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設 立 1 0 周 年、記 念誌で歴史を刻む
一般社団法人 兵庫県中小企業診断士協会会長

会員の皆さま、今年の社員総会はリモート開催とな
りました。2年続けて直接お話をする機会がなくなり、
誠に残念でなりません。
前期は新型コロナ禍のため、協会活動が大きく制約
された1年でした。多くのイベントやセミナーが中止や
リモート開催になりました。なにより、新入会員歓迎会
をはじめとした会員同士の親睦を深める場がなくなっ
てしまったことが、最大の痛手です。お互いの人となり
を知ることが、協会の活動が円滑に行われ、求心力を
保つことにつながるからです。
さて、今期ですが、ゴールの見えない不透明感は当
分、払拭されそうにありません。そんな中、当協会は設
立10周年を迎えます。旧支部（社団法人中小企業診断
協会兵庫県支部）から新法人（一般社団法人兵庫県中

湯浅

伸一

小企業診断士協会）への移行は、様々な苦労がありま
した。この間の記録を後世に伝えるべく記念誌の発刊
を予定しています。協会について考えるきっかけになれ
ば幸いです。また、
「ウィズ・コロナ」
「ポスト・コロナ」
の時代に対応したノウハウの蓄積や、研究会活動への
支援も考えていきます。一方、支援機関からの期待に
応え、かつ支援先企業の満足度も高めるため、会員の
コンサルティングスキルの底上げ、向上にも力を入れて
いきたいと思います。皆さまのご参加、ご協力を期待し
ています。
10周年を多くの方と振り返り、未来の協会について
語り合える日が1日も早く訪れること、そして皆さまや
ご家族が健康であることを祈念したいと思います。頑
張りましょう。

緊急事態宣言下、第10回社員総会をオンラインで開催
コロナ禍による中小企業診断士へのニーズの高まりへの対応を提案
兵庫県下の緊急事態宣言が延長となったため、5月
20日（木）の社員総会はオンライン開催となりました。
当日は、開会宣言に続いて湯浅会長より挨拶があ

続いて、「一般社団法人中小企業診断協会会長表
彰」、関係機関よりの祝辞が披露され、総会は無事終
了しました。

り、その後、以下の議案についての報告・説明と質疑
の時間が設けられました。
・ 第１号議案

令和２年度事業報告及び、貸借対

照表、損益計算書の承認に関する件
・ 第２号議案

令和３年度事業計画（案）及び収支

予算書（案）の承認に関する件
新型コロナウイルス感染症対する会員の安全確保や
新しい活動方法の開拓・定着、コロナ禍による中小企
業診断士へのニーズの高まりへの対応、などが提案さ
れました。その後、各議案とも賛成多数により承認さ
れました。
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新 会 員 のご 紹 介
石野

稔（いしの みのる）

植村 昭男（うえむら あきお）

昨年5月に入会しました石野稔と申します。14年間金

植村昭男と申します。
２０２１年１月に東京から兵庫県豊

融機関に勤めて営業・営業支援・新規事業に携わり、退

岡市の実家に転居し、新たに入会しました。
１９５７年生まれ

職後に家業鉄鋼問屋に入り10年経過した企業内診断

の現在６４歳。食品メーカー定年後、東京都中小企業診断

士です。この度故郷ひょうごの協会に入会出来ましたの

士協会の実務補習運営委員を２年程、東京商工会議所墨

で、地元に少しでも貢献したい一心です。同じ中小企業

田・台東支部等で持続化補助金窓口専門相談、墨田区役

経営者としての目線で、特に事業再生・承継の分野でお

所でコロナ関連融資相談窓口支援業務などを務めまし

役に立てればと考えておりますので、皆様どうぞ宜しく

た。趣味は映画、
音楽。テレビは
「酒場放浪記」
。最近話題の

お願い致します。

地元の演劇も楽しめればと思います。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

大西 規生（おおにし のりお）

岡部 清一（おかべ せいいち）

はじめまして。大西規生と申します。診断士として、今

大手建築内装材メーカーに永年勤務し、営業・財務・人

年10年目を迎えました。元々Ｉ
Ｔ業界にて、顧客常駐の

材育成・組織管理等のほか、大型GMSから小規模店舗の

技術者として、システム導入・開発・運用などを担当し

出店計画
（新店・改装）、設計デザイン、工事監理、開業運

ていました。現在は、製造業を中心に、現場改善支援（５

営までを一貫して経験し、店舗開発、運営改善・経営管理・

S、
ムダ取り、段取り改善など）、製品QCD改善支援、業

まちづくノウハウ提案や建設専門工事卸業様、設計事務

務改善支援、IT導入・運用支援など、伴走型の支援に

所様の経営改善を得意としております。今後は、事業承

10年超従事しています。皆様、
どうぞよろしくお願いい
たします。

継士としても力を発揮し、中小企業の皆様のお力になれ
るよう頑張りたいと考えております。皆様、何卒宜しくお願い申し上げます。

清田 峻吾（きよた しゅんご）

小林 道明（こばやし のりあき）

はじめまして。
２０２０年６月に入会しました清田と申し

初めまして。昨年兵庫県立大学院（登録養成課程・

ます。総合電機メーカに勤務する企業内診断士として

MBA）
を修了し、診断士登録しました小林道明と申しま

活動を進めております。専門は知的財産であり、製造

す。大阪の企業に勤務し、今まで主に経理部門で、中期

業における１５年以上の知的財産実務経験を活かし、中

計画や予算策定、決算財務諸表作成・分析、資金管理、

小企業の成長に貢献して参ります。現在は特に、新規

購買、業務プロセス構築等に携わってきました。業務経

事業立ち上げ時のビジネスモデル保護を中心に活動

験を活かしながらも、皆様との交流の中で新しい知識・

しており、各種補助金の申請や、新規事業開発・起業の
支援を行なっております。皆さまこれから是非よろしくお願いいたします。

坂下 英樹（さかした ひでき）

考え方を吸収し、少しでも有意義な価値を提供できる
診断士を目指したいと思います。
よろしくお願い致します！

澤井 正之（さわい まさゆき）

長年農機メーカーで、赤字事業所やストで揺れる海

澤井正之と申します。製造業の情報システム部門、監

外子会社の再建に取組んできました。いずれも社員と

査法人、
システムベンダー等を経て、現在飲料メーカー

信頼関係を築き、課題を共有しモチベーションUPを図

の監査部に所属しています。また、副業として専門知識

り教育を実施し改善を導入することで、組織が活性化し

を活かし情報セキュリティマネジメントシステム構築支

自律的な組織となり生産性、品質や安全が向上し再建

援、内部統制構築支援(J-SOX対応)、内部監査受託等

が成りました。社員を巻込んで課題を共有し、向かうべ

を行っています。ご相談がございましたら、お気軽にご

き方向性を示すことで改革が成ります。
グローバルで先
行き不透明な時期こそ社員の方と結束し支援させて頂きたいと考えます。

塩川 圭祐（しおかわ けいすけ）

連絡いただけましたら幸いです。どうぞよろしくお願い
いたします。
（E-mail：sawai.tdyk@gmail.com）

竹添

晃（たけぞえ あきら）

皆様はじめまして。塩川圭佑と申します。2016 年に

はじめまして。昨年４月に入会しました竹添と申しま

中小企業診断士に登録後しばらく活動しておりません

す。中小企業診断士として活動を始めた途端、
コロナに

でしたが更新をきっかけに再開しようと協会に入会致し

よる非常事態宣言で出鼻をくじかれました。とはいえコ

ました。現在は電機メーカーに勤務している企業内診

ロナに負けてはいられせん。現在は主に、SDGsの実装

断士です。生産管理、生産技術、製造現場のIT化などの

支援と事業の再構築支援を行っています。神戸、明石を

業務に従事しております。出身、大学、勤務先も県内の

中心に、加古川、姫路、西播地区で活動しています。よろ

ため、地元の兵庫県に少しでも貢献できるようになりた

しくお願いします。URL：https://seico-p/jp

いと思います。
よろしくお願いいたします。

伊達

寛（だて ひろし）
昨年4月に入会させていただきました伊達寛と申し

2020年度に入会させて頂きました徳山和弘と申し

ます。現在は神戸市北区で樹木医兼中小企業診断士と

ます。現在は製造業で国内外からの部品調達業務、契

して活動しています。企業勤務時代には、大手アパレル

約業務、品質不具合対応業務等に携わっております。業

メーカーの緑化部門にて公共緑化植物の流通に携わ

務で中小企業の取引先と接する機会が多く生産改善

り、営業職歴28年。その後本社CSR推進室に異動して

活動にも取り組んでおります。まだまだ未熟な点が多

リスクマネジメント、環境マネジメントなどを担当しまし

く実力が足りておりませんが、今後ともご指導のほど

た。販売管理、与信管理のほかESG分野の経験を活か

何卒よろしくお願い致します。

したご支援ができればと思います。今後とも何卒よろしくお願い致します。
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豊田 孝治（とよた こうじ）
昨年10月に入会しました。国内・海外産業資材メーカー

豊岡市在住の永澤一博と申します。2020年10月に
登録し、11月に入会しました。公的支援機関に勤めてい

グに携わり、BtoBマーケティング戦略策定、人材育成等

ます。金融機関の勤務経験もあるため財務分析が得意

の業務も経験しました。2019年12月に独立して、その

です。経営者の思いや悩みを整理して言語化すること

後、2020年5月に診断士登録しました。現在は、小規模飲

も得意です。経営者の可能性を信じ、思いや悩みを整

食店の支援を中心に携わっています。今後は、積極的に協

理しながら強みを引き出すことが支援方針です。業種

会内で委員会や研究会に参加していくことで、様々な出

や従業員規模を問わず幅広く支援ができるプロコンサ

長縄 真吾（ながなわ しんご）

ルタントになりますので、
ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

西川 和予（にしかわ かずよ）

愛知県生まれ、神奈川県育ちの51歳です。
２０２０年５

2020年4月に入会しました西川和予です。大手電機

月に診断士登録、診断技術向上研究会に所属していま

メーカーで20年以上開発業務に従事した後、ベンチャ

す。国際協力を実施する公的機関に所属しており、2年

ー企業に転職するも倒産を経験しました。それがきっ

半前より神戸に転勤し、中小企業の海外展開支援業務

かけで中小企業経営者やそこで働く人々のお役に立

に携わっております。グアム、
ミャンマー、ベトナムでの

ちたいと考え、キャリアコンサルタント＆中小企業診断

駐在経験があります。趣味はジャズドラムです。社長の

士として開業しました。得意分野は、創業・第二創業・新

想いに寄り添って支援できる診断士を目指します。
ご指
導の程何卒よろしくお願いいたします。

前原 隆功（まえはら たかのり）

製品開発の支援です。孤独な経営者の一番の相談相
手、
かかりつけ医を目指します。

丸岡

健（まるおか けん）

2020年に中小企業診断士として登録しました。よろし

商社系IT企業でソリューションビジネスに従事。専門

くお願いします。私は、1968年神戸生まれ。大学卒業

はＢＰＲ
（ビジネスプロセスリエンジニアリング）
で、
これ

後、̀91年入社した精密機器メーカーで、商品開発部門

まで企業内診断士として製造業主体に提案活動を行っ

で電気回路設計を担当。̀96年にＩＴ企業に転職。サーバ

てして参りました。既知の通り、事業継承が社会課題に

ー構築などインフラ系ＳＥ、プロジェクトマネージャーを

なっていますが、
この課題クリアは中小企業診断士の

経験後、本社管理/企画部門に従事し総合職としてキャリ

使命ではないのか？との思いが強くなりました。ついて

アを積んでいます。今年4月からはITコーディネータとし

は、出身地の兵庫県でその使命を果たしていきたく入

ても活動を開始しました。経営とITをつなぐ役割を担えればと考えています。

太（もりもと ふとし）

会させて頂きました。何卒、宜しくお願い申し上げます。

山本 哲也（やまもと てつや）

はじめまして。森本太と申します。2020年に診断士登

日本で最も早くフランチャイズを普及させた総合サ

録、同年に協会へ入会、2021年に歩く経営相談所を開

ービス企業にて勤務しています。長年、清掃衛生管理

業しました。人生のほとんどを兵庫県内で過ごしてきま

部門に所属し、清掃スタッフを皮切りに、
フランチャイズ

した。協会を通じ、地元への恩返しがしたい所存です。前

店の育成・指導、事業全体計画策定、新規事業開発を担

職の物流業界では、
「ヒト・モノ・カネ・情報」の見える化

当。特に、営業・新規事業開発を得意分野にしたく取り

に注力してきました。経営者（事業者）
さんとご一緒に夢

組んでいます。リーダーの能力を超える事業成長はな

や目標に向かって歩いていけるコンサルタントを目指し
ています。
どうぞ、
ご指導、
ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

吉村 修二（よしむら しゅうじ）

い と考え、人の成長ありきの支援を実施。趣味は、ゴ
ルフなどアウトドア全般と飲み歩き。よろしくお願いいたします。

吉盛 茂貴（よしもり しげき）

◆職務経験：1988年大学卒業以降、主に精密機器・

令和2年9月に入会いたしました。平成18年診断士

電気電子メーカーにて、経理財務、経営企画、法務、内

登録。平成29年10月に独立し、事業承継・経営改善を

部統制・監査業務、開発管理・品質保証などの実務に

中心に活動を行っています。前職は金融機関で、企業

従事。◆得意分野：事業計画策定・実行支援、経理財

支援の専門部署で11年間、再生支援業務に取り組ん

務、開発管理・品質保証、海外子会社管理など。◆今後

できました。コンサルタントとして経営者と対峙するに

の抱負：多くのパートナー事業者や支援専門家・機関

あたり、自分自身も経営者であるという自覚をもち続

の皆様と協働して、中小企業の第三者事業承継や戦略

けること、
クライアントのために日々成長していくこと

型M&A、SDGｓ対応、海外展開支援等に注力して取り組みたいと思ってい

周年

永澤 一博（ながさわ かずひろ）

に20年間勤務し、主に石油化学製品の営業マーケティン

会いと知見を広げていきたいと考えています。よろしくお願いいたします。

森本
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を目標とし、企業の永続発展に向けて全力で取り組みます。

ます。
ご協力ご支援鞭撻の程、宜しくお願い致します。

退会者のお知らせ
令和2年12月1日以降の退会者は以下の通りです。
（敬称略）
退会者 稲谷誠人、稲見友子、内海政嘉、大石正和、河原聡、喜吉雄太郎、工藤雅也、瀧澤精一、
冨田將美、中島史朗、成田将之、山田修身、和田孝博
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委員会・研究会のご紹介
当協会では、
８つの研究会が活動しています。中小企業診断士の活動範囲は、他の士業に比べると範
囲が広く、研究会のテーマも様々です。また、研究会員は、中小企業診断士の経験、世代、得意分野も
様々で、一人ひとりが個性を活かし活動しています。独立診断士だけでなく企業内診断士の会員も多く、
誰でも参加可能です。研究会は自身の知識やスキルを他の会員のために役立てる場でもあります。興味
のあるテーマを見つけ、ぜひ参加をご検討ください。

診断技術向上研究会

地域産業活性化研究会

【活動概要】診断技術向上研究会は、発足後約20
年の、協会では伝統のある研究会です。現在１０名
の会員が年度テーマに基づき研究・議論を重ねて
います。今期のテーマは、
「交流分析」とし、実践で
活かせる手段を学んでいける機会としています。具
体的には、経営者と向き合い、質問を投げかけるこ
とで信頼を築き引き出す。企業診断の実践的スキ
ル向 上を目指し
ます。ご興味のあ
る方、会員同士で
色 々 議 論し 、コ
ミュニケーション
の 輪を拡げませ
んか。
活動日時 原則第2木曜日 18:30〜20:30
【連絡先】
代表 楠田貴康 tkusuda2002@gmail.com

【活動概要】当研究会はこれまで、兵庫県下の市
町を対象に、観光による地域活性化の調査・研究
を続けてきました。
しかしこのたび、主要メンバー引
退に伴う大幅な変革の時期を迎えています。これ
までより少ない人数で、
これまで同様の活動はでき
ません。
しかし、
だからこそ出来ることを模索して、
今後の活動内容を検
討中です。これから始
める新しい取り組みに
参 加 意 欲のある、地
域活性化に興味をお
持ちのみなさま。ぜひ
お気軽にご連絡ください。
活動日時（例）
第1木曜日 19:00〜 ※予定
活動場所（例）
神戸市産業振興センター会議室
及び近隣レンタルスペース、Zoom
【連絡先】
中澤悠平 y-nakazawa@aimable-consulting.com

HOO経営研究会
【活動概要】当会は「兵庫県内に元気企業、オン
リーワン企業を育成すること」を目的に、2003年に
発足しました。現在は、喫緊の課題である「コロナ
ショックと中小企業の勝ち残り対策」について事例
研究を進め、中小企業診断士としてどのような支
援が可能かつ有効かを議論しています。毎回、会
員や外部講師の発表、意見交換を通じて実務に活
かせる知 見を蓄
積しています。今
年 度はこれまで
の議 論を深める
とともに、報告書
として取りまとめ
る計画です。
URL：http://h-o-o.info
活動日時 奇数月第３火曜日 18:30〜20:30
活動場所 神戸市勤労会館、
またはZoom
【連絡先】加藤慎祐 MLD11291@nifty.com

4

プロコンスキル研究会
【活動概要】当研究会は、
コンサルティングのスキ
ル向上とコンサルタントとしての活動のブラッシュ
アップを目的に活動しています。具体的な内容は、
事例発表を基にしたプロコンとして７つのスキル、
「書く」
「聴く」
「質問する」
「話す」
「創る
（企画、
ツール、得意分野）」をブラッシュアップしていきま
す。プロコン育成塾の講師経験者および卒業生
で、
「Give & Take」
の精 神をもって、自身
の得意スキルを前向き
に公開する方、診断士
としての使命感を持っ
た活動を志している方
の参加を歓迎します！
活動日時 隔月第２月曜日 18:30〜20：30
【連絡先】
伊藤勢津子 setsuko159@gmail.com
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青年部会

ものづくり&SCM研究会

【活動概要】若手診断士が「受託」
「研鑽」
「交流」
をテーマに活動する、活気あふれる研究会です。
月例会でメンバー各自が得意分野をプレゼンテー
ションし、知識・ノウハウの共有や能力の向上を
図っています。
「独立して活躍している」
「独立したて」
「独立を
目指している」
「資格
を活かして勤務先企
業で 活 躍している」
「資格を副業にも活か
している」など、多様
なメンバーが所属して
います。見学も歓迎します。
＜参加資格＞満50歳未満の協会会員
＜年会費＞2,000円
活動日時／原則毎月第１月曜日 19:00〜21:00
活動場所／神戸市勤労会館またはオンライン
【連絡先】
青山 雄一郎 aoyama@kig.blue

【活動概要】2013年企業内診断士３名でスタート
しました。診断士資格のみを入会条件とし、年齢、
製造業出身などの条件はありません。最新の情報
共有を企画し、工場見学やゲスト講師も招きます。
Give & Takeの方針で会員同士の情報共有を図
ります。製造業、商社などモノを扱う企業も多く、調
達、製造、保管、物流などに加えて、ICT、営業、労
務など診断実務には実践的なスキルが必要になり
ます。
６月５日は
中小企業庁長
官賞受賞企業
の講演です。研
究会にお試し参
加をお待ちして
います。
活動日時／年８回第1土曜日 14:30〜１７:00

Shobai Lab. 〜商業研究会〜

事業性評価研究会

【活動概要】
当研究会では、毎月第3木曜日に定例
会を開催し、商業やマーケティング、
まちづくりなど
を中心に中小企業診断士として知っておくべき情
報や知りたいテーマを取り上げて情報交換してい
ます。また、多彩な分野のゲストスピーカーを招い
て、
お話しいただく機会も設けています。現在、会員
は1 1 名 、定 例
会後にそのまま
懇 親 会 になる
などわきあいあ
いとしたムード
の研究会です。
皆 様のご参 加
をお待ちしております！
活動日時／第３木曜日 18:30〜
活動場所／
（株）
けいえいまち事務所
「88base - ヱベース」
【連絡先】
木之下尚令 info@ut-mana.jp

【活動概要】令和1年度調査研究事業の報告書作
成がきっかけとなり、令和2年4月より事業性評価
研究会を立ち上げました。当研究会は、地域金融
機関が重視する「事業性評価」を研究することに
より、
スキルアップを図りたいと考えています。活動
内容は、多様な専門家を講
師に招き「事業性評価」の
理解を深めます。事業再生
（経営改善）の支援事例を
メンバー間で議論し、支援
ノウハウの向上を図ります。
関心のある方は代表までご
連絡下さい。
活動日時／毎月第4月曜日 18:30〜
（4月・8月・12月は休会）
活動場所／神戸市勤労会館 会議室
【連絡先】
西口延良
ANC11775@nifty.com 090-3925-4809

活動場所／兵庫県民会館会議室(県庁前)
【連絡先】
三村光昭 QZE02753@nifty.com

各研究会の活動予定は変更・中止の可能性があります。また、
コロナ対策のためリモートによる活動も
行われています。参加・見学を希望する方は、
まず連絡先にお問合せください。
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中
ただいま修行

《第6回》
「今とは違う経験」を求め独立開業
森本 太 さん

今年2月に開業したばかりという森本太さん。手応えを感じていた前職を飛び出し、今とは違う経験を
したいと中小企業診断士を目指し、その目標を果たされました。コロナ禍の真っ只中で受講したプロコン
育成塾のエピソードなどを伺いました。
―― 最初に、森本さんの今のお仕事の様子などをお聞かせ

けたのは感謝しかありません。診断とは別に、何度か遊びにも

ください

伺っています。

今年の２月に開業したところです。開業日を忘れないでお

それと、残念なことは、
コロナ禍ということもあり、例年より

こうと思い、
甥っ子の誕生日を開業日に決めました。
中小企業

も懇親会の機会が少なく楽しみが減ったことです。講義の中

診断士としてはまだ始めたばかり、
これからという状況です。
今はプロコン育成塾の同期生にご紹介いただいた仕事を

の交流では限りがあるので、特に同期の人たちとは時間をか
けて熱い談義をしたかったですね。

することが多いです。ただ仕事をするのではなく
「何を学び
取るか」
を意識して、一つひとつの仕事に取り組んでいます。

―― 休日はどのように過ごしていますか

―― 何かきっかけがあって中小企業診断士を目指そうとか

に山や海辺に出かけ、そこでコーヒーを沸かして飲むのが楽

趣味は登山とトレイルランニングです。たまに、朝日を眺め

んがえたのですか

しみです。
よく出かけるのは六甲山か芦屋浜の近辺です。気温

う強い想いがありました。
自分なりに会社や業界で通用する

は、平地を走るマラソンは苦手なんですよ。

受験以前の私には「今とは違う業界の経験をしたい」
とい

だけでなく、日の出・日の入り時間で季節を感じています。実

力があると自負はしていましたが、一歩外に出るとアピール
できるものが少ないな、
とも感じていました。それで、今思う
と安直なのですが、資格を取ればわかりやすいアピールにな
ると考えて、中小企業診断士を取得することにしました。

―― 今の目標を聞かせてください

一つひとつの仕事に全力で取り組むことです。少しずつ経

験を積み、
自分の「売り」
を確立することが課題です。経営者や
従業員の方々と共に、課題解決に向けて歩んでいけるコンサ

―― 目標の資格を取得したあと、プロコン育成塾に入塾す

ることを決めたのですね

実際に資格をとってみると、今度は、
コンサルタントとして

ルタントになりたいです。
―― 読者や会員の方に一言

の自分の価値がどうか、私に仕事を依頼する経営者はいるの

前職の物流業では管理・渉外業務だけではなく、現場業務

か、
との考えに迫られました。
プロコン育成塾は
「厳しい」
との

も経験しました。幅広く業務やステークホルダーに携わり、情

話を聞いていましたが、自分の力を伸ばす絶好の機会だと

報の流れの大切さを痛感し

考え、参加を決めました。

ました。情報というのはITだ
けではなく、口頭や紙などの

―― 受講してみた感想はどうですか

知識やノウハウだけでなく、プロのコンサルタントとしての

アナログも含みます。形式知
だけでなく、暗黙知もありま

心構えもしっかり教えていただきました。講師はじめ、アドバ

す。それらの蓄積と共有化

イザー、事務局の方々、それに診断先になっていただいた企

で、
「ヒト・モノ・カネ・情報」

業の皆さま、そして同期の人たち全員に対する感謝の気持ち

の見える化と標準化を図り、

がいっぱいです。

より良い職場作りに貢献し

受講前にはわからなかった「自分の強み」が、今ではうっす

ていきたいです。

らと見えてきたように思います。大きな課題、小さな課題と、
やるべきことは山積みですが、一歩ずつ前進しようと考えて
います。講座を通して、自分にはまだまだ伸び代がある、
と感
じられるようになりました。

【プロフィール】

1981年9月生まれ。兵庫県出身。甲南大学経済学部卒
業。地元、神戸市内の企業で港湾物流、貿易業務に従事

した経験から、
「ヒト・モノ・カネ・情報」の見える化を得意
―― 受講中のエピソードなど、ありますか

とする。2020年に退職、同年に中小企業診断士登録。

した。私のつたない診断に嫌な顔ひとつせずにご対応いただ

ルランニング、散歩。
よく歩きます。

診断先の皆さまの人柄がよく、楽しみながら診断ができま

6

2021年に歩く経営相談所を開業。趣味は登山とトレイ
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協会設立十周年プロジェクトが発足
2021年は当協会設立十周年の節目の年に当
ます。メンバーは湯浅会長はじめ、各委員会からの
周年
たります。
選抜メンバーで構成されています。
10 Year Anniversary
兵庫県
当協会では記念イベントの実施など、節目の年
協会のこれまでの歩みから、未来へ向けての展
中小企業診断士協会
にふさわしい企画開催プロジェクトが発足しまし
望までを掲載し、会員の方はもちろん、関係機関
た。
しかし、昨年来長期化するコロナ禍より規模を
の方にも楽しみながら協会を理解していただける
縮小し、当面は、記念誌の発行に向け活動してい
企画を検討しています。どうぞご期待ください。

ニュース
■ 今年度
「スキルアップセミナー」
が始動
5月15日、第1回・スキルアップセミナー「中小企
業診断士のためのヒアリング能力向上養成講座」
が開催されました。セミナーは、講師・箕作千佐子
により、オンライン形式で行われました。

■ プロコン育成塾

第17期生の募集を開始

これまでに200名以上の修了生を輩出している「プ
ロコン育成塾」の第17期生の募集を5月
30日から開始しました。独立開業を目指
す方など、強い向上意欲で取り組んでくだ
さる方々の申し込みをお待ちしています。

企業内診断士祭り Wasshoi2021

「在宅勤務、副業解禁時代の人生を豊かにする企業内診断士活動」
企業内診断士祭りは、当協会で毎年開催されてい
る、企業内診断士を主体にしたオープン参加イベント
です。日頃のスキルアップセミナーなどは、診断士とし
てのスキル補強のセミナーですが、企業内診断士祭
りとしては、
「祭り」と銘打っている通り、学びだけでは
なく、会員間の交流を大きな目的にしています。
「在宅勤務、副業解禁時代の人生を豊かにする企
業内診断士活動」をテーマに、企業に所属しながらも
週末などの時間を活かし、実務に従事し、診断士とし
てのスキルを活用している事例の紹介ならびに、コン
サルタントとしてのスキルの在り方、企業内診断士に
業務を依頼している、支援機関や企業の声など、企
業内診断士に関わるリアルを体験していただきまし
た。その後のオンライン懇親会では、zoomのブレー
クアウトセッションを用いて、少人数で感想やその他
お話ししあえる機会も設けられました。
オンライン開催ということもあり、近畿だけでなく、
北海道から熊本まで全国各地から参加いただいきま
した（当協会会員以外の参加者は60%）。参加者か
らは、
「診断士としてどのような活動をされているか
の生の声がお聞きでき、非常に参考になった」
「今後
の自身の活動、アプローチの仕方に活かしていきた
い」など好評な感想が寄せられました。

【プログラム】
・人生を豊かにした企業内診断士活動事例
企業内でも活躍できる！
青年部会受託活動の紹介
（塩川圭佑氏）
なんとなくでも、なんとかなっている事例紹介
（大西孝志氏）
チームで動く！ 診断士グループの活動事例
（岡村恵望子氏）
・ミニセミナー「コンサルティングファームのお仕事
から学んだこと」
（ 廣田有樹氏）
・発注者インタビュー（青山雄一郎氏）
・zoomブレークアウトセッションを使った交流会
（楠田貴康氏）

オンライン懇親会の様子
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広報委員会

1月〜5月

委員会開催日

総務委員会
委員会開催日

主な議題

1月 5 日
（火） 協会会計の収支報告、経営実務診断、新入会員歓迎会
2月 2 日
（火） 総会、協会会計、理論更新研修、新入会員歓迎会
3月 2 日
（火） 総会、協会会計及び予算、理論更新研修、新入会員歓迎会
4月 6 日
（火） 総会、協会会計及び予算、理論更新研修、新入会員歓迎会
5月11日
（火） 総会、理論更新研修、新入会員歓迎会
新型コロナウイルスの影響により、新年会を中止した。また、5月の総会
をオンラインで開催した。
６月実施予定の新入会員歓迎会、理論更新研
修、経営実務診断等の準備に入っています

主な議題

・次年度予算案 ・協会公式サイト
1月19日
（火）
・10周年記念誌発行検討
・診断ひょうご6月号 ・協会パンフレット
3月30日
（火）
・国際フロンティア産業メッセ
・診断ひょうご 10周年記念号
4月20日
（火）
・国際フロンティア産業メッセ ・協会公式サイトリ
・診断ひょうご6月号・校正
5月26日
（水）
・国際フロンティア産業メッセ ・協会パンフレット
9月開催予定の国際フロンティア産業メッセについて、企画の検討が進行
中です。また、新たに制作する協会パンフレット、公式サイトのリニューア
ル、診断ひょうご特別号などについてそれぞれ企画が進められています。

会員研修委員会
委員会開催日

受託委員会
委員会開催日

主な議題

2月10日(水)

今年度末受託実績予測について

4月14日(水)

今年度末受託実績予測について

主な議題

・企業内診断士祭り Wasshoiの振り返り
1月25日(月) ・令和3年度事業計画の検討
2月22日(月) ・令和3年度事業計画の検討
3月22日(月) ・令和3年度事業計画の検討

会員皆様のご協力により令和2年度受託実績は5,900万円強と
なりました。次年度については受託案件の品質向上を目指し、
受託
案件である
「技術・経営力評価」事業と
「信用保証協会専門家派遣」
事業に特化して「受託案件における実力養成講座」をWEBセミ
ナーで開催します。多くの会員の方に視聴して頂き自らのスキル
アップにお役立てください。

4月26日(月) ・令和3年度事業計画の検討
・第1回、第2回スキルアップセミナー開催の打ち合わせ
5月24日(月)
・調査研究事業の確認
1月から５月の委員会では、令和3年度の事業計画をどのように進めていく
か、
しっかり議論をしました。特にコロナ禍が続く中であっても、魅力ある内
容のセミナー・イベントを提供できるように留意しました。また、今年度は研
究会を活性化させていく取り組みを充実させていきたいと考えています。

今後の予定
スキルアップおよびオープンセミナー（会員研修委員会主催）
日

時

場

テ ー マ

所

7月31日
（土） オンライン開催
※連絡先：代表

伊藤

康雄

講

中小企業診断士のための文章
作成・校正能力向上講座（仮題） 内藤

師
敏氏

日

時

場

テ ー マ

所

講

師

ビジネスゲームで
8月7日
（土） 神戸市産業振興センター 経営戦略を学ぼう
（仮題） 薄木栄治氏

ito@clrstm.co.jp

コロナウイルス感染症対策のため、今後、大幅な予定変更が考えられます。念のため、開催日程については各研究会にお問い合わせください。

青年部会

診断技術向上研究会
日

時

場

テ

所

ー

マ

講

師

実践に役立つ部下を意欲
神戸市産業振興
研究会全員
つける̲ストローク
センター906号室
※開催日：原則第2木曜日 時間：18:30〜20:30
（くすだ たかやす）tkusuda2002@gmail.com
※連絡先：代表 楠田 貴康
7月 8 日
（木）

地域産業活性化研究会
日

時

未

場

定

未

テ

所
定

ー

未

マ

定

講

師

未

定

※開催日：調整中 時間：調整中
※連絡先：代表 中澤 悠平 y-nakazawa@aimable-consulting.com

ＨＯＯ経営研究会
日

時

7月20日(火)

場

テ

所

神戸市勤労会館
404号室またはZoom

ー

マ

講

師

コロナショックと中小企業対策
全員で討議
報告書作成に向けた討議

代表 福島 繁 ※開催日：原則奇数月第3火曜日
※連絡先：加藤 慎祐 MLD11291@nifty.com

時間：18:30〜20:30

プロコンスキル研究会
日

時

場

所

テ

ー

マ

講

支援事例等による実践
神戸市産業振興
スキルの研鑽
センター
：
３０〜２０
：
３０
※開催日：原則奇数月の第２月曜日 時間：１８
※連絡先：橋本 祐樹 y-hashimoto@t-keiei.jp
（参加はプロコン育成塾修了者と講師に限ります）
7月12日
（月）

師

大槻博司氏

日

時

場

所

テ

ー

マ

支援事例の発表
（予定）

時

8月2日
（月）

場

所

テ

神戸市産業振興センター
or Web会議
神戸市産業振興センター
or Web会議

講

師

支援事例の紹介＆議論

ー

マ

未

定

支援事例の紹介＆議論

未

定

※開催日：原則第１月曜日 時間：19:00〜21:00
※連絡先：青山 雄一郎 aoyama@kig.blue ※参加資格：49歳以下の会員

ものづくり&ＳＣＭ研究会
日

時

場

所

テ

ー

マ

講

師

①中小企業のデジタルトラン
スフォーメーション
7月 3 日
（土） 兵庫県民会館 ②サプライヤで生産終了に
なる部品の一括購入、
部品
の残数管理のシステム構築

①前原隆功氏

①「経営理念とイノベーショ
ンへの取り組み」
(2019年
7月22日
（木） 兵庫県民会館 「１００年企業顕彰」中小企
業庁長官賞受賞）
②
「企業経営における美意識
の必要性」

①碌々産業株式
会社社長
海藤満氏

②藤本太郎氏

②指尾成俊氏

※開催日：原則第１土曜日 時間：14:30〜17:00
（1、
5、
8、
12月除く）
企業内・独立問わず、
幅広い情報交換を目指し、
現場見学も取り入れています。
※連絡先：三村 光昭 QZE02753@nifty.com

Shobai Lab．
（商業研究会）
日

事業性評価研究会
7月26日
（月） 神戸市勤労会館406号

日

7月5日
（月）

講

師

西口延良

※開催日：毎月第4月曜日 時間：18:30〜20:30
（4、
8、
12月除く）
※連絡先：代表 西口 延良 ANC11775@nifty.com

時

7月15日
（木）

場

所

88base ヱベース

テ ー マ
小売業支援事例紹介

講
林

師
直樹氏

※会場所在地：西宮市馬場町3-20-2F
（最寄り駅：阪神西宮）
※開催日：毎月第3木曜日 時間：18:30〜21:00
（8月は日程変更の可能性有）
※連絡先：代表 木之下 尚令 info@ut-mana.jp

※各スケジュールは変更になることがあります。

編集後記
筋トレの先生からダウンタウンの松本人志さんはベンチプレス130kgあげますよと言われて目標にしていたこの数字。先日この目標をようやく達成しました。だがし
かしネットで調べると松本人志さんは現在140kgあげるとのことを知りました。さぁ新たな目標に向かって筋トレ頑張ろう。
（ＹＳ）
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