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　会員の皆さま、コロナ禍が収まらない中での新年
度ですが、いかがお過ごしでしょうか。
　協会の活動は制約が多い中、少しずつですが正常
な姿に戻りつつあります。今年初めの新年会は、飲
食こそありませんでしたが、名刺交換を含めて交流
の場を設けることができました。セミナーなども対面
形式で開催できるようになりました。この診断ひょう
ごが皆さまのお手元に届くころには、総会とその後
の懇親会も3年ぶりのリアル開催ができているはず
です。こうした交流と親睦の場が復活しつつあること
は何よりの喜びです。担当委員をはじめとした会員
諸氏のご尽力のおかげだと痛感しております。改めて
お礼を申し上げたいと思います。
　福井を含む近畿2府5県の協会（大阪は士会を含

む）は、近畿ブロック会議を年に2回開催していま
す。そこで各協会の活動状況を報告し合っています
が、それぞれ独自の活動を行っていることがよく分か
ります。また、診断士試験などを通じて大阪協会と
協力する機会も多くなりました。多くの住民が府県
境を意識することなく行き来している現状を見れば、
協会の境をことさら意識するのもおかしなことだと
感じます。それぞれの独自の活動を優先するのは当
然ですが、機会があれば、他協会とはこれまで以上
に連携を深めていきたいと思います。
　当協会は新法人設立10周年を迎えました。新法
人設立10周年を記念した冊子を発行することもでき
ました。次の10年、20年、さらにその先を目指して、
ともに歩んでいきましょう。

　令和4年5月26日（木曜日）、第11回社員総会が
開催されました。本年度は、コロナ禍によって第9回、
第10回がオンラインとなったため、3年ぶりのリアル
開催となりました。
　当日は、開会の宣言に続いて湯浅会長より出席
会員の方に対するご挨拶。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3年度事業報告書及び、貸借対
照表、損益計算書の承認に関する件

・第2号議案  役員の選任に関する件
・第3号議案  令和4年度事業計画（案）及び収支予
算書（案）の承認に関する件

　昨年に引き続き、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
や、新たな受託機会の開発、会員の能力向上、会
員間の相互交流・相互コミュニケーションの充実な
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。続いて、昨年度実施した
「研究会支援事業」における対象研究会の表彰、
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。
　総会終了後は、行政及び関係支援機関の方をお
招きし、会員、役員との懇親会を行いました。
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新たな10年、さらにその先へ新たな10年、さらにその先へ
第11回 社員総会を終えて第11回 社員総会を終えて

第11回社員総会を開催
新役員・新委員長が就任、新体制がスタート



　2020年登録の尾形と申します。保険会社に
勤務している企業内診断士で、この4月に転勤
で神戸市にやって参りました。診断士とFPの知
識を両輪で活用した経営者向けの効率的な資
産形成提案を得意としております。また昨年は
補助金支援に注力し、事業再構築補助金ともの
づくり補助金の計画策定に複数関わらせて頂き

ました。将来の独立を見据え、プロコン塾に是非参加させて頂き
たいと考えております。若輩者ですが何卒宜しくお願い致します。

尾形 吉通 （おがた よしみち）
　私は医療サービス業に勤務しながら中小企
業診断士の資格を取得し、今は経営コンサルタ
ントとして㈱クリエイションに勤務しています。
私の仕事内容は社内の活性化につなげる「目標
管理活動」の支援、組織の役割を明確にして理
想の姿を共有する「評価賃金制度」の構築、「各
種補助金支援」や「研修・セミナー・執筆」等で

す。今後も診断士で得た知識・経験を活かして、幅を広げていきた
いです。どうぞよろしくお願いいたします。

岡本 一幸 （おかもと かずゆき）

　この度、新しくお仲間に加えて頂きました鹿島
清人（プロコン育成塾16期生）です。令和3年10
月に30年勤務した銀行を卒業し、（株）ジリリー
タジャパン（https://jiririta-japan.com）という
会社を設立しました。よければ、ホームページも
ご覧ください。現在は、中小機構の事業承継アド
バイザー等公的な業務を中心に活動していま

す。プロコン育成塾で教わったように、公的機関からの業務で力を
つけ、民－民のコンサルティングを受託できるように頑張ります。

鹿島 清人 （かしま きよと）
　はじめまして、鎌下と申します。食品会社に勤務
しており、企業内診断士として活動させていただ
いております。営業職と経理業務の経験があり、
経理業務では日々仕訳から決算、申告までこなし
ており経理分野を非常に得意にしております。ま
た、姫路に住んでおりますので、西播地域や但馬
地域の仕事にも積極的に関与していきたいと考

えています。趣味のランニングのように一歩ずつコツコツと、フット
ワークの軽い診断士として活動していきたいと考えています。

鎌下　修 （かました おさむ）

　はじめまして。昨年末に協会に入会させて頂きま
した、川谷と申します。よろしくお願いいたします。
私はこれまでに中小企業での物流と生産に携わる
機会が多くありました。その中で、メーカーにとって
はどこまでいっても生産・製造が経営の心臓部で
あり、物流は材料の調達から製品の納品までに関
わる、経営の大動脈だと考えております。中小メー

カーの心肺能力を高めるために、物流と生産に特化した支援をさせて
頂きます。 https://www.hinotori-md.com/

川谷　亮 （かわたに りょう）
　私は金融機関にて約8年間、主に法人営業とし
て融資業務や経営支援業務に従事しておりまし
た。現在は事業再生、経営改善を専門とするフラ
ッグシップ経営のコンサルタントとして活動して
います。金融機関で培った資金調達に関するノウ
ハウなどを活かし、資金調達サポートや経営改善
計画策定を手掛けています。「わかってはいるけ

れどもなかなか実行できない」とお悩みの経営者のパートナーと
して伴走支援を心掛けています。 https://flagship-keiei.co.jp/

木戸 貴也 （きど たかや）

　はじめまして。小松茂樹と申します。「自分らし
く働いて結果を出す、デキる人を増やす」という
理念のもと、社員教育・人材育成を中心としたコ
ンサルティングを行う会社を営んでいます。一
人あたりGDPを上げて「失われた30年」を取り
戻し、経済的・時間的・精神的な余裕のある社会
づくりに貢献していきたいです。よろしくお願い

いたします。
株式会社ビジネスキャリア・コンサルティング　https://bizcareer.jp/

小松 茂樹 （こまつ しげき）
　2021年10月に入会いたしました、澤井ゆか
りと申します。税理士事務所で経理事務をしな
がら、社会保険労務士の資格を取得しました。そ
の後、兵庫県へ転居、社労士事務所を12年ほど
経営しています。中小企業と接する中で、労務だ
けでなく経営面でも支援がしたいと思い、
2020年中小企業診断士を取得しました。経営

者に寄り添い、「ヒト」という経営資源を大切にする、そんな診断士
を目指しています。ご指導のほど、よろしくお願いいたします。

澤井 ゆかり （さわい ゆかり）

新入会員のご紹介新入会員のご紹介

　初めまして、今年から兵庫県協会に入会させ
ていただきました。私はアパレルメーカーで企
画職を8年経験し、2019年から起業してEC
ファッションサービスの運営と映像制作事業を
行っております。前職で、ものづくりを川上から
川下まで経験させていただき、また現在では
webマーケティングを中心としたEC運営を行

なっておりますので、そういった強みと経験を生かして中小企業
と関わっていけたらなと思っております。

上山 祐介 （うえやま ゆうすけ）
　昨年5月に入会させて頂きました薄木栄治と申し
ます。大手鉄鋼メーカで30年以上、設計・製造・品
質・システム開発など様々な業務を経験し、昨年1月
に独立致しました。現在は過去の経験を活かし、生
産性向上・システム化・品質改善など製造現場の業
務改善を重点的に支援しております。中小企業では
良い技術を持ちながらそれが収益に結びついてい

ないことが多く、少しでもお役に立てればと心掛けています。今後とも
ご指導の程宜しくお願い致します。 https://thin-tree.com/

薄木 栄治 （うすき えいじ）
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　勤務するメーカーの創立120周年ムック本の
記念出版、今回125周年社史の編纂を任され、
それが今年8月に完成したら独立予定です。企
業内では経営戦略、販売企画、広報部門等を担
当。今日、SDGs等のサステナブルな社会課題
への対応を含めて、中小企業のあり方も大きく
変化しているかと存じます。経営者の思いと信

念に基づく価値創造の実現をサポートできる診断士をめざして
研鑽を重ねます。何卒よろしくお願いいたします。

田中 一行 （たなか かずゆき）
　初めまして。私は20年ほどメーカーでエンジ
ニアを勤め、少品種大量生産から多品種少量生
産まで幅広い生産現場を経験させていただき
ました。その後独立してEC小売業を開業、
Amazonや楽天などのECモールや自社ECサ
イトでの販売に取り組んでいます。今後はこの
経験を活かして、ものづくりやeコマースでの

DtoCを支援できればと思っています。よろしくお願いいたしま
す。

田中 雅人 （たなか まさと）

　現在、株式会社神戸工業試験場の副社長とし
て、400人程度の会社を経営しております。事
業拡大を志し、診断士を取得するのと並行して、
新会社の設立やM&Aにより、現在5社を経営し
ております。私自身は、診断士で身を立てるつ
もりはあまりなく、診断士協会には、一緒にビジ
ネスを拡げていくことができる仲間との出会い

を期待しているというのが、他の方とは異なっている点かもしれ
ません。これからよろしくお願いいたします。

鶴井 宣仁 （つるい のぶひと）
　(株)フラッグシップ経営の代表を務める長尾康
行です。当社は診断士３名、正社員７名、インターン
生１名の計11名の事務所で、経営改善・事業再生・
人事制度・経営顧問・補助金の申請など中小企業
に必要な経営支援メニューを取り揃えています。
大阪の事務所ですが私が兵庫県立大学大学院を
卒業で、兵庫県の再生支援協議会の案件も担当し

ており、兵庫県での活動も多いです。今後も所縁がある兵庫県での
活動を積極的に行っていきますので何卒宜しくお願い致します。

長尾 康行 （ながお やすゆき）

　2021年4月に入会しました、中川と申します。
就職以来、特許審査官・技術移転アソシエイト・
特許事務所弁理士・企業知的財産部員と、立場
を替えながらも一貫して知的財産に関する仕事
に従事して参りました。いろいろな立場での経
験を活かし、企業の「知的創造サイクル」を、早く
大きく回すお手伝いが出来ればと考えておりま

す。そして、経営戦略を成功に導く知財戦略につなげられましたら
望外の喜びです。よろしくお願いいたします。

中川 淳子 （なかがわ じゅんこ）
　百貨店業を皮切りにサービス業、製造業、専
業主夫を経て、大阪経済大学中小企業診断士登
録養成課程で学び、2021年4月登録、11月に
入会しました。個人事業主キャディコンとして、
キャディさんのように経営者に寄り添い、善き会
社づくりコンサルティングを日々追及しており
ます。主に中小企業基盤整備機構にて中小企業

アドバイザー、大阪経済大学にて中小企業支援担当特別研究員
として未来の診断士のメンターとして活動しています。

中川 隆浩 （なかがわ たかひろ）

　はじめまして。2021年度に入会させていただ
きました。中川典哉と申します。1988年生まれ、
兵庫県三木市出身です。現在は大阪府内の大学
に勤める大学内診断士として活動しております。
診断士登録は2019年11月で、登録と同時に世
の中はコロナ一色になり、協会の先輩方にご挨
拶ができておらず残念です。今後は中小企業様

の新規事業開発支援、事業計画策定支援を行なっていきたいと
考えています。よろしくお願いいたします。

中川 典哉 （なかがわ よしや）
　2021年に中小企業診断士に登録、同10月に
本協会に入会致しました。企業内診断士として
日々精進し、知的財産活動を通じて企業が活性
化し発展することを目指しています。皆様どうぞ
よろしくお願いいたします。

永野 竜規 （ながの たつき）

　只野由晃と申します。プロコン育成塾を受講
したご縁で入会いたしました。食品メーカーフ
ジッコで経営企画部門とマーケティング部門の
経験が10年以上あり、業界としては食品、業務
分野としてはマーケティングと事業計画の作成
支援が得意です。「ちょっと変えると、グッとよく
なる」これが私の企業診断に対する基本的な考

え方であり、企業の行動を良い方向へ変革させることを使命とし
て日々活動しています。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

只野 由晃 （ただの よしあき）
　大阪から移籍した橘です。この春銀行を退職
し、学生に戻って「減災・復興」を学んでいます。
診断士の経験を減災復興の実践に役立てたく、
皆様のご支援をお願い致します。

橘　泰嗣 （たちばな やすつぐ）
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　2021年5月に診断士登録し、7月に入会しま
した藤原洋介と申します。私は地域金融機関に
20年間勤務し、現在は独立コンサルタントとし
て、県北部で若手経営者の経営参謀、事業承
継・後継者育成を中心に活動しています。中小
企業診断士として経営者の対面ではなく隣に寄
り添い、未来と全体最適を見据えた支援を通じ

て、共に悩み共に歓ぶ存在でありたいと考えています。よろしくお
願いいたします。

藤原 洋介 （ふじわら ようすけ）
　初めまして。大手鉄鋼メーカーのグループ会
社にて、研修講師や人材育成のコンサルティン
グの仕事をしております。資格取得のプロセス
で得た知識や経験が自身の仕事に活きている
ことを実感しております。「志の高い方々とのネ
ットワークづくり」が、中小企業診断士になった
一つの動機です。そのため、今後様々な活動に

参加出来ればと考えておりますので、よろしくお願い致します。

本田 純一 （ほんだ じゅんいち）

　神戸の通販会社に15年間勤務し、マーケティ
ング、広報・PR、コーポレートブランディング、カ
タログ編集、デザインマネジメントを経験しまし
た。その後PR会社で広報・PR、マーケティングな
どの企業支援に従事。2020年5月に診断士登録
をして2021年の3月に独立いたしました。兵庫
県中小企業診断士協会の皆さまからたくさんの

ことを学ばせていただき、少しでも世の中のお役に立てるよう精進
いたします。今後よろしくお願いいたします。 https://mauk.jp

三宅 庸仁 （みやけ のぶひと）
　はじめまして。2021年10月に入会致しました
村上稔典と申します。神戸市須磨区出身。大学
卒業後、大手総合人材ビジネス会社で１５年間
勤務。大阪、東京、横浜にて、新規開拓営業や支
店責任者として従事。その後１０年間、専門特化
型人材紹介会社の人材コンサルタントとして勤
務。個人に対するキャリアコンサルタントや中小

企業に対しての採用支援を得意としており、現在も企業内診断士
として活動しております。皆様、宜しくお願いいたします。

村上 稔典 （むらかみ としのり）

　屋木孝之と申します。兵庫県神戸市出身で
す。これまで薬科機器、医療機器メーカーに営
業・企画として勤めてきました。日々の現場営業
活動を超え、新製品開発のプロジェクトメン
バーや営業支援ツールの導入・運営推進のプロ
モーターとしても活動を実施してきました。診断
士としてはまだまだ勉強中ですが、事業者様と

の出会いを大事にして地道にキャリアを積み重ねていきたいと思
います。

屋木 孝之 （やぎ たかゆき）
　昨年4月入会の山口隆久と申します。電器メ
ーカーで30数年、販売・販売企画・商品企画・調
達・宣伝広報・事業企画・子会社経営等を経て退
職後、中小企業で人事・総務・経理に業務フィー
ルドを広げ、中小企業を経験した上で一昨年独
立しました。子会社社長の経験を基に社長の悩
みや痛みの分かる町医者的な相談相手として、

学生・社会人時代を通して人生の半分以上を過ごしている神戸と
兵庫県の地元企業に貢献することがミッションです。

山口 隆久 （やまぐち たかひさ）

　山本雄三と申します。診断士３0年目です。商
業部門の登録で、商店街と街づくり、工場関係の
営業指導、流通業のサービス展開等々、時代の
流れの中で製造・IT関連にも手を染めるように
なり、今は、農業のIT化推進のお手伝いをさせ
て頂いています。農業界に、サービス業態化、５S
とQC活動、スマホ活用のIT化等々を持ち込ん

でいます。出先で教えられることも多く、人との出会いと学びを大
事にしています。無用の用ですが、宜しくお願いします。

山本 雄三 （やまもと ゆうぞう）

　はじめまして。2021年5月に入会しました中山と
申します。現在は、総合電機メーカのITベンダに勤
務する企業内診断士です。私は、これまで大小さま
ざまなシステムのプロジェクトマネージャを経験し
てきました。中小企業診断士取得後は、DX支援をし
ています。これからは、私の知見（①多様な業務経
験、②プロジェクトマネジメント経験、③中小企業の

DX支援実績）を組み合わせて、新たなイノベーションの創出をご支援し
たいと考えています。皆さま、これから是非よろしくお願いいたします。

中山 真吾 （なかやま しんご）
　『ビジョンサポート』という屋号で開業しまし
た新川（にいがわ）と申します。長年の企業経験
を活かして、経営者と共に会社の将来（ビジョン）
を考え、実現に向けて全力でサポートするコン
サルタントを目指しています。行動指針は「あな
たの喜ぶことにベストを尽くす」。自分の価値は
「分かりやすさ」と「自立支援」です。理解しやす

いコミュニケーションで、経営者の自走を支えられる診断士にな
ります。どうぞよろしくお願い致します。

新川 賢治 （にいがわ けんじ）

上記29名のほか、7名が令和3年度に入会されました。
なお、令和3年度の退会者は以下の通りです。
（敬称略）
青木梨花、 石田倫也、 井寄靖、 宇郷裕三、 長田正道、
柏木則人、 上大田孝、 楠木裕子、 黒田安広、 
小林武史、 杉井敦史、 武市俊彦、 辻泰孝、 濱正和、 
八隅裕樹、 山元岳司



5

126

　令和元年に診断士登録し、
プロコン育成塾を受講したご
縁で、入会いたしました。当協
会では、会員研修委員会に所
属し、主に研究会支援活動を
担当しております。

　今回、理事のお話をいただき、身の引き締ま
る思いです。会員の皆様、関係機関の皆様と
は、はじめてお会いする方も多いと思いますが、
一期一会の教えを胸に、一つ一つの出会いを大
切にしてまいります。ご指導、ご鞭撻のほどよろ
しくお願い申し上げます。

大槻 博司 （おおつき ひろし）理事

　会員の皆様、こんにちは。こ
の度、監事を拝命しました田
中秀和と申します。診断士登
録は1988年とずいぶん前にな
りますが、企業内診断士が長
く、独立してまだ15年です。企

業内診断士のころから研究会活動などで協会
を活用し、独立の背中を押されたことを覚えて
います。これからは、監事という役割の中で、微
力ながら、適切な協会運営に関わってまいりた
いと考えます。どうぞ、よろしくお願いいたしま
す。

田中 秀和 （たなか ひでかず）監事

新役員のご紹介 この度、新たに就任しました理事・監事をご紹介します。

一般社団法人 兵庫県中小企業診断士協会　組織図

会　長

湯浅　伸一

総務委員会

常任理事  委員長
　　　上山　芳樹

理事  副委員長  志水　功行
理事  副委員長  堂山　一成
理事　上田　育功
理事　林　　直樹

委員　川崎　ますみ
　　　伊藤　勢津子
　　　多田　やす子
　　　山本　顕一　　　
　　　大西　孝志
　　　西川　和予
　　　只野　由晃
　　　岡部　清一

受託開発委員会

副会長 委員長
　　　植田　訓行

理事　副委員長　西口 延良
理事　田口　雅樹
理事　木之下　尚令

委員　板垣　大介
　　　東松　英司    
 　　  廣田　有樹
　　　中西　光彦　　
　　　松尾　健治
　　　吉田　貴司
　　　小林　謙祐　　　
　　　衣笠　晴人
　　　森本　太
　　　冨松　誠

監　事

監事　　蔭山　正至
　　　　田中　秀和

事　　務　　局

事務局長　楫野　渉
　　　　　田中　幸子
　　　　　神戸市中央区東川崎町1丁目8番4号　神戸市産業振興センター 8階
　　　　　Tel.078-362-6000　　info@shindan-hg.com

会員研修委員会

常任理事 委員長
　　　瓶内　栄作

理事　副委員長　乾　竜夫
理事　岩井　崇徳
理事　大槻　博司

委員　稲垣　裕行
　　　松本　泰良
　　　鱧谷　友樹　
　　　岡村　恵望子
　　　齋藤　直子
　　　西本　文雄
　　　楠田　貴康
　　　谷川　貴仁
　　

広報委員会

副会長 委員長
　　　塔筋　幸造

理事　副委員長　玉島　剛
理事　芳田　京美
理事　大内　利之
理事　稲垣　賢一

委員　稲葉　晃
　　　鳥生　明美
　　　井上　陽介
　　　白川　泰憲
　　　清田　峻吾
　　　豊田　孝治
　　　屋木　孝之
　　　三宅　庸仁

令和4年6月現在
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　2022年3月末まで、企業内
診断士として40年間の会社生
活に終止符を打ち、４月から新
たに診断士中心の中での拝命、
身の引き締まる思いです。
　診断士登録は1999年と足

掛け23年を経過し、登録後は兵庫県中小企業
診断士協会に入会しています。入会当初の当協
会の会員数は200名弱でしたが、現在は300名
近い会員数となり、当協会の発展は著しいもの
があります。これは先輩諸氏のご尽力の賜物で
あり、この基盤を持続的に発展させることは大
きな使命でもあります。

委員長 上山 芳樹 （うえやま よしき）総務委員会

新委員長ごあいさつ

第11回社員総会にて本年度の新体制が承認されました。また、今回新たに総務委員会、
会員研修委員会において、下記2名の新委員長が就任しましたのでご紹介します。

　コロナ禍に加え世界的に不安定な昨今の情勢
の中で、会員の皆様に喜んでいただける協会運
営の下で、総務委員会では社員総会、理論政策
更新研修、新入会員歓迎会、新年会等の協会運
営イベント、経営診断実務研修、理事会、常任理
事会の事務局運営等の協会の基幹事業を担当
しており会員の皆様に有意義な協会事業を提供
してまいります。
　総務委員会は管理面での堅苦しい仕事も
多々ある中で、各委員が一丸になって協会事業
に懸命に取り組んでいます。皆様のご支援のも
とで協会の益々の繁栄に向けて進めたく思って
います。どうぞよろしくお願いいたします。

　2013年に登録、現在は兵庫
県公立大学法人芸術文化観光
専門職大学にて教員をしてお
ります。企業勤務者とプロコン
の多い当協会のなかでは珍し
いですが、実は診断士経験の延

長にあるキャリアになります。
　さて会員研修委員会では、当会会員が、企業や
支援機関の信頼に応えられる支援者たるために
必要な、能力形成を支援する取り組みなどを行っ
ております。
内容としては、①セミナー・講習会事業（スキル
アップセミナーおよびオープンセミナー）、②調
査研究事業、③研究会支援事業があります。特

委員長  瓶内 栄作 （かめうち えいさく）会員研修委員会

に③は昨年から新たな取り組みが始まった事業
で、研究会の設立支援や、優秀な研究会の顕彰
を行う事業を行うものです。
　資格を取得されて間もない方から、企業支援
の最前線で活躍されている方、診断士間での交
流を求める方まで、皆さんのお役に立てるような
企画を行っております。ぜひ、皆様のご参加をお
待ちしております。
　委員会運営においては、時流に沿いデジタル
化に取り組み、研修事業における会員への提供
価値の最大化を目指したいと考えております。
委員会への積極的な参画もお待ちしておりま
す、宜しくお願い致します。
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第11回 社員総会 写真速報
　新型コロナウイルス感染症による影響で、しばらくはリモート開催が続いた社員総会でした
が、今年は十分なコロナ対策のもと、3年ぶりのリアル開催が実現しました。

総会開催後は、行政、関係支援機関・団体の代表をお招きし、懇親会が開催されました。

議長・湯浅伸一会長より
、

各議案が報告・提案され
ました 各議案とも、出席会員の

承認・

賛成を経て可決されまし
た

来賓として、兵庫県産
業

労働部 竹村英樹部長（左
）、

公益財団法人神戸市産
業

振興財団 藤原啓常務理
事

（右）をお招きし、ご
祝辞

を頂戴しました

参加者にご挨拶する植田
訓行副会長 会場の様子
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昨年度の「調査研究事業」をきっかけに、新しい研究会が発足しました。発足に至る経緯
や活動内容などを、研究会幹事・山上和男氏に寄稿いただきました。

新たな研究会
「ひょうごデジタル経営研究会」が発足

調査研究事業をきっかけに発足
　令和４年７月に「ひょうごデジタル経営研究会」
を立ち上げます。設立のきっかけは、令和３年度の
調査研究事業「コロナ禍におけるＩＴツール利活用
の現状と事業競争力を高めるデジタル化支援のあ
るべき姿の調査研究」でした。本調査研究に参画
したメンバー５名と、研究会代表である堂山一成
理事が発起人となり、調査研究をさらに発展させ
たいと思ったことがきっかけです。
　本調査研究では、中小製造業のデジタル化を支
援する側のあるべき姿として、改善が進む組織づ
くり、活用事例やノウハウの情報発信、ＩＴ技術お
よび業務知識の学習などの必要性を提言させてい
ただきました。本研究会では、これらの提言につい
てさらに研究を深め、中小企業の事業競争力を高
めるデジタル化支援に寄与することを目的として
います。

活動内容
　中小企業の事業競争力を高めるＩＴツールや、

対象業種における課題を研究し、デジタル化の導
入支援プロセスを議論することで、支援者としての
スキルアップを図ります。研究内容は、情報提供を
希望する支援機関や企業などの非会員にも発信し
たり、セミナーなどのイベントを開催したりすること
で、デジタル化の取り組みに役立てていただけるよ
うにしたいと思います。
　現在のメンバーは、ＩＴ活用や製造業支援の専
門家、金融機関出身の診断士等で構成されていま
す。当面は、対象業種に製造業を設定しています
が、トレンドや外部からの要請、メンバーの意向な
どに応じて、時機に合う研究対象を設定すること
も考えていきます。兵庫県中小企業診断士協会の
会員で、デジタル化支援のあるべき姿を研究した
いという、強い意欲がある方の参加をお待ちして
います。

入会方法
　研究会に入会を希望される方は、まず、協会ウェ
ブサイトの調査研究事業報告書をご一読いただ
き、研究の概要をご理解ください。なお、入会の申
し込みは、研究会幹事・山上和男（ymgmkzo@
gmail.com）までご一報ください。
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　会員の交流と研鑽に寄与する研究会活動の支援の

一環として、研究成果の発表に対する報奨、研究成

果に対する表彰を昨年度より始めています。

　その第一回目の表彰が、第11回社員総会において

行われました。なお、表彰の対象となった研究会は、

以下の通りです。

　研究成果の発表に対する報奨
 ・ＨＯＯ研究会

 ・診断技術向上研究会

　優れた成果を上げた研究会の表彰
 ・事業性評価研究会

令和３年度 研究会支援事業　研究会3者を表彰

ニュース
■令和４年度「理論政策更新研修」の実施について
　本年度の理論政策更新研修は、下記の日程で
実施されます。受講の申し込みなどにつきまして
は、後日、改めてご案内します。
・第１回　令和４年８月２０日（土）
・第２回　令和４年９月２日（金）
・第３回　令和４年９月１０日（土）
　会場は、いずれも「神戸市産業振興センター 
ハーバーホール」です。

■当協会副会長・植田訓行氏が「兵庫県功労者表彰」に
選出

　兵庫県では、県政の伸展、
公共の福祉増進に功労のあ
った方、その他広く県民の模
範となった方を、知事が県民
を代表して表彰しています。
この度、当協会の植田訓行副
会長が、産業振興部門で表
彰されることとなりました。

■「インターンシップ型実務補習」を新設
　これまでのグループワーク型の診断実技を用いた
「実務補修」の方法に加え、指導者が実施する指
導・助言業務に同行し、診断実務の指導を受ける
「インターンシップ型」の実務補修制度が新たに創
設されます。中小企業診断士を目指す方にとって、
新たな登録の方法が増えることで、より便利になるも
のと見られます。
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編集後記
洗濯物を干すのが気持ち良い、五月の朝。青く透き通った空の下、木々の緑が一層鮮やかになり、みなぎる生気を感じて元気をもらいます。お腹に卵を抱えるメダ
カを眺めては、次世代の誕生を心待ちにする毎日です。（３）

Shobai Lab．（商業研究会）

小売業の５S7月21日（木） 88base  ヱベース

※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

日　 時 場　　所 テ  ー  マ 講　  師

林直樹氏

診断技術向上研究会

※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
第１０回「交流分析の
目的と哲学」

Withコロナと中小企業対策
―チーム別発表と討議―

7月14日(木）

7月19日（火） 全員で討議

神戸市産業振興
センター906号室

神戸市勤労会館404号室
またはZoom

第81回 支援事例等に
よる実践スキルの研鑽

①大場一正氏
②福島繁氏/伊藤勢津子氏7月11日（月）

神戸市産業振興
センター903号室

冨田氏、綱島准教授
（ビジネス活用委員長）

プロコンスキル研究会

※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、経営全般の幅広い専門知識の情報交換を目指し、現場見学
　も取り入れて開催しています。
※連絡先 ： 三村 光昭　QZE02753@nifty.com

ものづくり&ＳＣＭ研究会
日　 時 場　 所 テ　ー　マ 講　  師

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。

4月～5月

受託開発委員会
委員会開催日 主な議題
4月13日(水) 今年度受託実績予想について
今年度始まったばかりですが、今年度末受託案件予想実績は4,600万
円を予測しています。
また、今年度も7月より会員のスキルアップを目標にWebでの実力養
成講座を1ヶ月に1回の割合で開催いたします。予定としては、7月・8
月・9月では(公財)ひょうご産業活性化センター「中小企業技術・経営力
評価制度」に関する養成講座、10月・11月・12月では、兵庫県信用保
証協会「経営支援強化促進事業」に関する養成講座を開催いたします。
数多くの会員の皆様のご参加をお待ちしています。講座の詳細につい
ては後日お知らせいたします。

委員会開催日 主な議題

4月25日(月)

5月23日(月)

会員研修委員会

調査研究事業の募集状況確認、担当セミナーの確
認、直近スキルアップセミナーについてのディスカッ
ション　ほか
調査研究事業の募集状況確認、直近スキルアップセ
ミナーについてのディスカッション　ほか

本年度のスキルアップセミナーは全8回の開催を予定しています。オン
ラインまたはリアル開催、全般知識から専門スキルまで、幅広い方に参
加していただける企画をご用意して、皆様の参加をお待ちしております。

7月2日(土) 兵庫県民会館
①「マツダ心を燃やす逆転の経営」　
②「腕時計部品事業への新規取り
　組み事例」

①大石正和氏
②指尾成俊氏

委員会開催日 主な議題

4月5日（火）

5月3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

総務委員会

総会、理論更新研修、新入会員歓迎会

地域産業活性化研究会

※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 

日　  時 場　　所 テ　ー　マ 講　師

ＨＯＯ経営研究会

代表  福島 繁　※開催日 ： 原則奇数月第3火曜日　時間 ： 18:30～20:30 
※連絡先 ： 加藤 慎祐　MLD11291@nifty.com

日　 時 場　　所 テ　ー　マ 講　師

スキルアップセミナーおよび行事
今後の予定

新年会を実施しました。新入会員歓迎会の準備を実施しました。
理論更新研修、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

4月27日（水）

5月26日（木）

現在、公式サイトでの会員動画掲載に向けて企画を進めています。

広報委員会

診断ひょうご新人紹介など増ページ
動画撮影企画の推進
パンフレット掲載の確定など
ＨＰの校正と動画サイトの確定と公開準備
会員向け撮影会企画の推進
診断ひょうごの今後の活動方針の検討

※連絡先：代表　瓶内　栄作　e-kameuchi@plus-logista.com

日　 時 場　　所 テ　ー　マ 講　師

事業者に教えてあげたい！
兵庫県内公的機関の支援策

7月30日(土)
13:30～15:30

(予定)
神戸市産業振興
センター801会議室 岡村恵望子氏

※連絡先：兵庫県中小企業診断士協会事務局

日　  時 場　所 テ　ー　マ
理論更新研修8月20日（土） 神戸市産業振興センター
理論更新研修9月 2日（金） 神戸市産業振興センター
理論更新研修9月10日（土） 神戸市産業振興センター

日　 時 場　　所 テ　ー　マ 講　師

※開催日 ： 原則奇数月の第２月曜日　時間 ： １８：３０～２０：３０
※連絡先 ： 大内　利之　to525pip@yahoo.co.jp
（参加はプロコン育成塾修了者と講師に限ります）

※1月10日のみ
　18:00～20:00開催です。

7月26日（火）神戸市中央区文化センター1103号室
中小企業活性化
協議会について

兵庫県中小企業活性化協議会  
統括責任者　野田勝也氏

事業性評価研究会

※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

日　 時 場　　所 テーマ 講　  師

※各スケジュールは変更になることがあります。

青年部会

支援方法・スキルの共有、交流の企画等7月4日（月） 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 

日　  時 場　所 テ　ー　マ 講  師

全　員
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