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ご挨拶

～中小企業診断士のブランドプレゼンス
強化に向けて～
奈良県中小企業診断士会
副会長 渡辺淳
平成 28 年の夏は、史上最も暑い夏になると言われていましたが、会員の皆様
におかれましては、夏の暑さに負けず、熱い気持ちで日々中小企業診断士とし
て多様な中小企業に対する診断、指導でご活躍のことと拝察申し上げます。
昨年度、奈良県中小企業診断士会は、基本的な会務運営はもとより、理論政
策更新研修や診断実務従事事業等の会員向け研修事業に加えて、奈良県立図書
情報館との共催による「体験学習会＆無料経営相談会」、「実践型創業スクール
in 高田」、大和高田商工会議所主催「くらし産業メッセ 2015」の運営支援、奈
良中央信用金庫「ちゅうしん地域中小企業助成金制度」の審査業務、奈良県信
用保証協会「なら専門家派遣サポート」の専門家派遣業務など、多くの受託事
業に取り組みました。これら受託事業が増えてきていることは、自治体、金融
機関、支援センター、中央会、商工会・商工会議所等の中小企業に関わりのあ
る各種機関から当会への要請が従来にも増して拡大していること示しており、
中小企業診断士の役割が日々重要性を増すとともに、中小企業診断士への期待
が高まっていることを表していると思います。
当会では、平成 28 年度も、基本的な会務運営や会員向け研修事業に加えて、
できるかぎり受託事業の獲得に取り組み、会員のビジネス機会の拡大を図って
いきます。
さらに、今年度は、中小企業診断士のさらなるブランドプレゼンスの強化の
ため、広報事業を強化し、本会の活動や中小企業診断士制度のさらなる認知度
向上に取り組みます。具体的には、広報誌や Web サイトの充実はもちろんのこ
と、新たに制定される「診断士の日」においては、記念事業を実施するととも
に、プレスリリース等の積極的な広報活動を展開します。さらに、新たにデザ
インされた会員診断士バッジの貸与と着用の徹底により、視覚シンボルを活用
した中小企業診断士のブランド力強化を図ります。
今年度も、皆様のご支援と積極的な事業へのご参画をよろしくお願い申し上
げます。
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奈良県中小企業診断士会
第５回定期総会報告

理事

佐伯

眞

第 5 回定期総会が平成 28 年 6 月 23 日（金）に、飛鳥荘「白鳳」で開催しま
した。
来賓は奈良県信用保証協会会長上森様、奈良県産業振興総合センター創業・
経営支援部長桝井様、奈良県中小企業団体中央会事務局長村上様、日本政策金
融公庫奈良支店支店長上村様、株式会社まちづくり奈良部長澤田様、大阪府中
小企業診断協会副理事長北口様及び奈良新聞山口記者、計 7 名に参加いただき、
当会員参加人数は 34 名、合計 41 名で開催しました。
総会開催の挨拶で、森会長から英国の EU 離脱が決まり、世界経済不安等によ
る国内景気を落とさないようにすること、中小企業診断士協会総会出席の際に
議題に上がった①会員のスキルアップ、②中小企業診断士の認知度アップにつ
いての話がありました。
次に来賓代表挨拶で奈良県信用保証協会上森会長から、経済情勢の件及び昨
年度から実施されている保証協会の専門家派遣制度の話がありました。
そして議案書の審議に入りました。第一号議案は平成 27 度事業実施報告及び
収支決算承認の件に入りました。渡辺事務局長より、会員数が増えて現在会員
数 80 名になったこと、受託事業（創業スクール、大和高田メッセ、なら専門家
派遣サポート(奈良県信用保証協会)等）、主催事業、会員向け研修事業等の説明
があり、今年度は調査研究事業が実施されなかったこと、収支事業は赤字であ
ったことの報告がありました。坂本監査役より監査報告があり、以上の内容は
全会一致で承認されました。
次に第二号議案は平成 28 年度事業計画（案）及び収支予算（案）承認の件の
審議に入りました。森会長より、中小企業の海外展開支援、6 次産業化農商工
連携による輸出強化が国の施策でクローズアップされること、
「中小企業診断士
の日」の設置、会員バッチの刷新について説明がありました。会員支援では、
調査研究事業に積極的にチャレンジして欲しいこと、今後事務所に常駐するメ
ンバーを想定してより会運営を強化したいこと、ビジネスクリニックの登録に
より専門家派遣事業等にアピールして欲しいこと及び広報事業で「診断士の日」
のアピール強化等の説明がありました。収支予算案については、新バッチ（貸
与）購入、
「診断士の日」実施による予算増の提案がありました。質疑応答では
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竹下会員から「経営者育成塾（仮称）」への取組み提案がありました。以上の内
容は全会一致で承認されました。
最後に第三号議案では、役員改選年であるため森会長から新役員の提案があ
りました。竹下会員より理事についての意見がありました。新役員の提案は全
会一致で承認されました。その後森会長より運営体制の発表があり、以上をも
って総会は閉会しました。

その後懇親会は、来賓代表の村上事務局長のご挨拶、上村支店長に乾杯の音
頭をとっていただき、和やかに開催しました。途中参加の桝井部長からも会途
中で挨拶をいただきました。参加会員全員が情報交換をし、来賓の方々にも各
会員が積極的に意見交換する姿がみられ、例年になく盛り上がった懇親会とな
りました。懇親会最後の挨拶は、北口副理事長から挨拶をいただき、
「診断士の
日」の講演等を含め、大阪診断協会の近況等の話及び〆の挨拶で、閉会となり
ました。
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2016 年度理事担当職務紹介
部

門

総務担当

会員担当

広報担当

研修担当

受託事業
担当

研究会・
自主事業

内

容

担当理事

事務局
経理処理
組織管理
関係組織管理
会員管理
新バッジ管理
メーリングリスト
小規模企業共済とりまとめ
診断士賠償保険とりまとめ
総会
新年互礼会
近畿ブロック会議
診断士キャリア情報管理
ＨＰ
パンフレット
会報誌
企業診断ニュース
診断士の日
理論政策更新研修
実務従事研修
プロコン育成塾
スキルアップ研修
まちづくり奈良セミナー等
再生支援協議会評議員
信用保証協会評議員
ちゅうしんグッドサポート
南都銀行 セミナー等
信用保証協会専門家派遣
創業支援ネットワーク
香芝市・三宅町創業支援
日本政策金融公庫研修会等
日本弁理士会共催事業
奈良商工会議所セミナー等
生駒商工会議所セミナー等
大和高田商工会議所セミナー等
橿原商工会議所セミナー等
設備資金貸付審査協力
奈良県制度融資審査協力
中企連
経営者育成塾
調査研究事業管理
研究会管理

渡辺武久
渡辺武久
渡辺武久
渡辺武久
渡辺武久
渡辺武久
渡辺淳
米田
米田
佐伯
原田
佐伯
米田
渡辺淳
米田
米田
米田
北川
岸
北川
森
森
北川
森
森
森
本田
渡辺淳
渡辺淳
森
佐伯
本田
本田
本田
岸
岸
原田
渡辺淳
渡辺武久
原田
森
森
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備

考

士会、理事会

平成２９年度から原田理事の予定
平成２９年度は奈良が当番の予定

個別相談会を含む
会長職への依頼のため、森が担当

共催研修会が中心

緊急時以外は役割なし
ハロー原稿

活動報告

奈良県図書情報館
「体験学習会＆無料経営相談会」
実施報告
会員

深谷

繁

前回（2016 年新春号）までの「診断なら」でご報告をいたしました通り、企
業内診断士研究会では 2013 年度より、奈良県立図書情報館様との共催で、「中
小企業診断士による体験学習会＆無料経営相談会」を行っています。この催し
は、診断士会としては診断ノウハウの社会還元や診断士の認知度向上を目指し
ています。また図書情報館様としては、来館者へのコミュニケーションの場の
提供、蔵書の活用促進や来館者の増が期待されます。
初年度の 2013 年度は 3 回(3 日)、2014 年度は 2 回（2 日）実施しました。2015
年度は 6 回（6 日）実施しましたが、そのうちの第 1 回～第 5 回は前号までで
ご報告をいたしました。
2015 年度の第 6 回目は 2 月 14 日（日）に行いました。体験学習会は、12 名
の方が受講に来られました。この日は、香川登志雄氏が「ロジカル・シンキン
グと課題解決」の題目で、ロジカル・シンキングの解説の後、製品の不良が発
生する原因を分析する例題を受講者の方にグループ討議で取り組んで頂きまし
た。さらに、「アイデア発想法」（ラテラル・シンキング）と、考えた結果を″
物語″で伝える方法について解説しました。
この日、経営相談会には 1 人の方がお越しになり、起業について相談があり
ました。
体験学習会と経営相談会は、当研究会のメンバーのうち、香川登志雄氏、藤
井謙昌氏、泉谷陽一氏、梶純子氏と深谷の 5 名が従事しました。
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2016 年度も 6 回、従来と同様の催しを開催することとなりました。6 回の内
訳は、5 月～7 月に毎月 1 回の 3 回、11 月～1 月に毎月 1 回の合計６回です。
年度初めに新規会員の募集を行い、当研究会のメンバーは 14 名となりました。
4 月 10 日（日）にミーティングを開催して、これまでの活動や今年度の活動に
ついて情報共有と意見交換を行いました。
5 月～7 月の図書情報館の体験学習会の前半 3 回は深谷が「ゲーム理論」につ
いて、3 回連作で実施することになりました。この 3 回の学習会では、相手との
交渉や連携の持つ意味や行動に及ぼす影響について学習をしました。

第 1 回目は 5 月 15 日（日）に行いました。体験学習会は、「ゲーム理論入門
（非協力・同時ゲーム編）」の題目で、プレイヤー、戦略、利得表などの用語の
説明に続いて、囚人のジレンマ、ナッシュ均衡を中心とした基礎的な事項につ
いて解説しました。続いて、牛丼店の値下げ競争や「大国と小国の交渉」の分
析を行い、繰り返しゲームのおうむ返し戦略や混合戦略などの発展的事項につ
いても補足を行いました。この日は 4 名の方（男性 3 名、女性 1 名）が受講に
来られました。
経営相談会にはどなたも来られませんでした。
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第 2 回目は 6 月 12 日（日）に行いました。体験学習会は、「ゲーム理論入門
（非協力・交互ゲーム編）」の題目で、用語の説明に続いて、ゲームの木、バッ
クワードインダクション（後方帰納法）などの基礎的な事項を解説しました。
続いて、コンビニエンスストアの出店競争やチェーン店の地元店対策について
ゲーム理論的視点から解説を行いました。最後に、インセブティブ契約の考察
とともに、
「合理的経済人」を前提とするゲーム理論では現実の人間の行動を説
明しきれないことから、行動経済学からのアプローチについて補足を行いまし
た。この日も 4 名の方（男性 3 名、女性 1 名）が受講に来られました。
経営相談会には 2 名の方がお越しになり、それぞれ起業についての相談があ
りました。

第 3 回目は 7 月 10 日（日）に行いました。体験学習会は、「ゲーム理論入門
（協力ゲーム編）」の題目で、まず企業の合併における利益配分の方法の紹介や
政党の獲得議席の割合が及ぼす影響力の分析を行いました。続いて男性グルー
プと女性グループの合コンを例にとって、双方のグループの男女の希望順位を
もとにカップルを作るマッチングの方法について解説をしました。最後に、自
分の影響力をもとに交渉を優位に導く方法や、売り手と買い手の情報の非対称
性を利用した販売促進策についてグループ討議を行いました。この日も 4 名の
方（男性 3 名、女性 1 名）が受講に来られました
経営相談会にはどなたもお越しになりませんでした。
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2016 年度の前半 3 回は、泉谷陽一氏、上野浩二氏、香川登志雄氏、梶純子氏、
駒井宏充氏、辰巳昌弘氏、谷村幸治氏、永山信男氏、芳林由美子氏と深谷が従
事しました。
体験学習会の受講者は 3 回合計で延べ 12 名ですが、実数としては 7 名の方が
お越しになりました。その内訳は、3 回出席者が 1 名、2 回出席者が 3 名であり、
人数そのものは少ないですが、リピート率は高かったと言えます。
「ゲーム理論」
の題目であったため、中小企業診断士の受験を目指している方が複数名来られ
たことが特筆されます。
経営相談会の来場者が特に少なかったことや、体験学習会とセットでお越し
になる方がいらっしゃらなかったこと等の課題に進展が見られなかったことが、
反省点として挙げられます。
下半期も 11 月 13 日（日）、12 月 11 日（日）
、1 月 29 日（日）の 3 回を予定
しています。体験学習会の詳細等を今後決定し、10 月には図書情報館様のホー
ムページやチラシなどによる広報手段や、奈良県中小企業診断士会のホームペ
ージなどでお知らせをする予定です。
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トピックス

第 27 回診友会開催報告

診友会幹事

原田

高峰

～広々のフェアウエーアで２人乗りカート「診友会コンペ」～
奈良県中小企業診断士会の年２回春・秋の恒例行事であります春の「診友会
ゴルフコンペ」は今回で２７回目となり１４年目に入りました。今回は広々と
したフェアウエーの大和高原カントリークラブでの開催となり、７名の参加者
の楽しい戦いとなりました。
このコースはフェアウエーが広くＯＢが出にくいので誰もが楽しめるコース
です。ですから思わぬ良いスコア－が出る場合もあり、楽しいゴルフのできる
ということではナンバーワンのゴルフ場です。
今回も全員健闘されて参加者平均スコアはグロス１０７でネット８３．３と
いう平均年齢？歳の割にはすごく優秀な成績でした。栄えある優勝は森村文則
先生がネット７５で獲得され、２位にはネット８０で植田義人先生が入賞され
ました。
このコースの良さは自然豊かさと平日であれば価格もリーズナブルであり、
２人乗りカートを採用していますので４名１組の場合２カートでお天気が良け
ればコース乗り入れも出来ますまた２バッグ・３バッグの割増料金もなく、緊
急の場合のキャンセル料も平日の場合、前日までに連絡すれば無料になること
で幹事としてはありがたいコースとなっています。ちなみに今回は昼食付でプ
レー費６，８００円程度でした。
次回秋のコンペは１０月１８日（火）を予定しています。９月に正式案内い
たしますので是非多くの方のご参加をお待ちしています。初参加の方はＷペリ
ア方式でハンディを算出します
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各研究会活動状況

研究会名

会員数

開催頻度

主な活動内容

入会申し込み先

実務ポイントの獲得とメンバー
企業内診断士研究会

のスキルアップを目的とした活
14 名

個別ミーティン
グは随時開催

【代表者：深谷会員】

動を行っている。 今年度は奈
良県立図書情報館において
「体験セミナー＆無料経営相談

深谷
fukaya@kcn.ne.jp

会」を開催。

Ｗｅｂアプリ活用研究会（旧

ホームページを自作する時代

ホームページ活用研究会）

は終った。ホームページの概念
を拡大したＷｅｂという視点で見
ると、ビジネスのあらゆる分野
で既存のＷｅｂアプリを選択使
用することでＩＴを使用する業務
が完結できる時代となった。こ
の研究会ではビジネスシーンを
Ｗｅｂアプリの組み合わせた「作
らないＩＴ」で実現する方策を検

９月よ
り募集
【代表者：渡辺武久

随時

開始

討し、体系化することを目標と

渡辺

する。手始めにグーグルが提

fwkz5706@nifty.com

供する各種Ｗeb サービスをア

理事】

プリとしてビジネスに活用でき
るかを検討し、グーグルのＷｅｂ
サービスがアプリとしてカバー
できるビジネス範囲を体系化し
提案する。そして順次他のベン
ダーが提供するＷｅｂサービス
を取り込むことにより、カバーす
る範囲を拡大してゆく。
地元奈良県企業ならではのマ

奈良マーケティング研究会
7名
【代表者：岸理事】

適時

ーケティング活動を研究してい

岸 克行

基本は隔月

ます。【オブザーバー参加いつ

090-7487-4965

土日

でも OK です】
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kishi309@gmail.com

例会として、ゲスト講師による
講演・セミナーを開催

奈良活性化研究会

今年上半期の開催日と講演テ
ーマは次のとおり
・2 月 6 日 マイナンバーの会社
約 50 名

【代表者：北川理事】

原則として
隔月

や個人への影響、本当のところ
はどうなのか!?
・4 月 9 日 中小企業のＭ＆Ａと
事業承継について
・6 月 4 日 これだけは知ってお
きたい！
情報セキュリティの脅威・対策
の最新トレンド 2016
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北川 裕康
mckenzie@kcn.ne.jp

新入会員自己紹介コーナー
◆ 2015 年 12 月以降、新たに入会された方からお寄せいただいた

自己紹介のコーナーです。
2016 年 4 月 1 日時点での会員数は 78 名となっています。

【50 音順】
ふりがな

いしくら かずとし

名前

石倉 一利

連絡先

Tel/Fax.

0742-31-2122

E-mail

ishikura.office@gmail.com

勤務先

いしくら経営事務所

登録年度

平成１２年
情報通信エンジニアリング会社に３３年間勤務し、
今年４月より事務所を開設しました。知的資産経
営、情報化戦略、事業承継、会社設立支援、各種許
認可申請等を事業内容として始めております。よろ
しくお願いします。

特技

スキー、フリーソフトの利用

趣味

陶芸鑑賞、ジョキング、写真

ふりがな

ふじた かずよ

名前

藤田 和代

連絡先

Tel.

０７０－５６６３－４７９７

E-mail

pk.fujita@gmail.com

勤務先

独立開業

登録年度

平成 27 年度

抱負・自己 PR

研究経験と公益法人で産学官連携促進に携わった
経験を活かし、R＆D 型ベンチャー支援と農業経営
支援を目指しています。

特技

DIY

趣味

園芸・パズル・木版画
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ふりがな

たにむら こうじ

名前

谷村 幸治

連絡先

Tel./Fax

0744-45-4915

E-mail

kouji.tanimura@cap.ocn.ne.jp

勤務先

奈良ものづくりコンサルティング

登録年度

平成２７年
ものづくり中小企業の『本当にありたい姿の実現』
、
『業務課題の解決』、
『変化に対応できるグローバル化
支援』を経営者に寄り添いながら、強力に推進するコ
ンサルタントを行っていきたいと思います。宜しくお
願い致します。
世界中どこでも飛んでいき、世界中の人とすぐに仲良

特技

くなれる

趣味

読書

ふりがな

ふくだ けいいち

名前

福田 惠一

Tel

０９０－９６１５－５３２５

Fax

０７７４－９３－２７４３

E-mail

masuto@nike.eonet.ne.jp

連絡先

勤務先

じゅげむ
寿限無経営コンサルティング

登録年度

昭和６２年
・診断士、社労士です。熟年起業しました。
・銀行系シンクタンクで経営・人事コンサルを１７
年経験。
①人事制度構築と運用 ②人事諸規程の整備、
③管理職、考課者研修等を中心に活動しています。
よろしくお願い申し上げます。

特技

落語

趣味

マラソン、旅行、寺社巡り
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ふりがな

わけべ のぼる

名前

分部 昇

Tel

0745-31-6100

Fax

0745-31-6200

E-mail

u6100@estate.ocn.ne.jp

連絡先

勤務先

株式会社ユーザーサービス

登録年度

平成２６年度
会社経営を始めて２６年になります。診断士業務は
暖簾分の４社を現在コンサルティングしておりま
す。今後は社業ならびに当診断士会の発展に努力い
たしますのでよろしくお願い申し上げます。

特技

国内 A カートライセンス、１級小型船舶操縦免許

趣味

レーシングカート、ゴルフ
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奈良県診断士会行事開催予定
◆ 平成 28 年度診断助言実務事業
◆ 平成 28 年度理論政策更新研修
◆ 診友会コンペ

9 月 3 日（土）スタート
9 月 10 日（土）
10 月 18 日（火）

編集後記
▽ 会報「診断なら」2016年夏号をお届けします。
∇ 今号より北川理事から替わり会報「診断なら」の編集を担当することとなりました。
会報作成にあたって原稿をお寄せいただいた皆さまに改めて御礼申し上げます。

▽ リオのオリンピックが始まりました。当分の間テレビにくぎ付けになりそうです。残暑も厳
しいとのことですので、皆様にはご自愛ください。

▽ 「診断なら」では、会員の皆さまの寄稿も積極的に紹介していきたいと考えています。
エッセイや時事論考など、随時お寄せいただければ幸甚です。

〒630‐8217
奈良市橋本町 3－1
きらっ都・奈良 3 階 302 号
Tel ：0742-20-6688
Fax：0742-20-6788
e-mail： jsmeca27@m3.kcn.ne.jp

【米田】

一般社団法人
奈良県中小企業診断士会
http://www.nara-shindanshi.jp/
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