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理事長就任にあたって

◇ご挨拶
　平成28年5月20日に行われました第5回通常
総会におきまして、一般社団法人大阪府中小
企業診断協会（以下、府協会）の理事長を拝
命致しました風谷昌彦です。この場をお借り
し、自己紹介と併せてご挨拶をさせていただ
きます。
　私は平成5年に中小企業診断士として登録
し、同年の6月に法人を立ち上げ、中小企業
診断士を柱として事業活動を開始いたしまし
た。
　府協会活動への参加は、登録5年を契機に
当時の芦田支部長（当時は“中小企業診断協
会大阪支部”）からお声掛けいただき、会員
委員会の委員になったことが始まりです。
　府協会活動の中では福田前理事長をはじ
め、多くの諸先輩方から示唆に富んだ貴重な
アドバイスを頂きながら、同時に多くの友人
との御縁を頂きました。このことは、私の人
生を豊かにするとともに大変貴重な人的資産
になっています。このような機会を与えてい
ただいた府協会活動には心から感謝しており
ます。新米の理事長ではありますが、この感
謝の気持ちを忘れず、福田前理事長はじめ諸
先輩方が築いてこられた府協会に対する思い
を引き継ぎ、更なる診断士の社会的地位の向
上と府協会発展を目指したいと思っておりま
す。 

◇府協会運営のスローガン
　福田前理事長は府協会の発展を期すため

「脱皮、そして飛躍」という大変力強いスロー
ガンを掲げられました。これにより、府協会
活動は大変積極的な取り組みを行う組織へと
変化しました。例えば青年部の創設や府協会
と一般社団法人大阪中小企業診断士会との機
能・役割の明確化。また、行政、大学、各種
中小企業支援団体、金融機関等との積極的な
連携・提携など、まさに「脱皮、そして飛躍」
した9年でした。このような取り組みは府協
会の魅力向上にもつながり、本総会時には会
員が1,002名に達したとの報告が行われまし
た。府協会の組織活動の勢いが確実に増して

いると認識しています。私は福田前理事長の
このような取り組みを確実に引き継ぐととも
に、更なる社会的地位の向上、活動分野の拡
大を図ることが使命だと考えています。そこ
で新たなスローガンとして、「変革・成長、
そして貢献」という言葉を掲げさせていただ
きます。

①変革
　私の掲げる“変革”とは、今まで培ってき
た価値観・強みなどの核となってきたものを
大切にしながらも、環境変化に適切に対応し
て行くことです。“脱皮”のような力強さは
ありませんが、継続的に変革への取り組みが
行える組織風土を作りたいとの思いです。府
協会の役割である、会員サービスの向上を図
る視点から、中小企業診断士の新たな活動の
場を創造するような取り組みを、積極的に
行っていきたいと思っております。

②成長
　変革のための必須条件としてあげられるの
が、府協会を含めた更なる“成長”だと思っ
ています。私たち中小企業診断士は、“経営”
という環境変化への対応が必須の分野を支援
する士業です。府協会では、時代の要請に応
えることができるような仕組みを整えなが
ら、更に会員の皆様と共に“成長”していき
たいと思っております。

③貢献
　中小企業診断士の第一の役割は、地域中小
企業に対する“貢献”です。府協会では、今
まで行ってきた事業を基礎としながら、更に
は上記のような変革・成長を図り、府協会の
活動分野を少しでも広げ、地域への“貢献”
を図りたいと考えております。府協会だから
こそできる活動を通じた“貢献”を行うこと
で、中小企業診断士の社会的地位の向上を目
指してまいりますので、会員皆様におかれま
しては、引き続き府協会の活動にご支援、ご
協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上
げます。

変革、成長、そして貢献

理事長　　 風谷　昌彦

診 断 士
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　5月20日の（一社）大阪府中小企業診断協
会（以下診断協会）の総会および理事会にお
いて、副理事長の役職を拝命した小野知己で
す。就任にあたって、私の自己紹介と抱負を
述べさせていただきます。
Ⅰ．自己紹介
　私は、平成6年度に中小企業診断士として
登録、その年の5月に個人事務所を開業しま
した。平成21年、今の風谷理事長の誘いによ
り、診断協会会員委員会の委員となりました。
その後、当時の福田理事長から、（一社）大
阪府中小企業診断協会と（一社）大阪中小企
業診断士会（以下診断士会）の機能分化の方
針が示され、私は、診断士会の理事に就任、
以後、私の活動は、診断士会の活動に軸足を
置いてきました。診断協会の副理事長に就任
するまでは、診断士会の事業推進部長の任に
ついていました。いまだに、私の頭の中では、
診断協会と診断士会の認識分化ができておら
ず、「診断士会の副理事長」などと発言して
しまい、まわりから失笑を買う場面も残って
います。
Ⅱ．副理事長としての抱負
　認識分化ができていない私にとって、今回
の「28年度の新スタート」の原稿を執筆する
ことは、非常に、ありがたい機会をいただけ
たと感謝しています。
　私の抱負を記述するまえに、私事で恐縮で
すが、抱負の背景となる２つの体験の話をい
たします。一つは、私の乗った車の対向車か
らユンボが滑り落ち、私の車と正面衝突した
ことです。まさに、生きていることが不思議
な事故でした。そのとき私の仕事をフォロー
してくれたのは、チームで仕事をしていた診
断士の仲間です。チームの価値を、身をもっ

て体験しました。また、私の前職は、「やっ
てみなはれ」の某洋酒・ビールメーカーです。
まず、行動することを教えられてきました。
　総会でも報告がありましたように、診断
協会の会員が 1,000名を超えました。会員が 
1,000名を超えたということは、企業内診断
士の所属企業やプロコン診断士の関与先等を
合わせると、診断協会は、数千社の企業と関
係を構築できる可能性を内包しています（さ
らに、近畿では、全国では･･･）。
　数千社の企業と関係を持てる診断協会は、
ビジネスのマッチングや人材交流はもちろん
のこと、新しいビジネスのインキュベーショ
ン機能を発揮できる組織です。そして、その
連携の中心に、診断士のネットワークがあり、
診断士のチームがいるなんて、すぐには実現
できない妄想かもしれませんが、「やってみ
なはれ」で挑戦することを考えると、ちょっ
とワクワクしませんか。
　私の担当領域は、主として会員サポート委
員会の支援です。まずは、会員サポート委員
会にとどまらず、福田前理事長および前副理
事長、そして各委員会の前委員長が蓄積され
てきた考え方、成果をキチンと把握、踏まえ
ることが重要だと考えています。その一方で、
風谷理事長の方針①変化②成長③貢献を実現
するために、診断士会から診断協会に移った
副理事長として、診断協会の会員の方々が、
一緒にワクワクできるような夢を描いていき
たいと考えています。
　そして、現在の活動を継続し、夢を実現す
るためには、会員一人ひとりの協力が不可欠
であることは、いうまでもありません。仲間
として、チームとして、一緒にワクワクする
診断協会を追い求めましょう。

28年度の新スタート

ワクワクする診断協会を目指して

副理事長　　 小野　知己

診 断 士
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　５月20日に開催された第５回通常総会の役
員改選において、９年間理事長（前身の支部
長時代を含む）を務められた福田理事長が退
任され、理事18名と監事２名が選出。また、
新たな理事長として風谷理事長が就任されま
した。私も理事の一員として引き続き副理事
長の任をお受けし、理事長はじめ理事メン
バーの皆さまと一緒に、大阪府中小企業診断
協会の役員として微力を尽くさせていただく
ことになりました。
　総会の折にも報告がありましたが、今年度
は、会員数が1,000名を超えるという嬉しい
ニュースで始まりました。これは、前理事長
時代の様々な活動の成果とありがたく受け止
めると同時に、今後は1,000名を超える会員
組織に恥じない活動を、府協会の内外に向け
てより一層充実させなければと、身が引き締
まる思いです。
　新理事長からは、「変革・成長、そして貢献」
というスローガンが掲げられました。これを
踏まえて、副理事長の立場として次の３つの
ことに取り組みたいと考えています。
◆多様な会員の力を発揮できる場の提供
　会員の中には、様々な経歴・専門性を持っ
た方々がおられ、人材の宝庫とも言えます。
企業勤務の診断士、独立診断士はもちろんで
すが、最近は自ら起業する事業家診断士も増
えてきています。これらの多才かつ多彩な会
員の方々の力を十分に発揮していただく場、
さらには、会員同士が交流することで化学反
応のように新たな価値を創造できる場を、こ
れまで以上に提供したいと思っています。
◆他府県の協会との連携
　現在、全国47都道府県には各々独立した診

断士の協会がありますが、我々大阪府協会は、
東京都協会に次ぐ会員数の多い組織となって
います。近畿エリアでは一番大きな組織です。
そこで、大阪府協会としては、各府県が独自
の活動を展開するだけでなく、各府県の協会
間の交流や連携の促進に率先して取り組みた
いと思っています。
　大阪府協会だけの会員数の増加を目指すの
ではなく、診断士全体としての組織力の強化
に貢献することが、診断士の地位向上、知名
度の向上に繋がると考えるからです。
◆企業経営者への診断士の浸透
　昨年、「中小企業診断士」は、ビジネスマ
ンが取りたい資格のナンバーワンになりまし
た。しかし、企業経営者への認知度・貢献度
は、まだまだ十分とは言えないと感じていま
す。私が従事している、国が設置した中小企
業の無料経営相談所「よろず支援拠点」でも、
経営相談では何をどこまで相談できるのか、
どんな支援が受けられるのか、どんな成果が
期待できるのか、十分理解されていないケー
スが時々見受けられます。
　「中小企業診断士」は、経営者にとってど
んな貢献ができるのかをもっともっと広報し
周知を図ることが、３つ目の任務だと考えて
います。
　偉そうなことを述べてきましたが、私ひと
りの力、あるいは役員だけの力では、到底実
現できることではありません。
　ぜひとも、会員の皆さま、あるいは他府県
の協会や組織に所属されている方々のご協力
を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し
上げます。

28年度の新スタート

会員1,000人の力を内外に発揮できる組織に！

副理事長　　 北口　祐規子

診 断 士
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ご挨拶
　５月２０日開催の第５回大阪府中小企業診
断協会総会で、副理事長を拝命いたしました
横山武史です。身の引き締まる思いです。ど
うぞ、よろしくお願いいたします。
　診断士登録して２２年目となりました。協
会の委員会活動では、総務委員を４年、総務
副委員長を２年、広報委員長を３年、総務広
報委員長を２年と務めてきました。長年、総
務と広報の業務に携わって参りました。これ
まで活動させて頂いたことに感謝しますとと
もに、11年間の経験をもとに、務めてまいり
ます。

組織の成長
　ここ２年間、総務広報委員長として、特に
会員増加に注力し、会員数1,000名達成を目
指してきました。総会前日に1,002名となり、
1,000名を超えて総会をむかえることができ
ました。理事、委員、会員、事務局のみなさ
まのご尽力ご協力の賜物と深く感謝しており
ます。
　組織として、府協会が成長していくために
は、さらなる会員増強が必要と考えておりま
す。会員数は、組織成長のバロメーターです。
1,000名を達成しましたが、次は、1,100名を
目指して、引き続き、みなさまとともに、会
員増加に努力していきます。

多様なニーズへ対応
　府協会は、言うまでもなく、会員の皆さま
のためにあります。会員の皆さまが、「会員
になって良かった」と思って頂くことが、もっ
とも重要なことです。
　診断士として独立して活動されている方
や、企業内で活躍されている方、あるいは兼

業されている方など、会員のみなさまのお仕
事や状況も様々です。それだけに、会員のみ
なさまの府協会へのニーズも多様だと感じて
おります。
　多様なニーズに対応するために、変革すべ
きとことはあるのか、どのように変革すべき
ことは何かを考えて行動することが大切だと
思っています。
　昨年、事務局職員の勤務時間の延長を図り
ました。これにより、研究会活動などで、協
会に訪れる会員の皆さまの利便性が高まった
のではないかと思います。
　会員の皆さまが、もっと協会活動に参加し
易くなるように、参加して良かったと感じて
いただけるように努力していきます。

２８年度
　２８年度は、従来の協会活動に加えて、新
たな計画があります。
　診断士の新しいバッジができる予定です。
会員の皆さまへの無償配布を計画していま
す。羅針盤をモチーフにした真新しいバッジ
の着用が円滑に進めばと思っています。
　１１月４日が診断士の日となりました。は
じめての診断士の日を記念して、府協会では、
その日に、診断士の日記念催事の計画があり
ます。会員のみなさまに、診断士の日を認知
していただけるように、また、外部関係機関
のみなさまに、診断士をアピールできるよう
な充実した内容になるように検討します。
　府協会の活動は、会員のみなさまのご理解
があって成り立つものです。会員のみなさま
の引き続きのご理解ご協力をいただき、２８
年度が今までに増して活発な活動となります
ように、精一杯に尽くしてまいります。

28年度の新スタート

成長する診断協会を目指して！

副理事長　　 横山　武史

診 断 士
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　総会及び理事会において、新体制が決まりましたので、お知らせいたします。

１．新体制

理事長 風谷昌彦

副理事長 小野知己 北口祐規子 横山武史

会員代表理事 福田尚好

総務委員会 会員サポート委員会 研修・事業委員会 広報委員会
委員長 福嶋康徳 小林俊文 内藤秀治 東純子
副委員長 中嶋聡 秋松郎 佐々木千博 岡崎永実子

西村美和 西谷雅之 高山吉和 古川佳靖
柳瀬智雄

監事 椎木茂久 橋本豊嗣

（五十音順）

２．各委員会の役割は下記のとおりです。
【総務委員会】
①諸会議の進行、②事業計画および決算・予算関連、③諸規程の立案、維持管理、④協会の渉
外事項、⑤事務局の管理、⑥慶弔関係、⑦その他、他の委員会に属さない事項

【会員サポート委員会】
①研修事業、②講演会、③登録研究会の運営、④診断士交流会の運営、⑤会員相互の親睦、
⑥新規事業の企画・開発・市場開発

【研修・事業委員会】
①中小企業診断士試験などの実施、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、③中小企業診断士実務従事の実施、④受託事業

【広報委員会】
①会報の発行、②ホームページ、展示・宣伝等広報活動、③その他当協会の活動を外部に発信
し周知を図ること

協会の新しい体制について

診 断 士
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　一般社団法人大阪府中小企業診断協会第５
回総会が、平成28年５月20日（金）にホテル
阪急インターナショナルで開催されました。
当日は会員111名（うち、有効議決件数85）
が出席しました。開催にあたっての福田理事
長の挨拶の中で、総会当日の５月20日時点で
会員数が1,002名であり、1,000名体制が実現
したとの報告がありました。

　総会の進行は横山総務広報委員長、議長は
福田理事長で審議が進められました。議案は
第１号議案「平成27年度事業報告承認の件」、
第２号議案「平成27年度決算報告承認の件」、
監査報告、第３号議案「役員改選の件」、報
告は「平成28年度事業計画案」、「平成28年度
予算案」、表彰等でした。審議の結果、いず
れの議案も承認に至りました。
　次期役員については、理事18名、監事２名
が選ばれました｡（選任された理事、監事つ
いては、p.6をご覧ください）
　新理事による理事会が開催され、新理事長
には風谷昌彦氏、新副理事長には小野知己氏、
北口祐規子氏、横山武史氏が選任されました。
　その後、風谷理事長の就任あいさつが行わ
れ、これまでのスローガンであった「脱皮そ
して飛躍」を受けて、これからはたゆまぬ「変
革と成長、そして貢献」を目指すという主旨
のお話がありました。また、納入した会費相
当分について協会を楽しみましょうと呼びか
けられました。

　平成28年度の事業計画案および予算案の説
明では、府協会の60周年行事や新しい診断士
バッジの会員への配付予算が盛り込まれてい
る点などが説明されました。
　また総会において、下記の表彰が行われま
した。
・平成28年憲法記念日知事表彰［産業功労者
（商工）］
・平成27年度大阪府商工関係者表彰
・平成27年度中小企業診断協会会長表彰（協
会会員20年以上）
・平成27年度登録研究会論文表彰
・平成27年度活動成果表彰
（表彰された方々、研究会はp.8をご覧くださ
い）
　最後は小野新副理事長の挨拶があり、総会
は滞りなく終了しました。

（文責　広報委員会　岡㟢永実子）

第５回総会開催報告

診 断 士
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表彰者のご紹介表彰者のご紹介

◆平成28年憲法記念日知事表彰
［産業功労者（商工）］
風谷　昌彦

◆平成 27 年度大阪府商工関係者表彰
内藤　秀治
細谷　弘樹

◆平成 27 年度中小企業診断協会会長表彰
　（協会会員 20 年以上）

安野谷　幸彦
荒木　明博
大倉　啓克
大庭　真一郎
奥田　浩二
片山　健一郎
加藤　弘治
亀井　耕二
茅切　伸明
呉羽　伊知郎
高山　尚樹
田渕　鋭二
田村　元徳
東海　秀明
豊島　 嶽
中井　喜一
前田　武士
山口　昌亮
山下　勝正
山本　康典
横山　昌司
吉本　一臣

（敬称略）

５月20日の総会でご紹介のありました表彰を受賞された方々です。おめでとうございます。

◆平成 27 年度登録研究会論文表彰
＜最優秀賞＞

研究会名 名称

知的資産経営
研究会

ここまできた知的資産経
営支援　〜ストーリーで
示す価値創造〜

＜優秀賞＞
研究会名 名称
技術向上 
研究会

最近の中小企業施策活用
の研究

＜努力賞＞
研究会名 名称

ISO 研究会 継続的改善のための ISO
改訂版の活かし方

最先端ビジネス
研究会

コンビニを知れば、中小
小売業が変わる

◆平成 27 年度活動成果報告表彰
＜優秀賞＞
研究会名 テーマ

顧客満足経営 
研究会

企業が実践すべき顧客満
足向上への取り組みにつ
いて

モノづくり活性
化研究会

「 技 能 伝 承 の 見 え る 化 」
「リーダー育成」研究成果
の実践による活性化

＜努力賞＞
研究会名 テーマ

農業経営研究会 農作物の販路調査

住環境研究会 高齢者の生活支援ビジネ
スに関する調査・研究

企業内診断士
活性化研究会 ビジネスモデル転換

診 断 士
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懇親会開催報告

　去る５月20日（金）の総会後、会場を別室
に移し懇親会が開催されました。ご来賓を含
め126名の方々が参加され、会場は満席でした。
　今回の司会は古川氏、左川氏のコンビで落
ち着いた雰囲気で進行しました。
　まず風谷理事長がご挨拶され、これまで福
田前理事長が築いてこられたものを土台にし
ながら、協会と診断士の更なる発展を目指し
ていくことをお話しされました。
　続いてご来賓のうちお二人からご祝辞をい
ただきました。北口副理事長からうれしい報
告として会員が1,000名を超えたと伝えられ
た後、乾杯の発声がありました。その後、総
会で選任された役員が紹介されました。
　また今回はサプライズで、福田尚好氏およ
び帖佐和孝氏に長年の府協会活動への感謝の
気持ちを込めて花束贈呈を行いました。

　フィリピン海外研修報告、論文表彰最優秀
賞を受賞された知的資産経営研究会の報告、
恒例の新入会員による挨拶が行われました。

　今回の懇親会でも、浅野日本酒店の浅野氏
より日本酒の振舞い酒の差し入れを頂きまし
た。

　みなさん大変お話がはずんでいました。そ
のため、飲み物を取りに席を立った先で話に
花が咲きなかなか席に戻れず、じっくりお料
理がいただけない状況もあったようです。ま
た、平日の開催ということで、総会はやむな
く欠席したものの、業務を終えてから懇親会
のみ参加された方もいらっしゃいました。

　最後は小野新副理事長と橋本監事による中
締めで懇親会を閉会しました。

（文責　広報委員会　岡㟢永実子）

診 断 士
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新歓フェスタの報告

今年も多くの方にご来場いただき、大盛況のうちに終了しました。

　新歓フェスタを4月16日(土)マイドーム大
阪にて14時より開催しました。
　今回で5回目となり、毎年の恒例行事とし
て定着してきており、今回も多くの方に参加
していただきました。今年の参加者は、266名、
内訳は会員173名、会員外は93名でした。当
日の入会者数は29名となりました。

　新歓フェスタは、診断士試験に合格したば
かりの方や、入会はしているが、これまで協
会の行事等に参加するきっかけがなかった方
に、協会が実施している様々な活動を紹介し、
皆様の診断士活動に活かしていただこうとい
う趣旨です。

　今年も開催時間よりも随分前から、登録研
究会・業種別交流会の皆様が参集して各ブー
スの準備をしていただきました。

　新歓フェスタの内容は、下記の通りです。

第一部　14：00 〜 16：30　説明会
①風谷副理事長（当時）よりご挨拶
②活動・行事の全体紹介、個別紹介
（個別紹介：士会活動、実務従事、青年部、
プロコン道場、交流会）

③各登録研究会・業種別交流会のプレゼンテー
ション

④各登録研究会・業種別交流会の個別相談会

第二部　16：30 〜 17：20　懇親会
　最初に風谷副理事長（当時）のご挨拶より
始まりました。試験に合格された皆様へのお
祝いのメッセージに引き続き、診断士に対す
る社会的な期待の高まりをお話されました。
　次に、北口副理事長より、協会の組織運営、
事業活動の説明をしていただき、内藤研修・
事業副委員長（当時）からも実務従事事業の
紹介がありました。
　その後、池田士会副理事長（当時）より、
士会の会員状況、活発な活動状況の説明があ
りました。
　その他にも「青年部」や「交流会」などの
説明があり、これまで参加したことがない皆

準備の様子

風谷副理事長（当時）のご挨拶

説明会場の様子

診 断 士
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様には、より身近に感じて頂けたのではない
でしょうか。
　そして、各登録研究会のプレゼンテーショ
ンが行われました。持ち時間が3分間の発表
でしたが、各研究会とも工夫をして活動の魅
力を伝えて頂きました。参加者のみなさんは、
真剣に聞いておられ、どの研究会に参加しよ
うか決めるのも大変な模様でした。

　今回は、入会直後や未入会の方の参加が非
常に多く、業種別交流会・登録研究会のブー
スでは、活動内容を知ろうとする方が多くお
られ真剣に話を聞いておられました。ある
ブースでは、ブース内の席では足らない状況
で対話スペースを使って説明されていました。

　先輩診断士も熱心に勧誘されており、就活
のような状況となっていました。
　第二部の懇親会では、第一部に参加された
ほとんどの方が参加して頂いた模様で、津田
会員サポート委員長（当時）の乾杯の挨拶で

盛大に始まりました。
　各テーブルでは、ビールを片手に実務補習
時のメンバー同士で意見交換をされていた
り、登録研究会の先輩診断士に活動日時を聞
いておられたり、盛んに交流が行われていま
した。
　今回未参加の方も、協会の行事や研究会の
情報はホームページで常時掲載しております
ので、関心のあるものに積極的に参加されて
はいかがでしょうか。

　懇親会の最後は、恒例となりました橋本士
会副理事長（当時）の大阪締めで閉会となり
ました。

　今後も、協会では会員のみなさまの活動を
サポートできるように取り組んで参りますの
で、ご理解とご協力をよろしくお願い致しま
す。

（文責：会員サポート委員会　石倉　一利）

登録研究会プレゼンテーション

懇親会

登録研究会のブース

診 断 士
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■環境との出会い
　私は独立前、家電メーカーの情報システム
部門に勤務していました。2005年10月より約
２年間、製品に含まれる化学物質管理や工場
から排出される環境負荷のデータ管理などの
システムを担当することになり、それ以来、
環境に興味を持つようになりました。
　当時、北極海の氷の解けるスピードが速
まったり、ヒマラヤの氷河湖が崩れたり、地
球の各地で気候変動の影響が見られるように
なりました。日本でもゲリラ豪雨が頻発して
いました。この時、私は地球温暖化による影
響が既に出始めていることに危機感を覚えま
した。大企業における環境問題への取り組み
はそれなりに進んでいましたが、中小企業で
はまだまだという状況でした。大げさですが、
「地球を救うために何か貢献したい。」という
気持ちが芽生え、2008年８月の独立の際には、
中小企業の環境経営（環境に配慮した経営）
の実践支援を旗印にしました。

■環境と経営
　企業も環境配慮に取り組まなければならな
いということはわかっていても、それが経営
の足を引っ張るようでは長続きしません。環
境配慮と経営を両立させる、いやむしろ環境
をダシに儲けるくらいの気持ちになれば、積
極的に環境配慮に取り組めます。
　たとえば、企業はコスト削減のために、省
エネ・省資源に取り組みます。これは企業自
体のCO2削減であり、環境負荷の削減になり
ます。一方、省エネ性能が高いとか、生態系

に影響を与えるような物質を使用していない
など、環境に配慮した商品を製造あるいは販
売することは、企業の売上アップにつながる
とともに、その商品をお客様が使用すること
で、CO2削減や環境負荷削減につながります。

■環境経営に関する支援実績
　独立したキッカケは、当時、経済産業省
が推進していたLCAの導入支援事業に指導
員として参加する機会を得たことでした。
LCAは、ライフサイクルアセスメントの略
で、その製品に係る資源の採取から部品製造、
製品製造、流通、使用、廃棄に至る製品のラ
イフサイクル全体を通じて、投入資源あるい
は排出環境負荷およびそれらによる地球や生
態系への環境影響を定量的に評価する手法で
す。
　私は、応募のあった企業のうち４社に対し
て１社あたり６回程度訪問し、LCAの導入
支援を行いました。その内の１社（プラスチッ
ク製の袋製造業）は2008年のエコプロダクツ
展に出展されました。
　その後、LCAの普及事業は、カーボンフッ
トプリントの普及事業に引き継がれました。
カーボンフットプリントは、商品やサービス
が生まれてから廃棄されるまでのライフサイ
クル全体から排出される温室効果ガスをCO2
相当量で換算し、その数値を環境ラベルと共
に商品に表示するしくみです。カーボンフッ

環境経営で地球と企業
の持続的発展を支援

　会員　高野　淨

環境系診断士の活動報告

診 断 士



（　13　）

トプリントは、目的を地球温暖化対策に限定
してLCAを適用した例といえます。カーボ
ンフットプリントの狙いは、事業者と消費者
の双方に低炭素社会の実現を促すことです。
事業者には自らのCO2排出削減の取り組みを
アピールする道具として利用してもらい、消
費者にはCO2排出量の少ない商品やサービス
を選択できる機会を与え、購買行動を通じて
低炭素社会の実現に貢献してもらいます。
　カーボンフットプリントには第三者認証制
度があります。私は企業からの認証申請に対
して、事前審査員として数社の企業を訪問し、
審査申請書作成の支援にあたりました。
　経済産業省が推進する省資源に関する事業
の一つに、MFCA（マテリアルフローコス
ト会計）があります。MFCAは生産プロセ
スの工程ごとに投入した材料やエネルギーの
流れを物量とコストで把握し、コストを製品
になる「正の製品」と廃棄物になる「負の製
品」に分離して明らかにする手法です。コス
トはマテリアルコスト（材料費）、エネルギー
コスト（電気代、燃料代等）、システムコス
ト（人件費、減価償却費等）に分けられます。
どの工程にどれだけのロスが発生しているか
が明示されるので、改善のための動機付けに
なり、改善のための着眼点を得ることができ
ます。私は、あるケーキ工房とパン工房を併
設する喫茶店へのMFCA導入のお手伝いを
させていただきました。
　2012年には、大東商工会議所からの依頼で、
環境経営に取り組む中小企業26社を取材し、
記事を執筆する機会にも恵まれました。記事
は「みんなでつくろうエコタウン大東」とい
う冊子として2013年１月に発行されました。
　2014年には、省エネルギーセンターの「エ
ネルギー診断プロフェッショナル」という資
格を取得し、省エネ補助金の申請支援や商工
会等での省エネ相談にも携わりました。
　環境経営、環境ビジネス、省エネに関する

セミナー講師は40回を超えました。

■中小企業診断士としての役割
　異常気象は益々先鋭化し、頻発しています。
状況はさらに悪化していると言ってよいで
しょう。気候変動枠組条約締約国会議COP21
でパリ協定が採択され、すべての国が2020年
以降の温室効果ガスの削減目標を作り、５年
毎に見直すことが義務づけられました。日本
は、2030年度に2013年度比26％削減の目標を
提出しました。これにより中小企業も目標達
成に向けて貢献しなければなりません。
　企業にとって日常の業務活動の多くが、結
果として環境貢献につながります。たとえば、
不良削減の取り組みは省エネ・省資源につな
がります。短納期化や作業改善、機械の保守
点検、物流改善は省エネになります。客先に
軽量、小型、長寿命の商品を販売して、客先
で省エネになればそれも環境貢献です。
　企業の経営支援を担う中小企業診断士は、
企業が日常的な事業活動や経営課題への対応
を通じて環境問題の解決に寄与する取り組み
を支援することができます。
　私も環境経営に明るい中小企業診断士とし
て、引き続き地球と企業の持続的発展に貢献
していきたいと考えています。

略歴
家電メーカーで技術、生産、環境分野の経
営改革やIT化を経験。2008年独立。経営革新、
ものづくり、環境経営、省エネ、販促、ISO
等を通じて中小企業を支援中。

診 断 士
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１．はじめに
　最近の異常気象の原因とみられる地球温暖
化が世界的問題になっており、日本も温暖化
の原因となっているCO2排出量を2030年には
2013年度比26％削減を約束しています。　　
ところが、CO2削減の最も有力な手段と期待
されていた原子力発電が東日本大震災以降、
ほとんど停止したままで稼働の見通しが立っ
ていません。
　そのため、原発に頼らないCO2削減活動に
取り組まなければなりません。産業界をみる
と大企業は着実にCO2削減に取組み、成果を
上げていますが、最も遅れているのが資金力
や人材不足の中小企業です。また、原発停止
後、電力会社各社は相次ぐ値上げを実施し、
関電も企業向けは約34％値上げをしていま
す。残念ながら中小企業は、それを価格に転
嫁できておらず、経営を圧迫している大きな
原因になっており、対策が必要です。

２．Eco–CRIPの取り組み
　Eco–CRIP（CO2　Reduction　Initiative　
Programの略）は環境省の実証事業である
CO2削減プログラムです。参加希望の企業に
は無料で支援相談人が５回訪問し、具体的に
CO2削減を支援します。筆者はこのプログラ
ムに参加した９社の中小企業に対して具体的
なCO2削減の支援を行いました。具体的には
以下の手順で実施。

（１）CO2発生の実態把握と目標設定
　表１のようにCO2発生の原因となっている
電気の前期実績値（３ケ月分）を把握し、ど
のように電気が使用されているか各部署の実
態を調査します。それらを元に目標を設定し

ますが、使用量だけでは実感できないため、
金額表示もしておくのが成果を把握できる有
効な方法です。なお、石油やガスなどの使用
量も同時に把握しますが紙面の関係で省略し
ます。これらを合計してCO2排出量を求めま
す。

（２）改善策と役割分担の明確化
　表２は、電気使用量の目標を達成するため
の削減策と役割分担を決めた表です。削減策
を選択するために有効な方法は、工場などで
6600Ｖの高圧電圧を使用し、デマンド警報器
などを設置している企業は、図１のような30
分毎の電力推移グラフが入手でき、１週間分
のグラフを準備してもらいます。それらの電
力波形グラフ（図１）を分析し、それらを説
明したのが表２と図１の①〜⑤です。

環境省のCO2削減 
プログラム

　会員　桂　彰

環境系診断士の活動報告

表１．電力使用量の目標値と実績値 係数：0.514

10月 11月 12月 合計

前期実績（kWh） 15,204 11,436 14,056 40,696

(kg–CO2) 7,815 5,878 7,225 20,918

（円） 400,826 335,400 374,674 1,110,900

今期目標（kWh） 14,900 11,207 13,775 39,882

今期実績（kWh） 11,836 10,755 22,591

(kg–CO2) 6,084 5,528 11,612

（円） 359,013 337,852 696,865

表２．電気使用量の削減策と担当

No. 削減策 担当

① 連続通電の見直し 総務

② 始業時のピーク抑制 製造

③ 昼休みの電源OFF 全体

④ ピーク電力のカット 総務

⑤ 残業時間の削減 全体

６ 空調機の温度設定 全体

７ 窓際の蛍光灯OFF 総務

８ 空気圧縮機の圧力 製造

診 断 士
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（３）削減策の実施と効果の確認
　表２のような削減策を各担当が分担し、実
際にどの程度効果があったのか効果を確認し
ます。
①は全く業務を行っていない時間帯ですが、
待機電力や連続通電などの電力です。これら
を見直せば、かなり削減できるはずです。
②は始業時の電源ONしたときの電力値で
す。各設備の電源を同時に入れたり、フル運
転モード設定にするとこの時間帯でピーク電
力になる場合もあり注意が必要です。
③は昼休みの消灯などで一般的によく実施さ
れていますが、昼休みに電源OFFできる設
備などで、切り忘れが見受けられます。
④は夏場の午後などで空調機がフル運転時に
示すピーク値です。デマンド警報器で設定し
た値を超えそうな場合、警報を鳴らし、一時
的に空調機などをOFFします。
⑤は残業時間の電気使用量を表しています。
できるだけ残業時間の削減や使用しない部屋
の電源OFFに努めます。
　以上のような対策を実施し、どの程度、電
気使用量が各時間帯で削減できているか、対
策後のグラフを描き、効果の確認を行います。
表２の削減策は、設備投資を必要としない日
常の管理のみの策ですが、どの企業も10 〜
20%の電力削減に効果を上げています。

　削減策実施後の月単位の集計値を表１の実
績欄に記入し、目標が達成できたかどうかを

確認します。目標値が達成できていない場合
は、さらに別な施策を検討し、施策に盛り込
みます。

（４）取組結果をまとめる
　取組みを３ケ月程度行った後、CO2削減量
などを取組報告書にまとめ、公表します。
これで終了してしまうと、CO2削減効果が一
時的なものになってしまうため、次年度以降
の継続的な活動に繋がるよう、エコアクショ
ン21取得などを勧めています。

３．最後に
　電力会社の相次ぐ値上げに対応するため、
どの企業も電気使用量の削減に必死に取り組
み、目一杯の努力をされていますが、専門的
な知識が乏しいため、まだ、削減の余地が残
されています。図１のような電力推移データ
が入手できない企業では、毎月の電力会社の
伝票を確認し、問題点を抽出することになり
ます。さらに詳細の電力使用状況を確認する
方法としてデータロガー付きクランプメータ
で各設備の電力使用量を計測する方法があり
ます。
　今回紹介したEco–CRIPは、２年前から年
300社程度の中小企業に対して支援相談人が
企業と一緒になってCO2削減支援をしていま
す。2016年度も環境省の補助事業として計画
されており、CO2削減を希望する中小企業は
無料で支援を受けられます。
　ただ、一時的なCO2削減では、活動効果が
出ませんし、継続的な削減活動にする必要が
あります。継続的改善活動にする有効な手段
としてISO14001やエコアクション21を取得・
維持する方法があります。

略歴
現在、エコアクション21の審査やEco–CRIP
の支援、ISO14001やISO9001のシステム構築
の支援などの業務を行っています。
エコアクション21審査人、エネルギー管理
士、環境カウンセラー
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図１．30 分毎の電気使用量推移グラフ
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１．環境経営について
　環境経営とは、「本来社会貢献的な環境保
全活動を、企業経営に戦略的かつ積極的に導
入することである。」とし、企業経営に「環
境経営の各要素」を取り入れることで環境経
営を実践するという考え方を展開して来まし
た。
　「環境経営の各要素」と企業経営の課題の
対応例として、
①　ISO14001やエコアクション21の導入が

企業のマネジメント力の強化を図る。
②　省エネルギー、省資源、廃棄物リサイク

ル等が、企業のコスト力強化を図る。
③　環境配慮設計（LCA）が企業の商品力

強化を図る。
④　再生可能エネルギーへの取り組みや生物

多様性への対応が、企業ブランド力や
マーケティング力強化に繋がる。

⑤　環境経営の各要素の中でビジネスチャン
スを見つけ、環境ビジネスを展開する。

等々が挙げられます。
　上記の例は必ずしも１対１の対応ではあり
ませんが、環境経営の各要素を企業経営に取
り入れることで経営基盤の強化を図り、強い
会社作りへと導くことが期待できます。

２．環境経営研究会の活動について
　環境経営研究会は20年の活動暦があり、こ
の間、メンバーも活動内容も変わっておりま
す。しかしながら、基本的な考え方である「環
境経営」については変わっていないと考えて
おります。
　当研究会では、以前のキャッチフレーズを

「今も環境問題は面白い、そして役に立つ。」

としておりました。それをさらに発展させて、
企業経営の中に環境活動を取り込むことを前
面に打ち出し、「会社を強くする環境経営」
というキャッチフレーズとしました。これが
今も続いております。
　現在の会員のメンバー構成は、専門分野、
経歴等が多彩になり、また職業も独立コンサ
ルタント、企業内診断士等幅広い構成になっ
ております。それぞれの専門分野、取引先関
係、自分自身の業務や自分独自の研究等の中
に環境に関わる事項の課題を見つけ、それを
持ち回りで発表し、発表者の考え方や課題に
対して、会員が意見を出し議論しております。
発表を通じて自身の気付きとレベル向上や、
会員相互のスキルアップを図るといったよう
な、研究的要素の強い研究会となっておりま
す。
　言葉を変えて言えば、会員各自の個人活動
の中で、「環境経営」の考え方をベースにし
た研究を行い、ストーリー作りを行って研究
会で発表し、会員相互に意見を出し合うこと
で自分自身の活動のストーリーを仕上げてい
くと言えるのではないかと思います。

３．自身の環境活動の経歴等
　私の環境に関わる業務の原点は、中小企
業診断士の資格を取得する直前（2000年頃）
に、ISO14001の審査員補の資格を取得した
ことにあります。当時勤務していた企業（化
学関連の中小企業）が取引先（顧客）から
ISO9001とISO14001の認証取得を求められま
した。ベンチャー企業でしたので担当する人
材がなく、技術職だった私が総務部へと移り、
両方の認証取得に取り組み、認証取得後私が
ISO14001の「環境管理責任者」として仕事
をすることになりました。
　経営コンサルタントとして独立したのは
2008年のことです。中小企業診断士の資格を

あらためて、 
環境経営は面白い！

　会員　村田　寛志

環境系診断士の活動報告
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取得したのは2000年のことですが、これは企
業経営に非常に興味を持ったからです。独立
後は、環境も含めた経営全般の指導がしたい
との希望を持っておりました。仕事の中には、
経営顧問の契約を数件担当し、また、ある地
方都市の経営相談窓口を担当したことがあっ
たものの、メインとなる仕事は経歴からもや
はり環境が仕事の中心になりました。
　独立のコンサルタントとしては５年弱にな
りました。この間次の２つの大きな環境に関
わる仕事がありました。
①　福岡市博多区にある経済産業省の外郭団

体で、環境ビジネスの海外展開の仕事を
行うもので、これは、廃棄物リサイクル
の特許や、環境設備・機器を海外展開し
たい企業等のビジネスの支援を行うもの
です。

②　福島県郡山市にある福島県の外郭団体
で、再生可能エネルギー（太陽光発電、
風車、地熱等）に関わる産学官連携に携
わる企業を発掘する仕事。

いずれの仕事も、環境経営の実践例を作る
べく企業を指導したと確信しております。

４．現在の環境活動について
　現在は福島県の地方公務員として、「会津
地方振興局県民環境部環境課」というところ
に勤務し、廃棄物・公害に関わる行政職とし
て、また環境法令の番人として、今までと
違った立場から環境に関わる仕事をしており
ます。
　福島県の外郭団体で仕事をしたという縁
で、震災復興を自ら担うという立場になりま
した。
　主な仕事の内容は、廃棄物処理法に関わる、

「産業廃棄物収集運搬業許可申請審査業務」
です。産業廃棄物を運んだり、処分したりす
るには（都道府県等の）許可が必要となり、
その審査業務を担当します。審査の中には経
理的審査も含まれており、決算書を読むこと

が多く中小企業診断士としての知識が意外に
役に立っております。許可申請の業者は地元
の企業が多く、地元企業のビジネスチャンス
になっていることを実感しております。業績
の良くない企業については指導が必要になり
ますが、業務改善や経営者の意識改革につい
てはヒントを与えるにとどめます。役所はコ
ンサルタントではありませんし、それ以上の
詳細な経営指導は民間業者の仕事です。但し、
法令順守については厳しく指導します。
　公務員としてのメリットは、情報入手が早
いことです。ネットや記者会見等で発表する
までは決して口外できないことも多いです。
　公務員のデメリットとしては、倫理規定を
厳格に守らなければならないことや副業がで
きない事があります。仕事で講演することも
時々ありますが報酬は頂けません。

５．環境法令に関わるビジネスチャンス
　自動車リサイクル法という法律ができて十
数年立ちますが、不法投棄防止のため制定さ
れたこの法律が、廃自動車の解体等の新たな

（許認可が必要な）ビジネスを生み、中小企
業の参入が多いです。
　建設リサイクル法では、がれき類が90％以
上再生利用されています。がれき類の運搬や
処分を担うのも（許認可を受けた）中小企業
が多いです。
　これからも、廃水銀等、廃PCB等の法改正
で許認可によるビジネスチャンスが生まれ、
太陽光発電設備のリサイクル等の推進に関す
るガイドラインの発表等、静脈産業への中小
企業の参入機会に注目しております。

略歴
大阪府出身。大学院修士課程修了（専門は
化学）。2000年から中小企業診断士。
30年の企業勤務を経て、一旦独立したが、
その後、地方公務員（福島県）となり、廃
棄物・公害関連の行政担当。現在に至る。

診 断 士



（　18　）

１．環境＋歴史
　自然と人類の関係は、昔からお互いに大き
な影響を与え合っています。人類は、繁栄す
るために自然破壊をし、人智を超えた自然の
威力の前には無力であり、その繰り返しの中
で地球環境の収容力の限界に近づこうとして
います。
　最近読んだ本の中で、出口治明著『「全世
界史」講義Ⅰ・Ⅱ』（新潮社）からいくつかエピ
ソードを引用して紹介させていただきます。
　①『詩経』という古い時代の詩を読んでい
ると緑がたくさん出てきます。また、商・周
の青銅器には、虎や犀をモチーフとしたもの
があり、これが本物そっくりです。つまり当
時の黄河中流域は鬱蒼たる森に覆われてい
て、おそらく虎や犀がいたのです。それが戦
国時代に伐採されて、滅んでしまったと考え
られます。それまでの黄河は黄濁していませ
んでしたし、黄土高原の乾燥化も進んでいま
せんでした。（講義Ⅰ−92ページより）
　②自然の力は恐ろしいもので、この時代の
寒冷化については、次のような話がありま
す。漢の時代、紀元元年頃の中国に人口は約
5,500万人でした。＜中略＞ところが、『三国
志』の時代（190−220）の人口は、一説では
1,000万人を切ったとも言われています。こ
の時代は戦乱が多く、そこに寒さや食料不足
で病気も広がったので子供も産まれず、人が
どんどん死んでいったのでしょう。（講義Ⅰ
−112ページより）
　③1997年12月、京都で1992年の地球サミッ
トで定められた気候変動枠組条約の会議が開
催されます。そして温室効果ガス規制を定め

た京都議定書が調印されました。現在、世界
の人口は72億人を超えたといわれています。
地球の人口支持力（環境収容力）は120億人
という説がありますが、地球温暖化は人類の
未来にとって、とても大きな問題です。社会
全体でアイパット「環境負荷Ｉ＝人口P×豊
かさA×技術T」を考えるべき時代になりま
した。（講義Ⅱ−374ページより）

２．環境＋研究会　その１
　我々、環境経営研究会では、ベテラン会員
二人の監修のもと、会員が環境についての研
究成果を発表し、その発表内容について診断
士目線での気づきをお互い共有しています。
　私が環境に興味を持ったきっかけは、診断
士に登録した当時、藻谷浩介著『里山資本主
義』（角川ONEテーマ21）というベストセラー
に出会ったことです。その頃の私は、この内
容を横展開さえすれば、環境問題は解決出来
るはずだと喜び勇んで、林業に携わる親戚に
現状を聞いてみました。当然、「同感だ」と
いう返事を期待していましたが、「実態は違
うのだ」と言われがっかりしたものです。そ
の後は、国内外の環境に関する文献を片端か
ら読み漁りました。実態はどうなのかを知る
ために。そして、１年後の昨年５月に環境経
営研究会の門を叩きました。
　運よく翌月に発表する機会を得て、それま
での１年間の個人的な研究成果をテーマ名

「地域共生とグローバルを考える」と題して
約20冊の参考書をもとに約１時間発表しまし
た。ベテラン会員の方が、これまで研究して
きた内容が走馬灯のように出て来たと大変喜
んでくださったのを覚えています。そして、

「そんなに本好きであるならば」と、宮脇昭
著『鎮守の森』（新潮文庫）や村上敦著『キ
ロワットアワー・イズ・マネー』（いしずえ

環境＋αの研究

　会員　上田　誠一

環境系診断士の活動報告
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新書）を紹介してもらいました。
　『鎮守の森』からのエピソードも引用して
紹介させていただきます。
　①森林では、限られた空間のなかで高木と
亜高木、低木、下草が養分、光、水分、空間
の奪い合いをしているように見えるが、この
森を構成している植物は実は競争しながら共
生している。（38ページより）
　②我々は、見えるものだけを見て進歩して
いると思ってきた生き方から、もう一度見え
ないものを見る努力をすべきではないか。そ
して未知の要因に対してのある種の畏敬、敬
虔を持って、トータルシステムとしての自然
現象、環境問題、命と心の問題、社会現象、
教育、文化、芸術、子育て、すべてを見直し
て21世紀、22世紀を確実に生き延びていくべ
きではないか。（131ページより）

３．環境＋研究会　その２
　環境経営研究会の月例会で学ぶことは多く
あります。この１年間の内容として、産業廃
棄物、マテリアルフローコスト会計、電線類
の地中化、農業、電力自由化について学び、
診断士目線での気づきを数多く得ることが出
来ました。
　中でもマテリアルフローコスト会計につい
ては、そのしくみと企業診断事例紹介を学ぶ
ことで製造・消費プロセスでの廃棄物がお宝
であることが認識出来ました。具体的には、
廃棄物に着目して材料ロス（原材料費）、エ
ネルギーロス、システムロス（加工費）を見
える化することで、省エネ、省資源の取り組
みによるコスト削減効果が明確になる提案が
可能になります。

４．環境＋パッシブ建築
　最近、街中を歩く際に注目していることは、
ビルや住宅の庇の長さや、庇の付け根の部分
についてです。南向きの庇を長くすると、夏

の日差しを遮り、冬は、低い太陽光を取り入
れることが出来ます。また、庇の付け根に通
気口があると夏場室温を下げる効果がありま
す。これらは、パッシブ建築の一部で究極の
省エネです。しかし、これらを考慮した建物
は、まだ少ないのが現状です。
　また、北側に常緑樹を植えて冬の北風を防
ぎ、南側に落葉樹を植えて夏の強い日差しを
防ぎ、冬の太陽を取り込むことでも同様の効
果を得ることが出来ます。
　このように昔からある知恵を活用するだけ
でも環境に優しい生活が出来るのです。

５．環境＋今後
　この２年間は、環境やエネルギーを中心に
研究して来ました。これからは、『鎮守の森』
②のエピソードに倣って、もう少し範囲を拡
げて人の営みや、歴史を学びながら、役立つ
先人の知恵を再発見していきたいと考えてい
ます。特に、環境対策は、どうしてもサンク
コスト（埋没コスト）になりがちです。何も
手を打たなければ、将来に亘る長期負債とな
ります。よって、後世のために人類は繁栄を
謳歌した分を意識して自然環境に利する形で
お返しをしなければならないと考えます。
　このように環境経営研究会では、環境につ
いて自由に研究し、診断士目線で語り合えま
す。その中で、培った知見を企業診断の中で
付加価値の一部として活かしていきたいと考
えています。
　診断士協会関係者の皆様には、我々環境経
営研究会の活動を、今後も温かい目線で見
守っていただけると幸いです。

略歴
・同志社大学経済学部卒
・2014年中小企業診断士登録
・現在、情報システム会社勤務

経理・営業推進・総務を経てシステム開発
部門のスタッフ業務に従事

・趣味は、読書、旅
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１．はじめに
　私は、大学院や会社に在籍していた時に、
環境に関わる調査・分析を数多く経験してき
ました。環境は、いわば「ホームグラウンド」
といえる分野です。中小企業への支援という
仕事においても、環境関連企業の診断や環境
保全活動の支援に携わっています。
　本稿では、過去に支援を行った２つの事例
についてご紹介します。

２．事業活動と環境保全の関係
　事業活動と環境保全の関係は、概ね図表１
の通りです。このように環境問題はあらゆる
事業活動に関わるため、全ての組織にとって
多かれ少なかれ関係することになります。
　一方、対策にコストがかかる割には儲から
ないために、「環境では食えない」と言われ
たりもします。このため、必要性は理解して
いても、中小企業では取り組みが進まない傾
向があります。
　環境対応を進めて経営力の向上につなげる
といった発想へ転換することが重要です。

３．支援活動の事例
　以下では、私が過去に支援した取り組みに
ついてご紹介します。
①環境活動に関する従業員への研修
　A社（パルプ・紙・紙加工品製造業）は、
エコアクョン21【※１】を認証取得するなど、
環境への取り組みを積極的に行ってきまし
た。一方、社長や経営層だけが熱心に取り組
んでおり、現場の従業員まで活動を十分に浸
透できていないという悩みがありました。こ
のため、従業員を対象として、事業所の環境
管理に関する研修を行うことになりました。
　はじめに、環境管理に関する基礎的な講義
を実施しました。事業所における環境管理の
概要などのほか、同業他社の取り組み事例を
ビデオで学習することにより、環境活動をよ
り身近に感じてもらうようにしました。講義
が終わってからは、グループに分かれて現場
の環境・省エネの取り組みについて改善点
を見つけてもらいました。例えば、蛍光灯
のLED化、スポットクーラーの運用見直し、
廃棄される端材の有効活用など、短い時間で
も様々なアイデアが提案されました。A社で
は、エコアクション21の計画で環境目標が設
定されていましたが、現場の従業員が改めて
目標内容や現場を見直す機会を設けること
で、全社的な取り組みへと発展させることが
できました。
　午後は、環境に関するゲームを行いまし
た。企業経営に関するゲームがたくさん開発
されていることはご存じだと思いますが、環
境学習に関するゲームも複数開発されていま
す。その中から、環境省が開発した「エコプ
ラントゲーム」を実施しました。このゲーム
は、プレイヤーが工場長になって環境に配慮
しながら工場を運営するゲームです。ゲーム
を通じて、事業活動と環境問題との関係、生
産と環境対策とのバランスなどを学ぶことが

環境に関する支援活動
の事例

　会員　稲荷　誠

環境系診断士の活動報告

図表１　事業活動と環境保全の関係（環境省）
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でき、参加者も大いに盛り上がりました。
②簡易的な環境アセスメントの実施
　B社（繊維工業）は、遊休地となっていた
工場跡地にメガソーラーを建設することにな
りました。建設にあたって、環境問題や地域
社会への悪影響が発生する可能性があったた
め、簡易的な環境アセスメント【※２】（簡
易アセスメント）を実施することとなりまし
た。
　本事例では、文献調査と現地視察の組み合
わせで行いました。主な調査内容は図表２の
通りです。環境面での調査に加えて、地震や
風水害など災害面での調査も同時に行いまし
た。

　B社のプランでは十分な対策をとる計画と
なっていたため、大きな問題の発生が懸念さ
れることはありませんでした。結果として、
簡易アセスメントを実施したことで、補助金
を受けることができました。
　近年、各地でメガソーラーに関わるトラブ
ルが発生していますが、メガソーラーに限ら
ず、大型の建物や構造物の建築、大規模な開
発を伴う事業については、事前に簡易アセス
メントを行うことが有効です。これにより、
環境問題や地域との摩擦の発生を未然に防止
し、事業活動を円滑に進めることができます。
　なお、同様の事例として、木質バイオマス
発電所における簡易アセスメントを実施した
ことがあります。本事例とは実施場所や事業

内容が違うため、調査項目や対策内容は異
なったものとなっています。

４．おわりに
　今回ご紹介した事例では、事業活動に関わ
る環境対策の取り組みが中心でしたが、環境
配慮製品を開発・販売するというマーケティ
ングの側面から取り組みを進めるアプローチ
もあります。（図表１参照）一方、単に環境
に配慮した製品では品質や価格などで劣る
ケースも多いので、その場合、別の側面から
付加価値をつけたり売り方を工夫したりする
必要があります。
　なお、間違った情報に基づいて取り組みを
行うと、無駄なコストをかけたり却って環境
を悪化させたりする結果となりますので、留
意する必要があります。

【※１】エコアクション21

　環境省が策定したガイドラインに基づいた
中小企業向けの環境マネジメントシステム。
ISO14001と比べて低コストで認証を取得で
きる。同様のシステムに、「KES・環境マネ
ジメントシステム・スタンダード」、「エコス
テージ」などがある。

【※２】環境アセスメント
　事業が環境や社会に与える負の影響を少な
くするために実施されるもの。文献調査や実
地調査を実施した後に、必要な対策を講じる。
一般的に、日本では道路、河川、鉄道、発電
所などの大規模開発事業が対象となることが
多い。

略歴
1976年奈良県生まれ。2012年診断士登録。
民間調査期間、建設コンサルタント勤務を
経て独立。主に建設業、製造業など技術系
の中小企業支援に取り組んでいる。
技術士（建設部門・環境部門）、防災士
著書：『環境保全と防災対策に着目した地盤・
地下水開発技術＜入門＞』

（日刊工業新聞社、共著）

図表２　主な調査内容

分野 調査項目

計画地の 
状況

用途地域、水象、地象、植生
公共施設や史跡の状況

公害
大気汚染、騒音・振動、悪臭
水質、土壌汚染、動植物、景観
廃棄物、日照

災害 地震、風水害、火災

診 断 士
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◆はじめに
　我が国の森林率は70％に近く、世界の中で
も指折りの緑豊かな森林に恵まれた国です。
そして「どんな家に住みたいか」とアンケー
トを取ると、「木の家に住みたい」とほとん
どの日本人は答えます。
　地球が、熱帯雨林等の激減の危機など、深
刻な環境問題に瀕している中で、日本の木材
蓄積量は、年々増大し、木材を潤沢に供給で
きる潜在力を保持しています。
　にもかわらず、改善の兆しはあるものの、
木材の自給率は30％程度です。その力を活か
しきれていないのはなぜでしょうか。住宅産
業の今進行中の現場から、環境問題を踏まえ
て、解決への道を考えてみようと思います。

◆国産材の構造材（スケルトン）への使用の
さらなる奨励

　戦前の日本では、熟練の大工の棟梁が建て
た家は、100年以上の使用に耐えられるもの
でした。また欧米の先進国の住宅は、ストッ
クとして評価され、メンテナンスを行いつつ
百年以上住み継ぐのが、常識です。
　日本でも百年住宅が標榜されるようになり、
フローからストックへ掛け声の元、川上の林
業関係者、プレカットなどの流通加工を含む
川中の流通の改善、川下のハウスメーカー・
工務店まで切れ目ない努力、行政の支援で、
構造材（柱や土台等には）には、国産材が使
われる量が増えています。この兆しをさらに
大きく確かなものにしていく必要があります。

◆国産材の内装（インフィル）への用途拡大
　いまの日本の住いの内装は、杢目を印刷し
たオレフィンシートを使った建材が、住関連
市場を席巻しています。床材は、合板に杢目
柄シートを被覆したものが50％近くのシェ
アーを占めていますし、ドアやクローゼット
の扉なども合板に杢目柄シートを張った面材
の商品のシェアーは、90％を超えています。
　杢目柄シート建材は、コスト競争力が高
く、色柄の品揃えが豊富です。杢目柄のリア
ル感など、意匠性も格段に進歩してきていま
す。経年劣化はあるにせよ、15年程度の使用
で、内装をやりかえるというなら、メンテナ
スが、楽な杢目柄シート建材は説明いらずの
コストパーフォマンの高い商品です。
　木は、人の五感に心地よいものです。目に
優しく、さわり心地がよく、温度・湿を調節
してくれます。メンテナスさえしっかり行え
ば、経年するに従い、味わい深く美しくなっ
ていきます。百年たっても美しい木の製品を
もっと使ってもらうためには、この情報を正
しく伝えていくことが必要です。
　次に日本に輸入されてくるマホガニーや
ウォールナットやチーク等、すばらしい木材
に比べて勝るとも劣らない多彩な国産の木材
の魅力を語って、内装への用途拡大していく
ことが肝要です。針葉樹、杉・ヒノキの植林
木活用という問題に矮小化せず、ミズナラや
ケヤキなどの美しい広葉樹を広く知ってもら
い内装・インテリアに使ってもらうトレンド
を創る事が大切です。

◆築40年のマンショリノベーション
　写真のリノベーションは、自ら山に入り、
森を見て、木を選ぶインテリアデザイナーの
手掛けた物件です。
　床材には、森の王様オークのなかでも最高

日本の森を守る国産材 
活用への道

　会員　大野　智史

環境系診断士の活動報告
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の評価を得ている北海道ミズナラの無垢フ
ローリングを採用し、蜜蝋ワックスで仕上げ
ています。裸足で歩きたいほどの気持ち良い
足触りを実現し、ナチュラルで調和の取れた
床面は、インテリアのベースとなっています。
　上質な床の質感に合わせ壁には、木材と同
じく調湿機能のある漆喰を採用し、壁の一面
に使われていた40年前の杉材は、美しい白で
厚塗りしてアクセントウォールとして再生し
ています。内装ドア・クローゼットは、東北
の栓の天然木化粧合板を面材に、枠材・巾木
には奈良の吉野桧の無地の桧を使っています。
杢目を活かした白の薄い塗装で、見事なカ
ラーコディネト、が実現しています。
　節ありの吉野桧は、耐候性の塗装を施し、
自然の色で、デッキ材に使われています。
　リビングのカウンターには、お寿司屋さん
を思わせる厚みのある緻密な杢目・美しい色
で、定評のある三重の尾鷲桧を採用していま
す。ハイラトは、床柱などに使われる京都の
北山杉を、ガラス入りの間仕切りとして新た
にデザインし、絶妙に配置しているところで
す。
　夜のくつろぎの時間を演出する陰翳礼讃の
照明、洗練された色柄のカーテン等のファブ
リック、サイズ感の合った上質な素材の家具、
グリーンの配置、インテリアアイテムの選定、
ディティールの仕上げに至るまで「美は細部
に宿る」というデザイナーの感性が、息づい
ていて、この住空間の価値を上げ、住い手の
思い描いた世界観を実現しています。

◆デザインシンキングの活用
　このリノベーションで国産材の活用は、既
存の延長ではなく、新しい問題を発見してゼ
ロベースから発想するデザインシンキングの
事例とも言えます。住い手の思「心地よいそ
して子供や孫たちが気持ちよく暮らせる住
い」を実現するために、デザイナーが、ベス

トチョイスを行った結果が、国産材を自由な
発想で、適材・適所で使うことだったのです。

◆まとめ
　国産材を扱う住関連の川上から川下の中小
企業は、厳しい現状にあります。
　打開策は、かつての日本が、そうであった
ように
　「デザイン思考で、百年住宅にふさわしい
国産材の木質・美しさを見極め、構造材・内
装とも、全国レベルへ拡大した地産消適、適
材適所を実践することで、住い手に喜んでい
ただける家を建てることができる」
　このことを、新築・リノベーションする住
い手に、住産業に携わる人々に、伝道してい
くことです。
　この努力が、30年足らずの短期間の住いの
スクラップアンドビルドを終焉させる力とな
り、喚起された良質の国産材の需要が、適正
価格での木材の循環サイクルを再活性化し、
過剰な人工林の問題を解決し、天然林、日本
の里山、森を守ることになるのです。
　志の高い中小企業の皆さんと共に、険しい
道ですが、一歩一歩、歩いてきます。

略歴
建材メーカー勤務を経て2013年TOMOマー
ケティング設立。建材メーカーの企画・開発、
工務店・リフォーム会社のマーケティング、
国産材活用のコンサルングを中心に活動し
ている。

㈱リド　デザイナー伊藤直子
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事業革新研究会 突撃ルポ

　今回は府協会登録研究会の事業革新研究会
を取材させていただきました。事業革新研究
会の月例会の活動場所は、大阪の知と文化と
歴史のシンボルであり国の重要文化財であり
ながら会議室を利用できる中之島にある大阪
市中央公会堂です。取材当日は、新入協会員
の４名の方が見学にお越しになっていまし
た。人気の研究会です。

  事業革新研究会を紹介してください。
■研究会の目的
　創業・経営革新戦略の策定など新事業活動
の推進プロセスと、それを効果的に推進する
ための支援ツールの研究をすることを目的と
しています。
■活動日程と場所
・毎月第１月曜日の18：30 〜 20：30に大阪

市中央公会堂にて定例の研究会を開催
・８月と12月とは懇親会を開催
・現在会員数　31名
■平成28年度の取組み
　平成28年度は、研究活動を深化させること
を中心に、これまでにまとめた研究成果を実
企業に適用し、その支援手法の深耕を図るこ
となど、下記の取組みを進めます。
◎「ビジネスモデル革新」手法の深耕
　ビジネスモデルの変革を志向する際の、要

素を中心にした事例や変革ツール等の研究
◎「ビジネスモデル革新」に関する書籍や学

術動向の研究
◎自由テーマ発表
　月例の研究会では、毎回１名が約60分間の

持ち時間にて、ビジネスモデルの研究に応
用できる自由テーマを発表し、メンバーと
の意見交換を図ります。

◎「ビジネスモデル診断と革新」プロジェクト
　中小企業を対象に、希望する研究会メン

バーによるチーム方式で実企業のビジネス
モデル診断を実行し、その革新を支援する
とともに「ビジネスモデル診断」手法の深
耕を図ります。この参加者は診断士資格更

新の実務ポイントを取得することもできま
す。

  これまでの活動ではどのような取り
組みをされていますか？
■主な活動の歴史
・平成17年２月発足
・以降、毎月１回の研究会を開始し、経営革

新・ビジネスモデル革新の研究を継続。
・平成19年度　研究成果を研究論文「経営革

新で会社が変わる！」としてまとめる。
・平成21年度　研究成果を研究論文「ビジネ

スモデルの調査・研究」としてまとめる。
・平成23年度　大阪支部会報平成24年１月号

に研究内容を「ビジネスモデル診断と革
新」として紹介発表。

■ビジネスモデル診断プロジェクト
　　平成22年３月　Ｋ社
　　平成23年11月　Ｓ社
　　平成24年３月　Ｈ社
　　平成26年６月　Ｙ社
　　平成26年10月　Ｎ社
　　平成28年４月　Ｆ社
　　その他、現在、進行中　１社
　　５月より開始予定　１社
　このように、ビジネスモデルとその変革を
理論的基盤とした企業診断を行うなど、理論
研究と実践の双方について取り組んでいま
す。

写真１　活動場所は大阪市中央公会堂
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  研究会活動の現場を取材させてくだ
さい。

　ゴールデンウィーク連休の谷間にあたる５
月２日（月）の月例会においても、20名の参
加者で開催されていました。そのうち、４名
の方が、新入協会員とあって研究会の注目の
高さが感じられました。今回の研究会では、
会員の若松敏幸氏の調査研究発表で「ビジネ
ス思考実験」（根来龍之著、2015年）を取り
上げ、ハーバードビジネスレビュー「ビジネ
スモデル戦略論」（2006年）とは対照的なビ
ジネスモデル論が紹介されていました。具体
的には、ビジネスモデルを進化させるために
は、成功事例のビジネスモデルをもの真似す
ることではなく、原理を裏切る戦略、自社の

「内部整合性」を少し犠牲にすることが必要
である、などのユニークな知見についての発
表がありました。

　その後、中小企業と大企業の経営資源の異
質性からくる選択する戦略の違いや、中小企
業のビジネスモデル診断と事業革新について
熱心な意見交換がありました。
　今回は、見学者向けにこれまでの活動実績
などの紹介がなされるなど、新人の受け入れ
にも丁寧な様子がうかがえました。
　新たに見学で参加している４名のみなさん
の自己紹介や感想などの披露がなされまし
た。その中には、受験時代に学んだ経営戦略
論を彷彿した、学術的な面からも興味が湧い
てきた、など参加意欲の感じる発言もみられ
ました。

  ＰＲしておきたいことを教えてくだ
さい。
　本年も、毎月の例会では、各会員の研究発
表が次のようなテーマで予定されています。

「卸売業におけるビジネスモデル」「ビジネス
モデルキャンパスによる改善策立案事例」「第
二創業におけるビジネスモデル革新」「イノ
ベーションについて」「新たな価値創造」「製
造業のコストダウンとビジネスモデル」「サー
ビス業の顧客価値とビジネスモデル」「ビジ
ネスモデル診断後の検証報告、今後のシナリ
オ等」「新たなIT技術とビジネスモデルの関
係」「ビジネスモデル診断の手法の再標準化、
ツール化」など、興味深いテーマが目白押し
です。ビジネスモデル診断プロジェクトでの
実践も併行して進めていく予定です。
　12月忘年会・８月暑気払いの懇親会もあり
ます。
　関心のある方は、参加歓迎ですので、是非、
研究会をのぞいてみてください。

執筆協力：事業革新研究会　吉本一臣氏
取材・編集：総務広報委員会　福嶋康徳 （当時）

写真３　研究会での意見交換

写真２　研究会での調査研究報告
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　大手SIerに15年間勤務。システム開発プロ
ジェクトマネージャーとして身につけたスケ
ジュール管理術とそのツールをご紹介します。

１．スケジュール管理の対象

　管理対象は以下のいずれかに分類します。
この分類は、管理を定型化する上で少なくま
とめておくことを重視しています。
　■タスク（単発タスクやプロジェクト※を
細分化した最少単位のタスク等）
　■マイルストーン（作業納期や成果物の中
間評価・報告等、“重要な意味をもつ”イベ
ント）
　■アポイントメント（打合せ等）
※プロジェクト＝“複数のタスクで構成され
る工数・期間が大きな作業グループ”と定義

２．スケジュール管理のポイント

（１）計画時は作業を分解する
　プロジェクトを小さなタスクに分解してお
き、１つのタスクを２時間程度に収まる粒度
とします。小さな作業をストックしておくこ
とで、隙間時間を無駄なく有効活用し生産性
向上を期待できます。

（２）管理時は作業の流れを意識する
　プロジェクトの段取り（タスク間の順序や
優先度、マイルストーン）を整理しておきま
す。管理時は段取りと比較しながら個々のタ
スク状況を確認することで、タスク遅延発生
時に影響が計りやすく、全体最適の視点で対
処可能となります。

（３）自分にあった管理ツールを活用する
　管理ツールは、手間なく入力できること、
複数の視点で参照できることを重視します。
私の場合、以前は参照に便利な管理ソフトを
使用しましたが、打合せ時の入力がストレス
でした。入力が手軽な手帳とノートを併用し
た時は、後から確認したい内容があちこちに
点在し、参照が非効率でした。こうした試行
錯誤の末、“セパレート手帳”に辿り着きま
した。

３．セパレート手帳の紹介

　紹介する手帳は、手帳の上下段が分割され
ているのが特徴です。
　上段はしおりにより以下３種の情報を切り
替えて参照でき、下段は日々の予定をタイム
チャートとして管理できます。
　■カレンダー（マイルストーンやアポイン
トメントを確認）
　■ワーキングプラン（ガントチャートとし
て、プロジェクトの段取りを確認）
　■ToDo（予定分に加え突発タスクも確認）
　通常の手帳だと何度もページをめくり参照
していましたが、この手帳は上下段を組合せ
て１ページで参照でき、管理効率が大幅に向
上しました。

４．最後に

　今回紹介したセパレート手帳は、強力な管
理ツールとしてぜひお薦めです！
※ユメキロック　セパレートダイアリー
http://www.yumekirock.com

ビジネスシーンで使える私のお薦め

略歴
2015年診断士登録。現在はSIerに勤務し、金
融・エネルギー系システムに強みがあるプ
ロジェクトマネージャーとして従事。

SE視点のスケジュール 
管理を可能にする 

セパレート手帳の紹介
　会員　山本　将嗣
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【３月開催の青年部例会】
　平成28年３月19日（土）14：00よりマイドー
ム大阪にて『８周年記念大会』を開催し、49
名にご参加頂きました。
　例年３月には実務補習を終えて府協会に入
会したばかりの新入会員に特に聞いて欲しい
中小企業診断士の社会的責任、心構え、活か
し方等を理事長・理事にお話頂いています。
　本年は横山総務広報委員長にお越し頂き、

『診断士20年間の活動報告』というテーマで
正社員として勤務しながら、独立診断士とし
ても活躍をしてこられたご自身の20年の歩み
についてお話を頂きました。人とのつながり
を大事にすること、人が見ていなくても頑張
ることの大事さなどをお話し頂きました。
　また、今年は福田理事長から、青年部の結
成を振り返っての話など貴重なお話しもお伺
いできました。

【５月開催の青年部例会】
　平成28年５月14日（土）14：00より大阪大
学中之島センターにて診断協会のイベントで
司会を毎回お願いしている西元有紀様を招聘
し、『あなたはできていますか？人に信頼さ
れる「伝え方」』を開催し、67名にご参加頂
きました。（今回は青年部のみでなく、青年
部OBや一般会員にもオープン）
　診断士資格を取ると会議での司会やセミ
ナー等が増えてきます。その中で滑舌や声の

トーンは大きく印象に影響するところであ
り、青年部の運営委員の中から勉強したい！
ということで実施しました。伝え方の理論的
な講演に加えて、口・体も動かしてのハード
なワークもあり、「キツかったけれどとても
有意義だった」「声についてはこれまで気に
なっていたところでよかった」と非常に好評
でした。

　青年部はネットワーク構築や自己研鑽と
いった場の提供をすることを目的として、参
加型のイベントも積極的に実施しています。
まずは一度お問合せください。

（文責：青年部　石井）

【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
７月例会
日時：７月９日（土）14：00 〜 17：00
場所：未 定
内容： 講演会（柳瀬智雄氏）

中小企業診断士新事業モデル開発
ワークショップ

西元有紀氏の講演中の様子

横山氏を囲んでのディスカッション

診 断 士
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士会のページ

　平成28年５月28日（土）、ホテルニューオー
タニ大阪において、（一社）大阪中小企業診
断士会の通常総会が開催されました。
　司会進行の佐々木宏総務サポート部長が総
会の開催を宣した後、福田尚好理事長が議長
となり審議が開始されました。

　第１号議案は、平成27年度事業報告承認の
件です。
　まず、総務サポート部の佐々木宏部長から、
公益目的事業活動、日本弁理士会近畿支部連
携事業、診断士交流会、ホームページ更新等
の活動が報告されました。
　続いて、事業推進部の小野知己部長から、
金融機関との連携、大阪府中小企業再生支援
協議会や大阪信用保証協会などの収益活動事
業、プロモーション活動などの事業報告が行
われました。
　最後に、ミラサポ推進室の笹野晃室長から、
平成27年度のミラサポ派遣の状況が報告され
ました。

　第２号議案は、平成27年度決算報告承認の
件です。

　総務サポート部の石橋研一理事から、貸借
対照表、正味財産増減計算書、収支計算書に
ついて報告があり、引き続き西田金司監事か
ら決算が適正かつ正確に行われた旨の監査結
果が報告されました。
　審議の結果、第１号議案、第２号議案とも
に原案通り異議なく可決されました。
　第３号議案は、役員選任の件です。
　選考委員会により選考された役員候補者名
が読み上げられた後に審議が行われ、異議な
く可決されました。
　新役員は以下の通りです。（順不同、敬称略）

【理事】池田朋之、石橋研一、酒井眞、津田敏夫、
初田洋介、林浩史、原伸行、細谷弘樹、柳辰
雄、以上９名

【監事】佐々木宏、橋本豊嗣、以上２名
　直ちに新役員による理事会が開催され、池
田朋之理事長、細谷弘樹副理事長、津田敏夫
副理事長が選任されました。また、福田尚好
前理事長が顧問として選任されました。

　その後、新旧理事長から挨拶がありました。
池田朋之新理事長から、福田尚好前理事長の
貢献に対する感謝と、今後の運営方針につい
ての話しがありました。そして、福田尚好前
理事長からは、これまでの振り返りと新体制
への期待の話しがありました。
　最後に、平成28年度事業方針と、平成27年
度公益目的支出計画実施報告が行われ、滞り
なく閉会となりました。
　総会後は懇親会が開催され、大いに盛り上
がりました。

大阪中小企業診断士会　通常総会　第32回通常総会開催

診 断 士
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士会のページ

　５月28日に開催されました定例総会および
当日開催の理事会におきまして、理事長の大
役を仰せつかることになりました池田朋之で
す。就任にあたりご挨拶させていただきます。
　福田前理事長が長年にわたり粉骨砕身さ
れ、ここまで成長した大阪中小企業診断士会
をお引き受けすることになり、身の引き締ま
る思いです。
　仕事がなかなか取れない時代（断っていた
時代）から仕事が取れる組織体制の構築、そ
して何より大きいのは、大阪府中小企業診断
協会と大阪中小企業診断士会との「機能分化

（会員支援機能／コンサルティング・シンク
タンク機能）」です。「脱皮そして飛躍」とい
うスローガンのもと、立ちはだかる厚い壁の
重たい扉を開かれた、この過程がどれほど大
変だったか、福田前理事長の熱意と使命感、
そして実現までのご苦労は私たちの想像を超
えるものだったに違いありません。改めてそ
のご尽力に対し敬意を表するとともに、感謝
の気持ちをお伝えしたいと思います。
　士会定款第21条に「本会に顧問を若干名置
くことができる。顧問は、本会に功労のあっ
た者又は学識経験者の中から、理事会におい
て任期を決めた上で選任する」とあります。
総会時に開催された第１回理事会で福田前理
事長を顧問として、任期は終身としてお願い
することを全会一致で承認いただき、福田前
理事長にご承諾いただいたことをここにご報
告いたします。
　今後とも士会の運営に大所高所からご助言
をいただけることは、大変有り難いことです。
引き続きよろしくお願いいたします。
　さて、厚い壁の重い扉が開かれ、その先は

見通せましたが、そこにしっかりとした道を
つくるのが、後を引き継ぐ我々に課せられた
使命です。その道とは「士会の機能をより進
化・発展させること」そして「中小企業診断
士の社会的地位の向上」をさらに前に進める
ことです。
　そのためにはまずコンサルティング機能を
強化し、たとえ１歩ずつでも、日本を代表す
るコンサルタント会社に近づきたいと考えて
います。そこで本年度は“公から民へ”、“守
りから攻めへ”をスローガンとさせていただ
きます。
　これまでの５年を振り返ってみますと、幸
いにも大阪府経営力アップ事業、大阪府中小
企業再生支援協議会、大阪信用保証協会と、
柱となる事業に支えられて成長することがで
きました。今後もこれらの公的事業は重視し、
しっかりと経営者および契約先各機関様の期
待に応えていきます。ただ士会全体の売上高
は27年度で127百万円、会員一人当たり70万
円程です。200人の会員が力を結集すればま
だまだやれるはずです。士会に何ができるの
か、最初の１年はその可能性を追求する年に
したいと思います。
　今回就任いただいた理事は全員、能力、意
欲ともに高く、素晴らしいメンバーが集まっ
てくれました。橋本前副理事長、佐々木前総
務サポート部長は監事として引き続き支えて
いただくことになっています。
　そして今後の士会の発展には、何よりも会
員のみなさんの力が必要です。いままで以上
に士会の活動に積極的にご参加いただき、士
会の発展に力を貸していただきますようよろ
しくお願い申し上げます。

理事長就任のご挨拶

（一社）大阪府中小企業診断士会　理事長　　 池田　朋之
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スキルアップ研修

１．はじめに
　今回の研修では、会社員時代に経験した知
的財産の取得から管理運営業務と、そこから
得られた「知的財産は活用してこそその価値
が活きる」ということについて、特に「見え
る化」をテーマに事例と簡単なワークによっ
て共有させていただきました。

２．オリンピックエンブレム問題（知的財産
活用の観点から）

　昨年、巷を騒がせた、オリンピックエンブ
レムの模倣問題について、法的視点から私な
りの解説をいたしました。
・日本の商標法上と著作権法上は、当該エン
ブレムは似ていると言われた別のマークとは
ただちに類似しているとは言い難い。
・今回の問題は、オリンピックのコンセプト
とブランディング戦略が不明確なままエンブ
レムを選定したことにあり、多額の費用が無
駄に終わったことにある。企業活動では考え
られないこと。

３．知的財産を活用と見える化について
　知的財産の活用とはどういう状態をいうの
か、またそのために必要な見える化について、
具体例を挙げて説明いたしました。
・知的財産の活用とは、「取得した知的財産
権を使って、自社の収益を上げること」に尽
きる。収益向上に貢献していない知的財産は

「資産」ではなく「コスト」である。
・知的財産そのものは目には見えない資産の
一部であるため、その価値を見極め活用する
には、「見える化」をしなければならない。
特に中小企業の場合、事業活動の源泉は見え
ている資産より見えていない資産の場合が多
く、その価値を見せる必要がある。
・「知的財産の見える化」の手法として、知
財マップがある。これは、見せたい知的財産
を、見せたい人に理解できるように図表化し

たものであり、その目的、見せる相手、シー
ンによって種々のマップを使い分ける必要が
ある。例えば、自社と競合他社との技術の違
いを俯瞰したい場合には、「課題」−「解決
手段」マップを用いて分析し、今後の技術開
発の方向性を検討することができる。その他、
技術者向けには特許庁から「特許公報」が発
行されており、その詳細を読み込むことで技
術内容と権利範囲の把握が可能である。

４．知的財産権の調査
　もう一つの見える化として、弁理士等の専
門家が行っているのが「知的財産権の調査」
です。これについては具体的に商品（サクラ
クレパス（株）製のペン）を題材として、参
加者にネーミングを考案していただき、その
ネーミングが商標として使用可能かどうか
を「J-PlatPat」という特許庁が無料で公開し
ている検索システムを用いて調査するという
ワークを行いました。
　参加者の間で活発に議論していただき、調
査の一端だけでしたが理解していただけたと
思います。

５．最後に
　知的財産は積極的に見せなければわかって
もらえない厄介な代物です。一方、企業の価
値を評価する上で知的財産のような見えない
資産を正当に評価することの重要性も益々高
まってきています。その一端を参加者の皆様
と共有させていただき、改めてこの紙面をお
借りして感謝申し上げます。
　これからも、「知的財産活性化コンサルタ
ント」として、微力ながらお客様と一緒に価
値のある知的財産の可視化と活用の支援をし
ていく所存です。

知的財産は使ってナンボ！ 
〜企業が考えるべき 

知的財産活用〜
　会員　後藤　昌彦

略歴
株式会社IPMaacurie　代表取締役。象印マ
ホービン(株)にて25年間にわたり研究開発と
知的財産運営業務に携わった後、2013年に
退職。2015年３月に独立。弁理士、中小企
業診断士。
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スキルアップ研修

１．はじめに
　地方創生の流れを受け、全国各地で地域や
商店街を舞台に様々な手法での地域活性化へ
の取り組みが実施されています。そこで、そ
れらの取り組み事例や手法について共有しま
した。

２．滋賀県大津市堅田の事例
　JR湖西線堅田駅周辺の７つの商店街の店
舗から構成される広域商店街が、個店を活性
化して商店街を活性化する「まちセリ」を実
施し、堅田駅周辺の商業地域の活性化に取り
組んだ事例について紹介しました。
　会員の減少などにより単体の商店街での事
業実施が困難になっても、主体や実施する施
策を工夫することにより活性化の動きを進め
ていくことが可能ということをお伝えしまし
た。
　地方の商店街は都市部よりさらに厳しい状
況に置かれていることが多くこのような取り
組みが進んでおり、今後大阪などでも参考に
なる事例と考えています。

３．福井県勝山市の事例
　福井県勝山市は人口や商工業者の減少が続
いている一方で、恐竜博物館やスキージャム
勝山といった観光施設があることから観光客
は年々増加しています。
　しかし、観光客はその観光施設を訪れるだ
けの場合が多く、まちなかへの波及効果がほ
とんどないため県と市、商工会議所、専門家
が協力し、まちなかの飲食店などの「おもて

なし力」をアップさせる事業に取り組んだ事
例について紹介しました。
　「おもてなし」というキーワードで結集し
た飲食店などがソフト・ハード面から改善に
取り組んだ結果、ターゲットである観光客は
もちろん、おもてなし力のアップにより地元
客の来店頻度が上がるという副次効果があっ
たことをお伝えしました。
　また現在は、これまでの「地域」（商店街
など）や「業種」（業種別組合など）とは異
なる「取り組み内容」をベースにしたネット
ワーク化を進めて、これまでにない新しい価
値を創造することを目指しているといった動
きについてお話しました。

４．まとめ
　前述のとおり地方ではより厳しい状況に直
面し人口減少や高齢化も進んでおり地域活性
化は喫緊の課題です。
　そのような中で、例えば商店街の空き店舗
を埋めるといった「再生」という枠を超えて、
新たなキーワード（例えば「おもてなし」）
やネットワークの形成といった「創生」の動
きが地方で特に活発になってきているように
思います。また、このような動きが少しずつ
ですが効果をあげてきていることも感じてい
ます。
　今後、大阪などの都市部でも同様の課題に
直面することも予想されます。これらの経験
などを活かしつつ、引き続き地域の活性化に
取り組んで行きたいと考えています。

〜地方創生〜地域や 
商店街活性化への 

地道な取り組み
　会員　中辻　一浩

略歴
大阪府庁に23年間勤務し商店街を中心に現
場を渡り歩きながら産業振興施策の企画立
案・実施に携わる。行政機関や商工会議所
と連携し地域や商業活性化支援に尽力して
いる。
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スキルアップ研修

１．はじめに
　皆さんが好きな店はどんなお店でしょう
か？行きつけの居酒屋や、たまに行く雑貨店、
お気に入りのカーディーラーかもしれません。
品揃え、店の雰囲気、居心地の良さなど、そ
のお店を好きになった理由は様々かと思いま
す。「接客・接遇（以下本文中では「接客」
で統一）」は、お店を好きになる、好きになっ
てもらうための理由の一つであり、様々な
業種・業態の店舗において、他店と差異化
し、顧客価値を高める要素の一つです。しか
し、従業員の接客が悩みの種になっている経
営者は少なくありません。たった一度の接客
の悪さがクレームにつながり、悪い口コミと
なって店舗イメージを低下させる事もありま
す。接客を自店の強みとし、悩みの種から成
長の芽と育てるために、経営者が考えなけれ
ばならない事について、スキルアップ研修で
お話させて頂きました。その中からいくつか
の内容をご紹介します。

２．変化する顧客の基準
　顧客の多くはこれまでの経験から、「この
店ならこのくらいの接客はしてくれる」とい
う基準を自分の中に持っています。その基準
は業種・業態や、店舗の規模によって異なり、
日々変化しています。特に近年は顧客の権利
者意識の高まりから、店舗に要求するサービ
スレベルは高まっていると言われています。
顧客に接客を通して満足感を与えるためには、
顧客の判断基準を上回ることが必要です。接
客を店舗の強みとするためには、顧客の声に
耳を傾け、常に接客を向上させるという姿勢
が求められています。

３．接客を向上させるには
　接客を向上させるためには、顧客の立場に
立って自店の接客を考え、接客を磨いていか

なければなりません。例えば「ありがとうご
ざいます」と、「ありがとうございました」
という２つの言葉でも、使い方、使われるタ
イミングによって少しニュアンスが異なりま
す。さらに、顧客が感じる言葉のニュアンス
は時代によって少しずつ変化しています。
　ある大手家電量販店では「ありがとうござ
いました」という言葉の使用を禁止していま
す。それは、顧客との関係はこの瞬間で終わ
るのではなく、今後も続いていくのだという
意図によるものです。
　また、ある百貨店では「ありがとうござい
ました」の後に必ず「またお越しくださいま
せ」と、続けることを徹底しています。この
場合も、顧客との応対は一旦終了するけれど、
再来店をお待ちしている事を表現するためで
す。
　そうした細かい言葉の一つ一つを大切に考
え、自店にとってより良い接客を追究する事
で接客は磨かれ、向上するのです。

４．店舗のコンセプトに合った接客
　顧客の満足を得るためには、店舗のコンセ
プトに合った接客を組み立てる事も重要です。
高級なイメージの店舗であればホテルや百貨
店に負けない接客を目指すべきですが、フレ
ンドリーな店舗であれば、適度にくだけた接
客をする方が、好まれる場合があります。画
一的な接客が正しいのではなく、店舗に最適
な接客を従業員と一緒に考える事も大切です。

５．最後に
　私自身、７年間接客の仕事を経験し、接客
の難しさ、辛さを多く経験してきました。同
時に、接客の楽しさや、喜びに触れる機会も
多く、接客が顧客に与える影響の大きさを
日々感じていました。今後も接客の改善を通
して、企業の支援に取り組む所存です。

経営者が考えるべき 
接客とは

　会員　三宅　真司

略歴
昭和58年兵庫県生まれ。音楽大学卒業後、
レディースアパレル販売員、BTOパソコン
販売員、家電メーカー営業を経て平成27年
６月独立。
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　平成28年３月18日（金）に合同交流会を開
催しました。
　交流会は、異業種交流を目的に、独立診断
士・企業内診断士の区別なく、特定のテーマ
を決めずに日頃の研究成果を発表する場とし
て設けられ、３つの会が月１回の活動をして
まいりました。
　今回開催しました合同交流会は、通常は
別々に行っている３つの交流会を合同で行う
イベントです。交流会に登録されている方以
外にも交流会を体験してもらうため秋に新た
に診断士として登録された方々や、実務補習
中の皆様にも参加を呼びかけたところ、当日
は40名の方が参加されました。
　前半は各グループの発表者によるじゃんけ
んでプレゼンが次の順番で行われました。

（１）２水会　　　　　 発表者：上村　善英
「中小企業診断士“第３の道”」というテーマ
で、中小企業診断士の活動として経営指導等
の直接活動、公的機関窓口での活動以外に、
ご自身が経営しておられる企業活動について
お話され、診断士も起業家として活動するこ
とにより一定の収入を確保することができる
とのお話を伺いました。

（２）ダブルファイヤー会
発表者：影山　貴俊

「ビジネス環境の変化とイノベーション発想
の要件」というテーマで、イノベーションを
行う上での発想に関して、クイズ等を交えて

解りやすく説明していただき、固定観念が発
想を邪魔していることをお伺いしました。

（３）いちもく会　　　 発表者：水谷　哲也
　現在放映されているNHK大河ドラマ「真
田丸」にちなんで、戦国武将が行った治世を
中心に現在の政策と比べてよく似ている部分
が多くあり、戦国武将が行った先見性を「戦
国武将に学ぶシステム作り」というテーマで、
お話を伺いました。
　今回のお話の一部はインターネットでも紹
介されています。関心のおありの方は、「真
田幸村に学ぶシステム作り！真田丸で徳川軍
を破る」で検索してください。

　続いて、後半の懇親会を行いました。年度
末の忙しい中を前半のプレゼンに引き続いて
35名の皆さんに参加していただき、一年間の
交流会活動の慰労を兼ねて、活発な交流を
行っていただき、盛大に盛り上がりました。
　また、秋に新たに診断士となられた方、実
務補習中の皆様にも交流会の様子や協会の雰
囲気を掴んで頂けるよい機会となりました。

　今後も会員の皆様の親睦を図る交流会とし
て引き続き企画してまいります。皆様の積極
的なご参加をお待ちしております。

（文責：会員サポート委員会　石倉　一利）

診断士交流会報告『合同交流会』
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経営経済講演会の報告

【平成27年度経営経済講演会】
　平成28年３月４日（金）18時30分より、ヴィ
アーレ大阪４階イベントホールで、経営経済
講演会が開催されました。（大阪中小企業診
断士会主催、大阪府中小企業診断協会共催）
今回の経営経済講演会は、インテグラル株式
会社代表取締役・スカイマーク株式会社代表
取締役会長の佐山展生（さやまのぶお）氏を
講師としてお招きし、『企業価値の向上と「理
想の会社」−人生は「面白そう」を探求する
旅−』をテーマにご講演頂きました。

【当日の講演内容】
　定刻になり、福田理事長が開会の挨拶とし
て壇上に立たれて、本日講師を務める佐山氏
が「お客様に喜んでもらうには、まず社員が
満足してもらわねばならない」という信念の
下、「社員満足度日本一」を目指しておられ
るとのお話がありました。
　司会から佐山氏のプロフィールが紹介され
た後、佐山氏が登壇して講演会が始まりまし
た。冒頭から「今日用意したレジュメの内容
をすべてお話しすると、６時間はかかります」
といった冗談まじりにお話しされて、会場内
の雰囲気を和ませ、聴衆の心を一気に講演会
の中へ引き込みました。
　講演は、４部構成で展開され、第１のテー
マは、佐山氏のキャリアヒストリーを振り返
りながら、講演テーマでもある−人生は「面
白そう」を探究する旅−について如何に考え
るか。第２のテーマでは、インテグラルが行
う投資活動とは。第３のテーマは、実務を踏

まえつつ、企業価値について。第４のテーマ
は、結びとして佐山氏が考える人生について。
以上のテーマを時折ご自身のエピソードを交
えながら、中小企業診断士以外の方にも分か
りやすく、丁寧にお話をして頂きました。
　最初に講演の中心テーマとなっている佐山
氏のキャリアヒストリーを振り返りながら、
人生の面白そうを如何に探究していくかにつ
いて述べられました。
　佐山氏は、中学１年から高校３年夏までの
５年半を朝から晩まで一日中野球漬けの生活
を送りました。野球部引退後の夏頃から猛勉
強を始め、第２志望で出していた京都大学工
学部化学工学科へ入学しました。京都大学卒
業後は、化学繊維メーカーである帝人株式会
社へ入社、最初の３年間は松山工場で３交替
勤務を経験しました。55名の現場作業員のま
とめ役として、作業員が蒸発するなど様々な
出来事に遭遇しながらも乗り越え、社会人
としての経験を重ねていきました。その後
PETの品質改良といったポリマーの開発な
どの仕事に携わりましたが、学生時代の野球
漬けの生活を送ったおかげで、決められたこ
とをきっちり行うことが叩き込まれていて、
大企業向けの人材になっていました。
　30歳のとき、帝人の社長になれないことを
知ったことから、「違うな」と感じて、司法
試験の受験勉強をはじめた矢先、三井銀行の
国際M&Aの求人広告を見て「面白そう」と
思い応募、33歳で未経験だったものの、合格
して転職しました。
　三井銀行では、三井銀行として最初の
M&A案件を担当し、この時M&Aが私の天
職だと思い、以来28年間M&Aに携わってき
ました。５年間のニューヨーク勤務時代に、
ニューヨーク大学で夜のビジネススクールへ
私費で自ら率先して通学し、日本帰国後に東
京工業大学のドクターコースを経て、2004年
より現在まで一橋大学大学院国際企業戦略科
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で教えています。　
　２番目のテーマでは、インテグラルの事業
投資モデルの特徴について、お話を頂きまし
た。インテグラルは、新しいことにチャレン
ジする会社へ投資して、企業価値を向上させ
ることを信念としています。ファンド資金と
自己資金の両面から投資する「ハイブリッド
投資」と投資先の会社にメンバーを常駐させ
ることで、企業革新支援を積極的に推進して
いく「i-Engine機能」という二つの仕組みか
ら長期的視点に立った経営支援・投資を実現
していくという特徴を持っています。投資先
の会社や従業員を大切にして、いい会社にす
ることで、結果として投資先の会社からリ
ターンを返して頂く、そのためにサポートを
続けるという姿勢をインテグラルは貫いてい
ます。
　３番目のテーマでは、企業価値について、
わかりやすく事例を用いて説明して頂きまし
た。
　例えば、2012年上期時点でのJALとANA
の時価総額の比較では、ANAの借入総額
9,300億円に対して、JALの借入総額は600億
円でしたが、両社の時価総額は、同額の6,100
億円でした。このことは、如何にマーケット
が借入やキャッシュの数字に着目していない
かが如実に分かると解説されました。他にも
ワールドの非上場化は、優先株を用いること
で、銀行融資のみに頼ることなく実現するこ
とができたなど、実務でのご経験を交えて、
お話を展開されました。

　最後に結びとして、佐山氏が考える人生や
組織について、お話頂きました。その内容は

「佐山語録」とも言うべき、珠玉の言葉の数々
でした。「キャリアプランなんて考えたこと
はない」、「給料で仕事を選んではならない、
なぜならお金は取り返せるが、時間は取り返
せない」、「失敗するかもしれないことを恐れ
ていたら、できることしかしない人生になっ
てしまう」、「とんでもない社長の下からは優
秀な人材は逃げてしまう（集団はリーダーで
決まる）」、「いい会社で働いている人達は、
目が輝いている」、「（運が）ついている、つ
いていないは、自らの行動に対する姿勢で決
まる」･･･etc。
　ラストメッセージとして、「10年後だった
らやる気のしないことも今だったらできるこ
とはいっぱいある。10年後よりも今の方が可
能性はたくさんある。このことさえ忘れなけ
れば、元気に頑張ることができます！」とい
う言葉で講演を締め括られました

【講演の感想】
　自分自身の行動に壁を作っているのは、自
分自身だということを感じました。（自分も
含めてですが）人間は、キャリアプランなど
の枠組みや失敗するかもという恐れから自分
自身で限界を作ったり、できない理由を並べ
てしまいがちです。でもそこから一歩踏み出
して行動することで、後々の人生が大きく開
け、行動しなかった人と大きな差がついてし
まうことは往々にしてあり得ると思います。
今後の人生に、大きな勇気を頂いた講演会と
なりました。

（文責：会員サポート委員　井上　和也）

診 断 士
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■　はじめに
　３月 26 日に開催された土曜日セミナーで
は、一般社団法人全国チームコーチ連盟理事
である小笠原健先生から、「チームコーチン
グ」をテーマに実務を通じた組織開発につい
てお話しいただきました。

■　内容について
　前半では、チームコーチングとは何かと
いったことを中心に、人材育成から組織開発
へとシフトしている市場の状況や、プロセス
コンサルティングにチーム概念を取り入れた
ものであるというチームコーチングの概要、
現状の実務を扱う、成果追及する、関係性に
着目するといったチームコーチングの特徴、
グローバル企業での取り組みなどをご説明頂
きました。

　チーム体験では、参加者による４名程度の
チームを作り、作戦会議 10 分、実際の作業
８分という短時間で、ストローとセロハン
テープのみを使用した自立タワー作りに挑
戦、その高さを競いました。その後、各チー
ムで振り返りとその共有を行いました。

　後半では、チーム体験を踏まえて精鋭チー
ムとはどういったものであるのか、チーム
コーチングの流れやチーム育成のポイント、

チームコーチの役割についてのお話と事例の
紹介をして頂きました。
　概念的な話から、チームコーチングの現場
の話などを踏まえた具体的な話まで、チーム
コーチングに馴染みのなかった私にもわかり
やすく、企業に勤める者として、実践できる
ものはないだろうかと考える点の多い内容で
した。

■　さいごに
　組織の機能不全の現れである、本音が出な
い、責任感の不足、全体の視点に欠けるといっ
た事象は、私自身も含め、組織に所属したこ
とのある人であれば、一度は感じたことのあ
ることではないかと思います。そういった経
験の中から、組織開発の重要性は実感するこ
とができました。

　また、成果を出すために何かに取り組むと
いった時、個人のスキルアップの部分に着目
しがちですが、このチームコーチングでは、
参加者の合意を得て、納得しながら行動にう
つれるように進めていくことで当事者意識を
持たせ、個人に依存するのではなく組織全体
として自主的に学習、発展できる仕組みづく
りを行うことという点が大変興味深く感じら
れました。とかく個人の意識、意欲や能力に
依存しがちの少人数の組織では、有用な手法
の一つであるように思いました。

土曜セミナー報告

「組織開発における
チームコーチングに 
ついて」に参加して

　会員　柳田　有香

略歴
広島県出身。オフィス用品通販の法人営業
を経て、現在は新卒採用広報に特化した企
業で合同企業説明会の運営などに携わる、
企業内診断士。2015年診断士登録。

診 断 士
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新入会員の紹介

安永　大輔

　勤務先の銀行では主に中堅
中小の企業を担当しておりま
す。診断士で得た知見を活か
して、担当先の成長に貢献し
ていきたいと考えておりま

す。どうぞよろしくお願い致します。
趣味・特技　ジョギング

一井　翔太

　私は関西の地方銀行で融資
担当をしています。中小企業
診断士の資格を活かし、企業
を財務諸表に表れる情報だけ
で判断せず、企業の本当の強

みや良さを見抜ける「目利き力」を高めてい
き、企業の成長を支えていける銀行員兼中小
企業診断士を目指していきます。
趣味・特技　読書・資格取得

宮城　通孝

　2016 年４月より登録しま
した宮城通孝です。

「どんどん良くなっている。
ありがとう。」と言ってもら
える、町医者のような存在を

目指してがんばります。よろしくお願い致し
ます。
趣味・特技　IT、英語

橋本　浩

　はじめまして和泉市在住の
橋本浩です。私は堺市のバス
会社に勤務しているのですが
中国人旅行者と接触する機会
が目に見えて増えているため

中国語を熱心に勉強中です。今はまだ日常会
話程度ですが中国語での診断も目標の一つで
す。よろしくお願いします。
趣味・特技　読書（ハルキストです。）

駒谷　尚久

　駒谷と申します。よろしく
お願い致します。2004 年に登
録しましたが、転勤の関係で
しばらく休止していて、最近
再開しました。現在、化学の会

社で経理を担当している企業内診断士です。 
海外進出の支援のお手伝いなどができたらと
思っています。
趣味・特技　旅行

江口　英樹

　勤務先の技術系コンサル
ティング会社では、これまで
主に上場企業の研究・開発や
マーケティングのお手伝いを
してきました。今後は診断士

業務を新事業に加え、中小企業や診断士の皆
様とうまくコラボしてお役に立てればと考え
ています。よろしくお願いします。
趣味・特技　茶道（教授者）、ヒルクライム（自
転車）

診 断 士
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新入会員の紹介

高谷　幸治

　４月に診断士登録し情報化
支援・投資効果の見える化を
専門とします。協会の皆様と
の交流を通じて自己研鑽し、
①経営課題に対して選択肢を

提案することで自律的な課題解決を促せ、②
中小企業の経営者が効率的かつ自信を持って
経営に臨んで頂く事を目指します。
趣味・特技　旬を食す旅行・温泉巡り・京都
散策、ドライブ

佐々木　武

　会社では、事業計画の策定、
新製品の立ち上げや市場開拓
など、企画・開発・マーケティ
ングに 38 年間従事してきま
した。この経験を活かし、新

製品開発や新事業開発に関わる課題や悩みを
解決し業績拡大を一緒に実現する「伴走型」
のコンサルタントを目指します。
趣味・特技　絵画（油彩・水彩・アクリル）・
観劇

松尾　憲

　今年 4 月に診断士登録致し
ました。前職は、病院に勤務
する診療放射線技師をしてお
りました。今後は、診断士と
して、企業を支援し社会に貢

献できるように、日々精進していく所存でご
ざいます。今後もよろしくご指導のほど、お
願い申し上げます。

森本　浩臣

　昔とは違い今日の事業環境
は、変化のスピードが速く、
競合も多く、厳しく先の読み
にくい時代になってきていま
す。特に経営資源の乏しい中

小企業はそういった環境に晒されていますの
で、一社でも光輝く会社に変えていけるよう
頑張ってサポートしていきます。

船越　誠

　15 日間の実務補習を終え、
４月に登録したばかりなの
で、診断士としてはこれから
ですが、私の熱意、行動力、
実行力で泥臭く中小企業の社

長の想いに応えていきます。専門は組織営業、
マーケティングです。よろしくお願い致しま
す。
趣味・特技　サッカー

荘司　康夫

　コールセンターを陰で支え
る CRM の世界で働いていま
す。診断士の資格取得は「ゴー
ルではなくスタートである」
と肝に銘じて、自己研鑽に励

みたいと思います。企業と人々に寄り添う姿
勢を大切にし「中小企業の皆様の笑顔を生み
出す診断士」を目指します。

診 断 士
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新入会員の紹介

中井　俊介

　民間企業に 23 年間勤務し
ております。３年間の米国法
人社長の任務が終了し、今年
４月に帰任しました。大手小
売業への営業、マ—ケティン

グ、海外戦略企画の業務に携わって参りまし
た。培った経験が日本の中小企業の社長様の
お役に立てるかを模索しています。
趣味・特技　古事記・日本書紀のフィールド
ワーク

中本　悠介

　H28 年に登録しました中本
悠介と申します。現在は包装
資材業の営業職に従事してい
る企業内診断士です。営業一
筋 10 年です。社会人として、

診断士としてこれからも成長していきたいと
考えております。研究会や交流会でお会いす
る際にはよろしくお願い致します。
趣味・特技　水泳

帖佐　彰也

　出身はだんじり祭りで有名
な大阪府岸和田市です。普段
は地元で税理士として活動し
ています。たくさんの会社と
関わる中で、自らの仕事の幅

を広げ、多くの人の役に立ちたいと考え、診
断士協会への入会を決めました。少しでも協
会の発展に尽力できるよう頑張ります。
趣味・特技　クラシックギター、野球観戦

定藤　誠一郎

　この度はよろしくお願いし
ます。企業内診士ですが、プ
ロボノとして NPO 法人への
支援やソーシャルビジネスを
中心にかかわっていきたいと

考えております。大阪府下の中小企業の競争
力向上に向けて、会員の皆様とスキルアップ
を図っていきたいと思います。

藤田　浩幸

　これまでシステムの開発・
運用に携わっており、IT の
活用は得意ですが、まだ診断
士としては実力不足している
と感じております。自己研鑽

に励み、研究会やセミナーに積極的に参加し
ていき、診断士として活躍できることを目指
していきます。
趣味・特技　ジョギング

平田　直人

　今年３月に診断士登録しま
した。貿易商社で経理をして
おります。これからも自己研
鑽に励み、人と人との繋がり
を大切に、誰からも頼って頂

けるような診断士を目指します。まだまだ経
験不足で学ぶ事も多い若輩者ですが、ご指導
の程、よろしくお願い致します。
趣味・特技　読書・テニス

診 断 士
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新入会員の紹介

堀　正宏

　日々の業務では中小企業で機械設計をして
います。この春、中小企業診断士となりまし
たがまだまだ知識不足であると痛感していま
す。診断士になった際に得た知識を伸ばすと
ともに、会社員である利点を活かし、積極的
な姿勢で学んでいきたいと思います。
趣味・特技　バイクツーリング

同好会だより

第29回「診断士ゴルフ同好会」報告
幹事　西田　金司

　2016年４月４日「第29回診断士ゴルフ同好
会」が桜満開の法隆寺カントリー倶楽部で開
催されました。会員皆様のハッスルプレイが
行われ、楽しい１日を過ごしました。当日朝
は小雨模様でしたが曇りとなり桜吹雪のなか
絶好のゴルフ日和で行われました。
　園原昌一氏がネット76という素晴らしいス
コアで優勝されました。優勝の弁では、久し
ぶりの優勝で驚きましたとのお話がありまし
たが堂々たる優勝でした。プレー後にコー
ヒーパーティーがあり、出席者全員のスピー
チもあり、日頃の忙しい仕事を忘れゴルフ談
議の花が咲きました。

「すき焼肉」「いちご」「ケーキ」などの景品
を全員が頂き楽しい会でした。
　席上、次回コンペが検討されて、2016年10
月３日（月）の開催が決定しました。
　現在24名の会員がおられますが、診断士ゴ
ルフ愛好家の親睦を目的に拡大したいと考え
ていますので参加希望者は、大阪府診断協会
事務局又は幹事西田までご連絡ください。
　次回開催日　2016年10月３日（月）
　開催場所　法隆寺カントリー倶楽部

（写真提供・笹野晃氏提供）

 他府県協会への移籍 
吉本秀次郎　　　　　　兵庫県
関野　謙典　　　　　　東京都
藤田　和代　　　　　　奈良県
守屋　貴正　　　　　　東京都
山崎　圭一　　　　　　東京都
川口　健一　　　　　　東京都
林　　一樹　　　　　　神奈川県
杉　　浩行　　　　　　兵庫県
楠木　裕子　　　　　　兵庫県
時實　一磨　　　　　　東京都
森山　忠明　　　　　　島根県

 他府県協会より移籍 

長生　信夫　　　　　　福岡県
横山　信明　　　　　　東京都
酒井　研一　　　　　　東京都
小泉　壽宏　　　　　　東京都

会員の消息

診 断 士
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　（一社）大阪府中小企業診断協会では、平成28年度の中小企業診断士理論政策更新研修を下
記のとおり開催いたします。受講希望の方は、申込受付方法に沿って期間内に手続きをお願い
いたします。
　なお、この理論政策更新研修は、中小企業診断士の登録更新要件のひとつ ｢新しい知識の補
充に関する要件｣ のために実施する４時間の座学研修で、原則として毎年受講することが必要
です。

　テーマ：前半部　『新しい中小企業政策について』　『最近の診断に関する理論及びその応用』
　　　　　後半部　『演習または事例研究』　となっております。

＜開催日程＞ 第１回 ７月５日（火） 第７回 10月５日（水）
　13:00 〜 17:00 　13:00 〜 17:00

第２回 ７月16日（土） 第８回 10月13日（木）
　13:00 〜 17:00 　13:00 〜 17:00

第３回 ８月17日（水） 第９回 11月５日（土）
　13:00 〜 17:00 　13:00 〜 17:00

第４回 ８月27日（土） 第10回 11月12日（土）
　13:00 〜 17:00 　13:00 〜 17:00

第５回 ９月10日（土） 第11回 11月22日（火）
　13:00 〜 17:00 　13:00 〜 17:00

第６回 ９月24日（土） 第12回 12月３日（土）
　13:00 〜 17:00 　13:00 〜 17:00

＜ 会　　 場 ＞ 大阪市中央区本町橋２番５号 

　マイドームおおさか８階　第１･ ２会議室 

大阪市中央区本町橋２番８号 

　大阪商工会議所　４階　401 号会議室
＜定　　員＞ 120 〜 125名
＜申込方法＞ 郵送によるお申込み 

　同封の受講申込書にご記入の上、各申込受付期間内にご郵送ください。 
 
インターネットによるお申込み 

「（一社）中小企業診断協会」ホームページよりお申込みください。
＜ 申 込 先 ＞ 郵送申込みの場合 

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

＜ 受 講 料 ＞ １回当たり　6,000円（税込）
＜ そ の 他 ＞ 詳しくは、（一社）大阪府中小企業診断協会のホームページをご参照下さい。 

http://www.shindanshi-osaka.com/

平成28年度中小企業診断士理論政策更新研修開催のご案内

診 断 士
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『マレーシア海外研修旅行』のご案内

今年で１０回目となる大阪府中小企業診断協会の海外研修旅行はマレーシアを訪問します。 
発展を続ける首都クアラルンプールで現地企業を視察、現地経済事情の最新動向を研修し

たのち、世界遺産の歴史都市ジョージタウンのあるペナン島を訪れます。 
個人旅行では、なかなか行くことのできない視察先を訪問する診断協会の海外研修旅行に、

会員の皆様の積極的なご参加をお待ちしています。 
【参加条件】本旅行への参加は大阪府協会会員、参加会員のご家族、参加会員紹介の診断士限定です。 

一般社団法人大阪府中小企業診断協会 理事長 風谷昌彦 

日  程： 年 月 日（水・祝） ～ 月 ７日（日） 泊５日（機中１泊）

航  空： マレーシア航空（関西空港発着の直行便を利用） 

宿  泊： スイスガーデンホテル＆レジデンス クアラルンプール ２泊 

ベイビューホテル・ジョージタウン ペナン １泊 

費  用： 円（往復航空運賃、1 室 2 名ホテル代、朝 3・昼 3・夕 1 の食事料金等を含む）

別途費用（空港税：5,280 円、一人部屋追加料金(希望者のみ、3 泊分)22,000 円） 

定  員： 名（定員に達するまで先着順で受け付けます） 

申込先： 大阪府中小企業診断協会 事務局（℡06-4792-8992、E-mail：info@shindanshi-osaka.com） 

（申込時に一人部屋の希望も併せてお知らせ下さい。） 
 
行  程： 概略は以下の通り（手配上の都合により、内容の一部が変更になる場合があります。） 
日 月 日 地 名 時 間 交通機関 スケジュール 食 事 

1 11 月 23 日 
(水・祝) 

 
関西空港発 

 
ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ着 

9:00 
11:00 

 
17:05 

 
MH53 便 
 
専用車 

関西空港国際線ターミナルにご集合 
関西空港より直行便でクアラルンプールへ 
(所要時間 7:05、時差－１時間) 
着後、専用車にてホテルへ 

クアラルンプール泊 

 
 
昼：機内 
 
夕：ﾚｽﾄﾗﾝ 

2 11 月 24 日 
(木) 

クアラルンプール

滞在 

  
専用車 
 
専用車 

ホテルにて朝食 
現地経済事情の最新動向に関するレクチャー

を受講 
現地企業の現状を視察 

クアラルンプール泊 

朝：ホテル 
 
昼：ﾚｽﾄﾗﾝ 
 
夕：－ 

3 11 月 25 日 
（金） 

 
クアラルンプール 

 
 

ペナン島 

 
 
 

14:00 
14:50 

 
専用車 
 
航空機 

ホテルにて朝食 
クアラルンプール市内観光 
（王宮、国家記念碑、国立モスクなど） 
空路、ペナン島へ 

ペナン泊 

朝：ホテル 
 
昼：ﾚｽﾄﾗﾝ 
 
夕：－ 

4 11 月 26 日 
（土） 

 
ペナン島 

 
ペナン発 

ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ着 
ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ発 

 
 
 

20:40 
21:45 
23:50 

 
専用車 
 
MH1165 
 
MH52 便 

ホテルにて朝食 
ペナン島観光（コーンウォリス要塞、モスク、

セントジョージ教会、シティホールなど） 
専用車にて空港へ 
クアラルンプール乗継 
空路、大阪へ（所要時間 6:00、時差+1 時間） 

朝：ホテル 
 
昼：ﾚｽﾄﾗﾝ 
 
夕：－ 

5 11 月 27 日 
（日） 

 
関西空港着 

 
6:50 

  
関西空港到着後、空港で解散 

朝：機内 

診 断 士
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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７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　 『中小製造業の営業・顧客獲得方法

とは』
講　師　成田　将之　氏

　現在の中小製造業は、1960年代の高度
経済成長の仕事量拡大に伴い起業された
会社が多数あります。当時は20坪程度の
土地と中古の安価な設備があれば容易に
起業できましたが、NC機の登場や数度
の不況などにより競争が激化し、これま
で多くの企業が淘汰され、形を変え、現
在でも厳しい競争が展開されています。
　そのような時代背景があるなか、中小
製造業は今後どのように顧客を獲得して
いけば良いかということを、営業職とし
て働いてきた経験を踏まえお伝えいたし
ます。

日　時　平成28年８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　 『制作会社任せにしない、診断士の

Web活用の関わり方』
講　師　松尾　健治　氏

　Webは中小企業にとって、自社や商品・
サービスを知ってもらうための重要な
ツールです。しかし、大企業と違い「マー
ケティング」や「広報」、「経営企画室」
の部署がない中小企業は、Web担当者も
兼務体制で、経営者自らが担当すること
もよくあります。だからこそ、その企業
を知る中小企業診断士が、Web活用の実
行支援までサポートすることが必要です。
　「Webサイトはつくってからがスター
ト」の考えのWeb制作会社に勤め、企業
との長期契約の中、ディレクターとして
企業とデザイナー等の制作チームの間で
仕事をしてきた経験を踏まえて、診断士
のWeb活用の関わり方の可能性について
お話しいたします。最近のWebトレンド
についても触れたいと思います。

スキルアップ研修 スキルアップ研修

編集後記　〜広報委員会から〜
　春の陽気を楽しむ期間も短いまま、あっという
間に暑い夏がやってきました。今夏は特に暑くな
るとか…。熱中症対策はじめ、いつも以上に健康
管理が必要ですね。
　さて、今月の広報誌でもご案内させていただい
ておりますが、今年度は役員改選の年にあたり、
総会及び理事会において風谷新理事長のもと、大
阪府中小企業診断協会は新たな体制に移行するこ
ととなりました。
　これまでは「総務広報委員会」として総務と広
報をひとつの委員会が兼務する形態で運営してお

りましたが、体制変更に伴い「広報委員会」とし
て機能を分離、新たな人員を編成して一層の情報
発信の強化を担うこととなりました。
　協会会員の皆様への情報提供並びに対外的にも
更なる診断士の認知度向上を果たすべくメンバー
一同努めて参ります。
　特に広報誌は会員の皆様のご協力があってこそ
成り立っておりますので、引き続きご愛読・ご協
力くださいますようどうぞよろしくお願い申し上
げます。
 【東　純子】

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。
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大阪府協会の主な行事
（平成28年４月〜６月）

４月
６日 総務広報委員会
７日 研修・事業委員会
８日・26日
  業種別交流会
12日 正副会議・理事会
13日 会員サポート委員会（会員）
16日 新歓フェスタ
21日 監事会
22日 総務広報委員会
25日 正副会議・理事会
27日 スキルアップ研修

５月
11日 総務広報委員会
13日・24日
  業種別交流会
16日 海外研修プロジェクトチーム
20日 正副会議・理事会・総会
25日 スキルアップ研修
26日 正副会議・理事会
27日 診断士交流会発足式

６月
２日 会員サポート委員会
  研修・事業委員会
２日・14日・15日
  診断士交流会
６日 総務委員会
７日 広報委員会（会報編集部会）
10日・28日
  業種別交流会
13日 戦略策定会議
14日 会員サポート委員会
17日 研修・事業委員会
  広報委員会（会報編集部会）
18日 独立支援セミナー
21日 正副会議・理事会
22日 スキルアップ研修

お 知 ら せ

士会の主な行事
（平成28年４月〜６月）

４月
１日 理事会
２日 交流会
14日 プロモーション会議
18日 総務サポート部会
21日 監事会
22日 理事会
27日  大阪府組合等事業向上支援事業説明

会

５月
28日 理事会・第32会通常総会・懇親会
  理事会
31日 大阪信用保証協会説明会

６月
１日 中之島図書館無料経営相談　夜間
６日 人材マッチング部会
８日 理事会
13日 運営・総務合同部会
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
20日 人材マッチング部会

診 断 士
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