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会長挨拶
一般社団法人滋賀県中小企業診断士協会
会長

大

谷

武

重

新しい飛躍をめざして
（社）中小企業診断協会滋賀県支部は、平成２４年４月２日に「一般
社団法人

滋賀県中小企業診断士協会」を設立し、従来の組織は新法人

に移行しました。
（社）中小企業診断協会本部（東京）とは、全国４７都道府県協会と
ともに連合会組織となり、全国ネットワーク力による新しい中小企業支
援を展開することになりました。
滋賀県協会は、独立の法人格を得て、滋賀県の中小企業のために経営診断・助言、経営相談、
経営セミナーや調査研究活動を行うとともに、滋賀県はじめ中小企業支援機関が行う経営革新、
創業、農商工連携、企業再生、事業承継、海外ビジネス支援および中小企業経営力強化支援など
に積極的に協力してまいります。
今こそ長引くデフレ経済に対応する海外ビジネス支援、電力不足に対応するリスクマネジメン
ト、TPP などに対応する農商工連携等の６次産業化支援、人口の高齢化に対応する介護ビジネス
支援、金融円滑化法に対応する経営力強化支援など、経営環境は、われわれ中小企業診断士の活
躍に期待が高まっています。
私達は、社会の期待に応えることではじめて社会的認知度を向上させることができます。
それには中小企業診断士の研鑽とスキルアップが必要です。そのためには会員交流による情報交
換も必要ですし、知識の向上および事業展開をめざして、シガネット研究会や経営者を交えたテ
ーマ別勉強会や知的資産経営、農商工等連携、事業承継支援、海外ビジネス支援、事業再生支援、
就職活動支援など６つの専門分野研究部会で研鑽し業務展開を図ります。また、会員の資格登録
更新要件であります理論政策更新研修の滋賀県実施および関心の高い診断実務従事事業の参加
機会の拡大に努めます。
新しい独立法人となり、地域の中小企業振興と地域経済の発展のために、より活動しやすくな
りますが、まず会員のご協力による組織力強化なくして中小企業診断士の社会的地位の向上も望
めません。会員増強と総合力発揮により、新しい飛躍をめざしましょう。
また、行政および中小企業支援機関様には従来と相変わりませずご指導、ご鞭撻をいただきま
すよう、よろしくお願い申し上げます。
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無料窓口経営相談会実績
会長

大谷

武重

当協会では、平日の午後 1 時から午後 5 時まで、会員による無料経営相談を実施しています。
相談日と相談担当者は、当協会ホームページで公開しております。担当者は、すべて中小企業診
断士であり、安心してご相談いただけます。経営者を始め、営業担当者や創業を考えている方、
連携を求めておられる方など、多くの方に利用いただいています。専門家をお探しの場合は、電
話やメールであらかじめご予約していただくことも可能です。詳しくは、当協会ホームページを
ご参照ください。
＜平成２３年度実績＞
№

日

時

相

談

内

容

1

平成 23 年 4 月

住宅展示場の再利用について

2

平成 23 年 5 月

事業協同組合の運営方法と会計処理について

3

平成 23 年 6 月

会社法における法人設立の最短期間について

4

平成 23 年 7 月

開業相談

5

平成 23 年 8 月

廃棄物の新事業プランについて

6

平成 23 年 8 月

会計参与制度について

7

平成 23 年 9 月

相続相談

8

平成 23 年 9 月

有料老人ホームの経営について

9

平成 23 年 10 月

新商品の販促について

10

平成 23 年 11 月

容器・ラベルについて

11

平成 23 年 12 月

経営革新計画・財務計画について

12

平成 23 年 12 月

今後の展開方法について

13

平成 24 年 1 月

セミナー集客について

14

平成 24 年 2 月

共同店舗運営の方法について

15

平成 24 年 3 月

滋賀県の農産物を使用した新商品のマーケティング

16

平成 24 年 3 月

産業廃棄物の許可に係る診断について

17

平成 24 年 3 月

畳床の輸入

18

平成 24 年 3 月

組合の解散について
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展開方法

調査研究事業報告
平成 23 年度調査研究事業の概要
平成 24 年 6 月

発表会の様子

平成 23 年度調査研究班
大石 孝太郎
大谷 武重
鐘井

輝

北川 貞夫
野瀬 孝臣

調査研究テーマ
『滋賀県中小企業の東日本大震災後の経営意識と経営活動の変化について』
１．調査方法と対象事業者
(1)

調査期間：平成 23 年 8 月 1 日～平成 23 年 12 月 31 日

(2)

調査対象：滋賀県内の地場産業を中心とした中小の事業者の 11 業種の経営者に対し
表題テーマについて、アンケートとヒアリングを行った。

(3)

調査結果：141 社の有効回答（回収率 30.5%)があり、19 社のヒアリングを実施した。

２．調査のポイント
当調査研究のポイントの一つは、滋賀県のブランドやオリジナリティーを体現する地場産業の
危機対応の現状に焦点を当てたことである。東日本大震災は、生命・財産・自然等に、広範な影
響を与えたが、雇用の大半の受け皿となっている中小企業の基盤が失われたことが、その後の復
旧や避難先からの帰郷に、大きな阻害要因となっていることが示された。
これまでの国や行政による災害対策は、住民や地域が対象であり、産業界、特に中小企業に対
する危機対応は、各企業に任されてきた。しかし、災害から復活しようとしたときに、働く場所
や企業が失われてしまったために、思ったように住民が生活を再建できない、といった深刻な問
題が発生している。中小企業は、住み慣れた地域の生活を支える社会資源となっており、中小企
業が、災害から早く立ち直ったり、災害に強い地場産業となることは、災害に強い地域を作る上
で重要な課題と考える。
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３．調査結果の概要
(1)調査対象業界とアンケート回収状況
①回答数
11 業界 463 事業所に対しアンケートを送付し、回収は、141 社(回収率 30.5%)であった。
対象数

回答数

回収率

大津市商店街連盟

36

6

16.7%

滋賀県貨物運送事業協同組合

112

9

8.0%

滋賀県内観光産業

36

17

47.2%

滋賀県漁業協同組合連合会

42

15

35.7%

湖東繊維工業協同組合

32

15

46.9%

信楽陶器工業協同組合

53

8

15.1%

滋賀県製薬工業協同組合

18

4

22.2%

高島織物協同組合

24

12

50.0%

浜縮緬工業協同組合

19

5

26.3%

滋賀バルブ協同組合

33

13

39.4%

滋賀県老人福祉施設協議会

58

37

63.8%

463

141

30.5%

計
②.従業員規模別割合
回答数

構成比

10 名未満

34

26.0%

10～49 名

47

35.9%

50～99 名

21

16.0%

100～299
名

25

19.1%

4

3.1%

10

-

300 名以上
無回答

計
141
100.0%
従業員規模別割合は、10 名～49 名の割合が 35.9%と最も多く、10 名未満が 26.0%が次いで
多かった。50 名未満の企業が、61.9%と過半数であった。
③売上規模別割合
回答数

構成比

5000 万円未満

31

24.4%

5000 万円～1 億円未
満

14

11.0%

1 億～3 億円未満

34

26.8%

3 億円～10 億円未満

30

23.6%

10 億円以上

18

14.2%

無回答

14

-

計

141 100.0%
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売上規模別割合は、1 億～3 億円未満の割合が 26.8%と最も多く、5000 万円未満が 24.4%と
次いで多かった。10 億円以上の企業も 14.2%あり、地場産業のなかでも売上規模はバラツキが
あった。

(2)東日本大震災の影響について
①影響が大きかったのは、観光産業、信楽陶器工業、浜縮緬工業であった。
全体では、「強い影響を受けた」24 社（17.0%)、「やや強い影響を受けた」74 社（52.5%)
を合わせて、69.5%の企業が、なんらかの影響を受けた。業界別には、「強い影響を受けた」の
は、観光産業、信楽陶器工業、浜縮緬工業であり、「やや影響」を含めると、製薬工業、湖東繊
維工業、貨物運送事業での影響が大きかった。

(3) 東日本大震災以前のリスクマネジメント対策が十分であった企業は、3.5%に留まる。
大震災以前にリスクマネジメント対策を十分に立案していた企業は 5 社(3.5%)、一部立案して
いた企業は、51 社（36.2%)と、合わせて約 40%に留まった。しかし、具体的な対策では、新型
インフルエンザ対策や防火対策などが中心であり、地震対策など大規模災害を想定したリスクマ
ネジメントは、ほとんど取られていなかった。
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(4)事業継続計画（BCP）の作成状況は、低い。
事業継続計画の作成状況は、十分に作成している企業は、5 社(3.5%)、一部立案している企業
は 17 社(12.1%)と、合わせても 20%程度であった。業界別には、滋賀バルブ工業、観光産業で、
作成率が高い傾向がうかがえる。平成 24 年 3 月に公表された京都新聞社の報告によると、大震
災前の BCP 作成割合は、約 40%とされており、滋賀県内の地場産業の取り組みは進んでいない。

(5) 事業者は、危機対応に意欲を持っていることが明らかとなった。
大震災が発生してから実施した対策では、「節電対策」が最も多く、73 社（対策率 51.8%)と、
約半数の企業が、節電に取り組んだ。これから実施したい対策は、「節電対策」40 社（28.4%)
が最も多いが、次に多いのは、「危機管理マニュアルの作成」37 社（26.2%)やリスクマネジメ
ント対策、BCP 対策などが挙げられており、事業者は、危機対応に意欲を持っていることが明ら
かとなった。
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(6)実施したい対策が出来ていない理由で、多いのは、
「人材」「資金」
「時間」
。
実施したい対策が出来ていない理由として、
多い順に、「人材不足（全般）」45 社（回答
率 43.3%)、「設備資金不足」35 社（33.7%)、
「対策を立てる時間がない」29 社（27.9%)
であった。
これより、中小事業者が、リスクマネジメン
ト対策や BCP 対策が出来ていない理由は、必
要性を感じていない訳ではなく、作りたくて
も、「人材」「資金」「時間」が不足している
現状が明確に示された。

(7)専門家に期待すること
リスクマネジメントや経営等の専門家に期待
することとしては、多い順に、「危機管理体制
構築支援」47 社（回答率 46.5%)、「地域の予
想災害情報の提供」35 社（34.7%)、「リスク
マネジメント構築支援」33 社（32.7%)であっ
た。
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４．滋賀県の地場産業におけるリスクマネジメント対策の課題
（１）地場産業を支える中小企業事業者は、リスクマネジメント・危機管理対策を望んでいる
中小企業・事業者が中心の地域産業は、通常の経営状態においても、景気変動や顧客ニーズの
変化などによる経営リスクにさらされており、災害時に焦点を当てたリスクマネジメントを実施
する人材、資金、設備、ノウハウが不足している。一方、大災害時の影響は、地元災害だけでな
く全国で起こりうる大災害の影響を受けることは明らかであり、特に近畿で懸念される東海東南
海地震の影響を考慮したサプライチェーン被害の影響を十分、検討しておくことが重要である。

（２）業界ごとの取り組みと売上規模別の格差対策の必要性
業界ごとに取り組みの格差がみられることは確認できた。また、業界横断的に、売上規模とリ
スクマネジメントの各対策を検討すると、売上規模が大きいほど、各種の対策が進んでいること
が示唆された。小規模事業所でも有用なリスクマネジメント、危機管理対策に対する支援が望ま
れている。
①売上規模別にみた各対策の現状
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５．各支援機関・行政への提言
(1)地域防災対策と産業政策の連携を図ること
滋賀県では、東日本大震災後、早期に防災計画の見直しに着手し、放射能被害対策や流域治水
基本方針（案）をまとめ、住民の生命や安全をまもるための方針や対策を明らかにしている。こ
れらは、住民を対象とした考え方や方針・対策が中心であり、雇用と生活基盤を守る地域の産業
についての考え方や対策とは意味が異なる。
具体的な事例では、地域の要支援・要介護の高齢者や障害者等の福祉避難所として、公共施設
以外に老人福祉施設などが指定されている市町村もあるが、受け入れる施設側の準備は、ほとん
ど行われていない。今回のアンケートでは、施設の利用者や職員の安全確保への不安、食糧備蓄、
医薬品や介護用品などの供給不安、避難することの困難さ、等、施設自身が大きな不安を持って
いる現状が明らかとなっている。施設の方でも、地域住民の支援を期待しているのが現実である。
浜縮緬業界では、地域に散在する事業所と、地域の連携が求められているという声が寄せられ
ている。
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会員事例研究
地元の食材を活用した飲食店の創業について（考え方）
中小企業診断士
鐘井 輝
田畑一佳
Ⅰ．創業支援に関する総論
１．創業の機会が生まれる環境
近年、極端な円高、アメリカの景気失速、ヨーロッパの金融不安、中東の政情不安等、
若年者にとって、また中高年にとっても会社への就職が生活の安定に繋がると簡単に考え
ることができない経済状況となっている。また、高校新卒者の求人倍率も、1.0 を下回る
「0.9」程度と低く、
「大量新卒雇用・終身雇用・年功序列」という日本の慣習が消えてい
くと言われて久しい。
このような環境のなか、「自分の好きな仕事をしたいから」、「自分の裁量で仕事をした
いから」
、
「仕事を通じて自己実現を図りたいから」、
「高い収入を得たいから」、
「年齢に関
係なく働くことができるから」という思いで創業を目指す人が多く現れている。
２．ビジネスプランの策定
ビジネスプランとは、企業の進むべき方向、成長の速度、到達の方法など、企業の将来
についてまとめたものである。将来の事業構想を企業戦略、資金調達等の命題を折込み、
論理的に体系化し、企業の現況と展望を分かり易く作り上げる必要がある。
（１）策定の目的
作成されたビジネスプランは、自分の考えを整理し改めて問題点を洗い出すだけで無
く、円滑な資金調達や優秀な事業パートナーを募集する際のプレゼンテーションツール
として、また社内外の関係者に理解と協力を仰ぐためのコミュニケーションツールとし
て重要な役割を果たす。
また、ビジネスプランは、事業開始前に必要なだけでなく、事業運営を開始した後も
重要なツールとなる。企業を活性化させ、硬直化を防ぐために、事業計画の進捗状況の
確認を行い、ビジネスプランのブラッシュアップやビジョンの再確認を行う目的も有す
る。
（２）一般的記載事項
ビジネスプランを作成する際には、以下の事項を記載するのが一般的である。
① 事業の概要
読み手がビジネスプラン全体像を強くイメージできるように要領よく簡潔にまとめる

- 10 -

② 事業目的・ビジョン・ビジネスモデル
どのような事業を立ち上げようとしているのか大枠を説明する。仕組みを一枚の図で表
すと分かりやすい
③ ターゲット市場（ニーズと市場規模）
市場のニーズとその市場規模について調査した結果を記述し、ビジネスとして成り立
つ理由を説明する。
④ 販売する製品又はサービス
製品・サービスの使用等を詳細に説明し、他者と比較して競争優位性を持つ点を強調
する。
⑤ マーケティング戦略（４Ｐ）
Price,Product,Promotion,Place を用いて、マーケティング戦略全体を説明する。
⑥ 今後５年間の予測財務データ
今後の財務予測については、事業計画の整合性・実現可能性を説明する。
⑦ 研究開発
研究開発にかかる費用や期間を明らかにする。
⑧ 必要な資産・設備とその導入計画
創業に必要な設備とその導入時期を明確に説明する。
⑨ 資金調達計画
上記研究開発費用や設備導入費用等をどのような手段で調達するのか説明する。
⑩ 経営チーム
経営チームの経歴や能力・資質等を明示する。
Ⅱ．このテーマにおける経営戦略上のポイント
経営戦略として、まずは全体戦略が必要となる。全体戦略は、「誰に」「何を」「どのよう
に」の視点で構築する。個別の戦略は、全てこの全体戦略に従う。実際には、財務や人事等
の戦略も重要ではあるが、
「地元の食材を活用した飲食店」というテーマから、立地、店舗、
商品、販売、販売促進、仕入れ、ＩＴ戦略が戦略上の重要なポイントとなる。この７項目に
絞って説明する。
１．立地戦略
飲食店成功の秘訣は、「立地８割」と言われている。それほど、個店の店舗を出店する
際には立地戦略が重要となる。出店する際に考慮する因子としては、ターゲット商圏、競
合、インフラ（鉄道、道路）等がある。当然、自社の全体戦略と一貫性のある立地判断を
行う事も忘れてはならない。
（１）ターゲット商圏の視点
地元の食材を使用する観点から、主なターゲット顧客は地元の住民となるが、その土
地のおいしい物を食べたいと考える近隣（半径 10km）の住民もターゲットとしたい。
このとき、どのように店舗に来ていただくか交通インフラもポイントとなる。半径 10km
の商圏を取るのであれば、車で来ていただける場所に立地し、当然駐車場も完備するこ
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とに留意する。
（２）競合の視点
一般的に、競争は激しいが飲食店街の中に堂々と出店するか、または全く競合がいな
い土地に出店するかのどちらかの戦略が望ましい。地元食材にこだわれば、全く競合が
いない場所に立地することも考えられる。わざわざ競合店の多い駅前や家賃の高い立地
に出すことはなく、いい店をつくれば顧客は探して来てくれるし、良い顧客が常連にな
ってくれる確率が高い。いわゆるブルーオーシャン戦略である。どちらにしろ、自社の
全体戦略と一貫性のある立地判断を行う事が重要となる。
２．店舗戦略
店舗をデザインするにあたり、最も重要なことは、自社のブランドに合致し、一目見て
何屋さんかがわかる店構えにすることである。例えば、カレー屋さんなら、赤や黄色をベ
ースとした開放感のある店舗が望ましいし、高級料理店にするなら、白黒のしっかりと門
を構え、奥行きがありながらもプライベート重視のレイアウトとすることが望まれる。地
元食材を使用するのであれば、地元のカラーというものを訴求することを考えることもポ
イントの一つとなる。
３．商品戦略
いくら素晴らしい場所に素晴らしい店舗を構えても、味に特徴が無ければリピーターは
増えず、逆に「あの店はまずい」という悪い口コミが広がり、客足が遠のいてしまう可能
性もある。飲食店においては、せめて味がそこそこのレベルに達している必要がある。開
店前にモニター活動を実施するなど、まずは味にこだわった商品を開発することが肝要と
なる。この時注意しなければならないことは、万人受けする味とするために、地元食材の
ことを忘れてしまうことである。地元の食材にこだわり、その特徴を活かした商品とし、
ブランド化することを忘れないようにしたい。また、品揃えはなるべく絞込み、これだけ
は負けないという商品のラインアップとすることが望ましい。なお、価格は競合と同等か
高めに設定することで、ブランド力の強化を行なう。
４．販売戦略
飲食店において、顧客はメニューを見て商品を決定する。メニューは店の顔と言っても
過言ではない。メニューは、風味やカロリー、アレルギー対策として使用されている食材
など、商品の特徴を分かり易くかつアピールするように作成する必要がある。単なる「お
品書き」ではないことに注意したい。また、顧客への接客も単なる「注文取り」ではない。
顧客の要望を聞きだし、顧客へ提案を行い、少しでも客単価を向上させる営業の場である。
接客マニュアルを作成し、そのマニュアルに基づいた従業員教育を丁寧に行なうことが重
要となる。
５．販売促進戦略
プロモーション戦略としては、新規顧客を対象としたチラシや広告等と、既存顧客を対
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象とした DM やポイントカード等がある。ついつい新規顧客獲得に走ってしまいがちだ
が、一番大事な顧客は一度来店していただいた顧客であることを忘れてはならない。一度
来店してただいた顧客に何度も来て頂いて、ロイヤルカスタマーになっていただき、そこ
から新規顧客を紹介していただくことが一番である。まずは、一度来店していただいた顧
客に再来店していただくための DM を打ち、ポイントを付与してロイヤルカスタマーに
なっていだくことから始めたい。
６．仕入れ戦略
本テーマでの創業では、地元の食材を使用することが出来るかどうかが一番のキーポイ
ントとなる。そのためには、食材を仕入れる地元農家の協力体制が欠かせない。まずは、
地元農家を地道に回り、食材の仕入先を確保することが先決とある。この時、仕入れ可能
な量も併せて確認し、店舗での機会損失が発生しないよう注意する必要がある。また、調
達コストも無視できないので注意したい。地元農家を何軒も走り回るよりも一箇所で全て
仕入れができるような工夫もしていきたい。
７．IT 戦略
IT 戦略は、上記５つの戦略を支えるものでなくてはならない。特に、大事な管理ポイ
ントは、商品管理と顧客管理である。商品管理については、POS レジを導入し、売れ筋・
死に筋を把握することにより、新しいメニューの開発につなげることがポイントとなる。
また、顧客管理については、顧客ポイントカードを導入し、来店客の購買頻度・購買価格・
最終購買日等の情報を分析し、顧客毎の OneToOne マーケティングを実施し、顧客を囲
い込む戦略をとることがポイントとなる。
Ⅲ．本テーマの活用
平成 24 年 6 月 9 日には、台湾にて開催された国立成功大学産学交流会において、鐘井が本
テーマについて講演し、表彰状をいただきました。
＜講演内容＞

＜講演の様子＞

＜感謝状＞

このように、地元資源を活用したマーケティングに関しては、今後の世界共通のトレンド
となる可能性も秘めている。次号では、このテーマの実践編として、上記考え方で捉えた企
業の実例を紹介したい。
（以上）
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委員会報告
Ⅰ．企画広報委員会の取り組み
大石孝太郎（委員長）、野々山寛、松村博幸、長澤

啓、田畑一佳

１．平成 23 年度活動のまとめ
（１）HP による情報発信と管理
①.定期更新－無料相談担当、協会事務所活用
②.広報誌、調査研究報告書の公開
（２）広報誌の企画編集と発行
①.平成 24 年 4 月に 25 周年記念誌し、滋賀県内の各支援機関に訪問の上、配布した。
②.診断しが（平成 23 年度秋号）を発行し、郵送とメール配信により配布した。
２．平成 23 年度活動の反省
（１）委員会活動の低迷
企画広報委員会へ組織変更されたが、対外活動、組織内活動ともに十分にできなかった。
（２）企画活動ができなかった
研究会活動の成果を活かした提案活動を検討したが、アイデアは出ていたが、実際に動かす
人、時間、資金を明確にしなかったため動かなかった。
３．平成 24 年度活動方針
（１）委員会活動の活性化
ネットを利用した委員会活動を行い、新規の企画を立案し自ら実行する委員会とする。
委員の役割を明確にする。
大石：企画、ＨＰの管理、プロジェクトの企画と運営、関係機関訪問等
田畑：広報誌の企画、編集、発行、プロジェクトの企画と運営等
松村：企画プロジェクトへの参加、委員会活動への積極的な提案等
野々山：企画プロジェクトへの参加、委員会活動への積極的な提案等
長澤：企画プロジェクトへの参加、委員会活動への積極的な提案等
（２）ＨＰの再構築
2 年前に全面的に刷新したが、情報不足であるため、会員情報の PR 活動や情報量の充
実を図る。他の委員会活動の紹介ページを増やす。
（３）事業者参加型の企画提案と事業契約を取る。
創業塾、第 2 創業塾、ヘルスケアビジネス実践塾、マーケティング塾等を企画運営する。
滋賀県等の各支援機関に提案活動を行う。
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Ⅱ．組織体制委員会活動報告
土山委員長

大谷委員

山本(善)委員

野瀬委員

田中(清)委員

服部委員

H23 年度総括及び H24 度予定を下記報告します
１．H23 年度組織体制委員会 委員の構成
大谷武重、山本善通、野瀬孝臣、田中清行、服部直幸、土山嘉雄
２．常設窓口経営相談会
① メールや架電問合せによる窓口経営相談の申込みが増加
② 事務所相談員の勤務状況（不足状態）
・毎月担当可能 17～18 名、不定期担当可能 5 名、1 回／2～3 ケ月担当可能 5 名など
・重複会員の相談員希望者も受け入れる旨、理事会で決定（H23.10.14）
・無料経営相談会を協会主体で 2 回実施（H23.12.3

H24.2.25）

③ 今後の予定
・窓口経営相談の活性化
・法人協会として独自の相談業務ポイント取得化を検討（将来）
３．事務所資料の管理状況
① 文書取扱規定による事務所保管書類の管理…H23.10.5 に資料整理を実施
② 新着雑誌や資料及び保存期限到来調査報告書などの会員メール紹介を実施
４．協会運営の円滑化
① 協会会員の異動状況（24.3.29 現在）
・23 年度入会者 4 名、退会者 13 名、
・現在会員数 55 名（正会員 55、重複会員 0、休会 1 名含む）
②事務所の活用…個人的な業務打合せにも開放中（事前予約制）
５．公益法人制度改革
①定款案の作成…

・組織体制委員会による検討（H23.2.5～H24.2.13）
・常任理事会による検討・承認（H23.1.28～H24.1.30）
・理事会による検討・承認（H23.2.25、4.8、2.24）

②総会による定款案の承認（法人化の承認）…H23.5.07
（改定案の承認）…H24.5.12
③近畿ブロック会議…・本部定款案に関する質疑応答（H23.11.16）
④他の主要な実施事項
・定款・諸規定改定案の承認…理事会及び総会による承認（H24.2.24、5.12）
・協会事業計画・収支予算策定…常任理事会及び理事会にて検討（H24.4.9、4.16）
・会計方式見直し…公益・共益部門別、税制（非営利法人・普通法人）
・ホームページ、印刷物、ビル・エレベータ内表示などの法人名称変更
・登記簿謄本、法人代表印、印鑑証明など準備（H24.3 月）
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・法人設立登記…公証人役場認証（H24.3 月）
、法務局登記（H24.4.2）
・設立届出…市役所、税務署、公共職業安定所などへ（H24.4 月）
・税務…所管税務署・社会保険事務所・労働基準監督署などへ届出（H24.4 月）
・
「一般社団法人滋賀県中小企業診断士協会」設立総会（H24.5.12）

Ⅲ．会員サービス強化委員会活動報告
鐘井輝

下村裕彦

玉木幸夫

土山嘉雄

松田智之

山本善通

会員サービス強化委員会では、実務従事のポイントが取得しにくい中小企業診断士の方に、以下
の要領で実務従事の機会を提供しました。
（1）コース名

個別診断実務（地場企業３社）

（2）実施概要
地場企業への調査・分析、提言
（立地調査・分析、商圏調査・分析、新分野進出についての情報提供と提言）
（3）日

程

平成２４年４月１４日～平成２４年６月（詳細は下記のとおり）

＜実施日程＞
① ４月１５日（日）

１１時～

ミーティング

② ４月１５日（日）

１３時～

現地確認、立地・周辺環境把握

③ ４月１６日（月）～３０日（祭）

商圏調査・分析、通行量調査等

④ ５月

１日（火）～３１日（木）

進出分野、モデル企業、競合店調査・分析

⑤ ６月

１日（水）～

報告書作成、調整

⑥ ６月１７日（日）

９日（土）
報告会

③～⑤の調査日うち、４日参加
（4）指導員名

鐘井

輝、山本善通、松田智之、玉木幸夫、土山嘉雄

（5）参加人数

滋賀県診断士協会会員 11 名、会員外 4 名の計１５名が参加しました。

（6）参加費用（事務手続き費用）
滋賀県協会会員６，０００円（協会会員以外は１８，０００円）
（7）その他
・調査日 4 日間のほか、ミーティング・現地打合せ・概要把握・報告会（2 日間）を実施、
計６日間として 1 人当たり６ポイント取得することができました。
・今年度も引き続き実施する予定です。詳細は、後日発表いたします。
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研究部会報告
Ⅰ．H23 年度 海外ビジネス支援研究部会活動報告
土山リーダー
仲西会員

大谷会員

橋詰会員

鐘井会員

広田会員

下村会員

山本(善)会員

H23 年度総括及び H24 度予定を下記報告します
１．平成 23 年度メンバー構成
大谷武重、山本善通、鐘井輝、広田光政、下村裕彦、仲西貞之、橋詰雅人、土山嘉雄

２．海外ミッションツアー
H23 年 11 月に 4 日間の予定でバンコク研修旅行を企画したが、タイ国内で発生した大水害
が長引いたためにやむなく中止した。次回の計画については H24 年度の秋季を目途に再度
検討(タイ・台湾など)することとした。

３．台湾・貿易事務所の社長来訪
台南市の貿易事務所、齋富興業有限公司の社長、林 政徳氏(神戸県立大卒・鐘井先生と親交
あり)が 10 月 20 日、びわこ環境ビジネスメッセ見学のため来日された。見学終了後には当
研究部会メンバーも参加して懇親会を催し、今後の相互連携などについてディスカスを行な
い盛況に終わった。
また、12 月 26 日から鐘井先生が訪台し、相互ビジネスの可能性などについて林社長と打合
せた結果、24 年度秋のびわこ環境ビジネスメッセに台湾企業団のビジネスツアーを計画す
ることについて合意した。
４．その他関連情報について
①中国は法規・規制の変更が多い
中国や東南アジアにおけるビジネス契約（基本監査、決済システム、財務、為替差損、品質
管理など）に関する最新の KH をまとめて文書化ができないか。
②ベトナムや香港に出張し電線ビジネスの更なる展開について検討中（仲西先生）であるが、
特に中国における製造販売時の値決め方法や各種法規制など KH の実情について調査をすべ
く考えている。
③協会本部の国際委員会（鐘井委員）や東京都診断士協会の国際マネジメントシステム研究会
などの情報を入手すると共に活用を図る。
④滋賀銀行のタイ営業拠点開設計画の進捗状況把握と相互協力に関するコンタクトについて
検討する。
⑤海外からの観光客のための滋賀県内観光ルート見直し・設定などについて、県や市の関係部
署と連携し、びわこ・名所紹介資料の作成・PR など、当協会活動の展開検討の可能性を探
る。
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Ⅱ．知的資産経営研究部会
リーダー

大石孝太郎

１．知的資産経営研究部会メンバー
平成 24 年度の研究部会メンバーは、次の 8 名である。
（敬称略）
大石孝太郎、住田

勝、長澤

敬、西村良隆、野瀬孝臣、野々山寛、広田光政、南山賢悟

２．当知的資産経営研究部会の特徴
滋賀県らしさや、知
的資産経営報告書の
活用を考えた工夫さ
れた知的資産経営報
告書を作ろうとして
いることである。具体
的には、知的資産経営
報告書の開示対象を
三者に絞り、三者への
メッセージを明確に
表現する「三方よし経
営報告書」に仕上げる
ことである。
これまでに、「三方
よし経営報告書」として公開した企業には、株式会社ビーエスシー・インターナショナル様、
世光株式会社様がある。
これらの作成には、当研究部会のメンバーが、3 名で一つのチームを作り、チームビルディ
ングから実際の報告書の作成までを支援している。
３．平成 24 年度の取り組み方針
平成 23 年度は、研究部会チームとして、支援企業があれば取り組むというスタンスを取っ
ていたため、会員の知識や理解を深めるための取り組みが不十分であった。その反省から、平
成 24 年度は、以下の方針で取り組みたい。
（１）年に 3 回の研究部会の開催
支援することを第一の目的とせず、会員への支援ノウハウの開示や、知的資産経営報告書へ
の理解を深めていただくことを主要な目的とする。知的資産経営報告書について、予備知識が
なくても、この研究部会で、十分な情報が得られるようにしたい。支援事例は、研究部会とは
別にチームを編成し実施するとともに、支援プロセスの共有化を図る。
（２）関心を呼ぶ研究テーマの企画と運営
今年度から、社団法人に組織変更になったことを踏まえ、広く会員の参加が得られるような
興味を引くテーマを企画し、実施する。
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Ⅲ．事業再生支援研究部会の活動について
リーダー

田中清行

[当研究部会立ち上げの趣旨]
会員の先生方に協議会事業の現状を理解いただき、協議会事業の外部専門家として求められる
スキルを習得していただく一助とするため当研究部会を立ち上げました。
[平成 23 年度の実績]
第１回

当研究部会立上げの趣旨説明、協議会の現状、
『実践的中小企業再生論』により中小企
業再生の現状、中小企業再生の基本的考え方の説明

参加者 10 名

第2回

テキスト等により

中小企業再生の実務の説明

参加者 8 名

第3回

テキスト等により

事業再生計画の策定の説明

参加者 9 名

第4回

再生支援全国本部主催事業デューデリセミナー(製造業)受講

第5回

テキスト等により再生スキーム各論の説明

第6回

全国本部岸本ＰＭによる事業デューデリの講義(小売業)

参加者 10 名
参加者 9 名
参加者 15 名

以上のとおり、延べ 61 名の先生方が熱心に受講され、一定の効果を得ていただいたよう
に思います。積極的に協議会にアプローチいただいたら結構かと思います。
[平成 24 年度の予定]
平成 24 年度の協議会事業について、24 年 5 月 21 日に内閣府・金融庁・中小企業庁におい
て取りまとめられた「中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の経営支援のため
の政策パッケージ」の具体化を図るため、協議会の事業実施基本要領等が改訂されました。(中
小企業庁ＨＰ参照)
実質的に大幅なスキームの変更になりますので、当研究部会としましては、協議会から外部
専門家の先生方への説明会の後、今年度の計画を検討いたしたいと考えております。

Ⅳ．事業承継研究部会の活動について
リーダー

山本善通

＜平成２４年度の取り組み方針＞
平成２３年度は思うように活動することができませんでしたが、平成２４年度は、法律上の
後継問題だけでなく、企業の経営理念をどのように後継者に継承してゆくべきか等についても
研修を重ねると共に、１００年以上続いている企業の事業承継事例を取り上げ研究をおこない
たいと考えています。

- 19 -

Ⅳ．就職支援研究部会の活動について
リーダー

鐘井輝

就職支援研究部会では、若年者の就職支援の一環として、滋賀短期大学１年生を対象とした「就
職支援講座」を以下のように８回に渡り実施しました。毎回８０名程の生徒が熱心に受講されま
した。実際の社会人経験者からの講義を受けて、生徒のみなさまには、就職に向けての心がまえ
や今から実施しておかなくてはいけないことが明確になったことと思います。
第１回：平成 23 年 10 月 6 日（木）
オリエンテーション、就職の意義（鐘井輝）
第２回：平成 23 年 10 月 20 日（木）
就業力の設計と自己管理（田畑一佳）
第３回：平成 23 年 11 月 10 日（木）
就業力が求められる背景、就職活動のスケジュール（池田健一郎）
第４回：平成 23 年 11 月 24 日（木）
ビジネスマナー（田畑一佳）
第５回：平成 23 年 12 月 8 日（木）
企業に求められる人材（牧二三男）
第６回：平成 23 年 12 月 22 日（木）
社会人の基礎思考と行動（松田智之）
第７回：平成 24 年 1 月 5 日（木）
企業訪問、表現力（居原田岩雄）
第８回：平成 24 年 1 月 19 日（木）
まとめ、レポート作成（大谷武重）
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会員紹介

氏名：野々山

寛

企業名：Nonoyama Management Office
役職：代表
住所：滋賀県長浜市勝町 137-19
電話番号：080-1464-6726
FAX 番号： 0749-63-0895
メールアドレス：ANC11254@nifty.com
事業内容・専門分野：リスクマネジメント手法による経営改善支援 (企業危機管理士)
知的資産経営・リスクマネジメント(BCP)・経営革新計画
製造業の業務改革・効率化・安全、環境改善[30 年以上の勤務経験]
Ｑ１

仕事へのこだわりは何ですか？
フリーランスとして独立して約半年が過ぎました。 受託した仕事の一件ごとに対して、全
力で取り組むことをモットーとしています。

Ｑ２

趣味やライフワークにされていることってありますか？
もう 20 年以上続いているランニングです。走るのは早くはありませんが、現在も現役の市
民ランナーで、近隣地域の市民マラソン大会に参加しています。これからもできる限り続け
たいと思っています。

Ｑ３

将来の夢や希望はなんですか？
生涯にわたって、社会的な役割を持ち続けられたらいいなと考えています。本当にやりたい
ことで、社会的に役立つことができれば、素晴らしいことと思います。

Ｑ４

その他
最近、産業カウンセラーの資格を取得しました。 経営者の方との相談を受ける中で、とも

すれば敬遠してしまう「感情」や「気持ち」を含めた受け止めかたをするほうが相談される方
は「信頼関係」が醸成されて結果的に「顧客満足度」が向上するのではと思います。カウンセ
リングとコンサルティングは異なった行為ですが、相談を受ける時には、まず「傾聴モード」
を実践したいと思います。
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会員紹介

氏名：橋詰

雅人

企業名：自営業（醤油製造業・不動産賃貸業等）
住所：滋賀県彦根市

中央町１－１６

電話番号：０７４９－２２－００７３
FAX 番号：０７４９－２３－４３６７
メールアドレス：m-hashizume@blue.ocn.ne.jp
事業内容・専門分野：醤油製造（創業嘉永年間）アパート
テナントビル賃貸
コンサル業（経営分析・経営戦略策定支援・商店街支援）
Ｑ１

仕事へのこだわりは何ですか？
受けた仕事に対して全力で取り組むこと。経営者の立場に立って少しでも有益な提案を行う
ことができるよう自己研鑽を積むこと。

Ｑ２

趣味やライフワークにされていることってありますか？
スポーツ観戦（ラグビー、サッカー等）歴史書を読むこと
歴史に学び、時々古典の名著に立ち返ること。
良き友人・仲間を探し続けること。

Ｑ３

将来の夢や希望はなんですか？
少しでも自分の経験や能力が社会の役に立つように努力すること。
去年の自分より今年の自分が成長していること。
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新入会員紹介

氏名：西村剛史
企業名：西村経営労務管理事務所
住所：滋賀県大津市唐崎 1－29－12
電話番号：077－579－0645
FAX 番号：077－579－0645
メールアドレス：nishikky@kra.biglobe.ne.jp
事業内容・専門分野：中小企業経営改善支援、経営革新・創業支援
人事・賃金制度構築支援・人材育成教育・研修
就業規則・人事諸規定の作成
労働・社会保険の諸手続き
みなさま、はじめまして。今年の５月に入会しました。
西村剛史と申します。
私は大手外食企業に 10 年余り勤務し、そこで、7 年ほど関西・北陸地区で店長を務めた後、
平成 22 年の 4 月に、まず、社会保険労務士として、大津市唐崎にて開業しました。
診断士の方は、昨年、名古屋まで診断士登録養成課程に 1 年間通い、今年の 4 月に登録し
ました。そういった経歴もあり、得意分野は店舗経営と人事労務です。現在、滋賀労働局の
雇用均等室で、パートタイマー向けの人事制度の導入支援もおこなっています。
また、最近はもっぱら、名前を覚えてもらうためと趣味にしか活用していませんが、気象
予報士でもあります。毎日、空を眺めて、雲の動きを見るのと、月の満ち欠けを見るのが好
きなロマンティストです（笑）
。
今後は社労士というより、診断士（コンサルタント業務）を中心にやっていきたいと考え
ております。どうぞ、よろしくお願いいたします。
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滋賀県中小企業診断士協会 平成 2４年度役員体制
平成 24 年 4 月 2 日に一般社団法人 滋賀県中小企業診断士協会の設立および平成 24
年 5 月 12 日の総会における理事 1 名の選任により、役員、委員会の体制は、以下の通
りとなっております。
会 長

大谷 武重

副会長

鐘井 輝

専務理事

大石 孝太郎

常務理事

田中 清行

広田 光政

土山 嘉雄

北川 貞夫

島渕 裕一

田畑 一佳

山田 人志

山本 善通

北村 秀一

松田 智之

理

事

監

事

野瀬 孝臣

相 談 役

中本 悦子

玉木 幸夫

筒木 由美男

土山 嘉雄

大石 孝太郎

服部 直幸

○常任理事会
常任

大谷 武重

鐘井 輝

広田 光政

理事会

田中 清行

野瀬 孝臣

松田 智之

○委員会
委 員 会

委員長

企画・広報

大石 孝太郎

会員ｻｰﾋﾞｽ強化

鐘井 輝

組織体制

土山 嘉雄

専門分野研究

広田 光政

委

員

田畑 一佳

松村 博幸

長澤 敬

下村 裕彦

玉木 幸夫

土山 嘉雄

松田 智之

中村 実

大谷武重

野瀬 孝臣

服部 直幸

佐々木 一幸

山本 善通

居原田 岩雄

田中 清行

仲西 貞之

西村 良隆

野瀬 孝臣

西村 剛史

橋詰 雅人

○個人情報保護
個人情報保護
担 当 者

管理者
大谷 武重

取扱担当者 苦情相談窓口

監査責任者

小山 敦美

松田 智之

広田 光政
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平成 24 年度理論政策更新研修のお知らせ
平成 24 年度理論政策更新研修を以下の要綱で実施いたします。
奮ってご参加いただきますようお願いいたします。

１．開催日

３．会場

平成 24 年 8 月 4 日（土）曜日
名称

コラボしが 21

住所

滋賀県大津市打出浜 2-1

URL:

（時

6 月 22 日

ー

マ

～

7 月 20 日

講

師

（氏名）川村 好典 参事

間）13：00～14：00

（テーマ）

（職名）滋賀県商工観光労働部

「新しい中小企業政策について」
（時

大会議室

http://www.collaboshiga21.jp/

４．申込受付期間

テ

3階

２．募集人数

商業振興課

間）14：00～15：30

（氏名）玉木 幸夫

（テーマ）
「BCP 策定による中小企業の事業継続」
～事業の継続を脅かす事態に備える
ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝトの観点からのアプローチ～

（時

間）15：30～17：00

（職名）滋賀県協会 理事

（氏名）西堀 克則

（テーマ）
「

第６次産業化支援

」事例研究

（職名）滋賀県協会 会員
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120 人

中小企業支援機関、各種団体、企業、行政の皆様へ
当協会会員は、経営革新セミナー、創業塾などのセミナー、講演会、研究調査等の企画、
実施まで責任を持って実行します。また、商店街などの中小の集積から個別企業まで、多
くの業種の経営計画の支援や実務支援等を現場で行っています。企業内研修、団体研修、
専門家の派遣等でも、多くの実績があります。
当協会会員には、中小企業診断士だけでなく、税理士、司法書士、行政書士、社会保険
労務士、ISO9000,14000 等審査員、情報システム、不動産鑑定士、など他の資格者も擁
する人材の宝庫でもあります。
専門家とのマッチング、費用のご相談など、無料窓口相談で行っていますので、経営に
関することなら、お気軽にご相談ください。

中小企業診断士とは、経営コンサルタントでは唯一の経済産業大臣登録の
国家資格であり、中小企業の経営診断、助言を行う専門家です。現状分析に
基づく成長戦略のアドバイスが主な業務です。

（社）中小企業診断協会とは、中小企業診断士を会員とする全国組織で
す。診断士のネットワーク力を活かして中小企業の皆様の経営力の向上に
お応えしています。
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「中小企業経営診断シンポジウム」のご案内

「中小企業経営診断シンポジウム」は、従来、東京で開催されていましたが、本年は大阪で
開催されることとなり、近畿地区を挙げて応援することになりました。
経営者はじめ中小企業診断士、行政などから 500 名程度参加の予定です。
今から、予定いただきますようお願いいたします。
１．日時

平成２４年１１月７日（水）

２．場所

大阪国際会議場

10：30～17：30

（グランキューブ大阪）

大阪市北区中之島 5-3-51
３．テーマ

地域からの発進・経営革新
基調講演：コニカミノルタホールディングス(株)

太田義勝

氏

無料経営相談窓口
当協会では、平日の午後 1 時より午後 5 時まで、協会会員による無料経営相談を実施し
ています。相談日と相談担当者は、当協会ホームページで公開しております。担当者は、
すべて中小企業診断士であり、安心してご相談いただけます。経営者を始め、営業担当者
や創業を考えている方、連携を求めておられる方など、多くの方に利用いただいています。
専門家をお探しの場合は、電話やメールであらかじめご予約していただくことも可能です。
詳しくは、当協会ホームページをご参照ください。

事務局から、ひと言

無料経営相談にご協力いただいている先生方、いつもありがとうございます。
また、今後ご協力していただける方がいらっしゃいましたら、事務局までご連絡ください。
「理論政策更新研修」が 8 月 4 日 13：00～「コラボしが 3 階」にて開催されます。
申込受付期間は 6/22～7/20 です。インターネット受付が便利ですので、ぜひご活用く
ださい。
多くの方のご参加をお待ちしております。
事務局

小山敦美
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■発行者：滋賀県中小企業診断士協会
■住所：〒５２０－０８０６
滋賀県大津市打出浜２－１
コラボしが２１ ４階
TEL
０７７－５１１－１３７０
FAX
０７７－５１１－１３７１
E-MAIL jsmeca25@jade.dti.ne.jp
URL
http://www.shiga-smeca.net/
（ＨＰを更新しました）
■交通：○京阪電車・石場駅より徒歩３分
○大津駅からバス「びわ湖ホール」
又は「商工会議所前」下車徒歩２分

（作成：企画・広報委員会）
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