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～ 中小企業診断士の存在感発揮に 

向けて ～ 

 

奈良県中小企業診断士会 

                       副会長 堀越 一郎 

 

8 月の声を聞くとともに蝉の声がますますかしましく、暑さを更に増幅させ

る日々が続いている今日この頃、会員の皆様におかれましては、盛夏の日差し

を物ともせずクライアント企業の経営改善に取り込んでおられることとお察し

申し上げます。 

さて、私は信用金庫に籍を置きながら、企業内診断士として当診断士会の副

会長を務めさせております。ご存じのように、信用金庫は営業地域が制限され

ているとともに、融資先企業の規模については資本金９億円もしくは従業員数

３００名以下と制限を受けている金融機関です。 

ところで、信用金庫の監督官庁は金融庁であり、金融庁は金融行政を毎事務

年度公表します。皆さんは、「事業性評価」や「金融仲介機能のベンチマーク」

といった言葉を耳にされることがあるでしょう。これらは金融庁が金融行政方

針の中で、地域金融機関に対して発したキーワードで、従来の資産査定による

不良債権発生の防止から、取引先企業の企業価値を見いだして前向きに融資に

取り組むべきである、としたものです。 

すなわち、「過度に担保・保証に依存した融資スタンス」から、「企業の本質

的価値を見いだして、企業価値の向上に資するサポートを行う」方向に転換を

求めるものなのです。 

すでに診断士の皆さんにはおわかりだと思いますが、金融機関が取引先企業

の企業価値向上支援業務を行うにあたっては、中小企業支援の専門家である中

小企業診断士との協動が不可欠なのです。本会として一昨年度から取り組んで

いる信用保証協会の「なら専門家派遣サポート」などはその好事例といえまし

ょう。 

中小企業の経営改善に向けた取り組みは、トップラインの引き上げや業務シ

ステムの改善とともに、金融支援が車の両輪になります。これまでは、中小企

業支援施策は経済産業省が主となって発出してきましたが、金融の主管庁であ

る金融庁も中小企業支援に乗り出した現在、診断士の専門性が活かされる絶好

の時代がやってきました。 

 このように、昨年度以降中小企業診断士の業務推進に対して力強いフォロー

の風が吹いている現在、皆様方の本会事業への積極的な参画をお願いするとと

もにとともに、奈良県の小規模企業・中小企業へのサポートに向けてがんばっ

て参りましょう。 

 

ご挨拶 
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第６回定時総会を本年は平成 29年 6月 22日（木）にホテルフジタ奈良ガー

デンルームで開催致しました。 

来賓は奈良県産業・雇用振興部奈良県産業振興総合センター所長前野様、奈

良県中小企業団体中央会業務部長大西様、公益財団法人奈良県地域産業振興セ

ンター事務局長北條様、奈良県信用保証協会専務理事坂本様、日本政策金融公

庫奈良支店国民生活事業融資第一課長神田様、株式会社まちづくり奈良総務企

画部長吉富様、大阪府中小企業診断協会副理事長横山様及び奈良新聞久後記者、

計 8名に参加いただき、当会員参加人数は 35名（懇親会 34名）合計 43名で行

いました。 

総会開催にあたり、森会長が奈良県の活性化のために当会並びに中小企業診

断士の役割がますます重要になってきているとの挨拶がありました。また、来

賓代表挨拶で奈良県中小企業団体中央会業務部長大西様から、奈良県の現状、

奈良県で実施する中小企業支援の施策内容の説明等のお話をいただきました。 

そして、その後中小企業診断士会永年会員表彰があり、津田会員、深谷会員の

２名が表彰されました。 

次に議案書の審議に入りました。第一号議案は平成 28年度事業実施報告及び

収支決算承認の件に入りました。森会長、渡辺事務局長より、会務運営内容、

受託事業、主催事業、会員向け研修事業、調査研究事業等の説明がありました。

平成 28年度実施した奈良県信用保証協会「なら専門家派遣サポート」大和高田

商工会議所「専門家派遣業務」、平成 28年度地域創造促進事業「実践型創業ス

クール in 奈良」の開催、大和高田商工会議所「くらし産業メッセ 2016」」開

催支援等を渡辺事務局長が熱く語られました。以上の内容及び収支決算は全会

一致で承認されました。第二号議案は平成 29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、11月 4日の「中小企業診断

士の日」の制定並びに知名度向上活動として「ならどっと FM」におけるトーク

番組を実施したことや政府の成長戦略として「地域主導の取り組み」に対応す

るため、当会が受け皿となるためのスキーム作り、診断士のデータベース化（人

材情報のみえる化）に積極的に取組む等の計画案についての説明がありました。 

そして、事業計画案と収支予算案についても、全会一致で承認されました。

最後に第三号議案では、役員の退任と補充で、北川理事の退任及び保延会員の

奈良県中小企業診断士会 

第 6 回定期総会報告 
理事 原田 高峰 
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理事就任が提案され、承認されました。 

以上をもって総会は閉会しました 

 

 

 

その後懇親会は、来賓代表の前野所長のご挨拶、坂本専務理事に乾杯の音頭

をとっていただき、和やかに開催されました。新入会員を含め、参加会員全員

が積極的に情報交換を行ないました。最後の挨拶で、横山副理事長から、中小

企業診断士の日の「ならどっと FM」におけるトーク番組は非常にユニークだっ

たとのお褒めの言葉をいただき、懇親会を締めていただきました。 
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部 門 内 容 担当理事 備  考 

総務担当 事務局 渡辺武久  

経理処理 渡辺武久  

組織管理 渡辺武久  

関係組織管理 渡辺武久  

会員管理 渡辺武久  

新バッジ管理 渡辺武久  

メーリングリスト 渡辺淳 士会、理事会 

小規模企業共済とりまとめ 米田  

診断士賠償保険とりまとめ 米田  

会員担当 総会 原田  

新年互礼会 原田  

近畿ブロック会議 佐伯  

診断士キャリア情報管理 米田  

広報担当 ＨＰ 渡辺淳  

パンフレット 米田  

会報誌 米田  

企業診断ニュース 米田  

診断士の日 保延  

研修担当 理論政策更新研修 岸  

実務従事研修 保延  

プロコン育成塾 森  

スキルアップ研修 森  

受託事業

担当 

まちづくり奈良セミナー等 保延 個別相談会を含む 

再生支援協議会評議員 森 会長職への依頼のため、森が担当 

信用保証協会評議員 森 

ちゅうしんグッドサポート 森 

南都銀行 セミナー等 本田  

信用保証協会専門家派遣 渡辺淳  

創業支援ネットワーク 渡辺淳  

香芝市・三宅町創業支援 森  

日本政策金融公庫研修会等 佐伯 共催研修会が中心 

日本弁理士会共催事業 本田  

奈良商工会議所セミナー等 本田  

生駒商工会議所セミナー等 本田  

大和高田商工会議所セミナー等 岸  

橿原商工会議所セミナー等 岸  

設備資金貸付審査協力 原田 緊急時以外は役割なし 

奈良県制度融資審査協力 渡辺淳  

中企連 渡辺武久 ハロー原稿 

経営者育成塾 原田  

研究会・

自主事業 

調査研究事業管理 森  

研究会管理 森  

2017 年度理事担当職務紹介 
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                       会員 深谷 繁 

 

前回（2017 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。 

初年度の 2013 年度は 3 回(3 日)、2014 年度は 2 回（2 日）、2015 年度と 2016

年度は各 6 回（6 日）実施しました。今年度（2017 年度）も 6 回（6 日）実施

予定で、このうち 2016 年度の第 5 回目までは前号でご報告をいたしました。 

 

2016 年度の第 6 回目は 1 月 29 日（日）に行いました。体験学習会は 4 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」、「新市場開拓３Ｃ分析」と

「SWOT/クロス SWOT 分析」、「ラテラルシンキング」について解説するととも

にグループディスカッションを行い、受講者の方に理解を深めて頂きました。 

この日、経営相談会には 2 人の方がお越しになり、起業について相談があり

ました。 

 

 

2017 年度の第 1 回目は 5 月 13 日（日）に行いました。体験学習会は 3 名の

方が受講に来られました。この日は、谷村幸治氏が『なぜなぜ分析入門』の題

目で実施しました。まず、なぜなぜ分析はどんな分析手法なのか、①問題を整

奈良県図書情報館 

「体験学習会＆無料経営相談会」 

実施報告 

 

活動報告 
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理し事実をつかむ、②あるべき姿からのアプローチと原理・原則からのアプロ

ーチ、③なぜなぜ分析の注意点、などに力点を置きながら解説を行い、例題に

対し参加者からも積極的な解答・発言があり、相互理解が深まりました。 

 

 

この日、経営相談会にはどなたもお越しになりませんでした。 

 

第 2 回目は 6 月 11 日（日）に行いました。体験学習会は、6 名の方が受講に

来られました。この日は、上野浩二氏が『はじめてのアイデア創造～ビジネス

モデルキャンパスを使って～』の題目で実施しました。前半はビジネスモデル

キャンパスの説明、後半は「奈良のひかり輝くもの」「近年のトレンド」のアイ

デアを発想してビジネスモデルキャンパスに落とし込むグループワークを実施

しました。自分のアイデアを付箋に書き出したり、他人のアイデアの下に自分

のアイデアを付け加えたりする練習をしました。 

 

 

この日、経営相談会にはどなたもお越しになりませんでした。 

 

第 3 回目は 7 月 9 日（日）に行いました。体験学習会は、4 名の方が受講に

来られました。この日は、深谷繁が「中小企業診断士によるマーケティング入

門」の題目で実施しました。マーケティングの概論に続き、マーケティングの 4

つのＰについて、Product（製品）、Price（価格）、Promotion（プロモーション）、
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Place（流通）の順で解説を行いました。また個々の解説の後に、中小企業診断

士試験に出題された問題から 7 題を受講者の方に考えて頂きました。3 時間の学

習会ではマーケティングについて広く説明することはできませんが、最後にマ

ーケティングミックスの発想法や着眼点について補足を行い、発展的な学習に

向けてのヒントをご提供しました。 

 

 

 

この日、経営相談会には１名の方がお越しになり、起業後の事業の進め方に

ついて相談を受けました。 

 

上記の４回には、企業内診断士研究会のメンバーである泉谷陽一氏、上野浩

二氏、香川登志雄氏、梶純子氏、駒井宏充氏、谷村幸治氏、永山信男氏、山路

浩之氏、芳林由美子氏と深谷繁の 10 名が従事しました。また新入研究会員の長

雅規氏がオブザーバとして参加しました。 

今年度の後半は、第 4 回目が 11 月 12 日（日）、第 5 回目が 12 月 17 日（日）、

第 6 回目が 1 月 28 日（日）を予定しています。詳細が決まりましたら、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。 

体験学習会は 10 人程度の方にお越しいただいたこともありましたが、昨年頃

より減少傾向が目立ってきています。体験学習会ではグループ演習などを取入

れることも多くあり、受講者の人数や多様性が学習効果に関わってきます。テ

ーマ設定や内容をさらに工夫してまいりますが、奈良県中小企業診断士会の会

員の皆様方も、覘きにお越しくださるなり、お知り合いの方にご紹介いただく

なり、ご協力いただければ幸いです。 

以上 
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次世代育成塾 

 

 

 

 

担当理事 原田 高峰 

 

次世代経営者育成塾は昨年６月の総会時に竹下診断士会会員からのご提案を

もとに理事会で発足を承認されて、リーダー竹下会員、担当理事原田で昨年７

月末に会員を募集いたしました。その結果椿本会員、石倉会員、中村会員、本

田理事が応募していただき、現在６名で月に一度の例会を開催してコンテンツ

作りや営業活動を実施しています。当初は「若手経営者育成研究会」の名称で

スタートしましたがメンバーで検討の結果奈良県における地域活性化には人材

育成、とりわけ世代交代が進む現在において次世代経営者の人材力アップが欠

かせないとの認識のもと「次世代経営者育成塾」と名称変更しスタートいたし

ました。昨年はコンテンツ作りを実施して今年に入ってからは営業活動に力を

注いでいます。県庁の産業・雇用部長を訪問したり商工会連合会やよろず相談

支援センター、奈良県中小企業団体中央会傘下の産業別組合にも訪問・案内を

いたしてきました。その成果かこの６月によろず支援センター経由でセミナー

提案依頼を現在受注しています。中小企業診断士の本分である地域活性化に資

するとともに自らの仕事を作り出していくことを念頭に今後は次世代経営者に

かかわる無料経営相談会等も検討していく予定です。 
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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２９回目となり１５年目に入りました。今回は４月２６日（水）に広々

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、１０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１０３でネット８０という平均年齢？歳の割にはすごく優秀な成績でし

た。栄えある優勝は分部昇先生がネット６４という素晴らしいスコアで獲得され、２位

にはネット７１で田中俊男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。また、回を追うごとに

参加者も増加してありがたく思っています。企業内診断士の方も有休を活用して是非ご

参加ください。次回秋のコンペは１０月２４日（火）を予定しています。お盆過ぎに正

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。 

  

トピックス 

第 29 回診友会開催報告 
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研究会名 会員数 開催頻度 主な活動内容 入会申し込み先 

企業内診断士研究会 

15 名 
ミーティングは

随時開催 

 

実務ポイントの獲得とメンバー

のスキルアップを目的とした活

動を行っている。 今年度も奈

良県立図書情報館において

「体験セミナー＆無料経営相談

会」を開催。 

 

 

深谷 

fukaya@kcn.ne.jp 

【代表者：深谷会員】 

ウェブサイト活用研究会 

 

９月よ

り募集

開始 

随時 

 

ホームページを自作する時代

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

討し、体系化することを目標と

する。手始めにグーグルが提

供する各種Ｗebサービスをア

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。 

 

 

 

 

渡辺 

fwkz5706@nifty.com 【代表者：渡辺武久 

理事】 

各研究会活動状況 

mailto:fukaya@kcn.ne.jp
mailto:fukaya@kcn.ne.jp
mailto:fwkz5706@nifty.com
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奈良マーケティング研究会 

5 名 不定期 

 

実質活動休止状態であった

が、7 月 8 日に当会のメンバー

をリーダーに調査研究事業へ

の応募を決定した。プロコンに

よる研究テーマ事業への営業

活動や企業内診断士への実践

課題等の取組を積極的に推進

したい。これを機会にメンバー

の再募集を行う。 

 

岸 克行 

090-7487-4965 

kishi309@gmail.com 【代表者：岸理事】 

奈良活性化研究会 

約50名 
原則として 

隔月 

 

例会として、ゲスト講師による

講演・セミナーを開催 

今年度の開催日と講演テーマ

は次のとおり 

 

・4月 22日 会社と個人がきっと

得する最新の税制のはなし 

 

保延 薦 

honobe@tkcnf.or.jp 

【代表者：保延理事】 

  

mailto:kishi309@gmail.com
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◆ 2017 年 1 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。 

2017 年 4 月 1 日時点での会員数は 83 名となっています。 

【50 音順】 

 

ふりがな たなか しょう 

名前 田中 翔 

連絡先 
Tel 0744-27-4368 

E-mail shotanaka1008tyusho@outlook.jp 

勤務先 大和信用金庫 

登録年度 2017年度 

 

この度、奈良県診断士会に入会させて頂きます田中翔

です。年齢は 24歳、積極的に学ぶ姿勢が私の武器で

す。生まれ育った奈良を元気にする為、「地元から逃

げない」信用金庫で力を尽くして頑張ります！ 

特技 プログラムを書ける事 

趣味 
読書、ドライブ（バイク）、釣り、ゴルフ、ソフトボ

ール 

 

ふりがな いわい ひでゆき 

名前 岩井 秀之 

連絡先 
Tel./Fax 0744-46-9146 

E-mail support@biz.nifty.jp 

勤務先 自営（Bizサポートコンサルティング） 

登録年度 2014 

 

中小企業等のビジネスをサポートするために微力を

尽くしたいと思います。ご指導ご鞭撻の程、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

趣味 テニス（の練習） 

新入会員自己紹介コーナー 
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ふりがな しみず かずや 

名前 清水 和也 

連絡先 

Tel 090-1589-1165 

Fax 072-662-8850 

E-mail sumi50884@ares.eonet.ne.jp 

勤務先 和コンサルティングサービス 

登録年度 平成 20年 10月 

転入・重複の場合は

その支部名 
（一社）大阪府中小企業診断協会 

 

雑貨の製造卸業の管理職、（公財）大阪産業振興機構

で、ものづくり・設備投資支援の経験を経て、平成

24年に創業し 6年目になりました。奈良県では 4年

程度仕事をさせていただいています。今後も、県内中

小企業様の支援を頑張りたいと思います。 

特技 雑貨等消費財の目利き 

趣味 ドライブ、いいもの探し 

 

 

ふりがな ちょう まさのり 

名前 長 雅規 

連絡先 
Tel 0742-43-1683 

E-mail mcho0302@gmail.com 

勤務先 株式会社内田洋行 

登録年度 平成２７年 

 

現在、行政に対してバックオフィスの ERPパッケージ

を中心に ICT活用のご支援をしております。今後実務

経験を積んで企業様の経営改善のお役に立てればと

考えております。どうかよろしくお願い申し上げま

す。 

特技 TOC思考プロセス（勉強中） 

趣味 散歩、音楽鑑賞、読書 
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◆ 平成 29 年度理論政策更新研修   9 月 .2 日（土） 

◆ 平成 29 年度診断助言実務事業   9 月 10 日（土）スタート 

◆ 診友会コンペ          10 月 18 日（火） 

 

 

 

 

 

▽ 会報「診断なら」2017年夏号をお届けします。 

∇ 九州豪雨お見舞い申し上げます。最近は、限定した地域に集中して激しい雨が降る状況が 

続いております。今一度、避難警報が出た時の行動を見直してください。 

▽ 今年の夏は猛暑が続くとのことです。熱中症で救急搬送される方も多くなっております。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。  【米田】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

〒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 

一般社団法人 

奈良県中小企業診断士会 
http://www.nara-shindanshi.jp/ 

奈良県診断士会行事開催予定 

編集後記   

mailto:jsmeca27@m3.kcn.ne.jp
http://www.nara-shindanshi.jp/

