格以外の購入メリットを消費者に提案し、利益拡大する必要がある〜

強み 機会

１．業務改善意欲が高い １．消費者の健康・美容・減塩志向

弱み 脅威

１．経営課題の相談相手がいない １．特に 40 代以下の漬物離れ

２．何から改善すれば良いかわからない ２．大手総合食品卸会社の台頭

３．人手不足。営業・納品等の社外業務は
社長が一人で対応

３．販売価格競争の激化

４．仕入れ価格の高騰

４．赤字基調。平成 27 年３月期は債務超過 ５．飲食店での扱いが他の食材に比べ低い。
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　（３）２ページ。漬物を食べるメリット
　　（本書では出所は省略する。）

漬物は圧して
作るので

サラダよりも
食物繊維を２〜３倍
効率的に摂取出来ます

　（４）３ページ。食物繊維の効能
〈食物繊維の効能〉

　　１．腸内ビフィズス菌の生育増進
　　２．便秘解消
　　３．消化残存物の腸内通過時間の促進に

よる有害物質の接触ガン抑制
　（５）４ページ。章区切り
　　〜子供の興味を引く〜　

　（６）５ページ。商品写真
　　〜減塩を強調する〜

　（７）６ページ。商品健康効果
〈白菜・かぶらの健康効果〉

　　１．がん
　　２．生活習慣病
　　３．血栓
　　４．糖尿病
　　　　などの予防

　（８）８ページ。年齢別食塩摂取基準

　（９）12ページ。レシピ提案
レシピのご提案

　　１．20％減塩ゆず白菜の豚水炊き
　　　　�冷房で冷えた体を、鍋で温めましょ

う。
　　２．30％減塩素麺ゆずかぶら添え
　　３．20％減塩冷奴きざみみぶな添え
　　　　残暑を乗り切りましょう。
　（10）14ページ。鍋を提案

　（11）15ページ。14ページのレシピ
ゆず白菜の豚水炊き（２人前）

　　１．20％減塩ゆず白菜…３パック
　　２．豚肉しゃぶしゃぶ用…300gパック
　　３．豆腐（嵯峨又はソフト木綿）…１丁
　　４．ポンズ…１本
　　 具材の種類は少ないほうが、素材の味が

引き立ちます。

５．成果
　一定の成果を継続中である。

略歴
装置メーカーを経て独立。
調理師、大阪府ふぐ取扱登録者。

ゆず白菜の豚水炊き

食塩相当量 1.8g（本品 100g 当たり）

〈20% 減塩　ゆず白菜〉
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企業再生研究会 突撃ルポ

　当コーナーでは、大阪府中小企業診断協会
の登録研究会を紹介します。今回の突撃ルポ
は、企業再生研究会です。診断士の活動領域
においても特に重要な「企業再生」について、
どのように取り組んでいるか報告します。

１．企業再生研究会とは

　当研究会の活動趣旨は、中小企業の間で
ニーズのある企業再生に関する一連の流れを
実務的に研究対象とすることにより、中小企
業の存続・発展を支援すると共に、そのこと
を通じて中小企業診断士の社会的知名度及び
地位向上を図ることです。
　企業の再生を実現するには、資産リストラ
等による過剰債務整理の「外科的手法」だけ
ではなく、経営上の問題点を発見・除去し経
営体質の改善を図る「内科的手法」によるア
プローチが不可欠です。これらの「内科的手
法」アプローチに中小企業診断士の役割が強
く求められていくものと思われます。企業再
生研究会は、企業再生のケースだけではなく
経営改善等に関するテーマも取り扱い、中小
企業診断士の実務面での情報交換と研鑽を図
ることを目的として活動しています。
　研究会には約50名が登録しており、企業再
生を専門とするプロコンや、金融機関の職員
など、さまざまなメンバーで構成されていま
す。

２．当研究会の活動内容

　定例会は原則、毎月第１金曜日の開催です。
（１月と５月のみ第２金曜日開催の場合あり）
定例会では、研究会員からの事例の発表によ
り、企業再生の現場で起こっていることを学
びます。さらに、事業承継や経営改善手法な

ど企業再生にも関連の深いトピックスも取り
上げます。
　最近の定例会の開催内容は以下の通りで
す。
１／８　テーマ：「マイナンバー制度の概要

と実務対応」
　　　　講師：石橋研一氏
12／４　テーマ：「事業承継事例」
　　　　講師：大草吾朗氏
11／６　テーマ：「金融庁の業務説明会」の

概要について
　　　　講師：秋松郎氏
10／２　テーマ：「企業再生事例」
　　　　講師：外部講師
９／４　テーマ：「経営者保証ガイドライン

の活用事例集の考察」
　　　　講師：初田洋介氏
　これら以外にも、金融検査マニュアルと金
融機関監督指針、税制改革、私的整理などの
テーマについて、研究会員が実務経験をもと
に、さらには専門の外部講師を招いて発表を
行っています。

３．定例会の様子

　ここでは、２月５日（金）に行われた、２
月度定例会の様子をご紹介します。今回の

定例会資料例
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テーマは事業承継です。研究会代表の初田洋
介氏より経営状態や事業承継に不安のある事
例の紹介があり、それについてどのようにア
ドバイスをするか活発な討論がされました。
　各研究会員が、各々の専門性を生かして、
P ／ LやB ／ S、さらに定性的な情報をもと
に、社内承継やM&A、MBOなどさまざまな
案が出されました。

　また、中小企業は事業体としてだけではな
く、家業としての一面もあります。相続等の
家族関係などにもに立ち入ったアドバイスが
必要になる時もあります。研究会員のアドバ
イスからは、各々の分野での経験がうかがわ
れました。相続や税制、遺言などについての
専門的な話もあり、私自身たいへん勉強にな
りました。

　同一の会社について再建案や改善計画を検
討しても、人によってさまざまな視点の案が
出され、コンサルティングにおいては正解は

一つでないことをあらためて実感した研究会
でした。
　研究会終了後は、場所を移して懇親会が行
なわれました。先ほどまでの真剣な雰囲気と
は一変して、なごやかな空気で各々の近況報
告などがされていました。

　このように、当研究会は企業再生の実践力
を高める会です。企業再生の現場に興味のあ
る方は、ぜひご参加ください。

開催日：毎月第１金曜日
（１月と５月のみ第２金曜日開催の場合あり）
開催場所：大阪府中小企業診断協会フリース

ペース他
代表者：初田洋介氏
取材・編集：総務広報委員会（西谷雅之）

懇親会の様子
講師の初田氏

研究会の様子

企業再生研究会のみなさん
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　中小企業診断士の役割及びその専門性等を

広く社会にアピールするためのブランディン

グ戦略の一環として、２つが発表になりまし

た。会員の皆様においては、既に様々なとこ

ろで目にしていることと思いますが、ここで

改めてご紹介いたします。

１．診断士の日

　１つは診断士の日の制定です。中小企業診

断制度が発足した昭和23年11月４日にちなん

で設定されました。

　今後は、この診断士の日に合わせて各都道

府県協会で中小企業診断士のPR活動が予定

されています。大阪府協会でもイベントの開

催が今後計画されると思いますので、是非積

極的にご参加ください。

２．バッジデザインの最優秀作品の発表

　2015年12月21日に、バッジデザインの選考

結果が発表されました。

　これは、新たな中小企業診断士バッジを製

作することを目的に、一般社団法人中小企業

診断協会においてバッジのデザインを募集し

ていたものです。101名および７グループ（共

同応募）より計365件の応募があり、その中

から最優秀作品が選ばれました。

　今から、どんなバッジができるのか期待が

膨らみます。

【最優秀賞作品】

一般社団法人中小企業診断協会HPより引用

診断士の日とバッジデザイン案のご紹介

【応募者名】

提案代表者：蛇岩真一様

デザイナー：宮崎奈穂子様

【デザインのコンセプト】

　羅針盤をモチーフにして、シンプルか

つ重厚で、長く身に着けていても古さを

感じさせないようにデザインしました。

羅針盤は、中小企業の輝かしい未来を指

し示す「中小企業診断士の使命」を表現

しています。

　また、主に直線で構成された図柄は、

「ぶれのない誠意」を表しています。シャー

プなイメージは若々しく、そして、斬新

すぎることがない、愛着を持って身につ

けられるデザインになっています。

診断士の日
11 月４日
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１．タスクボードとは？
　製造現場では、日々の作業や生産実績、仕
掛等がタスクボードで掲示されています。
チームで１つの仕事をする場合、各タスクの
進捗が全体の進捗に影響します。タスクボー
ドは、実施すべきタスクとその状態を明らか
にするので、製造現場に限らず、業務の進捗
管理、情報共有をするツールとしてお薦めで
す。

２．タスクボードの作成ポイント
　ポイントはタスクの分類と粒度です。

（１）タスクの分類
　下記イメージ図にあるように、シンプル
に ①Ready ／ ②Doing ／ ③Doneの ３ つ に
分 類 し、 進 捗 に よ っ てReadyか らDoing、
Doneへとタスクを動かします。実際には、
ホワイトボードや電子掲示板、Excel表な
どを使って作成します。

①Ready（実施すべきタスクの洗い出し）　
　タスクの洗い出しと同時に、「Doneの定
義」や「着手できる状態か？」を確認します。
②Doing（作業中、仕掛）
　Doingでは、WIP数（Work-In-Progress=
仕掛）の上限に注意します。WIP数が無制
限だと仕掛が過剰になり、結果、タスクの
切替や仕掛管理に時間を取られ、作業効率

が悪くなります。
③Done（完了）
　「Doneの定義」をメンバーで共有し、後
で「自分が思っていたのと違う」という齟
齬が起きないように注意します。
　活用に慣れてくれば、OnDeck（待機）
／ OnHold（保留）／ WillDo（予定）など
の列を追加し管理するのも有効です。

（２）タスクの粒度
　タスクの粒度は大き過ぎると進捗が分かり
づらく、細かすぎると更新の手間が増えます。
自分やチームにとって、丁度良い粒度を決め
ましょう。現在、私は最大４時間で処理でき
る量を１タスクとしています。（１日２タス
クについて進捗があるという感じです）

３．タスクボードの有効活用
　現在、私は自分のチームの仕事やプロジェ
クトでタスクボードを活用しています。タス
クボードを使う上で一番大切なのは、全員で
の「振り返り」です。具体的には、うまくいっ
たことについて、自分なりの工夫や理由を話
してもらいます。逆に、問題点については、

「その事で誰がどう困ったのか」を話しても
らいます。単に「○○が遅れています」「○
○が問題です」だけでは効果的な手は打てま
せん。過去の振り返りで、「実はそのタスク
自体が不要だった」なんてこともありました。

４．最後に
　このアプローチをチームに定着させること
で、メンバー間の仕事の渡し方、頼み方など
にも変化がみられ、チームの信頼関係も向
上していると実感しています。ぜひ、タス
クボードで仕掛の山に悩まされないようにし
たいものです。（自省の念を込めて…）

ビジネスシーンで使える私のお薦め

略歴
2011年診断士登録。現在、大手電機メーカー
に勤務し、ITの企画・導入による様々な業
務プロセス改革に従事。

※タスクボードのイメージ図

担当 Ready Doing
（WIP= ２） Done

Ａさん Task ９ Task ５ Task １

B さん Task ９ Task ６
Task ７

Task ２
Task ３

C さん Task １０ Task ８ Task ４

チームの仕事効率を 
上げるタスクボード 

の有効活用
　会員　尼子　喜健
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　今年も、１月16日に大阪府中小企業診断協
会の新年互礼会が帝国ホテル大阪にて開催さ
れました。136名の参加者が集い、相互の懇
親と、今年の協会および会員のますますの発
展を祈念し、大いに盛り上がりました。
　最初に、中小企業診断協会会長でもある大
阪府中小企業診断協会　福田理事長よりご挨
拶をいただきまいた。福田理事長からは、中
小企業診断士の社会的地位の向上のためには
各会員の研鑽が必要不可欠であること、さら
に各個人の研鑽だけでなく本部としても新
バッジの制定、中小企業診断士の日の策定な
どブランディングのための活動を推進してい
ることのお話がありました。

　続いて、本部より野口専務理事のご挨拶を
いただきました。北口副理事長の乾杯後は、
協会会員であり大阪市北区にて日本酒店を経
営している浅野氏より振舞酒も提供され、会
員同士が旧交を温め、和やかな雰囲気の中で
会が進行しました。

　抽選会のあとには、今年入会された新入会
員の方による挨拶が行われました。登壇され
た方が皆、目指す姿や夢を熱意もって話され
ている姿が印象的でした。

　あっという間の２時間でしたが、最後は風
谷副理事長によるご挨拶と、もう定番といっ
てよいと思いますが、橋本士会副理事長によ
る大阪締め（打〜ちましょ♪から始まる天神
祭などで使われる手締め）にて終了しました。

　互礼会終了後も大勢の会員が二次会、三次
会へと参加し、協会会員相互の日頃からの交
流の深さ・関係性の強さを再認識する新年互
礼会となりました。

（文責　会員サポート委員会　佐々木）

新年互礼会

福田理事長のご挨拶

浅野日本酒店による振る舞い酒

新入会員の挨拶

懇親の様子

大盛会の二次会
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１．はじめに
　今回のプロコン道場〜応用編（サービス業）
〜は、秋松郎先生による「サービス業の目利
き」でした。
　サービス経済化が進む中、診断士にとって
も関わっていくことが避けられないサービス
業。
　その診断業務に活かせる知識を得るために
も興味深く話を聞かせていただきました。

２．内容について
　「サービス業の目利き」が主要なテーマ
でありましたが、「経済政策と金融行政」「経
営改善のポイント」など、サービス業に関
わらず、その他の業種でも活用できる内容
でした。
　「経済政策と金融行政」では、金融機関
が中小企業に対してどのようにサポートし
ていく役割を国から課せられているのか、
などの説明がありました。
　「サービス業の目利き」では、サービス
業の特性からインターナルマーケティング
の重要性についての話があり、その後、実
際にサービスマーケティングの着眼点を
使った個人ワークを行いました。
　「経営改善のポイント」では、経営改善
のための助言ポイントを「１．経営改善の
方向性」「２．事業構造別の収益性確認」「３．
収益力増減の真因を確認」「４．目標値（あ
るべき姿）の設定」のステップ順に詳しく
説明していただきました。
　最後は、先生の事例をもとにしたグルー
プワーク。久々に事例問題を解いたとグ
ループで盛り上がりました。与件文にある
数々の問題の中から、優先的に対応してい
く問題を選ぶ作業は思った以上に難しいも
のでした。先生から、実際にはどう対応し
たのか発表を聞くと「なるほど！」と受講
者から声が上がりました。

　全体を通して、すべて先生自身の豊富な
経験に基づいてのセミナーであり、個人・
グループワークもあり、とても臨場感があ
りました。経営改善計画の０年度の売上高
を80％以上の精度で当てていく方法など、
データを細かく、また様々な切り口で分析
されている話は、「そこまで細かく分析す
るのか」と私自身の課題に気づく大きな
きっかけとなりました。
　わかりにくい専門用語などについても、
受講者の理解度を確認する対話形式で進め
ていただいたので、すべての受講者が満足
感を得たのではないかと思います。

３．さいごに
　「経営改善とは従来の経営方針を改めるこ
と」「経営改善には『挑戦する勇気』が必要」
と何度も強調して話をされていたのが印象的
でした。
　実際の現場では、なかなか行動にうつせな
い社長を勇気づけることも診断士の大きな役
目なのだと感じました。
　また、理解していたつもりの経営改善に関
する知識についても、実務経験豊富な先生の
説明を聞いて改めて理解を深めることができ、
今回参加したことが、私自身の成長にとって
大きくプラスになることと感じました。

「プロコン道場〜応用編
（サービス業）〜」に 

参加して
会員　岩㟢　優

「プロコン道場〜応用編（サービス業）〜

略歴
2000年三洋電機株式会社に入社。ソフトウェ
ア技術者としてネットワーク家電や業務用
洗濯機など様々な商品の企画・開発に携わ
る。2015年中小企業診断士登録。2015年10
月独立。
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【11月開催の青年部例会（企業視察）】
　平成27年11月21日（土）、奈良の日本酒酒
蔵２軒にて27名の参加により11月青年部例会

（企業視察）を実施致しました。 
　１軒目の清酒「春鹿」醸造元・今西清兵衛
商店は、10年間で生産量が約1.5倍と成長。
品質の安定性が高く、販路開拓（特に海外展
開）で成功している企業です。社長の実弟で
あり営業担当である今西敏郎さまより、酒造
りの基礎・最新鋭の設備の説明をいただき、
その後格式ある蔵内での５種類の唎酒を参加
者一同体験しました。今西清兵衛商店のファ
ンづくりの極意を身を持って知ることができ
ました。

　２軒目の清酒「みむろ杉」醸造元・今西酒
造は、５年で生産量が２倍と急成長している
企業です。
　５年前先代の急逝により若干27歳で蔵を継
ぐこととなった32歳の今西将之社長よりご講
演いただきました。
　「三輪を飲む」というコンセプトで、三輪
の米・三輪の水・三輪の技術を用いて最高の
酒造りを目指し、設備投資・人材育成を惜し
まず、コンセプトに共感できる酒販店としか
取引しないという経営の王道を突き進んでお
り、参加者一同多大なる感銘を受けました。
　アンケートでの満足度も108％と非常に高
い結果でした。

【１月開催の青年部例会】
　平成28年１月16日（土）、帝国ホテル大阪 
牡丹の間にて44名の参加により１月青年部例
会を実施致しました。
　独立診断士であり、青年部OBでもある青
木宏人氏をお招きし、「偏差値40　高卒診断

士の独立奮闘記（能力なし、コネなし、カネ
なし、からのスタート）」と題し、ご講演頂
きました。ご自身の体験から、これからの若
手診断士がどのように独立していけばよいの
か、その心構えや手法について熱く語ってい
ただきました。

　アンケートでは満足度97％と非常に高い
評価をいただき、「すごく学びになった」と
いった声をたくさんいただきました。

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

（文責：青年部　浅野（あさの））

【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     06-4792-8992
　E-mail　info@shindanshi-osaka.com

青年部だより

　　　　青年部　今後のスケジュール
５月例会
日時：５月14日（土）14：00 〜 17：00
場所： 大阪大学中之島センター 304号室
内容： （仮）人を信頼させる話し方

※ 例会は２カ月に１回行っています。

酒造り視察の様子（今西清兵衛商店にて）

講師の青木宏人氏
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　昨年の青年部プレゼン大会で優勝しまし
た。優勝者には自己アピールとして１ページ
分を寄稿させていただけるということなの
で、現在、私が代表を務めさせていただいて
いるデザイン経営研究会について、ご紹介し
たいと思います。

１．注目を集めるデザイン経営
　デザイン思考、デザイン経営という言葉
をよく聞くようになってきました。デザイ
ン思考とは商品開発手法であり、デザイン
経営とはデザイン思考の考え方を用いた経
営戦略です。多様な企業を支援せねばなら
ない中小企業診断士こそ、新しい手法や考
え方を積極的に取り入れるべきであると私
は考えます。

２．デザイン経営研究会活動ご紹介
　デザイン経営の機運を受け、１年前にデ
ザイン経営研究会が発足しました。現在、
多くの会員にご参加いただいております。
特筆すべき活動内容として、商品開発に興
味をお持ちの企業４社の新商品企画開発を
支援しました。支援企業と一緒に試行錯誤
をしながらも、一定の成果を提供できたの
ではと自負しています。

３．デザイン経営フォーラムも盛況
　去る２月２日のデザイン経営フォーラムで
は、200人以上の方にお越しいただきました。
各界の第一人者をお招きし、デザイン経営の
最前線のお話をお聞きしました。私たちが立
脚するこの大阪の地で、デザイン経営ついて
多くの方の理解と共感を得られたのではない
でしょうか。なお、この場をお借りして、主
催者の大阪府よろず支援拠点様と大阪中小企
業診断士会、当日の運営をお手伝いいただい
た青年部と本研究会有志の皆さまにお礼申し
上げます。

４．もっと研究会活動を推進していきます
　デザイン経営は、今後もますます盛り上が
りを見せるでしょう。研究会としては、ご紹
介した２つの経験を生かし、中小企業の商品
開発をもっと推進していきたいと考えていま
す。そこで、デザイン経営や中小企業の商品
開発支援にご興味をお持ちの方は、どうぞ見
学にお越しください。また、商品開発にお困
りの企業をご存知の方は、お気軽にご相談く
ださい。
　大阪が世界に誇る「おもろい商品の発信地」
となり地域経済がより活性化することを願っ
ています。

デザイン経営への 
お誘い

会員　北村　真吾

青年部プレゼン大会優勝者

略歴
デザイン経営研究会代表。広告代理店、デ
ザインコンサルティング会社を経て、現在
はフリーランスとして活動中。経営者の深
層心理を聞き出すヒアリングと、それを見
える化し社内外に発信するマーケティング
を得意とする。



（　22　） 診 断 士

青年部主催「第２回ヤングリーダー（ワークショップ）」

　平成27年12月12日（土）13時00分よりつる
やホール第２ビル　第５会議室（本町）にて「青
年部主催　第２回ヤングリーダー（ワーク
ショップ）」を開催致しました。この企画は「各
業界の最先端を走る若きリーダーから、自ら
の仕事やキャリアに役立つ知見やヒントを得
る」というものです。青年部所属者だけでなく、
府協会会員の方であればどなたでもご参加頂
くことができ、当日は合計41名の方にご参加
頂きました。
　昨年に続き第２回となる今回は、事業創造
アクセラレーターである「株式会社ゼロワン
ブースター」共同代表 取締役の合田ジョージ
様、同代表取締役CEOの鈴木規文様を講師に
お招きし、ビジネスプランの作成及びプレゼ
ン大会を実施しました。

　事業創造アクセラレーターとは、ベンチャー
企業（起業家）、中小企業の企業・事業価値の
向上及び、創造期のベンチャー企業（起業家）
の加速度的な事業拡大をサポートする組織の
総称です。ゼロワンブースターは「日本を事
業創造できる国にして世界を変える」を理念
として活動しており、近年は「大企業とベン
チャー企業が足りないリソースを補完しあい、
革新的なビジネスを生み出すプログラム」も
数多く運営しています。
　当日は講師のお二人の経験や世界で起こっ
ている事象を交えた「事業創造に関する情報
のインプット」それらを踏まえた「事業アイ
デアの発案・評価・ブラッシュアップ・プレ

ゼン」を圧倒的なスピード感で行いました。

　プレゼンでは、「廃墟で人生反省会ツアー」
や「発酵風呂テーマパーク」等オリジナリティ
溢れるアイデアが飛び出し、診断士ならでは
のレベルの高いものとなりましたが、講師か
らは「狙う市場がまだ小さい」「社会性＝収益
性ではない」「顧客が分散している」「本当に
ニーズがあるか深く考えたほうが良い」など
あえて厳しいフィードバックも頂きました。
　参加者の皆様のアンケートからは「普段で
きない密度の濃い体験ができた。」「事業創造
やイノベーションに取り組もうと思えた。」等
の声を頂き、大好評を頂いた一日となりまし
た。合田様、鈴木様、ご多忙中お越し頂き、
誠に有難うございました。

　ぜひ第３回も開催したいと考えております。
　ご参加・ご支援の程、宜しくお願い致します。

（文責：青年部　四十万谷（しじまや））

合田様の事業創造に関する熱い講義

他チームのアイデアを評価する参加者

講師のお二人と参加者で集合写真！
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スキルアップ研修

１．デザイン面での支援スキル向上
　オープンから約１年、売上達成率160％を
誇る浅野日本酒店を成功事例として、診断士
が創業者の夢を叶えるためデザイン面でどう
支援すべきかをお伝えしました。

２．戦略とコンセプト
　日本酒を愛してやまない創業者は、小売業
と飲食業を組み合わせたビジネスモデルを目
指しました。店舗コンセプトは、若い女性が
ふらっと飲みに来れるカジュアルなお店で
す。これら実現するため、支援者は創業者と
一緒に他店を視察し、創業者の頭の中にある
イメージを共有しています。

３．実際の店舗デザイン
　外から中の様子が見えるようにしたこと
で、日本酒に馴染みがない人でも安心して
入っていただいています。

　店内は明るい木目調のカジュアルな雰囲気
です。カウンターと通路についても、店内で

会話が発生しやすいよう工夫されています。

　４．まとめ
　成功理由の１つとして、創業者、デザイ
ナー、支援者の３者がイメージを共有したこ
とが挙げられます。今後、私たちがデザイン
面で支援する時は、経営者の頭の中にあるイ
メージをきちんとくみとるようにしていくべ
きということが本事例から学べました。

５．取材と発表を終えて
　本回発表するにあたり、何度か店舗に足を
運びました。そこで改めてうれしく感じたこ
とがあります。お店では、創業者、スタッフ、
お客さんの間で、日本酒を飲みながら会話を
楽しんでいらっしゃいました。聞けば、初対
面同士が友達になることも多いとのことで
す。ここは、人と人のご縁が生まれる場所に
なっていると感じました。
　最後に、私たちに事例をご提供いただきま
した店主の浅野洋平氏とデザイナーの高村仁
氏にお礼申し上げます。

店舗デザイン 
〜人と人のふれあ 

いの場を創る〜
　会員　北村　真吾

略歴
デザイン経営研究会代表。広告代理店、デ
ザインコンサルティング会社を経て、現在
はフリーランスとして活動中。経営者の深
層心理を聞き出すヒアリングと、それを見
える化し社内外に発信するマーケティング
を得意とする。
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スキルアップ研修

１．はじめに
　介護業界で起業してから10年、私はこれま
でたくさんのシニアと触れ合ってきました。
今回は、その経験をもとにシニアビジネスに
ついて独自のコンサルティング商品を開発し
ましたので、それについてお話させていただ
きました。

２．シニアビジネスの「便利なワナ」
　シニアビジネスは「使いやすさ」だけでな
く、「買いやすさ」までを考えて商品の開発
をしないと、いくらいいものを作っても売れ
ないのです。これが「便利なワナ」です。
　例えば、シニア向けのタブレットを開発し
たので、どうすれば売れるのかという経営相
談がありました。相談者は、文字を大きくし
た、チュートリアルを分かりやすくした等々
たくさんの利点を説明してくれます。便利だ
から売れるだろうというわけです。
　ところが、シニアはタブレットを見て、話
をろくに聴かず、自分には関係ないと拒絶す
るのです。目が見えにくい、耳が遠い、思考
の柔軟性が低い、物忘れが多い等の様々な加
齢現象によって、シニアは苦労してまで新し
いものを使いたいと考えないのです。また、
足腰が弱ければ、大手家電量販店に足を運ん
でまでタブレットを買うこともないですし、
インターネットで買うことはほとんどありま
せん。
　つまり、これからのシニアビジネスは、商
品設計の段階から「使いやすさ」だけでなく、
いかにシニアと接点を持つかという「買いや
すさ」まで含めて考えておかないと、いくら
いいものを作っても売れないという難しさが
あるのです。

３．商品開発の二次元思考マトリクス
　シニア向け商品開発のポイントには２つの
軸があります。一つ目は「残存能力（残され
た機能を活かす能力）」、二つ目は「本人（ま
たは）家族のこだわり」です。

二次元思考マトリクス
　「便利なワナ」にはまると、残存能力のみ
に注目して商品開発をします。ところが、シ
ニアは加齢により強いこだわりを持つように
なります。ここでは紙面の都合上詳しくは述
べませんが、「こだわり」を無視した商品開
発が成功することは少ないでしょう。なぜな
ら、こだわりが強いと変化を好まないからで
す。
　例えば、家の建て替えでも元の家と同じも
のを建ててくれと依頼するシニアもいて、便
利だからと機能を重視した設計を提案しても
受け入れられないのです。

３．シニアをお客様にする８つのステップ
　以上を前提にして、シニアに買ってもらう
ための環境づくりを、コンサルティングの実
務と介護現場の視点から具体的に説明しまし
た。ご参加いただいた方々から「事例が多く
分かりやすかった」「体験に基づいたお話で
説得力がありました」等の声をいただきまし
た。

４．アンケートの集計結果
　ご参加いただいた方々に、アンケートへの
協力をお願い致しました。87％の方から満足
との評価をいただき、不満の評価はありませ
んでした。これからは、独自のコンサルティ
ング商品として、主力事業としたいと思いま
す。

『シニアビジネス・ 
コンサルティング 

の理論と実践』
　会員　砂　亮介

略歴
介護事業所を経営する傍ら、福祉経営とシ
ニアビジネスのコンサルタントしても活動
している。
中小企業診断士、社会保険労務士、行政書士、
社会福祉士。大阪府中小企業診断協会青年
部代表。
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スキルアップ研修

　今回の研修では、商店街活性化支援の実態
として、①商店街の現状および活性化事例、
②商店街に必要不可欠な合意形成の手法をお
伝えいたしました。
　特に、合意形成の手法については、商店街
組合だけに留まらず、組織体の運営に関して
必要なプロセスだと思います。私の経験則か
ら、①まとめる力（ファシリテーション能
力）、②巻き込む力（コーディネート能力）
の２つが重要であると確信しており、具体的
な資料を交えながら、共有いたしました。

１．商店街の厳しい現状
　商店街の現状について、平成24年度商店街
実態調査報告書をもとに、ご説明しました。
具体的には、①14.62％：空き店舗率（平均）
②76.2％：商店街が停滞・衰退していると答
えた商店街、③抱える問題は後継者問題・魅
力ある店舗が少ない・老朽化など、商店街に
とって非常に厳しい状況にあることをお伝え
しました。

２．商店街の役割とは
　しかしながら厳しい状況に関わらず、マス
コミに取り上げられる等、繁栄している商店
街も少なからずあります。今の商店街は二極
化しつつあると私は考えています。
　それは、なぜなのかということです。その
答えとして、商店街の存在意義を再度、明確
にすることが求められていると考えます。
　昔のような「売り場」の役割ではなく、お
客様が無意識に商店街に求めていること、具
体的にはSC等の商業施設では到底提供でき
ない親密さやワクワク感等の地域住民との交
流を促進させることこそ、商店街が生き残る
道であると考えます。既に、国も商店街をコ
ミュニティの場の担い手として位置づけてい
ます。
　私は個店の売上拡大が伴わない商店街活性
化は、意味がないと考えます。個店の魅力度
が高まり、個店→商店街全体に波及してこ
そ、商店街が活性化すると確信しています。

３．商店街活性化事例の共有
　今までの商店街活性化支援はチラシ配布や
イベント開催による集客がメインでした。人
さえ集めれば、個店の売上に繋がるというロ

ジックですが、残念ながら最終的に個店の売
上に寄与するかは、個店の努力次第という話
です。
　ポイントは商店街の回遊性だけではなく、
個店の売上に寄与することを目的にイベント
を開催しているのか、ということです。その
視点でイベント事例を皆さんと共有しまし
た。

４．合意形成の手法
　商店街組合は多くの商店主（社長）が集ま
る組織体です。事業を実施するには、全員の
合意が必要となります。皆さんが商店街支援
を難しそう、ややこしそうだと思うのは、ま
さにこの部分だと思います。
　私の経験則から、上手に合意形成するため
の手法として２つの能力をご説明しました。
①まとめる力（ファシリテーション能力）
　まずは全員の意見を引き出すこと、そして
その聴きだした内容を全員に共有させること
です。ここで重要な事は、如何に分かりやす
く整理して伝えるかです。
②巻き込む力（コーディネート能力）
　大きな方向性を決めた後は、手が届くくら
いの目標を定めていきます。商店主が活動す
る時間は少なく、大きな変革は望めません。
ちょっと背伸びしたら実現できるような事業
を一緒に考えます。具体的には、新たなイベ
ントを実施するのではなく、既存イベントに
何かを加える形で進めます。それにより商店
主の負担を軽減させることができ、実現可能
性が高まります。

５．最後に
　商店街の活性化には、個店の売上拡大を目
的とすることが重要であると伝えました。そ
の視点で商店街の活性化事例を見てみてくだ
さい。どれだけ集客だけに留まっている事例
が多いことがわかると思います。
　「商店街は目先の利益を求めるのではなく、
継続していくことを前提にお客様との関係づ
くりを構築することが重要である」とある商
店主は私に教えてくれました。
　これからも商店街活性化していく上で、そ
の思いを伝えていければと考えております。

商店街活性化 
支援の実態

　会員　辻　紳一

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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　大阪淡路にある昭和３年創業の老舗風呂屋
の銭湯付のゲストハウスの開業・運営支援を
行っています（2016年４月１日開業予定）。
ゲストハウス運営の先には、商店街活性化に
とどまらない「まちづくり」があり、その取
組みをお話しいたします。

（注：ゲストハウスは素泊まりの宿で、民泊
とは異なり簡易宿所の旅館営業許可が必要）

１．建築工事も参加型のイベントに！
　「みんなでつくる」というコンセプトに、
長屋の改装における解体から内装工事、塗
装、家具作りまで工事自体をイベント化し、
コアなファンづくりをしながら建築していま
す。その理由は、根底に「生まれ育った淡路
の街を元気にしたい」と思いがあり、それに
は地域の人も巻き込んでいく必要があるから
です。実際に、セルフ工事が地域住民の関心
を集めるきっかけになり、「何してんの？」
と声をかけられることも多くあります。
　工事が進むにつれ、参加者は地域の人、友
達の友達の友達、ゲストハウス開業予定の
人、ネットでたまたま見つけた人など、口コ
ミを通じて老若男女問わず広がりました。

２．地域の人も使える「コミュニティキッチ
ン」

　長屋のうち１軒は、商店街や周辺店舗で購
入した飲食物を、宿泊客、地域住民問わず自
由に持ち込める場所になります。それは、地
域や商店街を体験してもらうこと、その結
果、商店街にお金が落ちることを意図してい
ます。
　宿泊客がいない昼間は、地域交流の場です。
淡路地域には小学校と地域住民の交流が普段

から行われていることを活用し、学校等との
連携も今後企画していく予定です。

３．下町の日常は、旅人の非日常
　宿泊客や初めて淡路駅で下車する方に提供
するコンテンツは、日常の淡路の姿です。そ
の一つが銭湯であり、商店街であり、地域の
お店であり、人と人との交流です。私自身、
工事に参加し、実際に体験することで、風光
明媚な風景はありませんが、この「日常」を
面白がる人もいると感じています。
　そして、観光地でない地域がゲストハウス
をきっかけにして活性化すれば、インバウン
ド対応の新たなモデルになると思います。

４．商店街組合を外向きにして“ALL淡路”
へ

　来年には「商店街・まちなかインバウンド
促進支援事業」に取組み、商店街と地域を巻
き込んだ活動を展開する予定です。
　これまでは住民のボランティア活動にもと
づく振興町会と、商店街振興組合の２つの組
織間の連携は乏しく、商店街のイベントには
あたり前のように商店街以外の店舗が参加す
ることはなく、町会の夏祭り等の行事に商店
街として参加することもありませんでした。
　そこをゲストハウスが火種となって、イン
バウンドというテーマを通じて“内向きだっ
た商店街を外向きに変える”ことで、地域一
丸となる“ALL淡路”の取組みを実現します。
その中で私は、店主が「みんなを巻き込みな
がら方向性を整えていく」ための伴走者とし
ての役割を担いながら、淡路で得られる“体
験のつくり手”としても活動していきます。

がんばる診断士の活動報告

インバウンドによる商店街・ 
まちの活性化の火種としての

「ゲストハウス」
　会員　松尾　健治

略歴
明石工業高等専門学校 建築学科卒。設計事
務所、WEB制作&コンサルティング会社を
経て、2016年１月に独立。中小企業に勤務
していたこと、企画・制作業務に９年間携
わった経験を活かし、実行支援まで対応。
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　一般社団法人 大阪府中小企業診断協会の平成28年の総会と懇親会の案内をいたします。

　＜日時＞
　　　５月20日（金）
　　　　　　　　　　【総会】16時30分〜 18時30分
　　　　　　　　　　【懇親会】 18時30分〜 20時30分
　＜場所＞
　　　ホテル阪急インターナショナル　　大阪市北区茶屋町19-19

　総会の議案は、平成27年度の事業報告及び決算報告などの承認です。さらに平成28年度の事
業計画案及び予算案の報告です。現在、各委員会で事業計画案を検討しています。

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

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

（文責：総務広報委員会　横山武史）

■　平成28年の総会の案内　■
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　今年も「診断士交流会」のメンバーを募集します。皆さんの積極的な参加をお待ちしており
ます。平成27年度のメンバーで引き続き参加される方も、改めて参加のお申込みをお願いしま
す。

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

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

記

１．期 間： 平成28年５月〜平成29年４月 
原則、月に１回。火曜・水曜・木曜のいずれか夕方に開催。

２．参 加 費： 無料（資料代・懇親会費などは別途必要）
３．募集定員：120名　　20名程度でグループ編成します。
４．申 込 み：事務局まで電子メールもしくはFAXにてお申し込みください。
５．締め切り： 平成28年５月13日（金）
６．発 足 式： 平成28年５月27日（金）18：30 〜 

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

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

氏　　名 年齢 登録番号
メールアドレス
連絡先電話番号

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

以上

（会員サポート委員会）

平成28年度（第18期）診断士交流会メンバー募集のおしらせ
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士会のページ

　さる１月25日に、日本弁理士会近畿支部・
大阪中小企業診断士会共催の「中小企業の知
財マネジメント支援〜弁理士と診断士との協
働支援の在り方〜」セミナーが明治安田生命
大阪梅田ビル25Fの日本弁理士会近畿支部室
で開催され、総勢74名の診断士、弁理士に参
加していただきました。
　これは、2014年から取り組んでいる日本弁
理士会近畿支部との協働事業の一環であり、
活動も２年目となります。今回のセミナー
は、「知財マネジメント協働支援の在り方」
をテーマとしてプロジェクトで行ってきた活
動の集大成を皆様に披露し、意見交換をする
目的で開催しました。
　セミナーは３部構成で、第１部は、近畿経
済産業局　地域経済部 特許室長の西尾元宏
氏をお招きし、知財行政の立場から、「我が
国の知財を巡る状況」および「特許庁・近畿
経済産業局による中小企業支援の取組み」、
さらに「中小企業診断士と弁理士との連携支
援への期待」についてお話しいただきました。
行政の活動状況、協働支援として活用できそ
うな支援策、知財総合支援窓口と診断士の連
携事例など、診断士としても興味深い内容を
ふんだんにお話しいただきました。

　第２部では、弁理士と診断士が各々の業務
内容について話すミニ・プレゼンテーション
を行いました。弁理士側は大池聞平氏に、診

断士側は川北日出夫氏にお話しいただきまし
た。短時間ではありましたが、少しでもお互
いの業務内容をお分かりいただけたかと思い
ます。
　第３部では、１部・２部を踏まえ、診断士・
弁理士相互のパネルディスカッションによる

「知財マネジメント協働支援の在り方」の意
見交換を行いました。（コーディネーター：
診断士の若松敏幸氏、参加メンバー：弁理士
の村上太郎氏、大池聞平氏、診断士の川北日
出夫氏、大西眞由美氏、オブザーバー：特許
室長の西尾元宏氏）
　第１のテーマとして「知財マネジメント
の支援」における課題や具体的方法を話し合
い、第２のテーマとしての「今後の協働支
援の可能性」では、何から取り組むことがで
きるか、また制度として使えるもの・確立す
べきものがあるかなどを話し合いました。会
場の皆様からもご質問をいただき、かなりの
盛り上がりをみせました。

　閉会の挨拶として、福田理事長から、「両
士業は同じ母屋（経産省）の未来志向型の資
格で兄弟関係にあること、成長戦略を実現す
るにあたって知財は重要な経営資源であり、
両士業が相互補完関係にある協働支援を行う
べきこと」などを話されました。
　今年に入り、さらに一歩進めた具体的な支
援活動を行って参りたいと思いますので、ご
興味のある方はぜひご参加ください。また皆
様のご協力もよろしくお願いいたします。
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《事業推進部基盤チーム》

【業務フロー標準化への取り組み】
１．支援業務の拡大
　大阪中小企業診断士会（以下士会）では、「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」「日新信用金庫」「大
阪信用保証協会」と業務提携をおこない、他
団体が関与する案件に対して、「経営のアド
バイスをおこなう専門家を派遣する」「専門
家を派遣して事業計画を策定する」等の支援
をおこなっています。さらに、「地域プラッ
トフォーム」「認定支援機関」として、企業
様に専門家を派遣する活動も行っています。
また、大阪府からの委託事業にも取り組んで
います。
　最近は、民間企業様からのお問い合わせも
増えてきています。
注：業務連携先には、総務サポート部が担当
している近畿弁理士会もあります。

２．業務フロー標準化への取り組み
　今までは、業務提携先毎に、あるいは活動
内容毎に業務フローを作成し、作業フォー
マットも作成してきました。しかし、業務提
携先が増えるにしたがって、また、活動内容
が多岐にわたるにしたがって、士会としての
標準業務フローあるいは標準作業フォーマッ
トの作成が不可欠になってきました。また、
個別案件の受注に向けては、「標準的な士会
の契約書」「見積もり単価のガイドライン」
も必要になってきたのです。
　今期、事業推進部基盤チームでは、
①案件のパターン別に、標準業務フローを構

築する。
②標準フォーマットを作成する。
③標準的な契約書、見積もり単価のガイドラ

インを作成する。
④次期、事業の進捗状況と担当診断士を「見

える化」するシステム開発の基盤を構築す
る。

という目標を掲げ、士会業務の基盤づくりに
取り組んできました。
　１年間の取り組みの結果、①については、
パターン別に標準業務フローを設計しまし
た。②についても、一部の例外を除いて、標
準フォーマットが整理されています。③につ
いては、お問い合わせをいただいたとき、お
答えできるガイドラインを作成しました。た
だし、④については、①②③とも業務提携先
等に納得してもらえるか、新しい案件にあて
はめて機能するか、を調査している段階なの
で、これからの取り組みとなります。
　今後、上記の調査をおこない、業務局の位
置づけ・業務内容を徹底したうえで、次期の
できるだけ早い時期に、①②③については、
会員の皆様にも、お知らせしたいと考えてい
ます。④については、もう少し、時間が必要
です。
　いずれにしても、業務の効率化を図り、外
部への発信を強化することによって、新たな
活動領域を広げていきたいと考えています。

３．標準化への取り組みに終わりはない
　標準業務フロー、標準作業フォーマット、
ガイドラインができたといっても、今の状態
に適応できると考えた、標準業務フロー、標
準作業フォーマット、ガイドラインです。
従って、外部環境の変化に伴い、また、皆さ
まの声を踏まえて、日々、見直していく取り
組みも重要だと考えています。
　次期以降は、事業の進捗状況と担当診断士
を「見える化」するシステム開発にも、取り
組んでいきたいと考えています。
　皆さまのご協力のほど、よろしくお願いい
たします。

（文責：事業推進部　小野　知己）

士会のページ
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新歓フェスタ2016のご案内

　毎年250名を超える参加者を迎える『新歓フェスタ』が今年も開催されます。
『新歓フェスタ』は、登録研究会などによるプレゼンテーションや展示ブースを設け、新規登
録された方や実務補習中の方、未入会の方々向けに、大阪府中小企業診断協会のさまざまな
活動をご紹介し、会員診断士との交流を広げていただく場となっております。
　参加費は無料で、会場への出入りも自由（再入場可）です。まだ協会に加入しておられない、
お知り合いの診断士仲間もお誘い合わせの上、奮ってご参加いただきますよう、ご案内申し
上げます。

記

　日　時： 2016年４月16日（土） 
第１部　14：00 〜 16：30　　第２部　16：30 〜 17：30

　場　所： マイドームおおさか　２階Dホール 
（大阪市中央区本町橋２－５）　http://www.mydome.jp/access/

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

　プログラム（予定）：
　　　　　第１部　14：00 〜 16：30
　　　　　　　　 登録研究会、交流会、業種別交流会、青年部等の活動紹介 

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

　　　　　第２部　16：30 〜 17：30
　　　　　　　　立食懇親パーティー
　申込み： メール：info@shindanshi-osaka.com、もしくはFAX：06-4792-8993 まで 

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

　参加費：無料

以上
（会員サポート委員会）
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大阪府協会の主な行事
（平成28年１月〜３月）

１月
６日 研修・事業委員会
７日  総務広報委員会
  会員サポート委員会
８日・12日・13日
  診断士交流会
９日・15日
  業種別交流会
12日 正副会議・理事会
16日 新年互礼会
27日 スキルアップ研修

２月
４日・９日・10日
  診断士交流会
５日・10日
  業種別交流会
８日 総務広報委員会
９日 会員サポート委員会（研修）
  研修・事業委員会
10日 正副会議・理事会
23日 会員サポート委員会（会員）
24日 スキルアップ研修

３月
３日 総務広報委員会（会報編集部会）
４日 経営経済講演会
８日 会員サポート委員会
９日 研修・事業委員会
11日・16日 
  業種別交流会
18日 総務広報委員会（会報編集部会）
  合同交流会
23日 スキルアップ研修
26日 土曜セミナー

お 知 ら せ

士会の主な行事
（平成28年１月〜３月）

１月
６日 中之島図書館無料経営相談　夜間
12日 弁理士会合同セミナー打合せ
13日 理事会
15日 弁理士会合同セミナー打合せ
16日 中之島図書館無料経営相談
18日  幹部会
20日 中之島図書館セミナー
21日 総務サポート部会
22日 基盤チーム会議
25日 弁理士会合同セミナー開催
26日 船場経済倶楽部ビジネス活性化塾

２月
２日 デザイン経営フォーラム開催
３日 中之島図書館無料経営相談　夜間
４日 連携理事会
８日 事業推進部会
17日 中之島図書館セミナー
18日 連携理事会
20日 中之島図書館無料経営相談
22日 総務サポート部会
23日 船場経済倶楽部ビジネス活性化塾
24日 プロモーション会議
29日 理事会

３月
２日 中之島図書館無料経営相談　夜間
４日 経営経済講演会
16日 中之島図書館セミナー
  基盤チーム会議
19日 中之島図書館無料経営相談
31日 総務サポート部会
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スキルアップ研修スキルアップ研修

日　時　平成28年５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　 『紙加工・印刷業界における技術変

遷と不良・クレーム改善』
講　師　柴田　将芳　氏

　紙加工・印刷業界は一部を除いて装置
産業化しており、機械設備は必要不可欠
である。
　機械設備の生産方式や現在の主流と共
に、印刷方式（凸版・フレキソ・グラビ
ア等）による違いを見ていく。
　さらに営業時代に受けたクレームと、
その改善手法や商品素材の取り決めなど
について紹介する。

日　時　平成28年４月27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　 『経営者が考えるべき接客とは』
講　師　三宅　真司　氏

　接客とは企業ごと、店舗ごとで異なる
ものです。
　店舗ごとに接客を設計する重要性を考
え、効果的にお客様へ価値を伝える方法
をお伝えします。

　また、小売店販売員は普段どんなこと
を考えているのか、お店の裏側、休憩室
の人間模様など、小売店と販売員をもっ
と深く知るためのスキルアップセミナー
です。

スキルアップ研修スキルアップ研修

会員の消息
他府県協会への移籍

戸取　正明　　　　　　滋賀県
川上　恒夫　　　　　　東京都
長野　正毅　　　　　　東京都

他府県協会より移籍

中野　　實　　　　　　富山県
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編集後記
〜総務広報委員会から〜

　春風のさわやかな季節を迎え、皆様いか
がお過ごしでしょうか。花粉症に悩まされ
る方にとっては嫌な季節かもしれません
が、個人的には冬の厳しい寒さが過ぎ去っ
て一番ほっとできる季節です。
　今号の特集は「フード系診断士の活動報
告」として飲食・食品関連の支援の現場で
活躍されている診断士の方々に寄稿いただ
きました。
　我々の普段の生活の中でも飲食店やスー
パーを利用する機会は多く、身近な業界に
感じられる方も多いと思います。しかし
ながら飲食・食品業界は、「原材料費の価
格変動の影響を受けやすい」「在庫ロス等
の原価管理が難しい。」といった他の業界
にはない経営の難しさがあり、支援するに
あたっても独自のノウハウが必要になりま
す。今回の特集で経営支援のノウハウを少
しでも感じ取っていただければ幸いです。
　総務広報委員会では、今後とも、会員の
皆様のお役に立つ情報発信に努めてまいり
ます。今後とも変わらぬご愛読・ご協力の
ほど、よろしくお願い致します。

【中嶋】

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）
までお申し込みください。

中野　實

　95 年に工鉱業部門で登録、
22 年目を迎えます。サラリー
マンの身故、静岡・大阪・富
山協会を経て定年で、生まれ
育った大阪に戻ってきまし

た。製薬企業で生産技術畑を歩んできた企業
内診断士です。日本の中小企業の発展に少し
でも、お役に立ちたいと思います。
趣味・特技　クラシック音楽鑑賞（妻・娘が
演奏者のため）、トレッキング（自然豊かな
富山であちこち巡りました）

日　時　平成28年６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　 『事業性評価手法・評価指標の 

経済産業省委員会　報告』
講　師　森下　　勉　氏

　経済産業省が昨年５月から進めている
「地域企業 評価手法・評価指標検討会」
において、事業性評価に知的資産経営の
視点を盛り込む意見発信をし、昨年末に
評価指標の叩き台が一旦完成した。
　指標には財務的な指標以外に定性的な
知的資産的指標が加わり、数社のトライ
アルを実施した。
　この会議には金融庁なども参加しこの
指標が省庁横断的な施策に展開される可
能性がある。
　診断士として知っておくべき内容と考
えられるため、委員会のねらいや知的資
産経営の考え方、トライアル結果の評価
など、委員会報告を診断士の皆さんにお
伝えする。

スキルアップ研修 新入会員の紹介
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