
さらに上を目指す中小企業に、知財コンサルティ
ングスキルをもった弁理士を派遣し、共に課題を
解決し業績アップを目指します。

中小企業の潜在能力を
弁理士が引き出します

業績アップのため、ぜひ弁理士知財
キャラバンをご利用ください。

お申込みは、こちらまでご連絡ください！
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１．企業の概要
　診断先Ｋ社は、建築工事における現場施工、
改修工事、塗料販売を業とする企業である。
従業員数は二十余名であるが、全員正社員と
して雇用している。これは、建築業界ではほ
とんど例のない従業員構成である。
　Ｋ社は、関西地区の建築塗装の分野におい
て業界を代表する企業の100％子会社であり、
設立３年目の企業でありながら（診断当時）、
非常に強固な取引先を有している。Ｋ社は、
上記の全員正社員採用のほか、建築業界にお
いて例のない、女性・外国人・高齢者を積極
的に雇用するダイバーシティ経営の推進、卓
越した職人を育成する経営方針、有機溶剤塗
料を水性塗料に切り替えることによる作業の
効率化等の新たな取組みを行っている。これ
らの取組みは非常に革新的であり、診断当時
Ｋ社はすでに地方公共団体から様々な賞を受
賞していた。
２．診断に至る経緯及び企業の課題
　本診断は実務補習において行った。Ｋ社の
応募の目的は、「支援を通じて更なる事業発
展を図り、人的資源が作り出すエネルギーを
経営戦略的な事業の柱として会社を発展させ
るため」とのことであった。経営の改善点に
ついて指摘や是正を求めるというより、さら
なる飛躍のための支援を求める趣旨であった
と思われる。
　ヒアリングにおいて、Ｋ社の社長は、「有
機溶剤から人体に無害な塗料に切り替えるこ
とにより安全な住環境を実現するとともに、
その必要性・重要性を社会に啓蒙したい。」
また、「女性・高齢者・外国人など多様な人

財が輝ける職場環境を実現したい。」という
強い思いのもと、取組みを行っていると話し
た。
　そこで、本診断の課題を、収益性の向上を
図りつつ社長の思いに沿う方向に企業が持続
的発展を遂げるための具体的な戦略を提案す
ることであると捉え、下記のとおり本診断を
行った。
３．診断の概要
（１）　総論
　経営課題として、「住環境をリノベーショ
ンする、職人業界のリーディングカンパ
ニー」を10年後に目指す姿として掲げ、その
実現のために既存事業・新規事業の両面から
具体的戦略を提案するとともに、財務の観点
から具体的な資金調達の手段を提案した。
（２）　既存事業拡大戦略
　既存事業の拡大のためには塗装事業の受注
件数の拡張と塗料販売事業の知名度の向上が
不可欠であると考え、そのための戦略として
ブランディングを提案した。また、ウェブサ
イト等における広報内容の改善、具体的には、
姫路城の塗装作業を行ったことを報告する記
事における姫路城の肩書を国宝に加え世界文
化遺産と記載する修正を提案した。
　人事労務管理の観点から、上記戦略実現の
ために、スキルの高い職人集団の構築、事業
拡大に対応できる体制整備、及びブランドマ
ネージャーの配置を提案した。
（３）　新規事業戦略
　新規事業戦略として、①技術レベル認定事
業と②DIYインストラクター派遣事業を提案
した。具体的には、①において、社内コンテ
ストを導入することにより従業員のモチベー
ションや作業技術の向上、さらに職人業界を
変革するような優れた人財の育成を図る。②
において、Ｋ社の職人が一般消費者に塗装の
指導を行い、安全な塗料を用いた塗装の魅力

飛躍する企業の
診断のあり方

　会員　須磨　美月
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を伝えることにより、安全な住環境を保つこ
との必要性や重要性を啓蒙する。女性の職人
を雇用するＫ社は、特に女性顧客に対する訪
問によるアプローチが可能であり、実績を重
ねることにより塗料販売の拡大が期待できる
と考えた。
（４）　財務面における診断
　Ｋ社は同業他社と比べて人件費の割合が高
い上、事業拡大基調にあるため、運転資金の
確保が喫緊の課題であると判断した。
　そこで、財務面における診断として、経営
革新計画の申請による支援、中小企業庁もの
づくり・商業・サービス新展開支援補助金に
よる運転資金の確保を提案した。
４．診断後の企業の展開
　Ｋ社は、上記診断報告を受けて、直ちに広
報の記載を変更した。
　他方、Ｋ社はすぐに経営革新計画の策定・
申請に着手し、その結果、経営革新計画の承
認を受けた。また、ものづくり・商業・サー
ビス新展開支援補助金の申請を行い、補助金
の交付を受けるに至った。
　他方、Ｋ社は、テレビ・新聞などのメディ
アに「女性の力を活かす建築会社」として数
多く取り上げられるようになった。診断報告
後に開催された建築業界の改善事例全国発表
会においては第１位と第２位をダブル受賞
し、建築業界における知名度を飛躍的に高め
た。このように、Ｋ社は社会においても業界
においても確かな地位を確立しつつあり、着
実に企業ブランドの確立を実現している。
５．診断を実践して
　診断当時、Ｋ社はすでにその経営理念に基
づいた取組みをいくつも実践し、なおかつそ
の功績が認められていた。Ｋ社の社長は、経
営に対する意識が非常に高く、実際にも経営
は比較的堅調であると思われた。それだけ
に、診断における当初はＫ社の粗を探すよう
な診断になりがちとなり、指摘すべき粗を探
しては提案の糸口を模索するような検討に

陥った。
　しかしながら、そのような検討を行ううち
に、診断報告書の方向性がＫ社の考える理想
とは異なる方向に向かい始めた。
　確かに、経営者が見落としている問題点を
指摘し改善に導く姿勢は、企業診断において
不可欠といえる。さりながら、飛躍を求める
企業が必要とする診断とは、それに尽きるも
のではなく、経営者の理念や希求する社会的
役割に対する理解に基づいた、経営者が進も
うとする方向に寄り添った診断であると考え
る。その理解なくして、診断士が経営者から
診断結果に対する納得を獲得することは極め
て難しい。
　他方、企業診断とは、経営者が診断結果を
受け入れ、適時に積極的にこれに取り組む姿
勢がなくては画餅に帰するものである。この
ような経営者の姿勢と、診断士の経営者に寄
り添う姿勢の双方が合致して初めて企業診断
が意義のあるものとなる。そしてそのシナ
ジーこそが、企業を現実的に飛躍させる力と
なる。
　そのことを、本診断を通じて実感した次第
である。

以上

略歴
2009年 同志社大学大学院司法研究科卒。
Napthens Solicitors（英国ランカシャー州）
におけるエクスターン研修、司法修習（63期）
を経て、2010年 弁護士登録（大阪弁護士会）、
大水綜合法律事務所入所（現職）。2016年 中
小企業診断士登録。著作・論文として、『イ
ギリス会社法における取締役の一般的義
務 —2006年 会 社 法 の 制 定 と 今 後 の 展 開 』

（Asahi Judiciary 法と経済のジャーナル）、
『法人破産申立て実践マニュアル』（共著・
青林書院）。弁護士として主に破産事件・会
社関係訴訟・一般民事訴訟を取り扱う一方、
中小企業診断士として起業の支援や経営相
談に従事する。とよなか男女共同参画推進
財団「起業スターターズプロジェクト」講師。
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１．支援概要
　支援対象の企業は、韓国工場へ生地・デザ
インを依頼し、婦人服を百貨店で販売する小
売業（従業員28人）です。メイン売場である
百貨店の催事場が減少する中、前年に比べ売
上高・営業利益の減少・営業キャッシュフ
ローが赤字に陥ったため、利益を生み出す経
営体質への変革に迫られていました。販売面
では自社ブランドを活かした直営店舗を開拓
すること、コスト面では在庫管理・棚卸作業、
売上実績入力を効率化することが課題でした。
　これらを解決するため、積極的な営業・販
促活動に向けたコンセプトの定義、それを訴
求するために必要なDM・POP・ディスプレ
イの統一、自社ブランドの発信、金融機関と
の調整、クラウド化支援が必要でした。

２．支援企業の診断
　私は、百貨店の主要３店舗の売場を回り、
競合他社の分析を行いました。支援企業は、
他社が真似できないＳサイズの婦人服を小
ロットで調達可能な仕入先を保有し、固定客
を獲得できる販売員の高い接客力を持ってい
ました。しかし、百貨店の売場を固定的に確
保できず売上が不安定な状況に加え、PB商
品の知名度も低い状況でした。
　また、売場開拓や販促企画に注力できてい
ませんでした。理由として、各売場では売上
実績を手書き入力し本社へFAX送信してい
ることや棚卸作業に２カ月要している等、販
売管理から会計機能まで一気通貫できておら
ず、効率的な作業が行えていなかったからで

す。

３．社長の思いと達成したいこと
　社長は、「直営店を出店し不安定な売上か
ら脱却したい」、「事務処理を省力化して売場
開拓など営業活動に充当したい」、「顧客と同
じ年代の販売員を接客に集中させ固定客を獲
得したい」という思いがありました。これら
を実現することで、社長が掲げた今後５年間
の売上目標を達成する強い自信がありまし
た。

４．コンセプトとターゲット
　百貨店・店舗間でコンセプトの統一が不十
分なため、「やっと見つけた！探していた一
着がここに！！」というコンセプトを再定義
し、DM、POP等へ反映しました。ターゲッ
トを「60 〜 70歳代のシルバーミセスで、少
しオシャレでおとなし目の演出を好む層」と
したうえで、手軽な価格でワンシーズン楽し
め、着回しのきくファストファッションへ品
揃えを改善しました。また、直営店舗の出店
にあたり、ターゲット層の曜日別時間帯別の
通行量、最寄り駅からの人の流れや競合店の
品揃えを調査し、ターゲット層に見合う出店
場所の選定を支援しました。

５．ビジョン実現に向けた支援
　社長は、かつて百貨店の催事場に来店され
た固定客を取り戻したかった。そのため、直
営店舗での固定客獲得や販促企画に時間を注
力するために必要なITサービスの活用を支
援しました。また、交差比率の低下が見られ
たため、ロット最適化による仕入価格の低減、
オークション活用による在庫処分、５Ｓ推進
などによる在庫の圧縮を支援しました。

婦人服小売業における 
直営店出店と 

IT投資支援
　会員　高谷　幸治

企業支援事例

診 断 士

診断士会報No218v8.indd   4 2017/03/22   11:54



（　5　）

６．経営改善計画の策定
　百貨店自体の閉鎖、催事場の縮小が続い
ているため、直営店舗の出店準備を最優先
の施策とした。また、IT サービスへの投資
は、「① iPad による POS レジ→②売上・会
員管理クラウド化→③会計クラウド化→④
IC タグによる棚卸効率化→⑤ホームページ
開設」という流れで、３か年の売上増加額、
販管費削減額を試算し費用対効果の高い順
で支援する計画としました。

７．金融機関との調整
　催事場減少による売上カバーを行うために
は、百貨店に固執するのではなく、「Ｓサイ
ズの商品力」、「PB商品の訴求ポイント」、「販
売員の接客力」を活かした直営店での販売が

“成長のカギ”を握り、その実効性が十分あ
ることを財政面、体制面から金融機関に対し
て説得できるようにしました。支援企業の置
かれた環境と将来性のある施策を中心に、金
融機関へ経営改善計画と金融支援計画を提案
することで融資への協力を頂きました。

８．経営改善計画に沿った投資実行
　直営店の出店準備に加え、バックオフィス
の効率化を図るため、アパレル業界では比較
的先進的なICタグ導入による在庫管理・棚
卸の業務改革を計画しました。棚卸所要期間
を２カ月から５日へ短縮できるITサービス
を見出し、社長が納得のいく全体最適化を実
現し得る提案を行い、次の棚卸時期までに導
入し投資実行を図る予定です。

９．直営店開店直前の状況
　直営店の営業開始に向け、PB商品のコン
セプトをDM・POP・ディスプレイで訴求し
た上で、婦人服の修繕サービスの開始、ポイ
ント管理等リピート対策にも対応しました。
iPadによるPOSレジの配備でスッキリした
バックオフィスにより高齢者の販売員が円滑
に売上管理を行える環境の中で、社長が販売
員へ販売方法の裁量を与えているため、販売
員の士気も高い状況です。下記写真は開店準
備に伴う風景、店内に飾っているPB名に因
んだ生花です。

10．最後に
　中小企業経営者・小規模事業者にとって、
ITサービスの導入は、費用的負担が大きい
です。そのため、高齢者の販売員にも易しい
インターフェース、低予算で乗り換え可能な
クラウドサービスの利用等段階的な全体最適
が重要です。経営者との信頼関係を構築した
上で、メリット・デメリットをタイミングよ
く提示し、意思決定をしやすくすることが大
切です。今後は、顧客の反応をモニタリング
しながら、２店舗目の出店計画、「IT導入補
助金」を活用したクラウド化、経営者の負担
を軽減した支援を推進したいと考えています。

略歴
2016年診断士登録。2017年４月に情報処理
安全確保支援士登録。情報通信会社を経て
社長が本当にやりたくて出来なった事をタ
イムリーに提案し実行に繋げ、小売業・サー
ビス業を中心に活動中。
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１．支援概要
　（１）企業概要

　（２）支援開始の背景
　今回支援した日精工業社（以下同社）は、
主に大手向けのオーダーメイドのベアリング
加締金型の製造を行う金属加工業です。技術
出身の社長（弟）と、営業出身の部長（兄）
の二人三脚で経営を行っています。
　社長と部長は自分たちの加工技術を他に活
かすことを模索する中で、B to C商品の開発
をしたいという想いがでてきましたが、商品
開発の経験がありませんでした。そこで、デ
ザイン思考を学んでいるデザイン経営研究会
として、商品開発の支援をすることになりま
した。
※デザイン思考
　理解、発想、試作のプロセスを早く回転さ
せることで、顧客が求めていることを探る思
考法

　（３）支援スケジュール
　同社の支援は、支援チームメンバーを入れ

替えて、次の通り２クールにわたって行いま
した。今回は第２クールの支援を中心に執筆
させていただきます。

　（４）支援目的と内容
　支援目的は、B to C向けの商品開発プロセ
スを同社だけで自走できることとしました。
　支援内容は、社長と部長のほか、従業員５
名にも参加頂き、診断士６名とともにデザイ
ン思考のプロセス（理解、発想、試作）を１
回転させました。
１）アイデア発想（第１回）
　自社商品がないため、まず何を試作するか
を決めるために２チームに分かれてブレイン
ストーミングを用いてアイデア発想を行いま
した。
２）試作品評価・宿題（第２回）
　第１回で出たアイデアの試作品を作ってき
てもらいました。作り手の意識は忘れて、消
費者目線で試作品の感想を話し合いました。
また、試作品を持ち帰り家族や知り合いにも
試作品の感想を聞いてきてもらいました。
３）試作品評価（第３回）
　第三者からの試作品に対する感想を発表し
て頂き、作り手の考えとの違いを考えました。

少しの意識と
確かな変化

　会員　鳥生　雅己
（執筆代表者）

　会員　橋本　祐樹
　会員　高柳　佳苗

企業支援事例

企業名 日精工業社

所在地 河内長野市

創業 昭和43年

従業員数 約10名

事業内容 大手向けのオーダーメイドの
ベアリング加締金型の製造

第１クール

2015/7 商品アイデア発想

11 試作品作成・検証

2016/1 試作品の代替アイデア検証

第２クール

2016/4 スケジュール打合せ

5 アイデア発想（第１回）

6 試作品評価・宿題（第２回）

7 試作品評価（第３回）

8 報告会・懇親会（第４回）
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２．支援で気付いたこと
　（１）ブレストで生まれたものは？
　第１回のアイデア発想では、ブレインス
トーミングを行いました。
　初めは、幅広くなんでもよいので、あった
ら面白いものを考えてみましょう、という問
いから始めました。最初はアイデアが出にく
かった印象ですが、少し意見が出てからは、
出てきたアイデアに便乗することで、どんど
んと新しいアイデアが出てきました。自分た
ちも話に入りながら、参加者から意見が出る
ように促していくことは難しいと感じまし
た。
　また、アイデアが多く出てきたのは、ルー
ルを始めに伝えられたからだと考えます。始
めに伝えたルールは以下の３つです。
　１）否定しない
　２）質より量
　３）他人の意見に便乗歓迎
　そして、この３つのルールの内の一つが変
化を生み出しました。第２回で気が付いたの
ですが、社長はブレストのルールをこの支援
期間のルールだと勘違いしており、その後の
１か月間も従業員の「発言を否定しない」と
いうことを徹底していました。これがきっか
けで、従業員がやりたいことを発言しやすい
雰囲気が醸成されました。これは、我々が意
図していたことではありませんが、「否定し
ない」ことが組織活性化につながる可能性を
持つということを学べました。

（２）顧客目線をどのようにしてもってもら
うか？

　第２回では第１回で考えたアイデアの試作
品を、顧客目線になって評価しました。
　初めは顧客目線を持ってくださいと伝えて
いましたが、意識してもらうのは難しいと感
じました。同社の皆さんは、普段からどのよ
うに加工すればよいかを考え抜いているた
め、何が欲しいよりも、何が作れるかを先に
思いついてしまうのです。

　例えば、どのような色だと欲しいですか、
という問いかけに対して、黄色が出てくると、
どうすれば黄色にできるか、他にはこんな色
なら金属で表現できるなどです。我々は、問
いかけにより、顧客が何を求めているかとい
う議論に軌道修正をする必要があったのです
が、そこが難しいと感じるポイントでした。
　議論の流れでは説明が難しいこともあった
ため、第３回では、誰のための商品かを考え
るきっかけにするためのペルソナを説明しま
した。しかし、このペルソナという考え方は、
一般的な考え方であったため伝わりにくく、
その後の質疑の時間になってからようやくご
理解頂けたような状況でした。
　例えば、少年野球チームの卒業記念品であ
れば、商品を最終的に手にするのはお子さん
ですが、お店に行って商品を見て、手に取り
お金を出すのは誰かを考えます。商品を購入
する親の目に留まるもの、親目線でお子さん
に買ってあげたくなるもの、プレゼントとし
て喜んでもらえそうなものという視点が必要
になります。このような会話をしていくこと
で、徐々に理解が深まり、皆さんから、こう
いうことですかと別の例を提示されたとき
に、その場の雰囲気が変わりました。ここが
ご理解頂けた瞬間であり、実践でしか気付け
ないところかなと嬉しく思います。
　今回うまく進んだのは同社の皆さんがやる
気を持ち、前向きに取り組んでいただいたお
かげでした。支援の際は、自分たちが顧客目
線（支援を受ける方々の目線）に立てるよう
に、相手の気持ちを理解するところから始め
ることが大切だと学ぶことができました。

略歴
平成26年度の診断士試験に合格。平成28年
４月に登録。ガス商社の経営企画部に所属
し、主に子会社の予実管理を担当。現在は、
グループの情報システム整備プロジェクト
にも参画している。
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■起　１通のメールから全ては始まった！
　手元に「小売業診断報告書」がある。
Ｎ株式会社（和菓子製造販売業） 本店 大阪
府
診断期間　2015年５月21日〜７月29日
指導員　橋本博氏
班員 竹内健太郎（班長） 奥田浩二 片山哲也

山本康司 森嶋真功 福島猛　
　報告会前夜、橋本氏からメールが入った。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
170：橋本 博 2015/7/28（火） 19：53 
　皆様　発表資料作成ご苦労様でした。発表
の留意点を記載します。参考にしてください。
①発表は社長を説得する場。診断士の仕事は
経営者が改善実行していただくことが重要。
②説得力のある話し方、いかに社長が実行す
る気になるかがポイント：棒読みは止める。
できるだけ社長の顔や反応を見て話す。
③最も課題であることと改善策を中心に話
す。
④ページ数を事前にいう。（説明の箇所）
⑤ゆっくり話す。大きな声で。めりはりをつ
けて、経営改善・ポイントは更に大きな声で。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　中小企業診断士の業務はサービス業である。
サービスの特性として双方向の働きかけがあ
る。お客様にアクションを起こし、お客様が
良く反応していただくことで、こちらが更に
努力し、双方の品質が高まることである。こ
の時の実務従事は双方向の働きかけの好循環
により、指導の先生のアドバイスの①の通り
社長を実行させた好例であり、その１年間の
取組みプロセスを紹介したい。

■承　社長の真摯な姿勢に感動！
　実務従事は三か月内に報告を行うことで終
了するのが一般的であるが、橋本班は実に１
年を要した。とはいえ診断開始時にはここま
でやるとは私自身も想像していなかった。た
だ班員は10年以上の企業内診断士の「ベテラ
ン」であり、従来の実務従事を超えることを
やりたいとの潜在的な思いがあったのではな
いかと思う。
　
　６月の第１回目のヒアリングでは、青年社
長自らパワーポイントで自社の150年以上の
歴史と現在、将来の夢を一時間熱く語られた。
その真剣な姿勢、意欲に班員は感動し、全員
が、「この社長のために全力を出し切ろう！」
と実感したのは事実である。
　終了後直ちに内部会議を行い、最大課題は

「販売強化」として営業の奥田、片山両氏、
経営基盤強化として経営戦略を竹内氏、情報
を山本氏、商品を森嶋氏、組織人事を福島が
担当して、専門性が発揮できる構成とした。
財務は橋本氏が支援しておられるので、報告
から割愛し、重点思考で開始した。

三現主義の徹底
　企業の本店、梅田、難波店には診断訪問前
はもとより訪問後も班員各自で覆面調査を重
ね、情報を収集した。そうする中で、良い点
とともに、包装の在り方など問題も見つかり、
課題と解決のための提言に繋げた。

社長が実行した！
2015年春季実務従事

橋本班１年の軌跡
　会員　福島　猛

企業支援事例

指摘した商品包装の実例
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　競合店についても全て訪問し、商品を購入
して価格、包装、チラシ、販売店員、ホーム
ページ等を比較分析して報告書にまとめた。

■転　２回ヒアリング、報告会で関係を深化
　議論を重ねる中で、再度社長に確認したい
ことが多々出てきた。そこで橋本氏を通じで
社長に２回目のヒアリングをお願いしたとこ
ろ了解を得た。

２回目に突っ込んだ質問と提案を実施
　第２回目のヒアリングは初回から一か月後
であった。さらに突っ込んだ質問をする中で、
社長ご自身も考えながら「梅田店の在り方を
再検討する必要性がある。」との発言がでた。
我々も問題視していた店である。この時、社
長と班員との双方向の働きが動き始め出して
いたのである。社長の追加説明から新たな事
実が分ると共に、真因遡求が進んだ。またこ
の時は質問だけではなく、頂いていた資料か
ら分析データをお渡しして、数値を見やすく
グラフ化して見ることや梅田の立地等のアド
バイスも行った。「提案は報告書の中で」と
言うことにとらわれず、ヒアリング時でもタ
イムリーなアドバイスを心がけて説明した。

　その数日後に本店の周年イベントが開催さ
れたが、班員も交替で参加し、社長とコミュ
ニケーションをさらに深めた。

報告会で６か月後のフォロー診断決定
　そして７月29日報告会が行われた。報告書
は本文が100ページであり、その内で販売が
30％を占めていた。提言として経営の方向性
の明確化と理念の共有（経営）、ストアコン
セプトの明確化（販売）、付加価値化（商品）、
データの活用（情報）、 全員参加の経営（組
織）等を説明した。
　社長から感謝のお言葉を頂くと同時に、６
か月後のフォロー診断を橋本氏から事前にお
願いしていたが、「報告書を実施する目標と
してフォロー診断をお願いしたい。」と快諾

していただいた。

■結　そして社長は決断し、実行した！
　報告会後の10月に難波店のリニューアルイ
ベントが開催され、我々も交替で参加した。

初のフォロー診断で感動
　そして2016年２月、フォロー診断を行った。
社長から次のような説明があった。
・毎日朝礼を開催し、理念、規範を唱和実施
・コンセプトに合わせ、梅田店を移転予定
・商品開発会議で商品の「質」の向上に着手
・店舗別、商品別データを基にした管理実施
・店長会議で現場の意見を商品企画に反映中
　正に報告書の提案内容であり、これを実施
しておられたのだ。「我々の提言が社長を動
かした！」震えるような感動の瞬間であった。

フォロー診断後、さらに活動は継続
　フォロー診断後の４月初旬、元の梅田店閉
店を確認し、下旬新店舗のオープンイベント
にも交替で参加した。これで診断終了である。

　経営者の姿勢に感銘を受け、真剣に取り組
み、社長を行動に導くことができた。中小企
業診断士、その本領の発揮と言える。

指導員の橋本博氏から
　班員全員がＮ社の経営改善の一助になれば
との強い思いから熱心に取り組み、事後フォ
ローまでしてくれた。提言を社長が真摯に受
け止め、実行に移していただけた。「喜んで
頂き、喜ぶ」という診断士冥利を経験できた
ことは大変良かったと思う。

略歴
1975年建設会社に入社。営業をやる中で
TQC、ISO9001、2001にも関わる。
2000年に中小企業診断士登録
2010年に福祉事業に転職し現在に至る。
間もなく独立予定
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　今回は繁盛する飲食店経営研究会を取材し
てきました。

　皆様は飲食店をよく利用するでしょうか？
ファストフードや大衆食堂、居酒屋、イタリ
ア料理、フランス料理、中華料理、お寿司屋、
日本料理など世の中には数多くの飲食店があ
ります。その中でも繁盛しているお店はどの
ような特徴を持って経営をされているのか、
こういったことを研究する会が、繁盛する飲
食店経営研究会です。

　今回の繁盛する飲食店経営研究会の例会
は、実際に繁盛しているお店にうかがい、調
査・研究してきました。
　今回うかがったお店は、大阪市大正区にあ
る沖縄料理のお店「うるま御殿」です。
●　住所
　　大阪市大正区南恩加島2-7-27
　　コーポ中村１F
●　電話
　　06-6555-8111
●　営業時間
　　17：00 〜 23：30（ラストオーダー 23：00）
●　ランチ
　　11：30 〜 14：00
●　定休日
　　月曜日
●　沖縄民謡ショー
　　20：00 〜、21：00 〜
●　Webサイト
　　http://www.nomo-2.com/urumagoten/

　大正区には沖縄料理屋が数多くあります。

JR環状線大正駅の駅前にも数店沖縄料理屋
がありますし、区内にも数多くの沖縄料理屋
があります。なぜ、大正区には沖縄料理屋が
多いのか？今大正区の人口は約64,500人です
が、一説によるとその１／４は沖縄県の出身
者またはその家族といわれています。第１次
世界大戦後、沖縄では深刻な不況におちいり
食べ物にも困る状況に。その時、大阪の大正
では、大阪紡績会社（現：東洋紡）がイギリ
スから紡績機を輸入し、大きく飛躍をしてい
る最中でした。また大正には工場も多かった
ため、沖縄から働き口を求め移住した人も多
かったそうです。しかし、当時は沖縄と本土
では風習や文化が違い、摩擦が生じることも
多々あったそうです。そのような中、自然と
沖縄出身者は大正区内の何カ所かに集まり、
助け合うようになっていきました。
　このような歴史的な背景があり、今でも大
正区では沖縄に関係するお店や施設が多くあ
り、特に大正区平尾はリトル沖縄とも呼ばれ
ています。

　今回の「うるま御殿」の調査・研究に参加
したメンバーは、福田氏、山野井氏、廣瀬氏、
古川の４名です。残念ながら、場所が駅から
遠くかつ研究会メンバーの皆様も忙しく、参
加者が少ない例会でした。

繁盛する飲食店経営研究会　突撃ルポ

参加者（右から廣瀬氏、山野井氏、　　
　　福田氏、古川）

診 断 士
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　うるま御殿での食事では、沖縄料理を堪能
しながら、研究会のメンバーの方々から、多
くの話を聞かせていただきました。

　福田氏からは、コロンビアに「フォローアッ
プ研修の専門家」として派遣されたときの現
地の飲食店の話をうかがいました。
　山野井氏からは、うるま御殿では土日に獅
子舞が舞い踊る（当日は平日だったため、獅

子舞はありませんでした）との話から、獅子
舞に対するおひねりというのは、お客様は縁
起ものであり喜んでお金を支払ってくれる。
対して、演者は獅子舞を踊ることでそれなり
のお金をいただける、という関係は双方に
とってWin-Winであり、またお店にとっても
場を提供することで集客がアップするので、

「三方全て良し」の関係が出来上がっている。
との話を聞かせていただきました。
　
　廣瀬氏は、沖縄民謡ショーの最後で、来店
されていたお客様と一緒に踊っていました。

　お客様と一緒に踊っている廣瀬氏を見なが
ら気付いたのは、大正の沖縄料理屋は地域の
住民が集い、相互扶助を意味する「ゆいまー
る」の精神を醸成する大切な場でした。
　地域のコミュニケーションセンターだから
こそ繁盛する飲食店でありつづけることが出
来る。このような形で繁盛する飲食店がある、
このような気付きを得ることが出来たのは、
今回の大きな成果だと思いました。

（文責　広報委員会　古川佳靖）

ゴーヤチャンプル、海ぶどう、
もずくの天ぷら

●堪能した沖縄料理の数々

島ラッキョウ

泡盛「どなん」（60 度あります）

皆で踊る廣瀬氏
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　普段から会議やプレゼンの場には欠かせな
いホワイトボード。
　今回わたしがお薦めするのは、「携帯でき
る」ホワイトボードです。

　わたしにとってホワイトボードは、頭の中
にあるもやもやっとした考えを言語化、視覚
化するためのツールです。
　一人で考えをまとめる時にももちろん便利
ですが、相手がいる場においてはさらに効果
を発揮します。
　なぜなら、話し合いの場において、

「相手の話を傾聴する」
→「言葉で言語化（要約）する」
→「文字や図、絵などで視覚化する」
→「お互いの共感・理解が深まる」
→「話し合いが発展する」
といったことが自然とできるからです。
それが時と場所を選ばず可能となるのが、こ
の携帯できるホワイトボードノートなので
す。

　たとえば、先日も企業診断の現場でこうい
うことがありました。経営者と喫茶店で話を
していたのですが、内容整理のためにフレー
ムワークを使って説明しようとしたところ、
相手はそのフレームワークをご存知ありませ
んでした。そこでホワイトボードノートを
使って図解したところ、すぐにご理解してい
ただけました。さらに「帰ってからもっと考
えを深めたい」とのことでその場でその図を
写真撮影されていました。
　また、こちらが相手の専門に疎くてすぐに
は理解できないことも、とりあえず書いてみ
ることで相手にこちらが理解できていないこ
とが伝わります。そこで相手が「そうではな
く、こういうことだよ」とペンを持てばさら
に話し合いが発展します。

　このように時と場所を選ばず相手との共
感・理解が深まるホワイトボードノート。
　診断士の「発想力」「聴く力」「伝える力」
をどこでも鍛えられるのでお薦めです！

ビジネスシーンで使える私のお薦め

「そうそう！」話し合いの 
場で共感・理解が深まる！ 

携帯できるホワイト 
ボードノートがお薦め

　会員　西山　友啓

略歴
2012年診断士登録。
美容外科病院・情報通信・建設現場・飲食
店といった業界で、現場の課題解決促進に
従事。
現在は税理士事務所に勤務しつつ、診断士
としてもちょっぴり活動中。
最近の趣味は、マラソン・アウトドア・ 
PTA活動。
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　１月14日土曜日、大阪府中小企業診断協会
恒例の新年互礼会がANAクラウンプラザホ
テルで開催されました。参加者は来賓を含め
て134名。協会及び各自の活動の情報交換を
含めて、普段話せない方との親睦を深めまし
た。
　まずは、昨年就任された大阪府中小企業診
断協会 風谷理事長挨拶。いの一番に新たに
制定された診断士バッジの佩用確認。活動時
には必ずつけるようにとの指示がありました

（筆者も反省）。その後、中小企業診断士の日
他診断士の地位向上について、引き続き一致
団結して推進する決意を披露されました。

　次に、大阪府協会前理事長でもある中小企
業診断協会 福田会長挨拶（当初封印を宣言
されたいつものジョークも若干あり）。
　引き続いてご来賓の中小企業診断協会 野
口専務理事からもご挨拶をいただいた後、大
阪中小企業診断士会 池田理事長発声による
乾杯。にぎやかな歓談とともに、お酒・料理
を楽しみました。

　一旦歓談を中断しての出し物は、藤本さん
と山本さんによるバンド演奏と福嶋さんによ
るジャグリング。それぞれ芸達者なところを
披露していただきました。

　続いて、新入会員自己紹介。１人１分、初
舞台に緊張されながらも、特徴を出した自己
アピールが多数ありました。

　再度の歓談はとても短く感じられ、あっと
いう間に終了時刻に。大阪中小企業診断士会 
津田副理事長による閉会挨拶でお開きとなり
ました。

　当初設定していた二次会に多数の方が参
加。それにとどまらず、三次会・四次会、つ
わものは日付変わって六次会まで行かれたと
か。大阪府協会の団結が深まった一日となり
ました。

　（文責　会員サポート委員会　影山貴俊）

新年互礼会

風谷理事長挨拶

歓談

新入会員自己紹介

出し物

閉会
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　去る１月16日マイドームおおさか８階第６
会議室にて、府協会主催でワールドカフェ形
式の意見交換会を２回開催しました。

◆中小企業支援機関のニーズをヒアリング
　当日15時から２時間、商工会議所や行政機
関、金融機関などの方を対象に「多様性のあ
る診断士に期待することを語り合うワールド
カフェ」と題した意見交換会を開催し、９名
の方にご参加いただきました。

　多くの中小企業診断士が、支援機関との連
携の中で、企業支援を行っています。この連
携において、中小企業診断士や府協会がもっ
とお役に立てることはないか、どのようなこ
とが求められているかを、ワールドカフェの
リラックスした空気感の中で、存分にお聞か
せいただくことができました。

　支援機関の方々のご意見をいただくのみで
なく、参加した中小企業診断士との対話の中
で、中小企業診断士や府協会についてより深
く理解いただく機会にもなりました。

◆中小企業診断士のニーズをヒアリング
　18時30分からの２時間は中小企業診断士を
対象にした「府協会の未来を語り合おうワー
ルドカフェ」を開催しました。府協会が、会
員のみなさまにとって、より価値ある組織に
なるために、まずは会員、非会員にこだわら
ず、ニーズやご要望を知りたいと考えての開
催でした。

　当日は非会員５名を含む29名もの方にご参
加いただき、非常に活気あふれる意見交換会
になりました。最初に府協会に対する不満を
共有する時間を設け、様々なご意見を出し
切っていただいた上で、中小企業診断士や府

協会の様々な可能性を考え話し合いました。
その結果、アンケートでは知ることができな
い、深く広いニーズやご要望をお聞かせいた
だくことができました。

◆貴重なご意見をたくさんいただきました
　いずれのワールドカフェにおいても、ワイ
ワイとポジティブで積極的な意見交換が行わ
れ、貴重なご意見やアイディアをたくさんい
ただくことができました。今回収集できた情
報を整理・分析した上で、今後の府協会運営
に役立ててまいります。最後にご参加いただ
いた皆様方に深く感謝申し上げます。ありが
とうございました。

（文責：会員サポート委員会　柳瀬智雄）

中小企業診断士に関するワールドカフェ開催報告

（ご参考）ワールドカフェとは
「知識や知恵は機能的な会議室で生まれる
のではなく、人々がオープンに会話を行
い、自由にネットワークを築くことがで
きる『カフェ』のような空間でこそ生ま
れる」という考え方に基づいたコミュニ
ケーション手法です。グループ単位で提
示されたテーマについてダイアローグを
行います。何かを決める機能より、情報
や考え方を共有・深化する機能が高く、
さまざまな分野で活用が進んでいます。
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　平成28年11月19日（土）10：00より「確定申告！
今さら人に聞けない実務上の疑問点」と題して、診
断士と税理士のダブルライセンスをお持ちの武田晃
一氏、橋本賢宏氏のお二人を講師にお招きしてセミ
ナーを開催し、40名の方々にご参加いただきました。
　確定申告に関するいくつかのテーマについて、「必
要経費の処理」「記帳はどうしているか？」「所得控
除・税額控除」「税務調査のポイント」「消費税その
他」などのパートに分けて、武田氏と橋本氏の両名
からから実務上の経験談について説明があった後、
参加者からの質問にお二人がそれぞれの見解を交え
て回答していくという形式で進められました。
　やりとりの一部をご紹介しますと、
◦必要経費について
　➢原則的取扱い

✧事業に直接関係のある費用を計上する。
　➢交際費はどこまで認められる？

✧�金額的な上限はないが、売上を獲得するた
めのものであることを説明できるようにし
ておいたほうがいい。

　➢福利厚生費は認められる？
✧�従業員を雇っていれば認められるが、自分

１人しかいない場合は認められない。打ち
合わせなどで必要な場合は勘定科目を変え
る。

　➢家事関連費用はどうしてる？
✧�合理的な基準で按分計算する必要がある。

毎年変更してはだめ。
◦記帳はどうしてる？
　➢現金管理はどうしてますか？

✧�なるべく現金を使わないようにすると手間
が省ける。

　➢青色特別控除65万円を受けるには
✧会計ソフトで帳簿作成すればいい。

　➢支払調書がこないと売上が計上できない？
✧�支払調書は送られてこないこともあるの

で、自分で売上を管理する必要がある。
◦所得控除・税額控除
　➢青色専従者控除はいくらまで認められる？

✧�他人を雇用する場合の給与相場までは大丈
夫。

　➢�自宅を事務所にしている場合の住宅ローン控除
は？
✧�事業用部分は必要経費とし、居住用部分に

ついてのみ住宅ローン控除が認められる。
　➢配偶者控除と扶養控除

✧社会保険の扶養の範囲にも注意。
　➢ふるさと納税はお得？

✧お礼が実質2,000円でもらえる。
ただし限度額がある。

◦税務署はどう見てる？
　➢確定申告前に最低限確認すること

✧前年から突出した経費はないか？
　➢税務調査はいつくる？

✧�わからないが、経験上個人の調査はあまり
こない。

　➢調査官の見るポイントは？
✧�売上の計上もれや、家事費が混ざっていな

いか。
◦消費税その他
　➢消費税を納める人は？

✧２年前の売上が1,000万円を超えている人。
　➢簡易課税って？

✧�売上だけで消費税を計算するから簡単だ
が、還付は受けられない。

　➢法人成りのメリット・デメリットは？
✧�所得税と法人税の税率の差、消費税が２年

免税になる。
等々、興味深いテーマについて、多数、解説してい
ただきました。
　非常に具体的、実際的な話でわかりやすく、２時
間近いセミナーでしたが時間を感じさせることな
く、参加者の満足度が高いセミナーになったと思わ
れます。

（文責：会員サポート委員会　西松　あゆみ）

『 確定申告セミナー』報告

講師略歴
会員　武田晃一
昭和46年生まれ。大学卒業後、中古車販売業の
営業に従事し、その後会計事務所にて税務業務
に従事する。2007年に中小企業診断士取得2009
年に税理士を取得し、2010年に独立。
会員　橋本賢宏
昭和53年生まれ。大学卒業後、会計事務所にて
税務業務に従事し、2011年10月に独立。現在、
税務業務のほか経営改善支援及び事業計画策定
による各種補助金取得支援を行っている。
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１．はじめに
　１月21日（土曜日）に開催された土曜セ
ミナー「ビジネスゲームの活用方法と開発
ストーリー」では、箕作先生から、ビジネ
スゲームの営業における効果的な活用方法
と、そのビジネスゲームの開発ストーリー
についてご説明いただきました。

２．内容について
　前半のビジネスゲームの活用方法について
は、３つのグループにわかれて実際にゲーム
を楽しみながら、その効果を肌で感じつつ、
ブランド力がまだない中小企業診断士が、ど
のように大手企業や公的機関の育成研修等の
受注に向けて活用していくか、というお話し
を中心に学びました。ビジネスゲーム自体は、
想像していたよりもルールがシンプルであ
り、ルール説明の時間も特に時間がかかるこ
となく進み、各期の活動結果を収支計算に反
映する計算にも苦しむこともなく、集中して
経営のエッセンスをゲームとして楽しむこと
ができました。

　営業への活用方法という点では、名刺交換
で終わることなく、自社および自身の専門性
に絡めて研修として提案するための研修テー
マとその効果を複数事例ご紹介いただきまし

た。
　後半のビズストームの開発ストーリーにつ
いては、女性であり、ゲームソフト開発者で
もある特色を、診断士内での強みとして位置
付け、子育て等のライフバランスを守りつつ、
試作段階や営業段階での苦労した点や克服方
法をわかりやすく具体的に説明していただき
ました。開発にあたっての思いや狙いをどう、
商品であるゲームに反映させるか、コンテン
ツ企画方法についても実例を踏まえつつ紹介
いただきました。

３．最後に
　ゲームというコンテンツは、運を含めた制
限事項の中で、いかに独自の戦略を展開でき
るかが鍵であり、マネジメント向けの研修と
非常に相性が良いように感じられます。ビズ
ストームは他のゲームと比較しても、プライ
シングや集中と選択、マーケティング等を、
短期間で効率的に学ぶには有効だと感じられ
ました。自身の傾向である全方戦略による傾
向や、安売りすることによる弊害を軽視して
後で困る点など、短期間にもかかわらず綺麗
にゲーム上に反映されていました。
　知的財産権の保護の仕方等、時間があれば
もう少しノウハウを詳しく聞きたかった点も
多数ありましたが、総じて、学ぶ点の多いセ
ミナーでした。

土曜セミナー報告

「ビジネスゲームの活用方法と 
開発ストーリー」に参加して

　会員　金澤　明浩

略歴
平成25年中小企業診断士登録。滋賀県出身。
通信事業会社において、海外関連事業に携
わる企業内診断士。
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　２月25日の土曜セミナーは、大阪商工会議
所が運営する大阪企業家ミュージアムとの連
携企画として実施しました。ミュージアムで
は、商都大阪を発展させた「企業家精神」と

「経営理念」を学び、創業支援者セミナーで
は、それらを踏まえて、今後ますます重要に
なる創業支援において、診断士が知っておく
べき実務知識、ノウハウを講義しました。

１　大阪企業家ミュージアムの概要
　ミュージアム廣田事務局長から、同館の設
立経緯や、105人の企業家の概要、施設理念
である７つのキーワード、「意志、自助、創
意、挑戦、先見、変化、志」について解説
があり、大阪経済の発展に企業家精神が果た
した内容の動画を視聴しました。
２　企業家展示の見学
　スタッフの方の案内により、館内の展示を
見学。小林一三、早川徳次、井植歳男、能村
龍太郎など、企業家の功績のみにとどまらず、
エピソードなどを交えて、わかりやすく解説
があり、理解が深まりました。

３　起業支援者セミナー
　政府系金融機関の専門部署、中小企業支援
機関の相談現場で創業者への支援に取り組ん
でいる経験を踏まえて、筆者が講義しました。

◆創業支援の重要性、位置づけ
　日本再興戦略の中で、開業率を欧米並みの
10％に引き上げることが、地域活性化・地方
創生のポイントとして位置付けられています。
　産業競争力強化法においては、自治体が地
域の創業支援の主体として規定され、創業支
援事業計画を策定し、連携する創業支援事業
者が各種施策を実施します。実際の創業支援
体制を大阪市の事例により解説しました。
　その他29年度の創業補助金や創業スクール
の動向について説明しました。
◆創業支援のポイント、診断士の役割
　日本政策金融公庫の新規開業実態調査アン
ケートを引用して、創業者の重点的課題を整
理。資金面及び販路開拓に課題を抱える創業
者が多く、事業計画書を創業者自身がしっか
り考えて作成することが何より重要です。
　診断士としては、ビジネスプラン策定の支
援を行うことが求められます。収支面に関し
ては損益分岐点売上高を生活維持可能売上高
に応用して考えること、マーケティング面に
関しては、強みを把握したうえで顧客を絞り
込むこと、これらを創業者にわかる言葉でア
ドバイスすることが重要です。実践練習とし
て、筆者の支援先を例題に、適切な質問を考
えるミニワークを行いました。
◆創業支援で知っておきたい制度
　日本政策金融公庫の新創業融資制度、大阪
信用保証協会の開業サポート資金などが代表
的です。地域金融機関においても独自の創業
融資制度が充実傾向であり、創業者の資金調
達手段は多様化しました。クラウドファン
ディングも新たな調達・販促の手段として注
目されています。
　創業者を的確かつ親身にサポートする人材
が求められています。多くの診断士が創業支
援にも力を発揮することを筆者は期待しま
す。

土曜セミナー報告

「創業支援者セミナー＆ 
大阪企業家ミュージアム 

見学会」報告
　会員　永井　俊二

略歴
政府系金融機関退職後、2016年独立。大阪
府よろず支援拠点等において、小企業の経
営・創業相談に従事。2007年診断士登録。
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＜はじめに＞
　私たち電機業界交流会は、大阪府中小企業
診断協会にて、電機業界の企業内診断士の会
として活動しています。昨年度から大阪イノ
ベーションハブ（以下OIH）様との共催で、
ベンチャー企業様向けのセミナー「顧客を開
拓せよ！大手企業へのアプローチ術」と題し
て、会員が所属しているような大手企業に、
ベンチャー企業様が入り込むにはどうすべき
か、を題材にセミナーを開催しています。
　昨年度から売り込みのやり方的なセミナー
に加えて、知財・契約面での実務についても
お伝えする形でセミナーを実施し、今年度も
昨年に引き続き約30名の皆様にご参加をいた
だきましたので、ここに報告します。
＜目的＞
　OIH様との共催で大阪のベンチャー企業様
への支援を主目的としていますが、私たち電
機業界交流会としては、プロとして診断する
のとは一味違った社会貢献、また私たちのス
キル向上を図ることも目的としています。
　OIH様は大阪市の関連団体で、会員である
大阪のベンチャー企業の皆様向けに起業、コ
ラボ、海外展開など様々な支援を実施されて
います。電機業界交流会には、電機メーカー
だけでなく、関連の商社、物流などサプライ
チェーンの企業の診断士も参加しており、
様々な面からベンチャー企業様へのアドバイ
スができるのではないかと考え、セミナー＋
相談会ということでOIH様へご提案させてい
ただき審査を経て、共催いただいているもの
です。
＜内容＞
　昨年は大手企業への売り込み方の全般的な
考え方と、具体的経験に基づく売り込み方法、
ならびに知財契約についてのセミナーと、個
別相談会を実施しましたが、本年度は、前年
度に続き「大手企業へのアプローチ術」シリー
ズとして、次の２本のセミナーと懇親会を実

施し、相談会は別途開催としました。
①　研究開発部門へのアプローチ
技術系の多いベンチャー企業様向けに大手企
業研究開発部門の組織、予算等の決定時期な
どの情報と売り込み実例等ご紹介
②　大手企業の知財・契約について
特許・契約の基礎知識のおさらいと実例を織
り交ぜた実践的な特許戦略、契約戦略
　予定時間を超過して多数の質問をいただ
き、その後の懇親会でも受講者の皆様と交流
を深めることができました。相談会は別日程
で５件の申し込みをいただいており実施中で
す。
　なお、私たちの会員は企業内診断士が中心
であるため、スポットの相談を受け付けるも
ので、長期継続的な支援が必要な場合には、
電機業界OBのプロコンに支援をお任せする
形をとる予定です。

＜今後の活動について＞
　今後も、メンバーの知識を生かして「大手
企業へのアプローチ術」シリーズを継続拡大
する予定です。ベンチャー企業の皆様に対し
て私たちがお伝えできる内容を年々拡充し、
電機業界出身診断士の社会貢献活動としてま
すます発展させていきたいと考えています。
ご支援をよろしくお願いします。

（文責：電機業界交流会　藤井　寿隆）

電機業界交流会主催「ベンチャー向けセミナー」の開催報告

質疑応答の様子
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　顧客満足経営研究会では、去る２月15日
（水）マイドームおおさか会議室にて「顧客
満足を高めるサービスインフラの革新」を
テーマに公開講演会を開催し、当研究会会員
を含め47名の参加者が熱心に聴講されまし
た。
　講師にはセブンイレブン・ジャパン情報シ
ステム本部に25年間在籍し、同社の業務改革
と情報システム改革を同時に遂行された碓井
誠氏（現㈱オピニオン代表取締役、京都大学
経営管理大学院特別教授）を招聘しました。
　ご承知のとおり、セブンイレブン（以下セ
ブン）は、POSシステムの黎明期に同システ
ムを効果的に活用して画期的な単品管理や戦
略的なサプライチェーン・マネジメントを構
築し、日本が世界に誇るコンビニエンススト
アという業態の礎を築いた先駆者です。
　同氏は、１．社会の変化とサービス化の広
がり、２．サプライチェーン、ディマンド
チェーンの連動と価値共創型ソリューション
の広がり、３．顧客満足を生むサービス人材
の育成の３項目について、セブンが実際にど
の様な手法でこれらの変化や課題にアプロー
チしてきたかの成功要因等、またZARA、
UNIQLO、ドラッグストア、コーヒーショッ
プ、ホテル、病院等の具体的事例を紹介しな
がら、顧客満足を高めるためのサービスイン
フラの在り方と革新について詳細にお話され
ました。
　特にセブンでの実際の業務において意外で
あり興味深かったことは、同社がITの積極
的な導入にも拘わらず、会議が頻繁に開催さ
れ、その殆どに鈴木前会長も出席されていた
こと、また改善や開発に係る事項は決して
トップダウンではなく、関連部門担当者が会
議で当事者となって解決等に当たり、徹底し
た人間間（にんげんかん）コミュニケーショ
ンを重視した組織が機能している点でした。
　また、顧客接点のサービスを支えるセブン
の業務プロセスと単品管理の構造についても
興味深い説明がありました。
　講演内容ですが、まず社会の変化とサー
ビス化の広がりについては、従来の経済活動
領域でのサービス化から現在広がりつつある
モノからコトへの価値観の変化、そして今後
は経済活動を超えたサービス・イノベーショ

ンの広がりと共にさらなる価値観多様化によ
るライフスタイルの個性化の進展とこれに伴
う対象が日常生活、非営利、ボランティア、
コミュニティを含む生活者起点の広範囲の価
値共創へと変化を遂げると予測される。

　そして、これらにITというインフラを活
用することによる顧客へのきめ細やかな対応
がコンビニの発展と同様、キーポイントとな
る。
　また、価値共創型ソリューションでは、社
会の変化自体がビジネスチャンスの源泉であ
り、BigData、AI、IOTの普及、ロボットの
発達、オムニチャネルの進展、オープンプ
ラットフォーム環境の整備等を積極的に採用
することで、“一人十色”の多様化する価値
観やニーズの変化への対応が求められる。
　換言すれば、今まさに新たなブレークス
ルーを生み出す環境が整備されつつあり、大
きなビジネスチャンスがあると予測する。
　最後の顧客満足を生むサービス人材の育成
は、当研究会の基本研究テーマとの関係も深
く、碓井氏はサービス･プロフィット･チェー
ン理論に沿いながら「顧客サービスの質を向
上させるために情報の共有とITの活用等に
よる業務効率化を図ることが従業員の自発性
を促すことに繋がる。この仕組みを構築する
ことで、従業員満足度と顧客満足の向上が同
時に達成できる。」と説明されました。
　講演概要は以上ですが、当研究会は顧客満
足を基盤とする経営改善や業績向上手法等に
ついて研究しています。毎月第二水曜日開催
の月例会では、会員による発表や外部講師を
招聘しての議論等で充実した運営をしていま
す。ご興味ある方は、是非、入会ください。

（文責：顧客満足経営研究会　廣芝通生）

顧客満足経営研究会主催「公開講演会」開催報告
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スキルアップ研修

１．「ビジネスモデル・キャンバス」とは
　ビジネスモデル・キャンバスは、アレック
ス・オスターワルダー氏とイヴ・ピニュール
氏が開発したビジネスモデル構築ツールです。
両氏は、マネジメント思想のアカデミー賞と
いわれている「Thinkers50」に、世界で最
も影響力のある経営思想家として、2015年に
第15位（戦略部門第１位）にランキングされ
ています。ビジネスモデル・キャンバスは、
45カ国470人のイノベーターによるビジネス
モデルのイノベーション実践ガイドであり、
書籍「Business Model Generation（翔泳社）」
は、世界40カ国で翻訳されているなど、もは
やビジネス界の世界共通言語といえるほど普
及しているツールです。国内では、大手企業
だけでなく中小企業・小規模事業者への導入
も進んでおり、全国各地でビジネスモデル・
キャンバスのワークショップが開催されてい
ます。
２．ビジネスモデル・キャンバスの概要
　書籍「Business Model Generation」では、
ビジネスモデルを「どのように価値を創造し、
顧客に届けるかを論理的に記述したもの」と
定義しており、ビジネスモデル・キャンバス
は、９つの要素で構成されています。９つの
構成要素には、①顧客セグメント（CS）、②
価値提案（VP）、③顧客との関係（CR）、④
チャネル（CH）、⑤主要活動（KA）、⑥リソー
ス（KR）、⑦パートナー（KP）、⑧収益の流
れ（R$）、⑨コスト構造（C$）があり、それ
ぞれが論理的に結合・配置されて１つのキャ
ンバスを構成しています。なかでも特に重要

な要素は、①顧客セグメント（CS）と②価
値提案（VP）です。この２つの要素に特化
したデザインツールをバリュー・プロポジ
ション・キャンバス」といい、書籍「Value 
Proposition Design（翔泳社）」で解説されて
います。
３．ワークショップの内容
　研修では、前半に時代の変化やビジネスモ
デルとビジネスプランの違い、ビジネスモ
デル・キャンバスの概要やプロダクト・マー
ケット・フィット（製品・サービスが、顧
客にとって大事な用事を片付ける際に発生す
る障害を解決して恩恵を生み出す状態）の考
え方などについて解説を行い、後半はワーク
ショップ形式で身近な企業の事例を使ってビ
ジネスモデル・キャンバスの使い方を体験し
ていただきました。また、同じ業種でビジネ
スモデルが異なる２つの企業（例えば、高級
江戸前寿司店vs回転寿司店など）の事例につ
いてチーム別で比較検討して、同じ業種でも
全く異なるビジネスモデルになっていること
を、ワークを通じて体感していただきました。
４．最後に
　ビジネスモデル・キャンバスは、単なる穴
埋めツールではなく、ビジネスモデルのデザ
インツールです。企業内診断士の方はご自身
の業務に、独立診断士の方はコンサルティン
グ活動に、ビジネスモデル・キャンバスを活
用してみませんか。

「ビジネスモデル・ 
キャンバス」 

ミニワークショップ
　会員　伏見　明浩

略歴
昭和46年９月生まれ。平成16年中小企業診
断士登録。会計修士（専門職）。ITコーディ
ネータ。大学卒業後、メーカーの機械設計
エンジニアとして従事。その後大学院へ進
学し、平成20年独立。オフィスビズラボ®代
表。（一社）関西dラボ代表理事。特定非営
利活動法人ITC近畿会理事。
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スキルアップ研修

１．新しい診断士のカタチとは
　みなさんは「企業内診断士」ですか？ そ
れとも「独立診断士」ですか？ 診断士同士
の自己紹介では必ず飛び交う言葉ですね。
　しかし、私は「本当に、この二つしかない
んだろうか」と不思議に思っていたんです。
企業に勤めている方の中でも、診断士活動を
している方もいれば、副業禁止ということで
活動をしていない方もいる。私のように、企
業を退職したものの、開業届けを出していな
い方もいる。もっと多様な呼び方があっても
いいのではないかと思ったのです。

２．企業内診断士の葛藤
　診断士の資格取得を目指したきっかけは人
それぞれですが、「いつか独立したい」や「ま
だ企業勤めは続けるが選択肢は増やしておこ
う」という方が多いと思います。しかし、い
ざ診断士を取得すると、その選択権を行使で
きない事態に陥ります。今のままで独立でき
るのか…と不安になってしまうのが主な理由
です。
　診断士試験に合格したからと言ってその瞬
間に格段に能力がアップするわけではなく、
受験前、受験時代、合格後と能力は地続きで
あり、独立を選択するタイミングが計れませ
ん。
　しかし、「企業内だから」「独立するタイミ
ングが計れないから」といって立ち止まって
しまうのはもったいないです。企業内か独立
かの選択肢を選ぶのではなく、自ら選択肢を
作ってしまいましょう。

３．やりたいことの選択と集中
　選択肢を作る上で大事なのは「何をする
か」と「何をやめるか」です。私の場合、「家
庭・会社・診断士」という大きな領域があり
ました。当初はそのすべてをやりたいと奮闘
していましたが、個人の時間が無くなってし
まい、結果的にこれ以上この生活を続けてい
くと体を壊してしまう、と思うに至りました。
すべてを手に入れることはできないのです。
私は、家庭・会社・診断士のそれぞれで、今
できること、やりたいこと、やった場合のメ
リットデメリットを考慮し、「家庭と診断士」
を選択することにしたのです。

４．自分の診断士スタイルを確立する
　家庭と診断士を選択した結果、企業内診断
士でも、独立診断士でもなくなりました。自
己紹介の際には非常に困ります。そこで「家
庭内診断士」と名乗ることにしました。
　自分の立ち位置、守備範囲を明確に伝えら
れる「カタチ」があると、コミュニケーショ
ンに役立ちます。話のネタにもなりますし、
自分のカタチも常に確認できるため、ぶれる
ことがありません。
　私は「家庭・会社・仕事」の３つの領域で
したが、みなさんにはまだほかの領域もある
と思います。「資格の勉強」であったり、「趣
味」であったり、人さまざまです。これらの
なかからいったい自分が何を選択し集中して
いくのか、一度考えてみてください。そして
それに「○○診断士」というカタチを与え、
今以上に自由に診断士ライフを送ってみては
いかがでしょうか。

家庭内診断士
〜新しい診断士の 

カタチ〜
　会員　原　明日香

略歴
メーカーの事務として予実管理に10年携わ
る。2015年、診断士登録を行うとともに結婚。
2016年勤めた会社を退職し、家庭内診断士
として活動を行っている。
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スキルアップ研修

１．独立の動機・経緯
　元々、わがままな性格で、独立志向が強
かったんだと思います。その時々の職場で
はそれなりの成績を収めて、上司からは重宝
がられていましたが、組織の論理に馴染めず、
転職を繰り返していました。結婚し、子供も
出来て、個人的な制約が大きくなっていく中
で、独立する夢だけは捨てきれず、藁をもす
がる思いで、診断士の勉強に取り組んだこと
を鮮明に覚えています。
　独立すれば自分の意志で好きな仕事がで
き、お金も稼げると甘く考えていましたが、
独立診断士の諸先輩方の話を聞くにつれて、
独立後の生活に大きな不安を感じたのも事実
です。それでも、人脈づくりや生活資金の確
保等の独立準備を進めながら、独立への覚悟
を固めていきました。

２．独立ファーストステージ
　コンサルティング業務の経験もなく、人脈
もない、かつスキルも相当に怪しい状況の中
で、与えられた仕事にただがむしゃらに取り
組むしかないと考えていました。一つひとつ
の機会が真剣勝負であり、失敗は許されない
という切迫感の下、結果が全ての実力の世界
に自分はいるのだと痛感しました。
　独立ファーストステージで特に重要なの
は、人とのつながりです。協会の活動にも積
極的に関与し、諸先輩方に自分の人と成りを
認知してもらうことが、なによりも大事です。
そのうえで、諸先輩方から仕事の機会を得た
ならば、絶対に紹介者の顔をつぶさないとい
う思いで、自分ができることを精一杯取り組
みました。独立前に抱いていた安易な考えだ

けでは、この世界では生きていけないことを
知ったのです。

３．独立セカンドステージ
　独立４年目頃から現在に至るまでを独立セ
カンドステージと位置付けています。独立し
てやっていくことがどういうことかも理解
し、経験やスキルも相応に身に付いてくる時
期でもあります。しかし、周りの期待値も上
がってくるので、やればやるほど難しくなっ
てきます。
　実務で大事にしていることは、「現場を動
かす」ことです。現場が動かないと会社は良
くなりません。現場が動くためには活動主体
である従業員の「理解と納得」を得る必要が
あります。現場の実態を適切に把握せず、べ
き論だけで現場を動かそうとしても、良い成
果は得られないことを肌で感じています。ま
た、会社全体の調和を意識して活動すること
も、非常に大事な要素です。経営者側や現場
側のどちらにも寄り過ぎず、全体を俯瞰して
客観的に物事を診ることが求められます。
　
４．サードステージに向けて
　どの組織にも依らず、プロフェッショナル
として、持てる力を出しきれる仕事だけに注
力していく。余計な雑音は取り払い、独立前
に考えていたように、自分の意思で好きな仕
事ができるようになることが、私が考える
サードステージでもあります。理想の姿を実
現するために、さらに試行錯誤しながら一歩
ずつ前に進んでいくしかないと考えていま
す。

「独立診断士の 
奮闘物語」

　会員　柳　辰雄

略歴
自動車整備士から、印刷会社、パソコンア
クセサリー商品、ソフトウェア、電子部品
の営業業務に従事する。2009年に独立し、
現在に至る。独立８年目。

診 断 士

診断士会報No218v8.indd   22 2017/03/22   11:55



（　23　）

【１月開催の青年部イベント】
　平成29年１月14日（土）10：00よりANA
クラウンプラザホテル大阪にて、プロコンを
目指す、独立して３年未満の青年部８名の発
表者と５名の審査員による「本気」のピッチ
コンテスト『プロコンスター誕生』を実施し
ました。参加者はOBやオブザーバーも含め
て55名と非常に盛況なものとなりました。

　今回のコンテストは「本気」ということを
テーマとして、審査員に大阪診断士会の理事
長、副理事長、理事をお招きして、その場で

「一緒に仕事したい」「もう一歩」「まだまだ」
という３段階評価をして頂き、評価をその場
で公開すると共に、実際の仕事にも繋がるも
のにするとしました。その結果、青年部には
少ない緊張感のあるイベントとなりました。
　発表者８名はそれぞれ自分のプロフィール
や夢、やりたいこと、得意なことなどについ
て、伝え方を工夫して発表しました。診断士
という同じ資格は取得していますが、経歴や
ポリシーは全員バラバラなのが診断士の特徴
であり、発表方法も内容もそれぞれの個性が
出ていて非常に面白いものとなりました。

　発表時間は１人当たり８分と詳しく語るに
は短いものの、簡単な話では時間が持たない
という使い方が難しいものだったこともあ
り、タイムオーバーによる強制終了を受ける
人も複数あるなど、緊張感は非常に増すこと
になりました。
　審査員５名による講評はこれまでプロコン
サルタントとして歩まれた経験に基づく厳し
くも温かいものであり、発表者には多くの学
びと気づきがあったようです。

　青年部では今回のような発表の場を提供し
ています。見るだけではなく、参加すること
で青年部に出席する価値も上がっていきま
す。ぜひ積極的に参加お待ちしています。

（文責：青年部　石井　誠宏）

【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１月例会報告

　　　　青年部　今後のスケジュール
５月例会
日　時：５月13日（土）14：00 〜 16：30
場　所：大阪産業創造館
内　容：診断士の歩き方
発表者：大音和豊氏・中村佳織氏
　　　　福島知子氏・林一成氏

【参加者全員の集合写真】

【８名の発表者と司会者】

【審査員による講評】
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　皆さま、こんにちは。４月より青年部代表
に就任致しました福島知子です。この場をお
借りして、代表の挨拶とさせていただきます。
　中小企業診断士に登録したのは、2012年８
月です。協会、青年部には登録当初からお世
話になっておりますので、４年と８ヶ月にな
ります。その間、青年部運営委員、そして会
員サポート委員と運営側として協会に関わら
せていただくようになり、この度、青年部代
表を拝命する運びとなりました。
　青年部代表としては５代目で、初の企業内
診断士による代表、初の女性代表となります。
青年部は企業内診断士にとっても、大切な自
己研鑽の場でありますし、女性診断士は近年
増加傾向にあるように見受けられます。運営
委員も12人中、女性が４人を占めるまでにな
りました。これまでの９年間に青年部が歩ん
できた軌跡の中で培われた良さを引き継ぎな
がら、新運営体制で新しい風を吹き込んでい
きたいと思います。
　今年度の青年部のコンセプトは「一人ひと
りが本気で“何か”を得るために挑む場」で
す。今年１月例会には、士会の先生方を招へ
いし、独立診断士あるいは独立後間もない青
年部員が真剣勝負で自己PRのプレゼンに臨
むという「プロコンスター誕生！」を実施し
ました。今年度は、自身の仕事に生かすため
に青年部員が本気で挑む場の提供を企業内診
断士にも広げていきます。
　得るものを“何か”とした理由は、青年部
は各々が自主的に自ら得たいものを得る場所
だと考えるからです。私たち運営委員は、そ
のサポート役として皆さまの声に耳を傾け、

自分たちが最高だと思える企画をつくり、場
を提供することに努めます。特に、診断士お
よびビジネスマンとしてのスキルを向上させ
る「スキルアップの場」、他業界に学ぶ、部
員同士の多様性に学ぶ「視野を広げる場」、
部員同士の横のつながり、他士業とのつなが
りをつくる「ネットワーク構築の場」を意識
してまいります。
　青年部の皆さまにおかれましては、是非、
ご自身なりの目的をもって参加していただけ
れば、得られるものがたくさんあると思いま
す。もちろん、青年部は協会に入るはじめの
きっかけとして最適な、気軽に参加していた
だけるフランクな場でもあります。今春登録
されたばかりの方、それ以外で未入会の方も、
まずは一度例会に足を運んで雰囲気を味わっ
てください。お待ちしております。
　最後になりましたが、青年部は協会と会員
の皆さまのご理解とお力添えがあってこそ、
円滑な運営ができるものと考えております。
青年部は来春10周年を迎えます。運営委員一
同、青年部および協会の発展に力を尽くして
まいりますので、温かく見守っていただけま
すよう何卒お願い申し上げます。

【2017年度 青年部運営委員】
代表　　：福島知子
副代表　：石井誠宏　　　仲谷陽介
運営委員：入江久美子　　上野浩二
　　　　　神谷邦男　　　川尾梢　　　
　　　　　林一成　　　　待谷忠孝
　　　　　松尾健治　　　柳田有香　
　　　　　横山信明　　　（50音順）

青年部だより

〜青年部代表就任にあたって〜

青年部を一人ひとりが 
本気で挑む場に

　青年部代表　福島　知子

略歴
（株）そごう百貨店で紳士用品売り場を担当
した後、（株）読売新聞大阪本社に転職。広
告局を経て、昨年より経理部に在籍中。
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士会のページ

運営部の活動
　運営部は下記のメンバーで構成され、営業
管理・事業運営全般、人材マッチング部会の
後方支援を担当しています。
・理事（部長）：林浩史
・理事：初田洋介
・ 運営委員：石井誠宏、横山昌司、高柳佳

苗、伏見明浩

　営業管理として、各種外部機関からの依
頼案件の管理、人材マッチング部会（大阪
中小企業診断士会（以下、士会）・理事がメ
ンバー）との連携など、主に稼働している案
件の管理などを行っています。
　事業運営全般として、外部機関から診断士
会の案件依頼スキームの策定、診断士会内で
の業務フローの策定、案件実績の整理などを
行っています。
　運営部は業務局関連で総務部と重複する部
分もあるため、2016年度は運営部と一緒に
1.5 ヶ月に１回のペースで部会を合同開催し
ています。
　具体的には運営部メンバーだけでなく、総
務部をはじめ他の部に属している運営委員の
力も借りて運営しています。以下において、
主な担当内容について簡単にご紹介します。

≪経営サポート事業担当≫
　平成27年度から受託しています経営サポー
ト事業（大阪信用保証協会）の連携スキーム
の策定、運営管理を行っています。
　平成28年度は以下のような内容を士会会員
が対応しています。
①  経営診断
　・士会会員を依頼企業に派遣（原則４回訪

問）
　・社長ヒアリング、決算データなどから現

状を分析し、今後の経営改善の方向性な

どを記した診断報告書を作成

②  経営改善計画策定支援
　・経営診断を行った会員が訪問し、対話し

ながら経営改善計画策定を支援（原則３
回以上訪問）

　・企業の借入内容の見直しなどが必要な場
合には、金融機関との調整

③  モニタリング
　・平成27年度の経営サポート事業における

経営改善計画策定支援を実施した企業を
対象として３年間のフォローアップ

　平成28年度実績（平成29年１月段階）のお
およその実績は以下となっています。
　・経営診断：約300件
　　（前年比約125％）
　・経営改善計画策定支援：約80件
　　（前年比約160％）
　・モニタリング：約10件
　　（平成28年度からの分野）

　この事業を通じて、士会会員からは、経営
診断では「経営者が望んでいることや、経営
上抱えている課題を掘り起こすために重要な
支援の一つとなる」という意見や、経営改善
計画支援では、「専門家との対話をしっかり
と行うことで、経営者の改善意欲、成長意欲
を高められる」という意見をいただいていま
す。
　平成29年度は経営改善によって生産性を高
める新たな支援も予定されており、継続して
取り組んでいく事業となります。

≪業務フロー担当≫
　現在士会は複数の金融機関や公的支援機関
と提携しています。そうした提携先からは、
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士会のページ

創業支援から経営改善、生産性向上、再生支
援など様々なステージにある企業に対する支
援要請が来ています。

［主な提携先］
　・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
など、今後も提携先の拡大を予定しています。

　そうした支援要請に対して、最適な士会会
員を派遣するためには、企業の基本情報だけ
に留まらず、企業の経営状況や抱えている課
題、支援の方向性など、様々な事前情報が必
要となります。
　そこで、支援要請内容を正確に把握して、
人材マッチングにて最適な士会会員が選定で
きるように一部提携先とは以前から「専門家
選定依頼シート」を利用していますが、現在
はその改良と他の提携先でも使用いただける
様式となるように調整を行っています。
　また支援対象である企業の現状を分析して
から本格的な支援に入ることを要望されてい
る提携先もあり、その場合には単なる専門家
派遣だけでなく、ミラサポ等の公的支援機関
のスキームを活用した流れも策定し、その際
の業務フローなども整備しています。

≪その他の取り組み事項≫
　現在、士会の事業部にてホームページのリ
ニューアルと合わせて、平成29年３月に士会
会員の専門家情報を集めましたが、運営部と
しても人材マッチング部会で最適な専門家が
選定できるような情報収集も併せて行いまし
た。
　その際には、ここ２年で案件数の多かった
経営サポート事業（平成27年度、平成28年度
途中まで）で依頼の多かった業種を整理、分

析しました。分析の結果が以下の12の業種で
す。

①　製造業
②　卸売業
③　小売業
④　飲食・宿泊業
⑤　建設/建築/工事業
⑥　不動産
⑦　理美容
⑧　医療・福祉
⑨　運送業
⑩　IT業
⑪　印刷・広告業
⑫　清掃・家事関連業

　これら12の業種は今後も多くの支援依頼が
来ることが想定されています。

　また総務部が中心で、運営部も一緒になっ
て準備をしているのが、『事業説明会』です。
開 催 は 平 成29年 ４ 月 ８ 日（ 土 ）14：00 〜
17：00（懇親会：17：00 〜 19：00）、場所：
TKP大阪淀屋橋カンファレンスセンターで
す。
　主な内容としては、
・士会の４つの部会からの活動報告
・士会が行っている事業について
　　（これまで取り組んできた事業内容）
　　（今後、取り組む予定の事業内容）
を中心に、士会会員に向けて、事業について
より深く理解いただくことを目的とし、可能
な限り事例なども交えて説明します。また、
一部事業については専門家登録も可能となる
予定です。

（文責：大阪中小企業診断士会・運営部長
林　浩史）
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　一般社団法人 大阪府中小企業診断協会の平成29年の総会と懇親会の案内をします。

　＜日時＞
　　　５月19日（金）
　　　　　　　　　　【総会】17時〜 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28年度の事業報告及び決算報告の承認です。さらに平成29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もしたいと思っています。

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

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

■　平成29年の総会の案内　■
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新歓フェスタ2017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』を今年も開催します。
　『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：2017年４月15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　１階Ａ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：以下の申込みフォームよりご登録ください。
　　　　　https://business.form-mailer.jp/fms/0596cc7566401

　参加費：無料
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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28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29年５月〜平成30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： 以下の申込みフォームよりご登録ください。 

https://business.form-mailer.jp/fms/b001841e67242
５．締め切り：平成29年５月12日（金）
６．発 足 式：平成29年５月26日（金）18：30 〜

マイドームおおさか　８階　第１・２会議室

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

平成29年度（第19期）診断士交流会メンバー募集のおしらせ
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日　時　平成29年４月26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　「 人材育成」を軸とした販売計画の

マネジメント
講　師　尾﨑　敏明　氏

　流通業において「販売計画のマネジメ
ント」と「人材育成」には密接な関係が
あります。売上が伸びない理由を「外部
環境が悪化しているから」とする経営者
が多いですが、体系的に人材育成を行っ
てコミュニケーションを重視する「内部
環境の改善」が出来れば、自らが取りこ
ぼしている売上に気づいてもらえる経営
者はたくさんいる、というのが私の持論
です。
　「何をどのように売るか」という販売
計画のもと、「教育訓練とコミュニケー
ション」を繰り返す人材育成を行い、販
売計画→実施→検証というサイクルをス
ムーズに行う組織づくりについて、CVS
業界での自分の経験を踏まえながらお話
しさせていただきます。

松尾　光真

　はじめまして。地域金融機
関に勤務し、経済分析や産業
調査に従事する企業内診断士
です。まずは企業内診断士と
して日々研鑽し、将来的には

愛する関西、そして日本の発展に貢献できる
診断士になるべく、努力精進します。よろし
くお願いします。
趣味・特技　読書、水泳、旅行

新入会員の紹介

奥澤　崇

　生保で業務効率化や、タブ
レット端末による手続の企
画・開発を担当していました。
QCD のバランスを考慮した
業務効率化や組織活性化によ

り生産性向上し、様々な経営課題の改善に取
組んでいきたいと考えておりますので、ご指
導のほどよろしくお願いします。
趣味・特技　野球、ゴルフ、アメフト観戦

山口　鉄次

　学生時代や仕事を通してソ
フトウェアやネットワーク、
セキュリティ等、情報分野に
携わっておりますので、情報
分野を活用した提案ができる

ようになりたいです。また、当協会への参画
を通して、企業診断のノウハウ習得や人脈拡
大等を実現していければと思います。
趣味・特技　ギター、バドミントン、歌

スキルアップ研修

研究会の新規登録
および解散のお知らせ

 新規登録 
原価管理研究会
事業承継＆ファミリービジネス（FB）研究会

 解散 

従業員幸福度経営研究会

会員の消息
 他府県協会への移籍 

笹谷　真弘　　　　　　東京都
岩井　秀之　　　　　　奈良県

 他府県協会より移籍 

上野　哲生　　　　　　京都府
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スキルアップ研修スキルアップ研修

日　時　平成29年５月24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　「 IPO手続きと未来会計と中小企業

診断士の役割」
講　師　赤木　孝一　氏

　IPO（株式公開）手続きでは、過去会
計に強い会計士等が精度の高い財務調査
を行いますが、将来の株価に影響する業
績見通しを評価するのに必要な事業計画
の作成支援は、中小企業診断士のスキル
が発揮できる「未来会計」の分野です。
　「未来会計」は、財務上の数字だけで
はなく、ビジネスモデルや事業の色々な
変数（SWOT）を考慮して作成し説得力
を持たせる必要があるので、中小企業診
断士の能力が最も適している分野である
と言えます。
　この研修では、IPO支援で用いた実際
の事例を参考に、「未来会計と事業計画
作成」における中小企業診断士に求めら
れる役割について解説します。

日　時　平成29年６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　「 経営改善のための資金繰り改善の

勘どころ」
講　師　橋本　祐樹　氏
　

　中小企業の経営者の多くは、資金不足
の状態に陥ってはじめて危機感を持ち、
我々支援者に経営改善のアドバイスを求
めてくるものです。しかしながら、資金
調達がままならない状況下で取りうる経
営改善策には、おのずと制約がかかりま
す。このため、思い切った手段を取りに
くいのが実情でしょう。
　今回のスキルアップ研修では、融資交
渉での生々しいやり取り、経営改善計画
策定時に気を付けるべき点、貸借対照表
戦略など講師の実体験に基づく資金繰り
改善の取り組みをお話しいたします。
　資金繰り改善に向けた短期・中期の戦
略的取り組みを通して、本質的な経営改
善のための資金捻出に必要なポイントを
お伝えいたします。

スキルアップ研修 スキルアップ研修

　（一社）中小企業診断協会は、中小企業診断士のブランディ
ング戦略の取組みの一つとして、「中小企業診断士の仕事」
の PR 動画（３分間程度）の募集を始めました。募集要領は

（一社）中小企業診断協会のホームページでご確認ください。
　名刺交換をすると「中小企業診断士を持っているのです
ね？」と言われることも多く、資格自体を知っている方は
確実に増えていると実感しています。しかし、次の言葉は「中
小企業診断士ってどんなお仕事なのですか？」と、質問さ
れることが大半のように思います。資格の認知度は高まっ
ていますが、何ができる・何をしてくれるのか、伝わって
いないのが現状のようです。皆さまは、どのようにお答え
でしょうか。
　企業や団体が「どんな仕事＝価値提供」をしているかを

理解することは、企業支援でも大事なことです。企業が気
付いていない「仕事＝価値提供」を見出したり、気づかせ
たり、再定義することは、対外的なPR力を飛躍的に高めたり、
経営者や従業員の行動を変える、大きなきっかけになりま
す。
　大聖堂をつくる石工に「あなたは何をしているのです
か？」と３人に尋ねたら「私は石を彫っている」、「私は大
聖堂をつくっている」、「私は文化をつくっている」と違う
答えが返ってくる、たとえ話があります。中小企業診断士
は何をしていると答えましょうか。
　締切りは、平成29年７月31日（月）です。大阪府協会会
員皆さまの、奮ってのご応募を期待しています。

【松尾】

編集後記　　　　　　　　　　

スキルアップ研修・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
までにお申込みをお願いします。
ホームページに掲載されている申込み受付
専用フォームよりお申込み下さい。
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１月
10日 人材マッチング部会
11日 中之島図書館無料経営相談　夜間
17日 弁理士会連携会議
18日 中之島図書館セミナー
19日 人材マッチング部会
20日 総務・運営合同部会
21日 中之島図書館無料経営相談
23日 人材マッチング部会
  広報部会

２月
１日 中之島図書館無料経営相談　夜間
  中之島図書館セミナー個別相談会
３日 事業部会
６日 人材マッチング部会
10日 理事会
15日 中之島図書館セミナー
18日 中之島図書館無料経営相談
  中之島図書館セミナー個別相談会
21日 運営部会
23日 弁理士会合同セミナー
24日 広報部会

３月
１日 中之島図書館無料経営相談　夜間
２日 人材マッチング部会
  総務・運営合同部会
３日 事業部会
15日 中之島図書館セミナー
17日 理事会
18日 中之島図書館無料経営相談
21日 中之島図書館セミナー個別相談会

お 知 ら せ

大阪府協会の主な行事
（平成29年１月〜３月）

士会の主な行事
（平成29年１月〜３月）

１月
10日・12日・18日
  診断士交流会
11日 総務委員会
13日・24日
  業種別交流会
14日 新年互礼会
16日 研修・事業委員会
  ワールドカフェ
17日 正副会議
  理事会
20日 会員サポート委員会
21日 土曜セミナー
25日 スキルアップ研修
27日 広報委員会

２月
１日 研修・事業委員会
２日・14日・15日
  診断士交流会
10日・28日
  業種別交流会
13日 総務委員会
15日 会員サポート委員会
17日 会員サポート委員会
20日 正副会議
  理事会
21日 広報委員会
22日 会員サポート委員会
  スキルアップ研修

３月
２日 HPリニューアル会議
７日 研修・事業委員会
  広報委員会（会報編集部会）
８日 新歓フェスタ事前説明会
10日 会員サポート委員会
11日 土曜セミナー
15日 合同交流会
16日 総務委員会
17日 会員サポート委員会
17日・28日
  業種別交流会
21日 広報委員会（会報編集部会）
22日 会員サポート委員会
  スキルアップ研修
23日 正副会議
  理事会
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１．企業の概要
　診断先Ｋ社は、建築工事における現場施工、
改修工事、塗料販売を業とする企業である。
従業員数は二十余名であるが、全員正社員と
して雇用している。これは、建築業界ではほ
とんど例のない従業員構成である。
　Ｋ社は、関西地区の建築塗装の分野におい
て業界を代表する企業の100％子会社であり、
設立３年目の企業でありながら（診断当時）、
非常に強固な取引先を有している。Ｋ社は、
上記の全員正社員採用のほか、建築業界にお
いて例のない、女性・外国人・高齢者を積極
的に雇用するダイバーシティ経営の推進、卓
越した職人を育成する経営方針、有機溶剤塗
料を水性塗料に切り替えることによる作業の
効率化等の新たな取組みを行っている。これ
らの取組みは非常に革新的であり、診断当時
Ｋ社はすでに地方公共団体から様々な賞を受
賞していた。
２．診断に至る経緯及び企業の課題
　本診断は実務補習において行った。Ｋ社の
応募の目的は、「支援を通じて更なる事業発
展を図り、人的資源が作り出すエネルギーを
経営戦略的な事業の柱として会社を発展させ
るため」とのことであった。経営の改善点に
ついて指摘や是正を求めるというより、さら
なる飛躍のための支援を求める趣旨であった
と思われる。
　ヒアリングにおいて、Ｋ社の社長は、「有
機溶剤から人体に無害な塗料に切り替えるこ
とにより安全な住環境を実現するとともに、
その必要性・重要性を社会に啓蒙したい。」
また、「女性・高齢者・外国人など多様な人

財が輝ける職場環境を実現したい。」という
強い思いのもと、取組みを行っていると話し
た。
　そこで、本診断の課題を、収益性の向上を
図りつつ社長の思いに沿う方向に企業が持続
的発展を遂げるための具体的な戦略を提案す
ることであると捉え、下記のとおり本診断を
行った。
３．診断の概要
（１）　総論
　経営課題として、「住環境をリノベーショ
ンする、職人業界のリーディングカンパ
ニー」を10年後に目指す姿として掲げ、その
実現のために既存事業・新規事業の両面から
具体的戦略を提案するとともに、財務の観点
から具体的な資金調達の手段を提案した。
（２）　既存事業拡大戦略
　既存事業の拡大のためには塗装事業の受注
件数の拡張と塗料販売事業の知名度の向上が
不可欠であると考え、そのための戦略として
ブランディングを提案した。また、ウェブサ
イト等における広報内容の改善、具体的には、
姫路城の塗装作業を行ったことを報告する記
事における姫路城の肩書を国宝に加え世界文
化遺産と記載する修正を提案した。
　人事労務管理の観点から、上記戦略実現の
ために、スキルの高い職人集団の構築、事業
拡大に対応できる体制整備、及びブランドマ
ネージャーの配置を提案した。
（３）　新規事業戦略
　新規事業戦略として、①技術レベル認定事
業と②DIYインストラクター派遣事業を提案
した。具体的には、①において、社内コンテ
ストを導入することにより従業員のモチベー
ションや作業技術の向上、さらに職人業界を
変革するような優れた人財の育成を図る。②
において、Ｋ社の職人が一般消費者に塗装の
指導を行い、安全な塗料を用いた塗装の魅力

飛躍する企業の
診断のあり方

　会員　須磨　美月
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さらに上を目指す中小企業に、知財コンサルティ
ングスキルをもった弁理士を派遣し、共に課題を
解決し業績アップを目指します。

中小企業の潜在能力を
弁理士が引き出します

業績アップのため、ぜひ弁理士知財
キャラバンをご利用ください。

お申込みは、こちらまでご連絡ください！

全面広告
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