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　令和元年5月22日（水）に第8回社員総会を終
え、現理事18名（会長、副会長各1名、常任理事
4名、理事12名）にて、引き続き執行部として当協
会の運営に当たります。会員の皆様、また当協会
外部の関係機関の皆様には、従来にも増して当協
会の活動へのご参加、ご支援、ご理解を賜れれ
ば大変有り難く存じます。何卒引き続き宜しくお
願い申し上げます。

各委員会活動
　近年の協会運営では機能別の４委員会（総務・
広報・会員研修・受託開発）が、それぞれに新たな
活動を試み、従来の活動をより良くするための工
夫を凝らし、協会活動の充実を図ることに取り組
んでおります。その中には総務委員会による年間
2回の会員交流の場の充実、広報委員会による展
示会出展・ホームページ発信の充実、会員研修委
員会によるセミナーや見学会の拡大、受託開発委
員会による企業内診断士への活動の場の創出、な
どを挙げることができます。

関係機関との連携
　また、中小企業診断士資格団体の全国本部で
ある一般社団法人中小企業診断協会（以下「連合
会本部」）や、同じ近畿ブロックの所属する他の
6協会（大阪、京都、福井、滋賀、奈良、和歌山の
各府県中小企業診断（士）協会）とも相互の理解・
協力を深めるべく積極的に交流しております。さら
に主として受託開発活動でお世話になっている兵

庫県、神戸市、商工会議所、商工会、金融機関等
の兵庫県下の地域中小企業支援団体の方 と々も、
より一層の協力関係を築くべく努めているところ
です。

わかりやすい情報発信
　一方、これらの当協会内部の事業運営や当協会
外部への働きかけについて、会員の皆様や外部関
係機関の皆様への情報発信については、未だ改
善の余地を残していると感じております。例えば、
各委員会の運営ポリシーや参画メンバーの紹介な
どの発信、連合会本部・近畿ブロック内からの情
報の提供、また外部支援団体との具体的な取り組
みの紹介など、これまでも対応してきたことではあ
りますが、より具体的で分かりやすい情報を発信
することに取り組みたいと考えております。

より身近で参加しやすい協会に
　本年度は当協会が全国協会の兵庫県支部から
独立した一般社団法人に変わって8年目を迎えま
す。これまで通り当協会運営を充実させる努力を
継続することに加え、協会執行部の活動を会員の
皆様、外部関係機関の皆様により身近に感じてい
ただけるような発信の幅を広げることに取り組む
所存です。その結果、会員の皆様、外部関係機関
の皆様に当協会活動のご理解を深めていただき、
各種活動に参加していただきやすい環境を整える
ことに結びつけることを目標にしたいと思います。
何卒本年度も宜しくお願い申し上げます。
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　新入会員の井寄と申します。1990年か
ら2005年まで政府系金融機関に勤務して
おり、2003年に診断士に合格しました。
2009年から弁護士登録を行い、中小企業
向けコンサルティング会社に勤務する一方
で、弁護士としても活動しています。今後も
中小企業向けコンサルティング業務を続け、

顧客企業の健全経営に寄与する一方、弁護士として法的アドバイ
スも実施していく予定ですので、ご指導・ご鞭撻のほどよろしくお
願いいたします。

井寄　 靖 （いより やすし）
　平成5年経営コンサルタントとして独立、
平成28年診断士登録、昨春に入会致しまし
た。経営者が本来持つ、自身も気づかないポ
テンシャルを明確に描き、本人と経営する企
業の、心・技・体を、同じ方向に向ける助言が
得意です。創業時に支援して上場した方、非
常事態にご縁を賜り見事に再生された方、

経営者は百人百様ですが、事業に対する思いは、勤め人とは違い
ますね。一万円のご依頼も有難く、百万円のお仕事も驚かず承り
ます。

上田 　誠 （うえだ まこと）

　2008年に登録、2012年に独立しまし
た。独立してすぐにプロコン育成塾に入らせ
て頂きましたので、既に知り合いの方も多
く、新入会員感は薄いですがよろしくお願い
いたします。独立前は建設会社で食品工場
建設に携わっており、その経験を生かして現
在は食品製造業の衛生管理支援を中心に活

動しています。建設業の支援もできればと考えていますので、建
設業出身の会員の方とも交流していければと思っています。どう
ぞよろしくお願いいたします。

岡崎 永実子 （おかざき えみこ）
　はじめまして。昨年結婚しまして愛知県か
ら兵庫県へ参りました。仕事上は旧姓のま
ま、丸山暁美（まるやまあけみ）を使わせて
いただいております。会計事務所を経て三
重県伊勢市のコンサルティング会社に勤務
した後、2015年に独立しました。現在は、三
重県の6次産業化プランナーとして農林漁

業者の6次産業化支援に携わっているほか、研修講師としても
活動しています。趣味は、中学の吹奏楽部以来続けているサクソ
フォンです。よろしくお願い致します。
　

荻野 暁美 （おぎの あけみ）

　政府系金融機関勤務での外から見た中小
企業の課題解決支援を19年間、また、実際
の中小企業に就職し、内から見た課題解決
支援が6年間、合計25年間の経験(事業承
継・人事給与制度・M&A・社員育成・設備投資
等)を活かし、今後も個別企業が強みを発揮
し、発展することを望外の喜びとしていきま

す。どうぞ宜しくお願いいたします。
(メール:kudomasa@athena.ocn.ne.jp)

工藤 雅也 （くどう まさや）
　広告会社で様々な業種のクライアントの
マーケティング戦略や販売促進施策に携わ
ってきました。能力開発や会計、財務につい
ても多くを経験しています。早期退職後、自
身のキャリアを確認するために中小企業診
断士に登録しました。中小企業の持つ潜在
力を開花させるために、仕事の幅をさらに広

げながら、経営の針路を示すコンパスのような役割を目指したい
と思っています。keiei-compass.com

塩田 純一 （しおた じゅんいち）

新入会員自己紹介新入会員自己紹介
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　2018年5月に入会しました天谷（あまや）
です。診断士になり１年が経過しました。企業
内診断士ではございますが、社内外で必要と
してくださる方々のお役に立ちたく日々精進
しております。診断士の世界に飛び込み、こ
の１年で沢山の先輩方と名刺交換していた
だきました。皆様にもっと知って覚えて頂け

るように、協会活動は積極的参加、仕事は丁寧に行きたいと思いま
す。どうぞご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

天谷 浩人 （あまや ひろと）
　昨年５月に入会した井上陽介です。現在、
協会の広報委員としてパブリシティやプレス
リリース、協会Facebookページを担当して
います。協会主催のイベント・セミナーや診
断士の活動などを広く情報発信していく所
存です。発信したいネタがあればぜひお声が
けください。なお、私は本誌の６ページ「ただ

いま修行中」にも登場しています。そちらもご覧いただければ幸
いです。

井上 陽介 （いのうえ ようすけ）
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　はじめまして！サラリーマン生活２９年、シ
ステム畑を歩いてきましたが、診断士取得を
機に昨年５月５日に副業で開業しました。こ
の１年受託した仕事はセミナー１回のみでし
たが、今年は周りの先輩の方達のように仕事
を沢山増やしていきたいと考えております。
最近茶道をはじめましたが、家族には２回で
辞めるだろうと言われています（笑）。

　夢は「すべての子供が笑って暮らせる世の中をつくる」ことで
す。よろしくお願い致します。

末政 太士 （すえまさ ふとし）
　昨年４月に診断士登録、同６月に入会致し
ました竹上と申します。私は音楽・映像・イベ
ント・広告の企画会社に25年勤務し、昨年4
月から灘区民ホールに勤務。現在、前館長か
ら事業承継を受けているところです。前職で
12年間、経営に携わってきたことと、無から
有を生むビジネスであったことから、経営計
画、組織改革、商品企画、広報を軸に支援業

務に取り組んでいます。ジャズの街神戸推進協議会委員、イベント
業務管理士1級、経営管理修士

竹上 　勲 （たけがみ いさお）

　1951年京都生まれの大阪育ち、㈱大林
組を定年退職後、昨年日本生産性本部の診
断士養成課程を修了し、「くれはの経営コン
サルタント」を開業しました。建設会社では、
主に首都圏の再開発工事の土木現場の施工
を指揮しておりました。今後は、①中小企業
の経営支援、②生産現場の安全、③地域活性
化の支援、以上３つの領域で診断士として貢

献することを目指しています。よろしくお願いします。
【４月からHPを開設しブログを始めました。
　URL:https://www.crehano.com/】

出島 廣和 （でじま ひろかず）
　これまで中小企業の製造業で管理部門の
業務に携わってきました。人事労務、総務はも
ちろん、法務、安全衛生など非常に幅広く、そ
して経営者に近いポジションで業務を行って
きたことが特徴と考えています。そして、今後
はこれらの経験を活かして、人や組織に関わ
る分野を中心に中小企業の経営者の方が何
でも相談したくなるような、信頼された企業

支援の活動をしていきたいと考えています。どうぞ宜しくお願い致
します。

富田 和也 （とみた かずや）

　2018年10月に診断士登録、当協会に入
会しました中島正貴と申します。神戸市在住、
関西学院大学商学部卒、現在は農林系金融
機関に勤務しております。企業内では、中小
企業向け融資営業や審査部門を経験しまし
た。当協会が開催するセミナーやスキルアッ
プイベント等に参加し自己研鑽に励みつつ、
診断士として何か小さなことでもいいのでお

役に立いたいと思っています。まだまだ未熟ですがご指導よろしく
お願いいたします。

中島 正貴 （なかじま まさき）
　広告費ゼロでマスコミでＰＲし、売れ続け
る仕組みをつくる、商品出世ＰＲプロデュー
サー。広告代理店で32年間広告・販促を担
当し、中小食品メーカーへ転職。ほぼゼロか
ら広報部署を立上げ、マスコミから門前払い
されながらノウハウを蓄積、独自の広報マニ
ュアルを完成。半年で新聞雑誌掲載17件、
売上前年比160％に貢献した後、独立。開

店休業状態を経て、４か月のコンサルでＮＨＫや新聞・ＷＥＢなど
14件のマスコミ掲載を獲得するなど活躍中。

中島 史朗 （なかしま しろう）

　はじめまして。鱧谷友樹と申します。2017
年に中小企業診断士に登録、昨年本協会に入
会致しました。これまで、システム関連会社で製
造業向けの基幹システム構築とその運用に従
事し、ユーザー企業の業務の整理やベンダーと
の調整を行っています。企業内診断士です。
休日は宍粟市や京都の亀岡で山林手入れのボ
ランティア等をしております。マイブームはとに

かく歩くことです（15,000～20,000歩）。どうぞよろしくお願いい
たします。

鱧谷 友樹 （はもたに ゆき）
　IT企業にて、システム開発、法人営業を経
て、現在は経営企画を担当し、中期経営計画
の策定・実行支援、重要業績評価指標（KPI）
の策定・運用などに従事しています。兵庫県
立大学大学院（養成課程・MBA）修了後、
2018年4月に中小企業診断士登録をしま
した。社外での診断士活動に対しても積極
的に取り組み、地元兵庫県に貢献できるよう

になりたいと思います。よろしくお願いいたします。

橋本 幸恵 （はしもと ゆきえ）

　昨年4月に診断士登録し、昨年6月に入会
しました。基幹システムのSE、大手企業向け
コンサル、中小企業向け再生支援等を経て、
独立しました。独立して6年目です。独立後
は大手・中小企業問わず、ご支援をさせて頂
いております。主な経験分野は事業再生、業
務・組織設計、IT導入です。最近は旅館・飲食・
小売等のBtoC企業が多いです。強みは顧

客への成果にこだわり、単なる支援に留まらず、一緒になって、改
善を行えることです。

廣田 有樹 （ひろた ゆうき）
　飲食業界で経営を学んだ後、神戸でCRM
コンサルタントを始めたのがきっかけで、コ
ンサルタント歴は13年目となります。現在
は主に中小企業の経営改善計画策定を中心
に経営全般の支援をしています。得意分野
は、ＩＴを活用した顧客管理、事業計画策定に
よる組織力強化、資金繰り改善です。4月か
らひょうご産業活性化センターで専門相談

アドバイザーとして従事しております。毎週金曜日に在籍しており
ますので、お気軽にお越しください。

肱岡 直美 （ひじおか なおみ）
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　2018年5月入会させて頂きました松本
と申します。丹波篠山市出身、川西市在住で
す。電気メーカーに勤務しながら独立を目指
し活動しています。営業、マーケティング、事
業戦略＆計画立案、商品企画、社内ベン
チャーに携わってきました。ある商品のマー
ケティング責任者時代にはヒット商品のリ

リースも経験し、一方で商品リコールや組織・会社が消滅する苦し
みも味わいました。豊富な経験を元に地元企業様のご支援に頑
張って参ります。

松本 泰良 （まつもと やすよし）
　平成9年、診断士登録。メーカー、小売業
で業務経験を蓄積してきました。物流、貿易
実務、経営管理、人事労務管理、債権管理等
が主たる業務経験です。取引先への経営指
導等を通じ、診断経験は多種であり、長きに
わたります。なかでも、Ｍ＆Ａで買収先人員
を受け入れる経験は多数あります。M&Aは

契約が終わりではなく、始まりです。意外とこの経験を有する方は
少ないように思います。私の経験がお役に立てばと思います。

村上 　顕 （むらかみ あきら）

　独立開業して２年半、過去の銀行員経験と
長年学んできたコーチングのスキルを活か
し、キャッシュフローコーチとして活動してい
ます。中小企業診断士という職業は自由度
が高いので、前職の生命保険会社で経験し
たコンプライアンスやリスク管理といった知
識も活かし、肩書きに拘らない自由な発想で

色々な仕事に挑戦していきたいと考えています。今年は、保険会
社から代理店のコンプライアンス点検業務の委託を受けており、
これを極めたいと考えています。

八木 敏文 （やぎ としふみ）
　はじめまして。山本顕一と申します。神戸
市を中心に、「しごと改革コンサルタント」と
して経営者に寄り添いながら、「経営者」と
「従業員」と「社会」の三方良しを実現できる
仕事環境の改善支援を行っております。私
鉄系列ホテルマンと産業用機器メンテナン
スという、傾向の異なる現場に関わってきた

職務経験から、現場組織における「ひと」の活用が得意分野です。
軽いフットワークで、兵庫経済の発展に貢献してまいります。

山本 顕一 （やまもと けんいち）

　皆さま初めまして。2018年4月に入会し
ました米本幸平です。昨年9月末付で33年
間勤務していた会社を選択定年で退職後、
約半年間の充電期間を経て、今年の4月に
ライスブック・コンサルティングファームを立
ち上げ独立開業しました。専門はマーケティ
ング経営と人材育成で、イノベーション創出

を組織的な取り組みにすることが得意分野です。研修・セミナー講
師も積極的に手掛けていきます。これからジャンルを問わず、数多
くの新しいことにチャレンジしたいと思います。どうぞよろしくお
願いいたします。

米本 幸平 （よねもと こうへい）
　業務効率の改善、働き方改革、ワークライ
フバランスを専門としています。企業や自治
体、金融機関へのセミナー・研修等をしなが
ら、入会前年に兵庫のプロコン育成塾で学
んだことを糧にコンサルティングにも励んで
います。モットーは「仕事を楽しみ、その背中
を子どもに見せること」。最近、休日には小５

と小２の息子達を連れ、慣れない釣りに繰り出しています。協会の
皆さま、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

山本 利映 （やまもと としえ）

このほか、 阿部馨、阿部恭三、沖野智子、佐藤悦弘、澤谷義則、谷井友海、土屋達郎、中村真、
濱正和、山根知典、吉田尚平の11氏も入会されました。

平成30年12月1日以降に、次の方々が退会されました。（敬称略・順不同）

青木宏人、安藤学、江尻幸雄、及川朗、逢坂なつ紀、大草吾朗、黒野秀樹、柴崎知己、清水和也、

杉浩行、高越宏和、高橋伸明、樽谷昌彦、内藤響、中井嘉樹、長井秀樹、中尾博一、中原誠、畑啓之、

原田友康、福田勇磨、藤崎麻美子、藤本正一、増田浩士、山本優

（退会された方々）
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　（一社）兵庫県中小企
業診断士協会第8回社
員総会が、令和元年5月
22日に神戸市産業振興
センターにおいて開催さ
れました。
　開会挨拶に続き会長

の挨拶で議事は始まりました。なお、この日提出されま
した議案は以下の通りです。
・第1号議案「平成30年度事業報告書及び決算計算
書に関する件」
・第2号議案「令和元年度事業計画（案）及び収支予算
（案）に関する件」
　これらの各議案について、報告・提案がされ、いずれ
も採決の結果、可決承認されました。
　その後、（一社）中小企業診断協会会長表彰があり、
当協会から３名の方が本会に出席、表彰を受けました。
また、ご来賓として臨席いただきました兵庫県産業労
働部産業振興局・局長 西躰和美様、（公財）神戸市産業
振興財団・常務理事 川田誉史子様よりご祝辞を賜りま
した。最後に、高槻副会長が閉会のあいさつを行い、

第8回社員総会は滞りなく終了いたしました。
＊　　　　＊　　　　＊

　総会終了後、神戸市産業振興センター・レセプション
ルームに会場を移し懇親会が催されました。
　懇親会には、当協会と関係の深い機関・団体から多
数のご来賓の参会をいただき、ご来賓を代表して（公
財）ひょうご産業活性化センター・理事長 赤木正明様、
（独法）中小企業基盤整備機構・近畿本部長 内山崇様
より、地元中小企業に対する当協会の経営支援活動に
ついて、期待のお言葉をいただきました。
　参会した会員諸氏は、ご来賓の方々との対話を通じ
て交流を深めさせていただくとともに、有意義な時間
を過ごしていました。

(一社）兵庫県中小企業診断士協会　組織図

総 務 委 員 会 広 報 委 員 会 会員研修委員会 受託開発委員会

委 員 長 ： 志水　功行 委 員 長 ： 湯浅　伸一 委 員 長 ： 伊藤　康雄 委 員 長 ： 植田　訓行

副　会　長 高槻　仁志

会　　長 柴谷　真治

事　　務　　局
事務局長 ： 楫野　渉
　　田中　幸子

創業補助金プロジェクト

社　　　　員　　　　総　　　　会

理　　　　事　　　　会

（会　　長）柴谷真治
（副 会 長）高槻仁志
（常任理事）志水功行、 湯浅伸一、 伊藤康雄、 植田訓行
（理　　事）堂山一成、 上田育功、 上山芳樹、 塔筋幸造、 稲葉晃、 玉島剛、 田中秀和、 乾竜夫、 瓶内栄作、内藤敏
　　　　　西本文雄、 西口延良
（監　　事）蔭山正至、 相良糺

会 　　員 、 自 治 体 ・ 各 種 団 体 、 地 域 中 小 企 業 ・ 事 業 者 等

第 8回  社員総会を開催
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診断士になったきっかけ
　きっかけは、11年間勤
めた兵庫県庁から民間企
業に転職したことでした。
転職先は30人規模のビル
メンテナンス会社で、総
務部長として人事や労務、
経理など管理部門を統括
することになりました。県

庁での総務部門の経験はありましたが、同じ「総務」
でも公務員と民間では勝手が違い、ほぼゼロからの
スタートでした。また同時に、会社の新規事業である
「物販事業部」の立ち上げも任されていました。
　融資を受けるための新規事業計画づくりや就業規
則の全面改訂、新規取引先の開拓など、毎日が試行
錯誤でした。そんな中で「経営全般に関して体系的に
学ぶ必要がある」と強く思うようになり、中小企業診
断士という資格の存在を知り、チャレンジすることを
決めました。
　当時は自宅から会社のある京都まで、毎日２時間以
上かけて電車通勤しており、この時間を勉強に充てま
した。勉強した内容が実務に直結することも多く、幸
い独学で1年半ほどで合格することができました。

初めての独力での経営診断
　診断士として登録後、協会の行事に参加していた
時に、先輩診断士から協会主催の「プロコン育成塾」
があることを聞きました。「自分にはまだ早いのでは」
とも考え、少し迷いましたが、最終的には「より実践
的な、現場で通用する能力を身に着けたい」という
思いから入塾を決めました。
　「プロコン育成塾」では独力で経営診断を行う実習
があります。私の診断先は製造小売業の企業でした。
その企業では、日々の製造や販売に関する記録をノー
トに手書きしていましたが、これまでにその記録を振

り返ったことはありませんでした。その一方で、経営
者は労務費や在庫の増加に頭を悩ませていました。
　このため、まずは販売記録のノートを１年分お借り
してデータ化しました。次の訪問時にその分析結果を
経営者に説明したところ、「記録を振り返ることで新
たな気づきがあった」と喜んでいただけました。その
ことが信頼関係の構築に大きく寄与しました。以降は、
経営に関するさまざまな情報を提供していただくこと
ができました。
　最後の診断報告会では、過去の商品別の製造・販
売実績や粗利益率などを基に作成した年間製造計画
を提案の柱の一つとしました。報告会後、経営者から
「味方だと思える人に初めて相談できた」と言ってい
ただけたことは嬉しく、自信になりました。

目指すコンサルタント像
　現在、「ビー・コンサルティング」という屋号で活
動しています。「ビー」は「being（＝あり方、存在）」
という言葉から取りました。経営者の良き相談役とし
て、「企業のあり方をともに考え、ともに創っていく」。
そんなコンサルタントになりたいです。
　また、少子高齢化や東京一極集中により、兵庫県
でも人口減少が続いています。Iターンしてきた身と
しては、企業の経営支援を通じて地域の活性化に少
しでも貢献できればと考えています。
　とは言え、修業は始まったばかりです。まずは一つ
一つの仕事に真摯に取り組み、コンサルタントとして
のウリや能力を磨いていきたいです。

【プロフィール】
1974年11月生。京都大学大学院農学研究科修了後、
建設コンサルタントを経て兵庫県に入庁。その後ビル
メンテナンス会社に転職し、現在は同社取締役。県広
報課時代に情熱をかけたパブリシティが得意。好きな
ものは猫、日本酒、芋焼酎。趣味は未知の料理を作っ
て食べること。

ただいま修行
中

ただいま修行
中

井上 陽介 さん

経営者の良き相談役として「企業のあり方」をともに考える

　ご紹介するのは、当協会の広報委員を務めている井上陽介さんです。東京都出身の井上さんですが、学生時代
を京都で過ごしたことがきっかけで関西の魅力にとりつかれ、現在は兵庫県を中心に活動しています。

《第2回》 



117

7

1月～5月

ニュース
■ 令和元年度の「スキルアップセミナー」が始動
　旬のテーマや協会会員の求めるテーマなどで実施し
好評の「スキルアップセミナー」が本年度も始まりまし
た。去る5月25日に開催された本年度第１回目のテーマ
は、神戸密着経営代表・ 西口延良 氏による「財務分
析・金融機関交渉支援の理解と助言スキルの獲得」。
　同講師のセミナー昨年度も好評で、アンコール開催を
実施したという折り紙つきです。今回も大きな反響があ
り、本年度も好調なスタートとなりました。

■ 平成30年度「調査研究事業報告会」を開催
　去る2月27日（水）神
戸市産業振興センター
において、平成30年度
に実施した調査研究事
業の報告会が開催さ
れました。今回のテー
マは「地域経済の自立
的循環に資する地域商

業活性化について～空き店舗問題に内包される地域商
業が抱える課題と対策～」というものです。メンバー全員

が手分けをして、県下の商店街をつぶさに調査・分析しま
した。なお、調査結果をまとめた報告書が公式サイトに公
開されています。ぜひご参照ください。

■ 第15期「プロコン育成塾」の募集開始
　民間企業と直接契約をし活躍のできるコンサルタントの
プロフェッショナルを目指す「プロコン育成塾」第15期が募
集開始となりました。講座だけでなく、実際に企業のコンサ
ルティングを実践したり、また、塾生がプロとして独立するた
めに必要な個別のビジネスモデル作成も支援するという実
践的・個性的な講座として、県下だけでなく、県外からも多く
の参加者が集まっています。

■ ものづくり＆ＳＣＭ研究会がオープンセミナーを開催（6月29日）
　当協会の研究会である、ものづくり＆ＳＣＭ研究会がオ
ープンセミナーを開催します。テーマ
は「2019年版ものづくり白書の概
要」で、講師を経済産業省製造産業
局・ものづくり政策審議室より課長補
佐・住田光代氏が務めます。詳しくは、
当協会の公式サイトをご覧ください。

受託開発委員会
委員会開催日 主な議題
2月13日（木） 受託開発委員会会議開催；年度末受託実績予測

【事業報告】
平成30年度は、受託金額が6千万円強となりました。これは一重
に会員の皆様からのご協力の賜物と思料しています。令和元年の
おきましても受託予想金額として5千万円を目安に活動を行うこ
ととしております。会員の皆様にはより一層のご協力を賜りたくお
願い申し上げます。

4月10日（木） 受託開発委員会会議開催；今年度の受託実績予測

委員会開催日 主な議題

1月8日（火）

2月5日（火) 新年会の振り返り、総会、協会会計、
理論政策更新研修、新入会員歓迎会

新年会、協会会計の収支報告、経営実務診断、
新入会員歓迎会

4月2日（火）
総会、協会会計、理論政策更新研修、
新入会員歓迎会、診断士の日イベント

【事業報告】

3月7日（木） 総会、協会会計、理論政策更新研修、
新入会員歓迎会

5月7日（火）
総会、協会会計、理論政策更新研修、
新入会員歓迎会、総務委員会の情報共有化

新年会を実施しました。
理論政策更新研修、経営実務診断等の準備に入っています。

委員会開催日 主な議題

2月12日(火)

3月11日(月) 新年度方針・予算検討、展示会出展、協会PR動画作成、来年度の役割分担

平成31年度診断ひょうごの企画、新年度方針・
予算検討、展示会出展、協会PR動画作成

5月10日(金) 診断ひょうご6月号校閲、展示会出展協会PR動画作成
【事業報告】

4月 8 日(月) 診断ひょうご6月号内容検討、展示会出展、協会PR動画作成、日刊工業新聞のメールマガジン

今年も、国際フロンティア産業メッセ出展に向けて準備を進めて
います。新たに協会をPRする動画を作成しています。

委員会開催日 主な議題

1月28日（月）

2月25日（月）

3月25日（月）

【事業報告】

平成31年（令和元年）度のスキルアップセミナー
に関する打ち合わせ、調査研究事業に関する打ち
合わせ、新年度の中小企業診断士の日のイベント
に関する打ち合わせ

日本銀行神戸支店長による講演会・企業内診断士
まつり“ｗａｓｓｈｏｉ”の開催準備、調査研究事業の
進捗状況確認
平成31年（令和元年）度の事業計画の準備、新年
度の中小企業診断士の日のイベントに関する打
ち合わせ

平成31年（令和元年）度のセミナー開催計画の
策定、調査研究事業の進捗状況確認

日本銀行神戸支店長による講演会、企業内診断士まつり“ｗａｓｓ
ｈｏｉ”を好評のうちに開催することができました。また、外部施設
見学会として下村酒造店酒蔵見学会を開催し、仕込み時期の蔵
の中の様子を詳細に説明いただくとともに、今日の日本酒業界
の状況などのお話も伺うことができました。
令和元年も引き続き魅力あるセミナーを開催していきます。

・

・

4月 8 日（月）

講師の住田光代氏

イベントで賑わう商店街
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　この5月、平成から令和への改元が多くの人に歓迎されました。令和の「令」は万葉集の「令月（れいげつ＝よい月）」から、
「和」は同じく「風和ぎ（やわらぎ＝風がやわらかい）」から構成されているそうです。私たち中小企業診断士は企業をよりよい
方向に導くために、新たな風を捉え、支援機関・団体の皆様と調和し、ともに次の時代につなげていく所存です。（稲）

※開催日は原則、第１土曜日　時間 ： 14:30～17:00（1、5、8、12月除く）
※連絡先 ： 三村 光昭　QZE02753@nifty.com

7月15日(月) 工場ライン視察 製造部長小倉氏ダイキン工業

9月 7 日(土) ①書籍紹介
②事例発表

①藤崎麻美子氏
②大口憲一氏県民会館

ものづくり&ＳＣＭ研究会
日　  時 場　  所 テ　ー　マ 講　　師

「業種別審査辞典」便利ですよ！ご活用ください
　協会事務局に「業種別審査辞典（ＤＶＤ版）」が常備されていることをご存知ですか。1472業種、国内
の事業者が営む大半の業種の業界情報や基本的な指標などが手軽に閲覧できる優れモノの資料集
（辞典）です。
　これから診断を進めようとする時、業界にアプローチしようとする時、事業計画書や各種書類の審査や
作成の支援の際、企業が属する業界の概要を手早く、的確につかむには絶好の資料になります。多くの
会員の方が、図書館などで調査されていると思いますが、協会事務局には、便利なデジタル資料がいつ
でも使えるよう準備されています。もちろん、市販の資料ですので誰でも購入できますが、改訂の度に
（次回は来年の3月ごろの予定）20万円の経費は少 「々痛い」という方は、一度ご利用してみてください。

今後の予定

理論政策更新研修（前期）

理論政策更新研修（後期）

8月23日（金）

9月14日（土）

協会行事 セミナー

6月22日（土） 新入会員歓迎会＆協会員交流会

主催・場所

神戸市産業振興センター

神戸市産業振興センター

ザ マーカススクエア 神戸

兵庫県民会館 過去調査研究の振り返り
統計手法の研究7月2日(火)

ＨＲＭ研究会（Human Resource Management 人的資源管理） 

企業内診断士について、各方面からの協力を得ながら研究活動を実施しています
※開催時間：19:00～21:00 原則第１火曜日を設定しておりますが、６月を含む
日程については、現在協議中につき変更の可能性があります
上記日程以外にも、大学や関係機関との研究交流などを随時実施
※連絡先： 瓶内栄作　e-kameuchi@plus-logista.com

日　  時 場　　所 テ　ー　マ 講　師

瓶内栄作氏
永久修氏

兵庫県民会館 過去調査研究の振り返り
質的調査手法の研究8月6日(火) 瓶内栄作氏

神戸市産業振興
センター905号室

テーマ未定
テーマ未定7月8日(月)

プロコンスキル研究会

開催日は原則、奇数月の第２月曜日　時間 ： １８：３０～２０：３０
※連絡先 ： 板垣 大介　d.itagaki@logi-ya.jp
（参加はプロコン育成塾修了者と講師に限ります）

日　  時 場　　　所 テ　ー　マ 講　師

松田淳氏
内藤敏氏

診断技術向上研究会

製造業の
「Ｍ＆Ａを考えてみる」７月11日(木) 神戸市産業振興

センター906号室

※開催日 ： 原則第2木曜日　時間 ： 18:30～20:30
※連絡先 ： 代表 楠田 貴康（くすだ たかやす） tkusuda2002@gmail.com

日　  時 場　　所 テ　ー　マ 講　師

楠田貴康氏

スキルアップセミナー（会員研修委員会主催）

事業承継の概要と
コンサルティングの基本7月27日(土) 神戸市産業振興センター801号室

※連絡先：代表　伊藤　康雄　ito@clrstm.co.jp

日　  時 場　　所 テ　ー　マ 講　師

高橋秀仁氏

  

青年部会

スキルアッププレゼン7月1日（月） 神戸市勤労会館

※開催日 ： 原則、第1月曜日　時間 ： 19:00～21:00
※参加資格 ： 49歳以下の会員
※連絡先 ： 東松 英司　e.toumatsu.7m@gmail.com

日　 時 場　　所 テ　ー　マ 講　師

参加者全員
スキルアッププレゼン8月5日（月） 神戸市勤労会館 参加者全員

8

地域産業活性化研究会

今年度の活動テーマの
検討7月3日(水) 神戸市産業振興センター804号室

※開催日 ： 原則第１水曜日　時間 ： 18:30～20:30
※連絡先 ： 代表  大場 一正　kohba@alles.or.jp

日　  時 場　　　所 テ　ー　マ 講　師

研究会員
全員

ＨＯＯ経営研究会

事業承継事例研究7月16日（火）
18：30～20：30

神戸市勤労会館
404号室

開催日は原則、奇数月第3火曜日
代表 福島 繁　※連絡先 ： 中島 和樹  nrj21477@nifty.com

日　  時 場　　所 テ　ー　マ 講　　　師
中小企業診断士
高橋秀仁氏

（アシスト2代目）

日　　時 予　　　定

※各スケジュールは変更になることがあります。


