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〜大阪府中小企業診断協会設立60周年記念特集〜

設立60周年を祝して
一般社団法人中小企業診断協会

一般社団法人大阪府中小企業診断協会の設
立60周年を心からお祝い申し上げます。
本年５月まで当診断協会の理事長を拝命
し、50周年・55周年という節目の記念式典を
催した際には、会員皆様の多大なご協力を賜
り、ありがとうございました。
さて、本年、大阪府中小企業診断協会は、
風谷理事長の下、「設立60周年」を迎えます。
10年前に当協会の理事長をお引き受けして、
「脱皮そして飛躍」をスローガンに掲げて以
来、会員の皆様方の温かいご支援・ご協力を
強い味方として、当協会の発展に努めてまい
りました。又、本部会長もお引き受けし、診
断協会全体の発展にも全力投入してまいりま
した。これらも多くの諸先輩の努力を礎にで
きたからこその賜物であると深く感謝してい
ます。
今後は風谷理事長がさらに大きく発展させ
ていただけるものと大いに期待しておりま
す。
この間、私達中小企業診断協会・診断士を
取り巻く環境は大きく変化してまいりまし
た。
認定支援機関制度の導入時には、私達中企
業診断協会・診断士にとっては、まさに逆風
といっても過言ではない状況に置かれまし
た。しかし、この制度が本格的に稼働し始め
ますと、
「やはり診断士でなければだめだな」
という声が、行政、支援機関、金融機関等か
ら勃発し、私達診断士の社会的評価が急速に
向上してまいりました。
このような声が充満することによって、こ
れまでの逆風も沈下し、逆に順風に転じてま
いりました。
このような環境変化を機に、本部としては
より一層の知名度の向上・社会的地位の向上
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会長

福田

尚好

を確固たるものにすべく、ブランディング戦
略の一環として、新聞への広告の掲載を実施
いたしました。さらに本年は新たな診断士
バッジの作成と、その着用運動の全国展開を
実施するとともに、11月４日を「中小企業診
断士の日」と制定しました。
このような本部としての取り組みも、各都
道府県協会の絶大なる支持がなければ、成果
を上げうるものでないことは言うまでもあり
ません。
大阪府診断協会の輝かしい「設立60周年」
をまさに11月４日の「診断士の日」に催され
ることは、全国の各都道府県協会会員の先兵
として、その模範になる積極的な取り組みで
あることは言うまでもありません。ありがと
うございます。
私達は、この輝かしい「設立60周年」をむ
かえて、さらなる自己研鑽に努め、各々の主
体的力量の強化を図ることによって、名実と
もに「中小企業診断士」の地位を確固たるも
のにしようではありませんか。
さて、日本経済の状況は、一部の大企業が
過去最高の高収益をあげるなど、回復の兆し
が見えつつあります。
しかし、中小企業に関する限り、その恩恵
が浸透していないことも事実です。このよう
な中で、私達中小企業診断士に求められるも
のは多大なものがあります。
私達は、今こそ総力を結集して中小企業の
発展のために尽力し、その結果として中小企
業診断士の「知名度の向上」と「社会的地位
の向上」を勝ち取りましょう。
最後になりましたが、会員の皆様方のご健
勝とご多幸をお祈りいたしまして、大阪府中
小企業診断協会60周年を迎えてのご挨拶とさ
せていただきます。
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60周年を迎えるにあたり

一般社団法人大阪府中小企業診断協会

はじめに

理事長

風谷

昌彦

1991年（平成３年）にはバブル経済の崩壊が

平素は一般社団法人大阪府中小企業診断協

始まり、日本経済は「失われた20年期」「低

会（以下、大阪府診断協会）の活動にご協

成長期」「経済停滞期」「ゼロ成長期」などと

力・ご支援を賜り、誠にありがとうございま

呼ばれたデフレに入ります。現在はデフレ脱

す。大阪府診断協会は、多くの会員の皆様方

却のための様々な取り組みが行われていま

や、ご関係者各位のご協力をいただいたくこ

す。

とで、今年で60周年を迎えるに至りました。

振り返れば、大阪府診断協会が誕生してか

今日まで当協会を作り上げていただいた諸先

ら現在まで、経営環境が大きく変化する中で、

輩方のご努力に感謝するとともに、改めて会

私たち中小企業診断士も様々な中小企業の支

員の皆様やご関係者各位に御礼申し上げます。

援を行って参りました。その過程で、多様で

60周年を迎えて

幅広い中小企業支援の

知

を蓄積しながら、

同時に中小企業支援の

知

を創造してきた

皆様もご存知のように、60周年を人に例え
るなら「還暦」です。誕生してから十干十二

のではないでしょうか。私は会員の皆様方、

支を一周したということになりますが、一般

特に諸先輩の方々の中に中小企業を支援する

的な「還暦」では、この一周をした方を長寿

ための

としてお祝いが行われます。しかし私は、大

のと確信しています。

阪府診断協会がようやく一周目が終わり、新

知

が広く・深く蓄積されているも

このような大阪府診断協会にある

の

たな二周目（次の60年）に向かうスタートの

存在を大切にし、蓄積された

年であると捉えています。その新たなスター

ながら、更に新たな時代に対応できるよう

トの年に当たり、改めて「温故知新」の大切

知

知

知

を活用し

を進化・発展・創造していくことが中

小企業支援に役立つと考えています。

さを感じています。
私が読んだ本の中で、世界の経営学者が今

大阪府診断協会が更なる飛躍そして脱皮を

イノベー

行うためには、継続的なイノベーションへの

であり、イノベーションを起こす

取り組みが必要です。今年度から大阪府診断

ための基礎となるのが、組織に蓄積された

協会運営の新たなスローガンとして、変革・

考えている研究テーマの一つが
ション
知

であるとしています。では、大阪府診

断協会の

知

はいかがでしょうか。

当協会が誕生した1956年（昭和31年）は、

成長・貢献を掲げました。次の60年後にある
であろう素晴らしい大阪府診断協会を想起し
ながら、まずは10年後を目指しスタート致し

経済企画庁の経済白書で「もはや戦後ではな

ます。会員の皆様方や関係機関の方々には、

い」と言われた年でした。その後日本経済は

引き続き大阪府診断協会に対するご支援・ご

高度成長経済期に入り、1973年（昭和48年）

協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上

のオイルショックを経て安定期に移りまし

げます。

た。その後「バブル経済期」を迎えますが、
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大阪府中小企業診断協会への期待

独立行政法人中小企業基盤整備機構近畿本部

本部長

中島

龍三郎

この度、大阪府中小企業診断協会が設立60

中小企業と行政や金融機関等を繋いでいくパ

周年を迎えられたことを心からお慶び申し上

イプ役、また、専門的知識を活用して中小企

げます。

業施策の適切な活用支援についても大きな役

貴協会は1957（昭和32年）年の設立以来長

割を担っていただく必要があります。そのた

年にわたり、大阪府内の中小企業の振興と地

めには、中小企業診断士の皆様の日々の研鑽

域経済の活性化に大いに貢献してこられまし

とともに、貴協会が会員の皆様に対する研修

たことに対し、深く敬意を表します。

や情報の提供と行政を含めた各支援機関との

その間、中小企業の経営課題は常に変化し

強固なネットワークを構築していくことが

続け、グローバル化の進展やIT化への対応、

益々重要になってくるものと認識しておりま

医療福祉分野や農林水産業者などの異業種業

す。

界との連携による新事業の創出など、複雑か

中小機構は、国の中小企業施策の総合的実

つ高度化してきたことに伴い、中小企業診断

施機関として、全国に９つの地域本部を設置

士に求められる業務も、企業成長戦略を実行

し、中小企業の抱える課題や要望について、

するための具体的な経営計画の策定と実践支

様々な支援を実行しております。人口減少・

援まで広範囲なものへと変化してきておりま

少子高齢化による国内需要の減少、大企業の

す。

海外移転に伴う国内取引の変質、アジア新興

このような状況下において、国や地方自治

国との競争の激化など、中小企業を取り巻く

体等では中小企業を取り巻く環境変化に対応

環境は厳しさを増しています。これら中小企

したソフト面や資金面など、きめ細かな施策

業の経営課題に対応するべく、海外展開支援

を幅広く準備しておりますが、主体となる中

やEC支援など販路開拓支援は、現在、中小

小企業者や金融機関等が制度の内容やその存

機構において最も力を入れている事業の一つ

在自体を認知していない場合が多いのが実態

になっております。これらの支援業務を実施

です。

するにあたっては、専門家の皆様や地域支援

中小企業診断士の皆様には、中小企業の維

機関の協力は欠かせません。貴協会及び中小

持・存続・発展のため、企業成長戦略の策定

企業診断士である会員の皆様の力強いご支

やその実行段階でのアドバイス機能に加え、

援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。
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一般社団法人大阪府中小企業診断協会60周年 祝辞

公益財団法人大阪産業振興機構

理事長

南部

英幸

一般社団法人大阪府中小企業診断協会が設
立60周年を迎えられましたこと、心からお慶

にあるなど、厳しい状況が続いていますが、
大阪には中小企業が持つ優れた技術やノウハ

び申し上げます。
貴協会におかれましては、中小企業診断員

ウ、優秀な研究人材などが存在するなど、高
いポテンシャルが存在します。また、特徴的

登録制度発足後の1957年に設立されて以来、
中小企業診断士相互の連携を緊密にし、資質

な事業活動を行っている事例が多くみられま
す。

の向上に努められ、中小企業の振興に寄与さ
れてこられました。歴代の役員、会員の皆様

大阪の産業を活性化していくには、このよ
うな中小企業を積極的に支援していくことが

の熱意とご努力に、あらためて敬意を表しま
す。

重要でありますが、今日、中小企業を巡る経
営課題が多様化・複雑化している中、支援ニー

また、2013年３月、貴協会の事務所をマイ
ドームおおさかに移転され、中小企業診断士

ズに対し、専門領域を超えたネットワークを
構築する支援機関の連携がより重要になって

一次試験をはじめ、更新研修などでもご利用
いただいていること、厚くお礼申し上げます。

きています。
当機構としましても、国や大阪府内外の支

さて、1999年に中小企業基本法が抜本的に
改正されるとともに、中小企業支援法も2000

援機関との連携をさらに強化しながら、様々
な専門家によるチーム編成も視野に入れて、

年に改正され、中小企業診断士が民間で活躍

多様な中小企業の持続的な発展の支援を進め

する経営コンサルタントとして、明確に位置
付けられました。

る所存でございます。その点においても、中
小企業診断士が果たす役割は大きく、貴協会

同じ時期に、当機構では大阪府中小企業支
援センターを設置し、以降、中小企業の経営

との連携をさらに充実してまいりたく存じま
す。

革新、創業支援などの事業や、現在のよろず
支援拠点をはじめとする様々な事業を実施す

貴協会では、会員相互の能力研鑽を図る登
録研究会や、会員交流など積極的に取り組み

る中で、多くの中小企業診断士の方々からご
支援・ご協力を賜ってまいりました。中小企

をされております。今後も、1,000名を越え
る会員の皆様が専門的知識の蓄積や人的ネッ

業診断士の方々は、誠に心強い存在と感謝し
ております。

トワークの構築を進め、多様で変化の激しい
中小企業支援の場でのご活躍、ひいては大阪

この間、わが国の中小企業を取り巻く環境
は、世界的金融危機などによる景気変動に加
え、親企業−下請企業を軸とした取引関係の

産業の活性化につながることを期待いたしま
す。
最後になりましたが、この60周年という大

希薄化、情報通信技術の普及拡大、海外需要
の変動など様々な変化をしており、中小企業

きな節目を契機に、貴協会が中小企業の振興
と発展の担い手として大きく飛躍されますと

数は1999年から2014年の15年間におよそ100
万社が減少しています。
大阪府内においても、事業所数が減少傾向

ともに、会員皆様のご健勝を心からお祈り申
し上げ、お祝いのことばといたします。
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大阪府中小企業診断協会60年のあゆみ
昭和30年代
32.6.4

近畿支部創立総会

支部事務局を

大阪税理士会館に設置
32.11.29 〜 30

大阪通商産業局共催優良受診

企業見学会（トヨタ自動車工業・東
海理化電機製作所・堀江金属工業）
33.5.23

第１回定時総会

34.6.3

第２回定時総会 （社）中小企業診
断協会大阪支部へ移行
ディーゼル木之本工場）

35.7.26

支部事務所を大阪府商工会館に移転

44.11.1

支部機関誌「診断士」創刊号発行

35.11.28

優良企業見学会（千日デパート・

47.10.21

大阪支部創立15周年記念大会

九条新道商店街・ケントク・森永

49.7.26

大阪支部福井支会創立

製菓塚口工場・松下電子高槻工場・
36.1.31

大阪書籍）

昭和50年代

中小企業診断発表大会記念講演会

52.10.15

大阪支部創立20周年記念大会

53.6.9

新会員歓迎懇談会

56.10.30 〜 10.31

経営診断シンポジウム開

催（於：大阪科学技術センター）
57.3.27

大阪支部和歌山支会創立

57.10.16

大阪支部創立25周年記念大会

59.8.17

大阪支部福井支会・支部設立総会

59.9.20

大阪支部和歌山支会・支部設立総会

59.10.23

中小企業診断協会創立30周年記念
大会

昭和40年代
41.2.3

新春講演会（講師、中小企業庁吉

昭和60年代

田指導部長）

60.5.21

大阪中小企業診断士会（士会）設立

60.5.30

大阪府中小企業診断研修講座

61.1.18

施設見学会（つかしんショッピン

41.11.19 〜 11.28

中小企業診断員資格認定

診断実習実施
42.10.21

大阪支部創立10周年記念大会

44.4.1

中小企業診断員は中小企業診断士

グセンター）
63.2.4

経済講演会

に改正
大阪府後援経営研究会（扶

平成元年代

桑工業長浜工場・ヤンマーディー

1.11.1 〜 30

44.11.5 〜 11.6

ゼル長浜技術センター・ヤンマー
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経営相談室開設（協会35周年記

念）
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断

の創出を目的に、青年部を発足

記念講演会・経験交流懇親会（協

2.1.29

会35周年記念）

21.4.1

ホームページをリニューアル

施設見学会（松下電機ビデオ北門

23.7.7

大阪中小企業診断士会と大阪経済
大学大学院経営学研究科、学術提

真工場）

携に関する基本協定

2.10.20 〜 21 経営研究会（和泉府中サティ
ショッピングセンター、関西新空

23.9.9

経済講演会（観光庁長官講演）

港建設現場、東岸和田トークタウ

23.12.3

中小企業診断士向け独立支援セミ
ナー

ンショッピングセンター）
7.2.2 〜 12.21

異業種交流会５グループ計34

24.4.2

一般社団法人大阪府中小企業診断
協会に移行

回
9.11.7

（7）

士

支部創立40周年記念式典

24.10.1

会報「中小企業診断士」通巻200号

24.11.7

中小企業経営診断シンポジウムを

平成10年代

17年ぶりに大阪で開催（於：大阪

11.7.2

無料経営相談の実施

国際会議場）

12.2.5

フレッシュ診断士歓迎会を初開催
（193名参加）

13.9.7 〜 21

実務能力更新研修（演習方式６

日間）
14.9.11 〜 12 「2002中小企業ビジネスフェア
inKANSAI part2」 に 初 め て 出 展
し、診断士のPRと経営相談を実施
14.10.21

支部創立45周年記念式典（於：東
150名参加）

25.3.7

事務局をマイドームおおさかに移転

2006全国中小企業情報化シンポジ

25.4.30

府協会ホームページをリニューア

洋ホテル
18.11.8
19.11.1

ウムin OSAKA

ルし、会員サービス及び対外的な

大阪支部50周年記念大会（記念講

情報発信を強化

演：大阪市立大学教授加藤司氏）

25.11.2

関西を元気にする国際フォーラム

26.4

府協会の活動をPRするパンフレッ
トを作成

26.12.20

青年部ヤングリーダー講演を初開
催

講師は日本サッカー協会国際

副審で中小企業診断士の相樂亨氏
27.9.29

士会と日本弁理士会近畿支部の業
務提携覚書締結

28.2.2

大阪発！デザイン経営フォーラム
開催。「デザインで経営革新を起こ

平成20年代
20.3.14
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若手診断士が活発に活動できる場

す」をテーマに情報発信
28.5.20

会員数1,000名突破
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協会活動と私
協会活動で培ってきた
人的ネットワークを
フルに活用！
会員 渡部 真衣子
１．自己紹介

はフルに活用しています。例えば、箕面商工
会議所主催のセミナーへ講師として登壇して
いただいたり、専門家として個別企業へ専門
家派遣を実施していただいています。その他、
よろず支援拠点や大阪産業創造館等の支援機
関の方々と連携をし複合的な支援を実施して

こんにちは。私は2013年に中小企業診断士

います。商工会議所の窓口対応では様々な相

に登録後、2014年から箕面商工会議所にて経

談があり、業種も規模もバラバラで臨機応変

営指導員として中小企業支援に携わっていま

に柔軟な対応が求められます。そんななか、

す。前職では、西日本全体の顧客に対しIT

「この案件はこの先生にお手伝い願いたい」

関連システムの導入を推進していましたが、

そう思い浮かぶ専門家の先生を１人でも多く

経営戦略に沿ったIT戦略である必要性を感

知っていることが、私自身のソリューション

じたことから中小企業診断士の勉強をはじめ

に繋がります。協会活動を通して得たいちば

ました。試験合格後の実務補習で、診断報告

んの財産は、これら専門家の先生方との人的

書を真剣に読んで下さっている社長の姿をみ

ネットワークだと思っています。

て、製造業を営んでいた実家の父の姿と重な
り、私がやりたい事はリアルな中小企業支援
だと強く思い転職に至りました。

そんな多くの支援者の方々から学び、私が
大事にしている支援のスタイルは、相談者の
自己決定に寄り添いながら、相談者とともに

２．主な協会活動

まだ見ぬ明るい未来に想いを馳せることで

中小企業診断士登録直後に大阪府中小企業

す。誰も予測ができない未来について、想定

診断協会へ入会しました。きっかけは、若手

できる範囲内だけではなく新たなマインド

診断士が集まる青年部への参加でした。診断

セットを獲得し、不測の事態に備えることが

士登録直後はこれから何をすればいいのか、

持続可能性に繋がると考えているからです。

何をしたいのかもよくわかっていない状況
で、そんな状態でも参加できる場がある、と

相談者と支援者の場づくりには、コミュニ

いうのは大きな動機となりました。そこでた

ケーションの場づくりの専門家である「ワー

くさんの先輩診断士、同期の診断士の方々と

クショップデザイナー」という私自身のリ

出会うことができ、翌年から２年間運営委員

ソースを活かし相談者が相談しやすい場にな

として企画運営にも携わらせていただきまし

るよう心掛けています。今後は、こうした機

た。また、サプライチェーン・マネジメント

会を更に増やすこと、画一的な静的対応だけ

研究会（旧物的流通研究会）の立ち上げにも

ではなく動的判断を必要とする場面に柔軟に

関わり、現在では物理的な流通だけでなくあ

対応できるようインプロなどの即興性や演劇

らゆるものの流通に関する研究を続け、日々

的手法を用いたワークショップの機会等を増

の支援活動に活かしています。

やしていきたいと思っています。これらの活
動により自らや同じ活動をしている方々との

３．人的ネットワークをフル活用
協会入会直後から青年部や研究会を通じ
様々な方と出逢うことができたご縁を、現在
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複方向的な学びの場を増やすことで、複雑に
絡み合った課題に対応できるよう自己研鑽に
努めていきたいと思っています。
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協会活動と私
コンサル独立に向けた
研究会の活用法
会員

青木

宏人

すのみ！とスタートを切りましたが、世の中そんな
に甘くありません。独立当初は、ほとんど仕事がな
く、月８万円の売上げという厳しい月もありました。
嫁、子供のある身として、精神的に厳しい日々が続
きましたが、研究会での活動を通じて、自分のスキ
ルを上げることが、独立での成功に繋がるはず！と

経営コンサルタントとして活動できているのは、

強く信じ、研究会での例会は、欠かすことなく参加

登録研究会での活動で得たものが大きいです。今回

しました。そして、少しずつですが、支援について

は、私が診断士取得後に登録研究会でどのような活

の「自分なりの型」ができていくとともに、コンサ

動を行ってきたか紹介したいと思います。

ル案件が入るようになりました。

2007年４月。「１年後に経営コンサルタントとし

この研究会で得た支援スキルやコンサルタントと

て独立する！」そう心に誓ってみたもののコンサル

しての心構えは、今も私の財産になっています。知

タントとしてのスキルが全くない自分がそこにいま

的資産経営研究会には、現在も所属しています。研

した。実務補習の先生に相談する中で、「診断協会

究会代表の森下勉先生との出会いにより、経営コン

に入って登録研究会で勉強すると良いよ」とアドバ

サルタントという仕事のすばらしさや自分を磨くこ

イスいただき、診断協会に入会を決めました。

との必要性など様々なことを学ばせていただきまし
た。感謝してもしきれません。

登録研究会は、さまざまなテーマのものがありま
す。自分としては、「戦略」に興味があったことと、

登録研究会について、もう一つ、私にとって思い

実務補習の先生からお勧めいただいたこともあり、

出深い取り組みがあります。それは、自分で登録研

知的資産経営研究会に所属することにしました。

究会を作ったという経験です。2010年当時、マーケ
ティングの支援スキルを磨きたいという思いがあり

研究会に入会するにあたって自分に課していたこ

ました。しかし、このテーマの研究会がありません。

とがありました。それは、受け身で例会に参加しな

であれば自分たちで作ればよいと考え、診断士仲間

いことです。１年後に独立を決めていましたので

とともに2010年６月にUSP研究会を立ち上げました。

「勉強しようとか、雰囲気を味わおう」なんて悠長

この研究会では、マーケティング支援やセミナーの

なことは言ってられません。何がなんでも支援手法

企画、書籍の出版など様々なことに挑戦しました。

を自分のものにする！という意気込みで研究会に参

この研究会には、マーケティングスキルに長けたメ

加しました。

ンバーが多数参加してくれたおかげで、マーケティ
ングの実践スキルを高める機会となりました。研究

研究会に参加して有り難かったことは、支援手法

会は、当初の予定とおり３年で解散しましたが、そ

を使った企業支援を行う機会があったことです。ス

の後も研究会のメンバーとは、公私ともに付き合い

キルはありませんが、やる気だけはありましたので、

が続いています。現在、私が所属する（株）マーケ

支援の機会があれば、毎回参加を表明していました。

ティングアシストプロジェクトは、この研究会のメン

企業支援では、コンサルタントとして独立している

バーと共に設立した会社です。このように診断協会に

先生とチームを組むことができ、企業支援のスキル

入会し、登録研究会で活動したことが現在の活動に大

だけでなく、コンサルタントとしての心構えなども

きく影響していることは言うまでもありません。

聞くことができ、独立への期待が大きく膨らんでい
きました。
研究会での活動は、企業支援だけでなく、例会で
の発表、論文の執筆、例会の運営などできることは、
すべてチャレンジしました。こうして独立までの１
年間はあっと言う間に過ぎ去りました。そして、独
立の日。あとは、研究会で学んだことを実践で生か
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独立を考えているあなた。登録研究会の積極的な
活用をおすすめします！

略歴

（株）マーケティングアシストプロジェクト
代表。 2008年４月に経営コンサルタントと
して独立。経営戦略やマーケティング戦略
の立案と実行支援など約200社のコンサル
ティング支援を実施。
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協会活動と私
診断士

十年

と生まれました。春に行われる「新歓フェス
タ」もその一つで、診断士登録したばかりの
新人にとっては、最初に情報が得られるとて

会員

吉田

喜彦

１．診断協会への感謝
大阪府中小企業診断協会が60周年を迎える

もありがたい企画だと思います。
診断協会の新たな取り組みは、会員の満足
度の向上だけでなく、組織力の向上となって
いると思います。

にあたり、これまで運営を担ってこられた諸
先輩や事務局の皆様に心から感謝したいと思
います。診断協会は価値ある企業を支援し、

３．私が診断協会で得たもの
私が診断協会に入会して最初に得たものは、

社会に貢献している組織だと思います。また、

魅力的な先輩・同期とのつながりです。様々

会員にはスキルアップの機会を創り、企業内

な考え方に触れることで視野が広がり、世の

での活躍や独立・転職など人生を飛躍させる

中に対する知識・判断力も磨かれました。

選択にも影響を与えている組織だと思います。

次に得たものは、登録研究会やスキルアッ

私自身も診断協会に所属してきたことで、

プ研修への参加で得た専門知識・経験です。

様々な機会や知識を得ることができ、中小企

研究会での発表は、振り返れば拙い内容でし

業診断士として独立することができました。

たが、今につながる大切な経験となりました。
やがて独立を意識するようになり、独立の

２．10年間の変化

実態を知ったのも診断協会のセミナーでし

私は診断士登録と同時に協会に入会し、今

た。「独立支援セミナー」では独立に必要な

年で10年が経ちました。この間に診断協会は

準備・スキル・覚悟等の知識を得ることがで

大きく変化したと思います。

きました。この時に独立10年以上の先輩方か

まず、入会して間もないころに青年部が発
足し、同年代の診断士との情報交換や研鑽の

ら独立の実態を体系的にお話しいただいたこ
とは今でも忘れられません。

場を得ることができました。独立して活躍し

私が着実に独立の道を歩めたのも、診断協

ている同期や、普段なら話す機会がない異業

会の諸先輩から多くの学びとご指導をいただ

種の方との交流は、他では得られない刺激的

いたからだと感謝しています。

な学びの場となりました。
翌年には初めて海外研修旅行が実施され、

登録から10年が経ち、会員の中でも中堅と

私も運よく参加することができました。台湾

呼ばれるようになりました。次の70周年に向

での在外公館（大使館、総領事館）の役割を

けては、いただいた恩を返すためにも、診断

果たす「交流協会」や現地日系企業への訪問

協会のさらなる発展に貢献したいと思いま

は、海外の経営の実態を知る貴重な経験にな

す。

りました。そして、毎晩の懇親会では先輩方
と交流を深めることができ、その後の人生の
選択にも大変参考になりました。
その他にも診断協会では新たな企画が次々
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1973年生まれ。2006年診断士登録と同時に
大阪府中小企業診断協会に入会。2013年独
立。趣味は予定を決めない ひとり旅 。

2016/09/2

9: 0

診

断

士

（ 11 ）

協会活動と私
協会活動を通して
自分の場が拡がった
会員

左川

睦子

60周年おめでとうございます。「大阪府診
断協会60周年記念号」に寄稿させていただき、
大変光栄です。

中では次の機会があれば、もっと大きな声で
お話してリベンジしよう、と思っていたので
す。その機会は今年やってきました。平成28
年５月20日の総会の後の懇親会の司会を務め
させていただきました。今回は大きな声出し
て皆さんと盛り上がることができました。
会報誌「中小企業診断士」の原稿の校正も
楽しかったです。みなさんの原稿を誰よりも

私にとっての協会活動は、一言でいうと自

先に読めるのですから。この原稿も広報委員

分を拡げる場でした。診断士登録した2005年

の方が校正していただいているのですね。あ

に協会会員になって以来多くの方と出会いま

りがとうございます。

した。そして企業内ではできない経験を沢山
させていただきました。

電機業界交流会は３名の発起人の１人とし
て、会の主旨や活動基準を検討し、会を立ち
上げました。その後、交流会は多くの方に参

１．たくさんの素晴らしい出会いと経験
私が診断協会に登録したのは、実務補習を

加いただき、企業内診断士の交流も増え継続
した活動を行っているのが嬉しいです。

ご指導いただいた先生から進めていただいた
のがきっかけです。「女性だけで活動してい

２．協会活動をとおして

る研究会もある」と、登録研究会ピザの会も

企業内診断士にとっての協会活動は、外部

紹介していただきました。協会会員になった

に自分自身の人脈を作る場です。そして所属

後は、交流会への参加や、委員として協会運

する企業や業務を離れて活動する場であり、

営のお手伝いもさせていただきました。

企業のしがらみを離れて寛げる場であり、先

ピザの会では2005年からビジネスプランコ
ンテストを行うことになり、診断士登録初年

輩診断士の方のご経験を学ぶ場でもありま
す。

度から先輩の皆様と一緒にビジネスプランの

私自身がいろいろな経験をさせていただけ

評価軸やコンテストの運営を手作りしたのが

たのも、協会活動を通して沢山の方にご支援

貴重な経験となりました。このおかげでイベ

いただいたからです。これからも協会活動に

ントがあっても、段取りや準備に自信が持て

参加し、新しいことにもチャレンジしたいと

ました。

考えています。そして企業内診断士の方にも

協会の委員もさせていただきました。委員
会活動の一番の思い出は、平成24年度中小企
業経営診断シンポジウムの分化会の司会をさ
せていただいたことです。多くの方に参加い

もっと協会活動に参加していただき、ぜひご
一緒していきたいと思います。
最後になりましたが次の70周年に向けて、
協会のますますの発展を祈念いたします。

ただいたイベントで、分科会も立ち見が出る
盛況でした。私は大きな会場での司会は初め
てでしたので、とても緊張したのを覚えてい
ます。終わった後に先輩から「最初は声が小
さかったので少し心配したが、よかったよ」
と言っていただきホッとしたのですが、心の
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協会活動と私
仲間との出会いに
感謝です
会員

吉本

一臣

試験監督にもよく行きました。
広報委員会の委員となっていたのが、平成
22年頃で、会報作成など通常の事業の他、日
本政策金融公庫大阪支店国民生活事業（こく
きん創業支援センター大阪）と『創業・新事

20年前に、協会に入会しました。

業等に関する覚書』締結の手伝いをさせてい

職場の先輩がおられた登録研究会の顧客満

ただきました（協会の広報委員として士会と

足経営研究会に入会し、CS経営の研究仲間

国金の連携に尽力？）。インテックス大阪で

に入れてもらいました。その成果を理論研修

開催される中小企業総合展に協会大阪支部と

で発表する機会を得た際、「顧客からの声を

して、平成24年頃まで参加していました。数

CS室で集約し、経営にフィードバックする

年前に再度広報委員になった時には、府協会

システム」について解説したところ、「コス

のパンフレットの刷新の手伝いをしました。

ト増になり逆に経営にマイナスになるのでは

このパンフレットは現在使われています（平

ないか」との質問を受け、その経費はコスト

成28年９月末現在）。

ととらえるのではなく投資ととらえるべきで

海外研修旅行には、平成22年のオーストラ

ある旨、答えたことが今でも記憶に残ってい

リア研修に参加しました。実際に現地で経済

ます。

や経営について視察しますとやはり、理解が

平成17年に事業革新研究会を立ち上げまし

深まり視野が開けます。ゴールドコーストで

た。当時、中小企業新事業活動促進法が制定

は、南太平洋で泳いだことが良い思い出です。

され、経営革新・創業・連携などが時流であ

平成25年のタイの海外研修では、日本企業や

りました。たまたま、職場で経営相談室の課

日本車の予想以上の進出を目の当たりにで

長をしていた関係から、言いだしっぺという

き、バンコクのタイ古式マッサージは安く本

ことで代表となりました。この研究会では、

格的なもので旅の疲れが癒されました。

平成20年に研究論文「経営革新で会社が変わ

実務補習については、指導員を平成21年か

る！」を、平成22年にはビジネスモデル変革

ら現在まで毎年２回づつ続けてきました。未

による事業革新手法をテーマに研究論文「ビ

だに十分ではありませんが、受講者のメン

ジネスモデルの調査・研究」を、それぞれ発

バーに実際の経営診断を体得してもらうこと

表し、現在も鋭意研究を続けています。

にやりがいを感じます。報告について、診断

協会の委員会活動では、研修委員会の委員
となっていたのが、平成18年頃かと思います。

先企業の経営者から役立つという感想がある
と大きな満足となります。

研修旅行で三重方面へ行きました。シャープ

とりとめなく書きましたが、これらの活動

亀山工場見学では、工場見学や製造現場の解

で、多くの体験と多くの仲間を得ることがで

説などは受けられたものの、最先端の工場建

き、私のかけがえのない財産となっています。

屋については内部は見られませんでした。そ
の頃の世界の先端企業としてのシャープに対
する評価と経営悪化の結果、鴻海の翼下に
入った現在の評価には、隔世の感があります。
指定事業委員会の委員となっていたのが、
平成19年頃でした。委員のときばかりでなく

診断士会報No216v8.indd 12

略歴

・神戸大学と大阪経済大学修士課程修了
・大阪商工会議所経営指導員
・平成８年中小企業診断士登録
・吉本中小企業診断士事務所 代表

2016/09/2

9: 0

診

断

（ 13 ）

士

「中小企業診断士の日制定ならびに
大阪府中小企業診断協会設立60周年記念フォーラム」のご案内
〜良い会社づくりと中小企業診断士〜
既に皆様ご存じだと思いますが、昭和23年
11月４日に中小企業診断制度が発足したこと
にちなみ、11月４日が中小企業診断士の日と
して制定されました。
また今年は、支部の時代も含め大阪府中小
企業診断協会が60周年を迎えます。
そこでこれらを記念して、
「中小企業診断
士の日制定ならびに大阪府中小企業診断協会
設立60周年記念フォーラム」を開催すること
となりました。
皆様、奮ってご参加いただきますようよろ
しくお願い申し上げます。
＜日時＞
11月４日（金）
フォーラム
13：00 〜 17：30
記念パーティ 18：00 〜 20：00
＜場所＞
太閤園
（大阪市都島区網島町9-10）
＜プログラム＞
○第１部（13：00 〜 14：45）
基調講演 「良い会社100の指標」
坂本光司氏 法政大学大学院教授
「日本でいちばん大切にしたい会社」等の
著者である、法政大学大学院教授 坂本光司
氏をお招きし、坂本氏が２年の歳月をかけて
まとめられた「いい会社の100の経営指標」
に基づき、企業が目指すべき正しい経営の姿
についてお話しいただきます。

赤木孝一氏
中澤未生子氏
大音和豊氏
（以上、順不同。大阪府協会会員）
・分科会１
企業支援事例発表
・分科会２
診断士グループによる研究活動発表
○その他
パネル展示、企業向け経営の簡易診断、等
○60周年記念パーティ（18：00 〜 20：00）
＜費用＞
フォーラム 無料
記念パーティ 5,000円
＜申し込み方法＞
WEBページから又はチラシ裏面の申込書に
てFAXでお申込みください。
一般社団法人大阪府中小企業診断協会
WEB http://www.shindanshi-osaka.com/
FAX 06-4792-8993

○第２部（15：00 〜 17：30）
・パネルディスカッション
「『良い会社』づくりに貢献する多様な診断士」
コーディネーター：柳瀬智雄氏
（大阪府協会会員）
パネリスト：加藤秀勲氏

診断士会報No216v8.indd 1

2016/09/2

9: 0

（ 14 ）

診

断

士

総務委員会の紹介
本年度から総務委員長を担当させていただ

ます。

くことになりました福嶋康徳から、まずは総
務委員会全体の紹介をさせていただきます。
よろしくおねがいいたします。
2015年度までは総務広報委員会として活動
してきました組織を、2016年度からは総務委
員会と広報委員会に分けて担当することとな
りました。総務委員会は、文字通り府協会の
総務を担当します。協会組織の機能が円滑に
働きますようにバランス感覚を心掛けながら
職務を努めてまいります。すなわち、新しい

写真は総務委員会のメンバーです。

総務委員会の活動コンセプトは、①よかれと

手前左手より、中嶋、福嶋、西村、奥の左

思うわたし目線で、②期待するあなた目線で、

手より、山本、中澤、杉本、椋野、砂、中川、

③みんなが思うコンプライアンス目線で、④

（各敬称略）です。右手は総務委員会を担当

そして飛躍したいわたしたち目線で、として

されます横山副理事長です。以下、メンバー

おります。これまでの府協会の方針であった、

からの、メッセージを掲載させていただきま

「脱皮そして飛躍」を新体制では更に成長さ
せていくことが謳われております。このこと
を実現していくためには、バランス感覚を

す。皆さま、見かけたときは声をかけてくだ
さい。
【中嶋総務副委員長】

持ってことにあたることが肝要であると考え

今年度より総務副委員長を拝命致しました

ております。総務委員会の課題としては、総

中嶋です。昨年度までは決算・予算担当の一

会の対応や各種会議体の対応、事業計画およ

委員として委員会活動に従事してまいりまし

び決算・予算に関すること、府協会組織や会

たが、今年度からは財務・コンプライアンス

員各位の活動が円滑に進むための規程類の整

担当の副委員長として、より大きな視野で活

備やルールの制定、士会との協調連携、青年

動をしなければいけないと実感しておりま

部支援、事務局機能充実などがあります。と

す。

りわけ本年度は、診断士制度発足の日にちな

具体的には規程類の整備、決算・予算を中

んだ「中小企業診断士の日制定ならびに大阪

心とした府協会事務局の運営管理という会員

府中小企業診断協会60周年記念フォーラム」

の皆様に直接つながる分野での活動が中心と

が目玉であります。総務委員会のメンバーは、

なります。

福嶋康徳委員長、中嶋聡副委員長（財務・コ

事務局を通じて、少しでも会員の皆様の診

ンプライアンス担当）、西村美和副委員長（総

断士活動をサポートできるように努めてまい

務・企画担当）、杉本雅彦委員、砂亮介委員、

りますので、どうぞよろしくお願い致します。

中川喜照委員、中澤未生子委員、椋野誠司委
員、山本彰子委員で、北口祐規子副理事長、

【西村美和総務副委員長】
今年度より総務副委員長を拝命いたしまし

横山武史副理事長のサポートをいただきなが

た西村です。昨年度までは研修・事業委員会

ら担当しています。会員のみなさまのご理解

の委員として活動に携わってまいりました

とご協力を得て職務に精励したいと考えてお

が、今年度から総務・企画担当の副委員長と

りますので、どうかよろしくおねがいいたし

して、新しく当委員会で職務を担わせていた
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役に立つことができればと考えております。
どうぞよろしくお願いいたします。
【山本彰子委員】

企業内診断士としての視点を活かしながら

広報委員、総務広報委員で合わせて約２年

会員のみなさまのお役に立てるよう真摯に取

半活動してまいりました。その間、個人的に

り組ませて頂く所存でございます。ご支援、

は企業内診断士から、支援団体での支援者と

ご協力を賜りますよう何卒よろしくお願いい

なり、念願の独立を果たすなど自分の立場も

たします。

変遷を重ねてきました。そういった経験を踏

【中川喜照委員】

まえ、常に会員の皆様の様々な立場における

総務広報委員を拝命して２年、そして新年

視点で物事を考えるようにと心がけつつ、総

度からは総務委員として活動範囲を特化され

務委員としての活動に邁進したいと意気込ん

たはずですが、依然その守備範囲の広さに驚

でおります。何卒よろしくお願い致します。

いています。今後は特にコンプライアンスの

【中澤未生子委員】

観点を踏まえ、約1,000名の会員の皆さんが

今年度より総務委員会のメンバーに加えて

よりスムーズに診断士活動できるよう支援を

いただきました。弁護士として法律事務所に

心掛けてゆきますのでよろしくお願い致しま

勤務しながら中小企業診断士として活動する

す。平成19年登録で一昨年企業内診断士を卒

ようになり４年が過ぎましたが、府協会の運

業し、その経験を生かし国際化や経営革新な

営に関わらせていただくのは今回初めてで

どに関心大です。

す。弁護士なのでコンプライアンス担当にな

【砂亮介委員】

るのかな、と思っていたら、イベント担当に

昨年度から総務委員を務めさせていただい

なりました。お祭り好きの性格を生かして精

ております。また、昨年度から青年部代表も

一杯務めさせていただきます。よろしくお願

務めております。

いいたします。

引き続き、委員会活動を通じて会員の皆様
のお役に立てるよう頑張りますので、どうぞ
よろしくお願い申し上げます。
【杉本雅彦委員】
今年度より総務委員会を務めさせていただ
きます杉本と申します。税理士としての経験
を活かし、協会の「経理事務」の管理と財務
諸表の作成を中心に行います。委員会は今回
が初めてであり、新しい環境になれるまでに
時間を頂戴致しますが、責務を全うしたいと
存じます。皆様宜しくお願い致します。
【椋野誠司委員】

写真は、８月２日に発足しました「中小企
業診断士の日制定ならびに大阪府中小企業診
断協会設立60周年フォーラムプロジェクト」

昨年は年度の途中から会員サポート委員を

キックオフ会議の後の懇親会の様子です。こ

務めさせていただきましたが、今年度は総務

の原稿が皆さまのお目に触れるころには、プ

委員に拝命いただきました。本職はIT屋で

ロジェクトは佳境に達していると思います。

すが、システム監査やセキュリティ監査、内

会員の皆様のご理解とご協力を得て、記念す

部統制コンサル、Pマークコンサル、ISMS

べき行事を挙行してまいりましょう。よろし

審査などの経験・専門性を活かし、皆様のお

くおねがいいたします。
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会員サポート委員会の紹介
≪会員サポート委員会の活動≫
当委員会は①スキルアップ研修・土曜セミ

断士登録をして、現在８年目になります。当
委員会では、研究会運営や会員の親睦を図る

ナーの運営、②経営経済講演会の開催、③登
録研究会・診断士交流会の運営、④新年互礼

会員サービス事業を担当しています。研究会
活動の活発化や、会員が参加できる機会の拡

会や新歓フェスタなど年間行事の運営、⑤府
協会として取り組む新規事業の企画・開発な

大などで、やりがいのある協会づくりに尽力
してまいりますので、よろしくお願いします。

どを担当しております。
今年度は担当業務を３つの事業グループに
分け、総勢13名で活動しております。

【柳瀬 智雄

会員サポート副委員長】

以前広報委員を２年半務めさせていただき
ましたが、会員サポート委員会は初めての経
験になります。専門である組織活性化のスキ
ルを活かし、会員のみなさまのお役に立てる
よう努めたいと思います。「協会でこんなこ
とできないかなぁ」という前向きなリクエス
トがあればお気軽に相談ください。どうぞよ
ろしくお願いします。

≪会員サポート委員会のメンバー≫

【石倉 一利

委員】

【小林 俊文 会員サポート委員長】
当委員会のミッションは、会員のスキル

昨年に引き続き会員サポート委員を務める
ことになりました石倉です。昨年度は協会行

アップと活躍機会の提供、および会員交流の
活発化により協会としての魅力を高め、組織

事の運営を担当しておりましたが、今年はス
キルアップ研修、土曜セミナー等の研修関係

力の向上を図ることであると考えておりま
す。皆様のご協力をよろしくお願いいたしま

を担当することになりました。
診断士が求められる活動領域は年々広く

す。

なっており、必要とするスキルも広くなって
おります。会員の皆様に有意義なセミナーの

【秋 松郎 会員サポート副委員長】
今年から研修事業グループの副委員長を務
めることになった秋です。研修事業グループ
では、独立診断士又は、独立志向の高い協会

開催を進めたいと思っています。ご意見等ご
ざいましたら気軽にお声をお掛け願います。
【谷村 真理

委員】

会員の皆様の診断士スキル研鑽に役立つ様な
研修事業を企画・実行して会員のサポートに

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。セミナー等の企画・

役立つ委員会活動を心がけていきたいと考え
ています。研修事業を通じて、多くの方とお

運営を通じ、私自身も大変刺激を受けて成長
させていただいております。

会いお話しできることを愉しみにしています
ので、どうぞ、宜しくお願いいたします。

診断士という共通の土台を持ちつつも、そ
れぞれ独自の強みを持った会員同士が、お互

【西谷 雅之

会員サポート副委員長】

いの能力・見識を共有することで、さらに切
磋琢磨しあえる場を作っていきたいと思いま

本年度より会員サポート委員会に携わるこ

す。独立・企業内問わず、会員の皆様の多様

とになりました西谷です。平成21年４月に診

なニーズを真摯に受け止め、尽力する所存で
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した一年になりました。皆さまと共にイベン
トや研究会を盛り上げていきたいと思います

【西松 あゆみ 委員】
今年から研修事業グループで委員をさせて

ので、お気軽にご意見やアドバイスなどもい
ただけると幸いです。

いただくこととなりました。
企業内、独立、独立希望など多様で多彩な

至らぬ点もあるかと思いますが、今年もよ
ろしくお願いいたします。

会員の皆様のニーズを満たすような研修を行
えるよう日々取り組んでおります。

【上野 浩二

委員】

興味を持って参加していただけるような研
修を企画し、皆様とともに知識向上に努めた

今回、会員サポート委員会で新規事業開拓
グループに所属することとなりました上野浩

いと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。

二です。
IoTに関わる企業内診断士として、青年部

【井上 和也

委員】

活動に参加する若手診断士として、より多く
の方々が「ドキドキ、ワクワク」できるよう

この度、昨年に引き続いて会員サポート委
員を務めることになりました井上です。今年

な場を提供できるよう、頑張っていきたいと
思います。

は、イベントの企画開催、登録研究会・診断
士交流会のサポートを担当させていただきま

あったらイイネを形にしていきたいと思い
ますので、顔を見たらお声がけください！

す。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、
努めて参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。
【影山 貴俊

委員】

【坂野 圭吾

委員】

はじめまして、このたび会員サポート委員
会活動に参加させていただくことになりまし
た坂野と申します。会員の皆様が活躍・成長
できる場を提供できるよう新規事業の企画・

新任委員の影山です。できればこの委員会
にと思っていた会員サポート委員会に所属す

開発を中心に活動させていただきます。
皆様のお役に立てるよう努めてまいります

ることになりました。協会入会後３年間、３
つの研究会、曜日別交流会（毎年参加し幹事

ので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

２回）
、２つの新設分科会（幹事と副幹事）
で活動し、協会行事にも積極的に参加・発言

【山﨑 研 委員】
今年度より、会員サポート委員を務めてお

した経験を生かし、委員会活動に全力で取り
組む所存です。

ります山﨑です。新規事業開拓を中心に担当
させていただいております。

目指すは、「独立・企業内を問わず参加し
たくなる」「参加してよかったと思っていた

企業内診断士の視点で、より多くの会員の
皆様にとって価値ある新規事業の企画・運営

だける」サポート行事です。

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、ぜひ貴重な

【福島 知子 委員】
会員サポート委員の福島です。昨年に引き

ご意見を頂きたく思っております。そして、
皆様のご意見を大切に、新規事業開拓に努め

続き、イベント開催や登録研究会・診断士交

たく思っておりますので、よろしくお願い致

流会の運営サポートを担当いたします。
委員活動をして以来、より多くの会員の皆

します。

様との交流が増え、昨年は個人としても充実
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研修・事業委員会の紹介
＜当委員会の概要＞
当委員会では一般社団法人大阪府中小企業
診断協会の業務分掌に基づき、下記の４つの
事業を実施しています。
①中小企業診断士試験などの実施に関するこ
と
②中小企業診断士実務補習、中小企業診断士
研修事業（理論政策更新研修）の実施に関
すること
③中小企業診断士実務従事の実施に関するこ
と
④受託事業に関すること
これらの事業を確実に遂行するために、企
画〜入札〜事前準備〜当日運営〜事後処理を
おこなうことが当委員会の役割です。常にお
客様（受験者、受講者、本部、府協会、委託
先）の目線で複合的に業務を遂行しています。
本年度は８名の委員メンバーが業務にあたっ
ていますが、試験監督員や実務補習指導員、
理論政策更新研修の講師など、協会会員の皆
様のご協力なくしては成り立たない委員会で
もあるのです。皆様には日頃からご協力をい
ただいており、感謝の気持ちで一杯です。以
下、当委員会で実施している主な業務を紹介
します。
１．試験業務
試験業務には、一次試験、二次筆記試験、
二次口述試験の各業務があります。当業務に
おいては本部からの指示に従って、一寸の間
違いもない業務が求められます。
本年度の一次試験は、８月６日（土）
、７
日（日）の２日間にわたり実施しました。今
後、10月23日（日）に二次筆記試験、12月18
日（日）に二次口述試験と続きます。

３．理論政策更新研修業務
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
いています。大阪地区では今年度、７〜 12
月の間に12回の開催を計画しております。
これからも、受講者の皆様に満足いただけ
る研修を企画・運営していきたいと思います。
４．実務従事事業
「実務の従事要件」（５年間で30ポイント以
上獲得）を満たすために、春期と秋期の年２
回開催しています。
指導テーマや業種、日程などをあらかじめ
ご案内し、受講者にコースを選んでいただく
カフェテリア方式を採用しています。
今後とも受講者のニーズを重視して事業を
進めていきます。
＜当委員会のメンバー＞
当委員会は８名体制で推進しています。全
員がプロの経営コンサルタントであり、実務
能力の高いメンバーに集まっていただきまし
た。
【内藤 秀治

研修・事業委員長】
本年度より研修・事業委
員長を拝命し、責任の重さ
を実感しています。
協会の皆様の協力をいた
だきながら与えられた業務
を全うする所存です。今後
ともご理解とご協力を賜り
ますようお願い申し上げます。

【高山 吉和
２．実務補習業務
二次試験の合格者を対象に夏期（７〜９月）
と冬期（２〜３月）に実務補習を実施してい
ます。会員の皆様には指導員としてご協力い
ただいておりますが、毎年、指導員の不足に
悩んでいます。副指導員制度もありますので、
今後、指導員を希望する方はお問合せいただ
ければ幸いです。
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うぞよろしくお願いいたします。
【中村 佳織

委員】

今期より、研修・事業委
員を担当させて頂くことに
なりました。佐々木副委員
長ともに、理論更新研修の
実施サポートなどに携わら
せて頂きます。会員のみな
さまに、より良い研修をご
提供していけるよう、従来の業務の踏襲だけ
でなく、新たな試みもしていきたく思ってお
ります。皆様のご協力、ご支援を宜しくお願
い申し上げます。

研修・事業副委員長】
本年度より研修・事業委
員会の副委員長を拝命しま
した佐々木です。当委員会
は、診断士試験、実務補習、
実務従事、理論更新研修等
を担当させて頂いています。
【清水 和也 委員】
特徴は、確実に遂行するこ
独立して５年目を迎え、
とが強く求められるとともに、受験生や受講
少し事業も落ち着いたとこ
者の方の満足度を高めることも求められる事
ろ、研修委員への参画のご
業であるということです。そして、これらは
縁を頂き、主に実務補習関
会員の皆様のご支援なしには成立しえない事
連を担当させていただくこ
業でもあります。至らぬ点も多いと思います
ととなりました。
が、精一杯努めさせていただきます。皆様の
企業内診断士時代から、
ご支援を賜りますよう、どうぞ宜しくお願い
青年部への参画、公益財団法人大阪産業振興
致します。
機構の入団の機会（協会から公募のお知らせ
を頂きました）等、創業前より、大変お世話
【森 啓 委員】
になっておりました。
森です。今の研修・事業
この機会をもって、少しでもお世話になっ
委員会の前身、指定事業委
た皆様方へのご恩をお返しできればと思って
員会から試験業務、更新研
おります。至らぬ点も多いかとは思いますが、
修、実務補習の裏方をさせ
よろしくお願い申し上げます。
て頂きました。その経験し
かありませんが、会員の皆
様にお役立ちできるよう、 【島田 尚往 委員】
これまでにお世話になっ
ちまちま、コツコツ、丁寧に仕事をさせて頂
てきた中小企業診断士の社
きます。
会に微力ながら貢献させて
よろしくお願いいたします。
いただきたいとの思いから
研修・事業委員に参画させ
【野中 仁 委員】
ていただくことになりまし
今年から研修・事業委員
た。
を務めさせていただく野中
協会の他の委員会同様に研修・事業委員会
です。これまでの４年間は
も協会の運営に非常に重要な役割を担ってい
総務広報委員担当させてい
ると思いますので、役割を全うできるように
ただいておりましたが、今
気を引き締めて臨みます。至らぬ点も多いか
年からは研修事業委員会で
と存じますが、なにとぞよろしくお願い申し
の活動を通じて会員の皆様
上げます。
のお役に立てるよう努めていく所存です。ど
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広報委員会の紹介
≪広報委員会の活動≫
当委員会は、新体制に伴い「総務広報委員

運営、診断士試験や実務補習など診断士に不
可欠な事業の運営管理に携わりました。

会」から機能を分離し、広報分野を担う委員

この間１年のみ広報委員会で活動しました

会として、主に下記の媒体を用いて情報発信

が、この度は広報委員長を拝命することとな

しています。

り、改めて身が引き締まる思いでおります。

１．会報誌の発行
年４回（１・４・７・10月）発行しており、

今年度より新体制に移行し、風谷理事長の
掲げる「変革・成長そして貢献」というスロー

誌面を通じて協会及び会員の活動を紹介して

ガンのもと協会活動を積極的に発信し、皆さ

います。会報誌は関係各所にもお届けし、当

まの満足度向上、一層の会員数増加に寄与で

協会活動の周知を図っております。

きればと思っております。
また、より多くの方々に「診断士は経営課

２．ホームページの運営・管理
協会活動を内外に発信していくための重要
なツールとしてホームページがあり、即時性

題を解決するパートナー」であることを認識
していただけるよう努める所存です。
情報の発信にあたり、皆さまにお力添えい

が求められる情報を掲載しております。また、

ただくことが多々あるかと存じますが、ご協

前述の会報誌のバックナンバーもご覧いただ

力下さいますよう何卒宜しくお願い申し上げ

けます。

ます。

３．メールニュースの配信
毎月10日にメールでニュースを配信し、定
期的に情報提供しています。

【岡﨑永実子

広報副委員長】

広報副委員長として、会員皆様のご意見を
取り入れつつ、有益な情報をお届けできるよ
う、また多くの方に診断士を知って頂けるよ

４．パンフレットの発行

う努める所存です。会報に携わるのは３年目

会員以外にも協会活動を広く周知するた

になりますので、何か新しい取り組みができ

め、独自にパンフレットを作成し、配布して

ればと思っています。また、今年度は府協会

おります。

の60周年と中小企業診断士の日制定の初年度

また、上記の媒体に対する外部からの広告

にあたり情報発信をする機会が増えますの

掲載依頼についても、当委員会で管理を行っ

で、しっかりPRしていきたいと考えており

ております。

ます。

今後は従来の媒体のみならず、心強いメン
バーとともに府協会の更なる認知度向上のた
め、積極的な情報発信を行ってまいります。

【古川佳靖

広報副委員長】

広報委員会副委員長を拝命しました古川で
す。診断士は経営者と共に良い会社作りして

≪総務広報委員会のメンバー≫
【東純子

広報委員長】

いくことが、診断士の大切な役割の１つだと
考えています。その実現のために、会員の皆

府協会の理事として活動し10年目となりま

さまにはより役立つ情報を、外部の皆さまに

す。
これまでは協会主催の研修に関する企画・

は協会活動や診断士の活躍をより積極的にお
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知らせするなどの広報活動を行っていきたい

極的な情報発信にご協力いただきたいと思い

と思います。会員の皆さまのご活躍の一助、

ます。よろしくお願いいたします。

そして協会発展に繋がるよう努めて参りたい
と思います。よろしくお願いいたします。

【林一成

委員】

京都商工会議所で経営支援員の職につき、
【池渕ゆかり

委員】

中小企業の支援及び、商談会等のイベントの

今期から広報委員を務めさせていただく池

企画・運営を行っております。大阪府中小企

渕です。診断士登録から４年で、昨年独立し

業診断協会では、広報委員の他、青年部の運

たばかりの診断士としてはまだまだ未熟者で

営委員、デザイン経営研究会の副代表を務め、

すが、協会での研究会などの活動を通じて得

また走る診断士の活動も行っております。府

られたネットワークは心強い限りです。60周

協会の皆さまが集まれる場、楽しめる場を自

年を迎えるこの記念すべき年に頂いたご縁を

ら作っていくと同時に、府協会の皆さまの活

大切に、微力ながら協会の更なる発展に貢献

動を広報委員として多くの方に発信していき

できるよう、一人でも多くの方のお役に立て

たいと思っております。

るように活動して参りますのでよろしくお願
い致します。

【松尾健治

委員】

独立し、「挑戦型中小企業の高収益と社会
【大草吾朗

委員】

価値創造の実現」をミッションに、全力で活

現在は企業内診断士として、中小企業診断

動しています。登録研究会に始まり、海外研

士の資格を生かしながら、中小企業の経営者

修事業、スキルアップセミナー、ヤングリー

の相談相手として、知識とスキルの研鑽に努

ダー講演などへの参加を通じて、たくさんの

めています。診断協会では、活発に活動して

診断士と交流し、診断士・府協会の魅力を

いる勉強会、交流会やイベントにて、プロコ

日々、再発見しています。広報委員として、

ンとして独立されている方、企業内にて活躍

その魅力を対外・対内の両面で「届けるべき

されている協会員の皆様との交流させていた

情報を、届ける」ことで、府協会の発展に貢

だき、様々な学びの機会を得ています。今後

献する所存です。

は広報委員として、私なりに大阪府中小企業
診断協会に貢献していきたいと思っていま
す。
【永井俊二

委員】

２年ぶりに広報委員を務めさせていただく
こととなりました。前回は企業内診断士とい
う立場でしたが、今回は独立診断士として携
わります。60周年という節目の年、資格の社

手前左より、岡崎、東、池渕、奥の左より、林、

会的評価を高めていくことが重要です。私自

大草、古川、松尾、永井（敬称略）

身も、プロコンとして診断士の地位と知名度
の向上に微力ながら尽くしていきたいと考え
ております。皆様には会報などにおいて、積
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企業内診断士活性化研究会 突撃ルポ
今回は府協会登録研究会の企業内診断士活
性化研究会の例会を訪問させていただきまし
た。

「中小企業へのCSR導入の研究」（論文優秀
賞）、「従業員満足」（活動成果報告書優秀賞）、
「ビジネスモデルの変革」などがあります。
現在は「組織活性化」をテーマに取り組んで

１．企業内診断士活性化研究会の概要

います。

1999年（平成11年）４月に発足し今年で18
年目という歴史ある研究会です。
企業内という名称の通り、ほとんどが企業

２．例会の様子
今回は2016年９月の例会を取材させていた

内診断士で、現在は21名（うち独立診断士４

だきました。お伺いした日は13名が出席で、

名）が所属されています。企業内診断士の方

診断協会の第一会議室が満室でした。

だけかと思っていたのですが、独立診断士も

例 会 を 拝 見 し て 率 直 な 感 想 は「 楽 し そ

入会可能とのことです。入会した時は企業勤

う！」でした。研究会が始まる前の雑談から

務だったけれど、退職後もそのまま研究会で

和やかな感じを受けていました。例会では若

活動している方もいらっしゃるそうです。

手からベテランまで和気あいあいと議論して

会員は診断士登録間もない方からベテラン

いる様子が印象的でした。

まで、30代の方もいて幅広い層で構成されて
います。
「診断士の活性化を通じて中小企業の経営
に貢献しよう」の理念のもと、
①中小企業の支援活動に役立つ研究・実践
②人的ネットワークの蓄積
③診断士のステータスの向上
の３点を活動目標としています。
専門性を軸にしている他の多くの研究会と
は少し性質がちがい、企業内診断士という切

現在のテーマである「組織活性化」につい

り口で集まっているため、研究テーマはメン

て活動しており、毎回、会員の１人が持ち回

バーの意見を反映し設定しています。そのた

りでテーマに沿った内容を発表しています。

め、専門性にとらわれることなく参加できる

この日は会員の丹羽氏が数冊の労務関係の

ことが特徴となっています。

本を読んで、それら内容をまとめたものを発

原則、毎月第一木曜日が例会開催日です。

表されました。そのうちの１冊目は労働法に

主な活動は毎月の例会です。１つのテーマ

ついてストーリー仕立てで書かれた書籍の内

には２〜３年の期間取組み、活動成果報告書

容をまとめたものでした。雇用、労務に関す

や論文としてまとめられています。最近では

る法律でしたが、硬い説明にならず分かりや
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すく説明され、皆さん熱心に耳を傾けていま
した。発表内容の中には知らないことも多々
あり、みなさん新たな知識を吸収されていま
した。
他には

シュガー社員

とよばれる「会社

を溶かしかねない会社や上司にとっては好ま
しくない社員の５つのタイプ」も紹介があり
ました。ベテラン診断士からは、会社の風土
改革をすると合わない社員は自ら退職するお
話が出ました。それに加え、経営者の対応と
しては風土改革が１つの手段だが、部下を持
つ中間管理職はどうするかという議論に発展
し、
中間管理職の孤立化を防ぐ手立てが必要、
チームビルディングという視点の必要性など
が話し合われました。

３．取材してみて
取材させて頂く前は、企業内診断士と一口

今回の発表内容が労務の観点だったため、

にいっても、様々なバックグラウンドをお持

中小企業診断士と社会保険労務士とのミッ

ちの方々が実際にどのように活動しているの

ションの違いや、更に上記の会社風土改革か

か気になりました。例会にお伺いしてみて、

らの繋がりで経営革新やISOの導入などにま

異業種交流のような要素もあるのかと思いま

で議論が及びました。

した。設定したテーマに沿って、皆さんがご

企業内診断士が多いということで、従業員

自分の知見等を出し合い切磋琢磨しているの

や中間管理職としての自分に当てはめての意

ですが、多様なメンバーだからこそ深まる議

見と、診断士として中小企業をどう支援する

論もあるのではと思います。

かという経営側の視点がうまく組み合わさっ
ていたように感じました。

協会会員は企業内診断士の割合が多く、企
業内診断士の活動に視点をおいた研究会は必

発表された内容から診断士としてどういっ

要とされていると思います。資格を取得した

た対応方法をとったらよいかという課題を見

もののお仕事の中ではなかなか診断士として

つけて、最後はこういった方法が考えられる

実感できる業務がない、特に専門分野にこだ

のではという結論まで議論されていました。

わらないが診断士としての勉強をしていきた

また、代表である山元氏がうまくファシリ

いとお考えの方は是非、企業内診断士活性化

テートし、皆さんが発言できる場を作ってい

研究会の扉を叩いてみてはいかがでしょう

ました。それが、和気あいあいと議論できる

か。

理由の一つなのかもしれません。
取材・編集：広報委員会（岡﨑永実子）
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交流会活動報告
■弐火会について■
毎月、第２火曜日に定例会を開催するため
「弐火会」という名前になりました。
泣く子も黙る大ベテランの先生から登録し
たてのほやほや診断士まで経験・年齢ともに

弐火会

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。質疑応答でも中小企業診
断士らしい多様で鋭い意見交換がなされて、
勉強になることばかりです。

幅広く、業種・専門分野もバリエーションに
富み、非常に個性の強いメンバーが揃いまし
た。まさに中小企業診断士ならではの世界と
いえそうです。

■懇親会■
その後、有志で席を移しグループの懇親を
深めます。この席では、年齢・業種様々なメ

また、
独立診断士・企業内診断士はほぼ半々

ンバー同士が自由に意見交換したり、ベテラ

で、それぞれの情報交換の場としても活発な

ンの先生が若手を諭して下さったり、その日

活用が期待できそうです。

のプレゼンテーション者への深い突っ込みが
きたりと、懇親の席ならではのリラックスし

■交流会（毎月第二火曜日18：30〜20：00）■

た雰囲気で

真

の交流がはかられます。

交 流 会 は、 毎 月 第 二 火 曜 日 の18：30 〜

幅広い世界から縁あって集結したこの19名

20：00に実施され、基本毎回２名ずつ、登壇

の精鋭メンバーの結束が、回を追うごとに強

者が好きなテーマを定めプレゼンテーショ

くなっていく弐火会です。

ン・質疑応答をしていきます。

（文責：駒井

俊雄）

現在まで６月、７月、８月を通じて、６名
の方に発表していただきましたが、それぞれ
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交流会活動報告

産水会

●懇親会
毎回交流会の後には懇親会が設定されてお
ります。マイドーム近くの安くて美味しいお
店で行われ、茶道や古式泳法など多彩な趣味
を持つメンバーがおり、交流会とは違った一
面を見られ、中小企業診断士という資格の持
つ世界の広がりが感じられ、こちらもお金で
買えない価値があります。そのためついつい
お酒がすすみますが、翌日の仕事に影響する
●産水会について
産水会は水曜日参加の診断士が集まった１

ような深酒はせず、次回も参加したいと思え
る会です。

年間限定の交流会です。会員数は19名です。
参加メンバーはプロコンの方をはじめ、金融
機関やメーカー、インフラなど様々な業界で
活躍しています。年齢層も20代から70代まで
と幅広く、自分とは違った視点の意見を聞く
ことはとても新鮮です。開催日には皆マイ
ドームおおさかに駆けつけ、積極的に参加し
ています。
●交流会（毎週第３水曜日 18：30 〜 20：30）
各回２名が自由なテーマで30分程度の発表

●今後

を行い、発表者を中心に個性溢れる面々が議

まだ５月に始まったばかりですが、産業の

論を展開します。異なる業界や分野の裏話な

垣根を越えて、異なる業界や分野の知見を水

ど、ここでしか聞けない話が出たり、仕事以

が混ざり合うように互いに吸収し、メンバー

外でも、日本酒についてすぐに役立つ知識な

の成長に資するような会を目指していきたい

ど、多忙な中、来てよかったと思える充実し

と思います。

た会です。
●ご興味持たれた方
年度途中からの参加も大歓迎です。協会事
務局までお問合せ下さい。
（文責：畚野信重）
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いちもくさん
第２回目（７月７日）は橋本祐樹氏、藤本
正一氏に
１．最近の柔道事情
２．知財総合支援窓口の紹介
をお話しいただきました。

「いちもくさん」は毎月第一木曜日に定例
会を開催する交流会です。毎回２名が発表を
行った後、 いちもくさん に有志による懇
親会へ突入するという所から名付けられまし
た。メンバーは20名。登録したばかりの診断
士からベテランまで幅広く参加しており、業
種も参加目的も様々です。発表は、５月の発
足式で６〜９月定例会の発表者がすぐに立候
補で決まり、発表したいという積極性の高い
メンバーが集まりました。
発表テーマは自由テーマとなっており、
第１回目（６月２日）は藤田浩幸氏、金田謙
一郎氏に
１．FinTech活用のご提案
２．選挙について
を発表いただきました。どちらも旬な話題で、
発表内でのクイズや活発な質疑応答があった
りと初回から有意義な発表でした。

【第２回目
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【第３回目

土屋富雄氏の発表の様子】

第３回目（８月４日）は土屋富雄氏、水谷
哲也氏に
１．超超高齢・人口縮小社会における商業・
サービス業
２．ITと私の歴史
を発表いただいています。９月は岸本圭祐氏、
中本悠介氏の発表です。
また、当交流会のメインでもある懇親会は
５月の発足会からスタート。マイドーム大阪
の近くにあった食べ放題、飲み放題2,680円
の中華「仮面」をよく使っていましたが、お
店が閉まってしまったので同じ食べ放題、飲
み放題の中華「香」に舞台を移しています。
毎回、話しやすい雰囲気で、様々な話題で意
見交換が行われ、大変な盛り上がりです。今
後、発表や懇親会を通じて、更なる交流が深
まっていくことに期待が高まります。
（文責：藤田浩幸）
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ビジネスシーンで使える私のお薦め
地域密着型図書館の
活用

らも人気です。テーブル席はグループでの利
用にも適しています。ちなみに、館内では
Wi-Fiが利用可能です。調べ物の際は、各階

裕志

にレファレンスサービスもありますので、こ

私が、仕事上でよく利用している大阪市立

のように、単独で利用するにも、グループで

会員

中谷

中央図書館についてご紹介いたします。

ちらも活用してみてはいかがでしょうか。こ
利用するにも適した環境、サービスであると
いえます。

１アクセス
大阪市営地下鉄「西長堀駅」を下車してす
ぐの好立地にあります。

４各種講座、展示の開催
当図書館では、ビジネスキル向上のための
講座も数多く開催されています。例えば、執

２蔵書の多さとジャンルの豊富さ

筆中の８月には著作権をテーマとした講座が

施設の規模は自治体では最大級で、閲覧室

開催されます。前述のとおり地域に関する情

に は、 図 書 約50万 冊、 雑 誌2,400誌 の ほ か、

報が充実していることもあり、大阪をテーマ

新聞約200紙をならべています。ジャンルも

とした講座（例えば大阪の商工業発展の歴史

多岐にわたります。私自身は仕事上、プレゼ

など）も開催されています。私も、数回受講

ンに役立ちそうな書籍や企画、マーケティン

いたしましたが、自身の知見を広げる良い機

グ系の専門書を活用することが多いのです

会になりました。ご興味のあるテーマの講座

が、
蔵書が豊富なため趣味のひとつでもある、

を受講してみてはいかがでしょうか。また、

鉄分多めの本に脱線してしまうこともしばし

定期的に、企画展示も開催されています。手

ばあります。また、特徴的なのは、大阪に関

前味噌にはなりますが、弊社では起業家教育

する図書や資料、文献が充実していることで

の一環で高校生を対象としたビジネスプラン

す。
３階には大阪コーナーも設けられており、

グランプリを実施しており、その取り組みを

お薦めです。大阪に初めて転勤してきた私に

８月からパネル展示にてご紹介しています。

とって、大阪の歴史や文化を学ぶ上で役立ち

未来の五代友厚を目指して、高校生が頑張っ

ました。地域に対する理解が一層深まったこ

ている姿をご覧いただけたら幸いです。

とで、企業の定性的な分析をする上でも、厚
みが増したように実感します。

５最後に
地域に密着した図書館を是非ご活用いただ

３館内の環境、サービス

けたらと思います。

閲覧席は４つのフロアで約1,000席ありま
す。中でも人気なのは、２階の一人席（読書
席）です。学生や資格試験の受験生と思われ
る方が多く利用しています。持参したパソコ
ンを使用するための専用ルームもあり、こち
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2014年診断士登録。現在は政府系金融機関
に勤務。創業支援専門の部署に従事。来阪
して２年。
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スキルアップ研修
印刷なしでは生きられ
ない！文明と共に進化
する ｢印刷技術｣
会員

柴田

将芳

１．日常にある印刷

たグーテンベルグ式印刷機でした。ドイツで
の開発後100年が経過しての導入です。印刷
物の大量普及が遅れた日本の文明文化が欧米
に引けをとっていたことは想像に難くありま
せん。さらに、日本は漢字圏となるため、英
語圏と比較して使用される文字種も多く、活

皆さんの身の回りで印刷物はどれくらい使

版印刷を最大限活用できていたとは言い難い

われているでしょうか？毎日のように触れる

背景もあります。しかし、近年では版を不要

書類はもちろんのこと、電子機器のスイッチ

と す るDTPや オ ン デ マ ン ド 印 刷 の 普 及 に

や商品パッケージなども印刷が多用されてい

よってその差を詰める事は困難ではなくなり

ます。もしかしたら、ご自宅の家具や壁紙に

ました。

も印刷が入っているかもしれません。もしも
これらに印刷技術が使われていなければどう

４．印刷材の営業活動

なるでしょうか？メーカーがわからない・用

印刷は技術そのものが商品ではなく、どの

途がわからない・特徴特性がわからない・心

ような印刷材に・どのように印刷して・誰に・

理的な影響が少ないといったことになり兼ね

どのように伝えるかまでを考慮して初めて商

ません。顧客の潜在ニーズ喚起や他社との差

品となります。印刷物を構築する印刷材・版

別化という観点においても印刷は必要不可欠

素材・印刷技術・商品の特性・印刷内容と構

なのです。

成までをよく理解して、商品やサービスのイ
メージ戦略や広報戦略に活用できるようにア

２．産業革命と印刷

ドバイスが出来る人材が評価されるため、印

最古の印刷物と言われているのは奈良の法

刷技術を把握したうえでマーケティングに精

隆寺にある ｢百万塔陀羅尼｣ です。これはお

通している人材を育成・雇用するための取り

よそ1200年前に称徳天皇が仏教による国家安

組みが印刷物を扱う企業の差別化要因となり

定政策を取るために普及させた呪文書ともい

得ます。

えるもので、その刊行数は100万刷。百万塔
陀羅尼の制作には不明な点が多いものの、こ

５．最後に

の刊行数から版が使われたことが明確であ

３Dプリンターなどにより新たな印刷物の

り、まさに印刷物と呼べるものです。その後

時代が幕を開けています。今後はフリーラン

ルネサンス期のドイツにおいて、聖書の多量

スやバックヤードビルダーを活用した印刷物

需要にこたえるべくグーテンベルグ式印刷機

戦略が求められるようになるかもしれませ

が開発されました。さらに動力を活用したも

ん。

のなどが開発されて生産性の向上が図られた
のです。
３．日本における印刷の歴史
日本に初めて印刷機が持ち込まれたのは16
世紀の終わり頃、天正遣欧使節団が持ち帰っ
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昭和58年大阪府生まれ。大学卒業後に粘着
紙加工・印刷業を営む中小企業の営業職に
従事。2015年６月独立。経営戦略立案支援
を主として、ベンチャー企業の創業計画や
製造業等の再生計画に関与している。
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スキルアップ研修
経済産業省『事業性
評価手法・評価指標
（ローカルベンチマーク）
委員会 報告』
会員 森下 勉
はじめに 自己紹介
医薬品メーカーで27年勤務後、2000年に独
立。2002年に（有）ツトム経営研究所を設立。
2006年に知的資産経営が我が国に導入されて
以来、継続的に関わっている。
現在は、経済産業省と金融庁が進めている
「ローカルベンチマーク」の構築と周知に委
員として関わっている。今回はその報告であ
る。
第１章 「ローカルベンチマーク」の構築の
背景
昨年５月、経済産業省に「地域企業 評価
手法・評価指標検討会」が立ち上がった。こ
の検討会の趣旨は、我が国の急激な人口減少
や、それにともなう地域経済の衰退と雇用の
減少の克服である。地域経済の発展のために
は、地域企業が付加価値を生み出すことが求
められているのである。
企業の発展のためには企業の事業性を評価
し、金融機関や支援機関からの適切なアドバ
イスや支援、資金調達が必要とされる。
第２章 事業性評価の課題
この検討会には、経済産業省の産業資金課
だけでなく金融庁も参加している。その理由
は、金融機関の企業への支援が、担保や個人
保証を優先させ、地域企業と十分な対話をせ
ず、事業の評価を行わないことで企業の発展
を阻害している面があるためである。
金融機関が低金利競争と規模拡大に走り、
自縄自縛に陥っている元凶は、取引先企業の
事業性を見なくなっているからである。
企業の発展のためには事業性を評価し、担
保や個人保証に頼らず価値向上に努める企業
に対し成長資金供給や様々な支援を行うこと
で、事業価値を高めることが求められている。
金融検査マニュアルと不良債権をあぶりだす
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資産査定検査、信用保証協会による100%保
証付き融資への丸投げが金融機関を変えてし
まったという意見もある。それらを踏まえて、
安倍首相主催の「日本再興戦略 改訂2015」
（平
成27年６月30日）において、「ローカル・ア
ベノミクス」を推進する施策として「ローカ
ルベンチマーク」の策定が盛り込まれた。
経済産業省だけでなく金融庁も参画した省
庁横断的な取り組みは、国の本気度を感じる。
第３章 ローカルベンチマークの内容
ローカルベンチマークは、経営者と金融機
関、支援機関の対話を深めるコミュニケー
ション・ツールとして使われること、それぞ
れの利用者にとってわかりやすい使いやすい
ものを目指している。それぞれの企業や金融
機関、支援機関が独自の視点でより深い対話
や理解をする出発点という位置づけである。
ローカルベンチマークは、地域全体を評価
する第一段階、個別の企業を評価する第二段
階に分かれる。診断士が関わるのは第二段階
と考えられ、定量面と定性面の把握を行う。
定性面では知的資産経営の視点が求められて
いる。詳細は下記URLを参照いただきたい。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/
keiei̲innovation/sangyokinyu/locaben/
第４章 今後のローカルベンチマーク
国を挙げたローカルベンチマークは今後、
認定支援機関での利用や、事業分野別指針の
下、経営革新計画などの生産性向上の取り組
み、補助金の申請においても策定を求められ
ることになる。また、我が国を大きく成長に
導く重要な取り組みであり、中小企業診断士
として積極的に関わる施策であるといえる。

略歴

1973年
1998年
2000年
2006年
2016年

持田製薬株式会社入社
中小企業診断士（情報部門）登録
同社退社 独立
知的資産経営マニュアル（中小機
構）事例作成。以降、知的資産経
営に関わる。
知的資産経営支援をツール化した
BENʼsメソッドを構築、商標化。
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スキルアップ研修
中小製造業の営業･
顧客獲得方法とは
会員

成田

将之

１．はじめに

新技術の取り組みや新規取引先の開拓も積極
的ではない場合も多くあります。一方、「技
術特化型」は、仮に加工代行型と同じ生産設
備であっても、作業手順や品質管理、外注管
理が充実しており、さらには新技術や新素材
の試作にも積極的に取り組み、完成品メー

中小製造業の理想的な営業活動とはどのよ

カーの要望に応えることで信頼を獲得してい

うなものでしょうか？多くの製造業が高度経

きます。さらにはそこで蓄積したノウハウを

済成長期に創業されていますが、当時は20坪

活かし、新規顧客を獲得していきます。

程度の土地と数百万円の安価な中古機械があ
れば比較的簡単に創業でき業務を行うことが

４．中小製造業の理想的な営業活動とは

できました。しかし、コンピューターの実用

これらを実現するためには、適切な営業活

化が始まりNC加工機が導入され、設備投資

動が必要なわけですが、製造業の営業は、カ

額は飛躍的にアップ、生産性と品質・寸法精

タログ販売等の一般的な営業で必要とされる

度は格段に上がり、低価格で供給できるよう

コミュニケーション力の他に、顧客ニーズを

になりました。さらには、物が溢れ、作れば

吸い上げるための技術的な知識が必要になり

売れる時代も終わり、競争激化していきます。

ます。例えば、「図面が読める」「材料特性や

そこで、このような歴史的背景を踏まえ、現

材料単価を熟知している」「時間当たり生産

代の中小製造業においてどのような営業活動

量が試算できる」「原価計算ができる」など、

をすべきかについて、スキルアップ研修でお

技術的な知識ありきで顧客とコミュニケー

話させて頂きました。

ションしていく必要があります。そして、こ
れらを個人ではなく組織として取り組むこと

２．一般的な中小製造業の立ち位置
多くの中小製造業は、完成品メーカーに部
品供給を行って事業を営んでいます。いわゆ

のできる社員教育や仕組みづくりを行うこと
が理想に近づくために必要な要素になると言
えます。

る下請け業務を行っています。下請けという
と良いイメージが持てなかったりしますが、

５．最後に

自社商品を開発しても簡単に売れる時代でも

私自身、長年製造業の営業に従事し、技術

なく、むしろ完成品メーカーのニーズを吸い

面の知識を踏まえた交渉の難しさを多く経験

上げ要望に応えることで差別化し、企業とし

してきました。同時にうまく行った時、良い

て成長していくこともひとつの手段であると

製品が出来た時の喜びも味わうことができま

言えます。

した。今後ともこのような経験を活かし、中
小製造業の支援に取り組む所存です。

３．差別化された中小製造業になるために
中小製造業には大きくわけて、「技術特化
型」と「加工代行型」に分けられます。「加
工代行型」は、比較的簡単な加工や作業を行
い部品供給しており、代替可能性が高く、価
格競争に陥りやすい傾向にあります。また、
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略歴

プラスチック製品製造メーカーで営業課長
として既存・新規顧客開拓に従事。
一方で、働きながら中小企業診断士、行政
書士を取得し2015年に独立開業。
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スキルアップ研修
制作会社任せにしない！
診断士のWeb活用の
関わり方
会員

松尾

健治

１．はじめに
Webといえば、まず「ホームページ＝営業活
動」と頭に浮かぶと思います。Webは経営の一
つの機能やツールに過ぎませんが、消費者が当
たり前にWebを使うようになるにつれ、経営に
おける優先順位は高まっています。それに従い、
診断士が関わる領域は増えてきます。事例を交
えながら、診断士の関わり方の問題提起や、ト
レンド紹介として「Web接客」のお話し等をさ
せていただきました。
２．結果の価値とプロセスの価値
「ホームページ＝営業活動」として、企業が求
めるのは成果です。しかし、ホームページをつ
くって大幅な販路開拓の実感をしている企業は
3.7%にすぎません（2012年中小企業白書より）。
では残りの大半が実感できていないのはなぜで
しょう？そこで診断士が、制作会社を補完し、
協力・連携すべきことをお伝えしました。
またWeb活用は、自社の棚卸しを通じた強み
の明確化や、顧客視点を身につけるなど取り組
むプロセスにも価値があります。そこを診断士
がファシリテーターとして、意図的に価値を生
み出すことをお話しいたしました。
３．診断士として関わり方のケーススタディ
複数の事例をもとに、診断士の関わり方の可
能性の話や問題提起をいたしました。
【Case01】 EC事業の経営判断
新規事業としてEC事業を始めた事例です。メ
ディアに取り上げられた影響もあり順調に売上
が伸びました。さらなる成長には人員体制や商
品開発力の強化が必要でしたが、生産農家のEC
参入や仕入先の廃業等の問題も起こりました。
しかし、経営者が本業に追われて、制作会社に
意思決定の通達を行いません。
ここで、あなたならどう助言しましたか？
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【Case02】 専任広報依存の組織的体制変革
専任の広報担当がいるサービス業の事例です。
本来であれば専任広報の存在はメリットですが、
多岐にわたる情報が広報担当を経由していたた
め、情報の滞留や漏れが生じ、ボトルネックと
なっていました。正確性よりスピードが重要な
Webでは、機会損失が発生する状況です。この
状況を打破するため、どのような組織体制変更
を提案・実行し、その結果どうなったかをお話
しいたしました。
【Case03】 後継者育成とWeb活用
OEM事業を主としながら、自社ブランドを展
開する食品メーカーで、大卒入社後３年経過し
た後継者が、自社ブランド育成のチームリー
ダーとなった事例です。
後継者育成として、社内コミュニケーション
や対外発信力を養うため「社内報」を活用する
ことの可能性をお話しいたしました。
【Case04】 製造業の「QCサークル×Web」
ニッチトップを走る製造業の事例です。
QCサークルを活用し、海外代理店フォローの
仕組みづくりや、受注までのコミュニケーショ
ン接点として事務所改修などを展開されていま
す。従来のWeb活用にとらわれない、Web制作
物・ITツールとQCサークルをうまく掛け合わせ
た活動を紹介いたしました。
４．診断士の役割はプロセスのプロデュース
Webのツールをどうつくるか・活用するかは
制作会社をサポートし、任せる立場でよいと考
えます。診断士は、チームをどう組織し、機能
させていくか、正解は一つでないWebに関わる
問題に対し企業側がどう判断するかを支援する
役割を担います。経営視点で俯瞰しながら、プ
ロセスをプロデュースする立場で関わっていく
ことが重要だと考えています。

略歴

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、継続的な実行
支援まで対応。

2016/09/2

9: 0

（ 32 ）

診

断

士

独立支援セミナー報告
６月18日（土）に「独立支援セミナー」が
TKP心斎橋カンファレンスセンターで開催
され、60名の参加がありました。セミナー会
場は満席で、独立を前向きに考えている方、
独立を目指している方、独立開業したばかり
の方などが参加し、熱気であふれていました。
また、セミナーに先立ち独立診断士の先生と
の個別相談もしていただきました。

セミナーは、会員サポート委員会 小林委
員長の司会進行で始まり、トップは、私と同
姓、同じ会社・大学出身の、佐々木千博氏の
「30代の独立体験記」。大企業を辞め独立する
までの意思決定のプロセスや奥様への独立後
の事業プランのプレゼンテーション、独立前
からの人脈づくり（ご縁）や独立後の心得、わ
くわく（やりがい）とハラハラ（不安） の
中で１年目から多くの実績を上げられた秘話
などをお話いただきました。
２番目は、私と同世代の石倉一利氏の「50
代の独立体験記」。定年を迎えてからの独立
ではなく、定年前に独立することを決断され
るまで、サラリーマンと言う レール から
けものみち に踏み込む決断、 人生をどの
ようなゴールにするか ご自身の一生涯を振
り返りながらの決断の様子がヒシヒシと伝わ
る体験談をお話いただきました。
３番目は、北口副理事長の「公的支援機関
から見た求められる独立診断士像」。専門家
であるとともに、経営者に伴走して支援する
ためには「人間性」が求められること、よろ
ず支援拠点のビジネススキームがBtoBtoCで
あること、公的機関の仕事をする上での心得
などを学びました。ご家庭と仕事とのワーク
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ライフバランスのお話は、特に女性の方に大
変参考になったのではないかと思います。
最後は、永井俊二氏の「創業にまつわるお
金と創業支援制度」。創業支援や融資のプロ
としての創業融資に関わるアドバイスと、奥
様との対話のエピソードを交えて、安定就職
先を辞めご自身の夢や価値観を優先した様子
をお話いただきました。
私を含め背中を押された方が多かったので
はないでしょうか。ただし、先輩独立診断
士の方々は、自身の価値観とリスクを冷静
に検討し、自分の強みを磨くとともに、ネッ
トワークづくりなどの準備も十分にされて
おり、独立するためには、専門家であると
ともに、優れた経営者である必要性を感じ
ました。

セミナー後は懇親会となり、小野副理事長
の乾杯のご発声で始まりました。ご登壇いた
だいた先輩診断士を始め協会の先生方に、セ
ミナーでは聞けなかったお話しを伺ったり、
独立を目指す仲間と情報交換や歓談をするこ
とができました。
最後に、会社を設立してご活躍の津田士会
副理事長や小林理事など先輩独立診断士の
方々から、プロとして経営者としての心構え
や独立することのやりがいや楽しさ、家庭の
理解や協力の重要さなど、独立に向けてのア
ドバイスを頂きました。また、私をはじめ独
立に踏み出した人も一言、今後の抱負を話さ
せていただきました。貴重な時間を共有でき、
私にとって満足度の高いセミナーとなりまし
た。
（文責：会員 佐々木 武）
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頑張る診断士・考えて蹴る診断士（蹴る士）
１．蹴る士誕生
「何か球技がしたいねぇ」、と誰かの何気な

いつもの関西在住メンバではありましたが、
「ナンバーワンを決める」という緊張感から、

い一言が、すべてを変えました。2015年６月、
青年部主催のイベントで、「考えて蹴る診断

好プレイ連発で、非常に盛り上がりました。

士」は誕生しました。
２．チームTシャツ
2015年７月に森ノ
宮にて最初のフット
サルをして以来、現
在まで17回の試合を
重ねてきました。
当初は、それぞれ
バラバラの試合着で
したが、夏にはカナ

第１回診断士W杯 優勝・準優勝メンバで記念写真

リア色のTシャツが 箕面商工会議所様から使用
許可いただいたゆずるくんと
誕生しました。

５．夢（ビジョン）
将来、コンサルティングの国家資格として、

胸に箕面の柚子イメージキャラクター「た
きのみち ゆずる」くんをあしらい、強く優

世界のコンサルチームと交流できれば、と夢
が広がります。

しくかっこよい診断士らしいデザインとなっ
ています。
３．走る診断士∞考えて蹴る診断士
走る診断士恒例行事である「2016大阪リ
レーマラソン」にも参加しました。密かに
狙ったジャイアントキリングは実現しなかっ
たものの、３位という好成績を収めました。

ドイツ・スーパーカップ（バイエルン・ミュンヘン vs
ボルシア・ドルトムント）と蹴る士

６．お気軽にご参加ください！
◎初心者大歓迎

2016大阪リレーマラソンにて、池田先生をはじめ
メンバ全員で記念撮影

（老若男女問いません）
◎５秒だけでも、
一蹴りだけでもO.K ！
◎毎月１〜２回程度開催。

４．第１回診断士ワールドカップ
「診断士によるワールドカップを行う」こ

平日19：30 〜 20：30
◎主に、森ノ宮のコートで実施

とが、チーム設立当初からの目標でした。そ
の夢が2016年７月に実現しました。メンバは

◎連絡先

診断士会報No216v8.indd

上野浩二

aerokou@gmail.com

2016/09/2

9: 0

（ 34 ）

診

断

士

士会のページ
士会組織のご案内
協会の新体制については前号（７月号）で紹介されていましたが、士会の新体制の詳細につ
いては未だご紹介できておりませんでした。今回はこの場をお借りして、士会の新体制につい
てご案内申し上げます。
１．新体制
理事長

池田朋之

副理事長

細谷弘樹

津田敏夫

広報

事業

運営

総務

原伸行

柳辰雄

林浩史

石橋研一

酒井眞

初田洋介

片山祐姫

中尾博一

石井誠宏

鈴江武

大西眞由美

松尾健治

横山昌司

水谷哲也

若松敏幸

西嶋衛司

高柳佳苗

柴田将芳

理事（部長）
理事
運営委員

吉田喜彦
監事

橋本豊嗣

顧問

福田尚好

伏見明浩
佐々木宏

２．各部の役割
【広報】
講演会やフォーラムなど診断士の知名度向上に関する企画・運営を担当します。
【事業】
コンサルティング事業・経営診断・調査事業・研修・セミナー事業に関する企画・営業を担
当します。
【運営】
営業管理・事業運営全般を担当します。
【総務】
会員のスキルアップや交流のための各種サービスの企画・運営ならびに組織運営全般を担当
します。
上記組織以外にも、必要に応じてプロジェクト・部会を構成し、機動的な活動を行っています。
また、理事全員で構成する人材マッチング部会では、各種受託事業などについて、それを担
当するのに適した会員とのマッチングを行っています。
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士会のページ
大阪中小企業診断士会のご紹介
副理事長

津田 敏夫

この度、大阪中小企業診断士会（＝以下、
士会）の副理事長に就任しました。大阪府中
小企業診断協会（＝以下、府協会）役員在籍
中はお世話になり、ありがとうございました。
府協会では、周りのみなさんのおかげで本当
に自由に活動させていただきました。とても
感謝しております。
さて、新たに診断士会役員としての活動を
開始して私が最初に感じたことは、協会と士
会の組織風土の違いです。たとえば、士会で
は事務手続、会議の進め方等について、府協
会ほど整備あるいは洗練（？）されていませ
ん。これは士会が独自に活動を始めてから５
年しか経たないのに対し、府協会はご承知の
ように60周年を迎えていますので、過去の蓄
積がないからだと思われます。また、会員数
も少人数でまとまりが良く、和気藹々と議論
していれば、大きな問題にもならなかったの
でしょう。しかし、士会も200名近い会員を
有する大所帯となりました。現在、体制・仕
組みを整備している最中だと聞いています。
士会の構成員はプロコンがほとんどです。
会員の中には、士会から仕事をもらうことを
期待して入会された方も当然いらっしゃるで
しょうが、「士会には営業マンがいて、仕事
を取りに行っている…」などという仕組はあ
りません。理事長以下、全て無報酬で活動し
ている点は府協会と同様です。会員のために
仕事を取ってくる組織ではないのです。
私は、士会の本来のあり方は、会員が一人
で対応できない仕事を持ち寄り、相互に分か
ち合うという互助だと考えています。それで
は、士会に入っても、会費を支払うだけで、
仕事は来ないのか？そんなことはありませ
ん。なぜなら、士会は200名近い有資格専門
家を擁する公的な団体であると官公庁ほか支
援機関に認識していただいているからです。
各事業への担当者の推薦は、マッチング部
会で行っていますが、現在のメンバーは、士

診断士会報No216v8.indd

会の理事全員です。保証協会案件など、一度
に数十人をマッチングしないといけない仕事
は、さらにPTへ委託し、PTでは自己申告さ
れた適性を元にマッチングを実施していま
す。
マッチング部会発足以来10年以上たちます
が、私は当初からメンバーを務めています。
これまでも、仲間内で仕事を分け合ったり、
順番に回したりといったことはありません。
手元にあるみなさんの情報や、我々が持つ情
報を元に、真摯に選定を行っています。再生
支援協議会の案件など、失敗の許されない仕
事は「希望者に一度経験させる」などという
乱暴な選定はできません。そんなことをすれ
ば、２度と仕事の依頼が来なくなるでしょう。
我々が持つ情報は、とても狭い属人的なもの
だと思われるかも知れませんが、そうではあ
りません。独立診断士であれば、何かのプロ
ジェクトで他の診断士と一緒に仕事をするの
が普通です。我々は常にそういった情報と接
しており、マッチングに役立てています。
もっとも、我々のマッチングが万能ではな
いことも否定しません。士会会員のみなさん
が事業に推薦されるためには、マッチング部
会メンバーに、自分のことを良く知ってもら
うための努力を惜しまないことが大切です。
最後に、私が担当する広報部会の説明をし
ます。部会の役割は、一言で言うと、士会の
知名度向上です。この目的のために、従来か
らの継続事業である各種講演会や、政策提言、
他士業との連携（特に弁理士会）を実施して
います。公的支出を伴う事業も担当し、政策
提言以外にも中之島図書館でのセミナー開催
や無料経営相談も実施しています。
公的支出に関しては、士会が国の制度変更
により一般社団法人として再出発した際、府
の担当部局へ事業計画を提出しています。そ
のため、大きくその枠を逸脱することは許さ
れませんが、現在、新たな観点で新規事業を
立ち上げようと、議論しています。
今後ともみなさんのお力添えをよろしくお
願いします。
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青年部だより
【６月開催の青年部例会】
平成28年６月11日（土）、グランフロント

方にもご参加いただき、大変盛り上がりまし
た。

北館にあるナレッジサロンにて東西の若手診

ボウリングの後は居酒屋に場所を移し、懇

断士の中で特にご活躍の木伏源太氏と佐々木

親会と表彰式が行われました。個人成績では、

千博氏の両名によるお話とパネルディスカッ

１ゲーム目に194ものスコアを出した風谷理

ションを行い、49名の方にご参加いただきま

事長が３位、２ゲーム目に驚異の追い上げを

した。

見せた黒田氏が２位、１ゲーム・２ゲーム共
に安定して高いスコアを出した小野副理事長
が優勝でした。
チーム成績では、横山副理事長チームが優
勝し、ゲスト参加いただきました先生方全員
が表彰される結果となりました。

木伏氏には、この日のために東京からきて
いただいた上に懇親会でも積極的に交流を
図っていただきました。参加された方には良
い刺激になったのではないでしょうか。
【７月開催の青年部例会】
平成28年７月９日（土）、コンファレンス
プラザ大阪御堂筋にて大阪協会会員の柳瀬智

青年部は若手診断士が活発に活動する場で
す。仲間づくりや自己研鑽の場として、お気
軽にご参加ください。

雄氏によるワークショップを行い、41人の方

（文責：待谷）

にご参加いただきました。
提示されたテーマに対して強制的にアイデ
アを出した後、他グループと共有した上でブ

【青年部の参加募集】
青年部加入資格

ラッシュアップし、収束してプランとしてま

１．大阪府中小企業診断協会の会員

とめるというプロセスで、それぞれのグルー

２．「40才未満の方」、もしくは「45才未満

プが短時間で診断士を生かした事業のアイデ

で、かつ診断士登録５年未満の方」

アを出せたのは大変興味深く、また勉強にな
りました。
【８月開催の青年部例会】
平成28年８月19日（金）、桜橋ボウルにて
ボウリング大会を開催し、24名の方にご参加
いただきました。青年部員だけでなく、風谷
理事長、小野副理事長、横山副理事長のお三
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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

10月例会
日時：10月19日（水）19：00 〜（予定）
場所：未定
内容：若手行政書士との交流会
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新入会員の紹介
阿部

杉本

恭三

明
昨年 10 月に登録しました、

診断士として、飲食業を中
心に創業から経営者と共に学

情報系の工学博士号を持つ診

び・成長していくコンサルタ

断士です。電機メーカで技術

ントを目指します。未来の経

開発に従事した後、そのソフ

営者を導き、目標は上場企業

トウェア系子会社の経営に携

まで成長させることです。その為にも、自己

わっていました。右も左もわかりませんので、

の経験と実績を積むべく日々精進していきま

皆様方にはご指導の程、よろしくお願い致し

す。

ます。

趣味・特技

佐々木

趣味・特技

釣り

山本

勇介

散策、読書

一詞

抱負は、いっぱしの診断士

以前、大阪支部でお世話に

として活動できる人材とな

なっておりました。久々の復

り、企業様と併走できるよう

帰です。
よろしくお願い申しあげま

になりたいです。その為に、

す。

①協会を活用し、診断士とし
ての知識・ノウハウの拡大を継続的に図るこ
と、②会合や研究会を通し、幅広い方々との
交流を図り自身の見聞を広げること、を重視
し行動します。
趣味・特技

飲食店巡り、スキューバダイビ

ング

新谷

聡美

会員の消息

皆さん、こんにちは。家族
の転勤に伴い、再度大阪府協
会に所属することになりまし

他府県協会への移籍
長生

信夫

他府県協会より移籍

た。公民連携支援および観光
振興支援をドメインに肥後橋
と赤坂見附を拠点に活動しています。出戻り

福岡県

新谷

聡美

東京都

山本

一詞

福岡県

組ですが、初心に戻ったつもりで頑張ります
のでよろしくお願いいたします。
趣味・特技
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スキルアップ研修
日

時

平成28年10月26日（水曜日）

スキルアップ研修
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 『予想BSとキャッシュ・フロー計算

会

場

師

橋本

賢宏

氏

マイドームおおさか（予定）

テーマ 『第３の道「儲かる仕組みを創る診
断士」〜労働集約型からの脱却〜』

書の実務について』
講

平成28年11月24日（木曜日）

講

師

上村

善英

氏

中小企業支援、特に経営改善の局面に

IT会社を経営しながら、なぜ中小企業

おいては、事業面の改善とともに財務面

診断士の資格を取ろうと思ったか、その

での改善も求められます。事業面での改

経緯・動機を説明し、現在、自社の経営

善においては損益計算書を作成して示し

経験を診断業務に活かし、診断業務の経

ていきますが、それに合わせて貸借対照

験を自社の経営に活かしている現状を説

表とキャッシュ・フロー計算書を作成し

明します。

財務面での改善を示していき、その経営

企業内診断士としての活動、独立系診

改善計画が適当であるか判断していきま

断士としての活動だけでなく、中小企業

す。しかし、貸借対照表やキャッシュ・

診断士の資格が企業経営の専門家として

フロー計算書の作成には若干の会計の知

の資格であることから、もう１つの活動

識やテクニックが求められます。

として第３の道『儲かる仕組みを創る診

そこで、今回は主に、事業計画策定局

断士』があってもよいのではということ

面において貸借対照表とキャッシュ・フ

を、経営者兼診断士の視点で提言したい

ロー計算書をどのように作成していく

と思います。

か、実例を交えて解説していきます。ま

企業内診断士や独立系診断士をやりな

た、実際の支援の現場では重視される資

がらでも取り組め、将来的に労働集約型

金繰り表についても触れていきます。

からの脱却を図る。小さなリスクを取り
ながら、将来の身体的なものなどの大き
なリスクを回避していくことができると
考えます。また、自らビジネスに関わる
ことでより支援先の経営者の気持ちへの
理 解 も 深 く な り、 診 断 業 務 へ の 良 い
フィードバックも望めます。
現在までに取り組んでいる事例につい
ても守秘義務の範囲内で紹介いたしま

スキルアップ研修会・講演会への
参加希望の方は

す。

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。
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日

時
場

平成28年12月21日（水曜日）

この度、一般社団法人中小企業診断協会で
は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ブランディング戦略
の一環として、新たな中小企業診断士バッジ
を製作しました。
つきましては、大阪府中小企業診断協会で
は新しいバッジを正会員の皆様に無償貸与い
たします。
新しいバッジのお渡しに関しては、貸与申
請書（府協会ホームページよりダウンロード
可）と引き換えに、当診断協会に直接ご来会
の場合のみといたします。その際に、会員バッ
ジ取扱規則などを説明いたします。郵送での
対応は致しかねますので、予めご了承くださ
い。

マイドームおおさか（予定）
ワークショップ』

師

（ 39 ）

新しい診断士バッジのお渡しについて

テーマ 『ビジネスモデルキャンバスのミニ
講

士

スキルアップ研修
18時30分〜 20時30分
会

断

伏見

明浩

氏

近年のパラダイムシフトにより、企業
を取り巻く経営環境は大きく変化し続け
ており、過去の成功体験や従来の繰り返
しでは企業存続は難しく、既存の枠組み
を変えるようなイノベーションを起こし
続けることが求められています。そのた
めには、常に新たなビジネスアイデアを
創造し、ビジネスモデルをデザインする
一連の流れをスピーディーに行って検証
し、自社のビジネスモデルを常に見直し
ながら事業活動を遂行していくことが重
要です。
ビジネスモデル・キャンバスは、一枚
の紙でビジネスモデルを俯瞰できるビジ
ネスのいわば設計図です。本セミナーで
は、ビジネスモデル・キャンバスを使っ
て、仮説検証しながら新たなビジネスモ
デルをデザインするためのポイントにつ
いて解説し、ミニワークによって短時間
でビジネスモデルをデザインして見直し

留意点
・新しい診断士バッジにはナンバーが刻印
されておりますが、貸与するバッジのナ
ンバーは、ご来会順といたします。
任意のナンバーをご指定頂く事は出来ま
せん。
・お渡し可能時間は、原則、平日の10：00
〜 12：00、13：00か ら17：30と い た し
ます。11月２日（水）までの毎水曜日に
限り19：00まで時間延長します。
・現在、貸与している診断士バッジは、回
収を行いませんので、各自保管をお願い
いたします。
（総務委員会）

ていくプロセスを体験していただきま
す。

編集後記 〜広報委員会から〜
今年度は診断協会にとって大きな出来事がいく
つも重なっていますね。まずは府協会が 60 周年
を迎えました。それを記念し今回は 60 周年記念
号として特集しました。ベテラン診断士から若手
診断士の方まで、それぞれのお立場で協会の歴史
を感じて頂ければと思います。
また、11 月４日の診断士の日制定、新しいバッ
ジの作成とこちらも診断士にとって大きな出来事
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となりました。なお、本誌でもご案内しています
が、新バッジの配付を開始していますので、忘れ
ずに受け取りをお願いいたします。
広報委員会では通常の広報活動に加え、記念イ
ベントに関する広報も引き続き積極的に行ってい
きますので、ご協力くださいますようお願い申し
上げます。
【岡﨑】
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お 知 ら せ
大阪府協会の主な行事
（平成28年７月〜９月）

７月
４日 戦略策定会議
５日 会員サポート委員会
総務委員会
７日・12日・20日
診断士交流会
８日・13日・26日
業種別交流会
13日 研修・事業委員会
会員サポート委員会
15日 会員サポート委員会
19日 広報委員会
22日 正副会議・理事会・戦略策定会議
27日 スキルアップ研修
29日 海外研修プロジェクトチーム
８月
２日 正副会議
３日 総務委員会
４日・９日・24日
診断士交流会
５日・23日
業種別交流会
９日 広報委員会
会員サポート委員会
12日 会員サポート委員会
16日 研修・事業委員会
総務委員会
22日 正副会議・理事会
24日 スキルアップ研修
会員サポート委員会
30日 連携会議
広報委員会
９月
１日 総務委員会
１日・13日・21日
診断士交流会
５日 広報委員会（会報編集部会）
７日 会員サポート委員会
総務委員会
9日・10日・27日
業種別交流会
12日 研修・事業委員会
13日 正副会議・理事会
16日 会員サポート委員会

診断士会報No216v8.indd

0

20日
26日
28日
29日

広報委員会（会報編集部会）
戦略策定会議
スキルアップ研修
60周年PT会議
士会の主な行事

（平成28年７月〜９月）

７月
４日 人材マッチング部会
大阪信用保証協会 第２回説明会
６日 中之島図書館無料経営相談 夜間
16日 中之島図書館無料経営相談
19日 人材マッチング部会
20日 弁理士会連携会議
中之島図書館セミナー
25日 事業部会
広報部会
運営・総務合同部会
28日 理事会
８月
１日 人材マッチング部会
大阪信用保証協会
経営サポート事業 座学研修
３日 中之島図書館無料経営相談 夜間
15日 人材マッチング部会
16日 事業部会
17日 中之島図書館セミナー
20日 中之島図書館無料経営相談
23日 広報部会
25日 大阪信用保証協会
創業フォローアップ事業説明会
９月
５日
７日
８日
14日
15日
17日
20日
21日
26日
29日

人材マッチング部会
中之島図書館無料経営相談
事業部会
運営・総務合同部会
理事会
中之島図書館無料経営相談
人材マッチング部会
中之島図書館セミナー
事業部会
弁理士会連携会議

夜間

2016/09/2
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