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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

廣

田

光

政

皆様方には、平素格別のご支援・ご協力をいただきまして心より厚くお
礼申し上げます。皆様方のお蔭をもちまして５月の会長就任後ここまで、
各種事業を鋭意展開することができました。感謝申し上げます。
さて、これまでの事業展開の中で実感したことですが、今後の事業実施
においては、より一層の顧客目線への対応が必要になると考えておりま
す。具体的には、従来から経営管理の基本と言われております Q・C・D
の実践的取組ということです。私ども中小企業診断士の場合、次のように
考えられます。
Quality(品質)・・・顧客への支援内容が、どれだけご相談いただいた内容について成果が出ているのか？ど
れだけ顧客のご満足をいただけたのか？
国のミラサポ専門家派遣事業では、評価アンケートを取るようになっていますが、他の事業においても同様
の評価を行い、自らのコンサルタント実績について棚卸を実施する必要を痛感するところです。
Cost（原価・価格）・・・これは、支援内容が対価的にどれだけ顧客満足を充足させられたのか？コンサルタン
ト業務は、誰もが中小企業診断士などの資格無しに出来る業務であり、顧客が各種士業等の中から特別に
中小企業診断士を選任していただいた価値ある仕事（コストパフォーマンス）ができたのかどうか？また、もう
一方の考え方として、独立診断士として「効率的」に自らの仕事を成し得たのかどうか、この視点も非常に大
切な事項です。
Delivery(納期)・・・上述の Quality や Cost に関わることですが、顧客の期待される納期に対応できるか、どう
か？高品質で、且つ顧客が満足される費用でご相談内容をご希望期限までに間に合わせられるか、どう
か？今年、中小企業基盤整備機構が実施された認定支援機関向け事業再生研修では、相当なボリューム
の事例問題を短時間に処理・回答することが講師から求められました。受講者個々に相当の開きがありまし
たが、ここに述べました Q・C・D の全てを顧客にご満足いただかないことには、中小企業診断士として今後
の競争を勝ち抜けないと実感しております。
顧客の皆様、会員の皆様、滋賀県中小企業診断士協会としましては、今後これら Q・C・D の改善・向上に
むけまして不断の努力を重ねる所存ですので、一層のご指導・ご鞭撻をよろしくお願い致します。
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無料窓口経営相談会実績
会長 廣田 光政
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２5 年度実績＞
№

日 時

相

1

平成 25 年 4 月

補助金について

2

平成 25 年 4 月

海外での中古車販売・レンタカー事業について

3

平成 25 年 4 月

組合運営について

4

平成 25 年 5 月

建設業者の事業再生

5

平成 25 年 5 月

新商品・新サービスの開発支援事業

6

平成 25 年 5 月

運営相談

7

平成 25 年 6 月

組合の減資における会計処理について

8

平成 25 年 7 月

法人化に伴う事務処理について

9

平成 25 年 8 月

協同組合の清算手続き

10

平成 25 年 9 月

新商品の価格見積もりについて

11

平成 25 年 9 月

組合の会計処理について

12

平成 25 年 10 月

磁力回転装置とｽｲｯﾁﾝｸﾞ電源の拡販について

13

平成 25 年 10 月

ビジネス英文(資料請求メール)作成支援

14

平成 25 年 10 月

農業の経営管理について

15

平成 25 年 11 月

バッテリー発電機の特許防衛と販促について

16

平成 25 年 11 月

農園の経営管理支援

17

平成 25 年 11 月

経営相談
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談

内

容

補助金について

特集記事
認定支援機関および地域プラットフォームについて
会長 廣田光政
Ⅰ．認定支援機関
１．認定支援機関とは
近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多
様化・活性化を図るため、平成２４年８月３０日に「中小企業経営力活性化支援法」が施行され、中小企業に
対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務・金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上
の個人、法人、中小企業支援機関等を、国が経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対
して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
２．滋賀県中小企業診断士協会の取組み
滋賀県中小企業診断士協会は、全国の診断士協会の中
でもいち早く、平成２５年８月に経営革新等認定支援機関とし
て認定を受けております。
当協会の会員は、当該認定資格を活用できます。
３．認定による具体的施策
国の次のような事業において、中小企業等を支援するた
めには経営革新等認定支援機関の資格が必要となります。
（１）

経営改善計画策定支援

（２）

ものづくり補助金

（３）

創業補助金

（４）

商業・サービス業・農林水産業活性化税制など
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Ⅱ．地域プラットフォーム
１．地域プラットフォームとは
（１）地域の支援機関等による中小企業支援を目的とした連携体をいいます。
（２）本事業の専門家派遣の窓口機能を担う他、支援ポータルサイトに活用等により、自主的な取組として、
構成機関が連携し、次のような取組を行うことで、当該地域における中小企業支援体制を強化するものです。
①国等の中小企業支援施策情報の発信
②創業セミナーや経営革新セミナーの開催
③ビジネスマッチングイベントの開催
④プラットフォーム内の連携強化、情報共有のための取組
⑤構成機関職員の支援能力向上のための取組（セミナーの開催）
２．滋賀県中小企業診断士協会の取組み
地域プラットフォーム「滋賀県商工会議所連合会等支援ネットワーク」の構成機関として、平成２５年１０月
に登録を受けております。
３．登録による具体的施策
（１）中小企業を支援する専門家登録の推薦を行えます。会員のみなさまには、積極的な登録をお勧めしま
す。
（２）中小企業の支援ポータルサイトへの登録推奨
（３）専門家の派遣
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活動報告
平成２５年度

中小企業診断士理論政策更新研修会
企画・広報委員会 長澤 敬

平成２５年８月３日、コラボしが２１にて、中小企業診断士理論政策更新研修会が実施され、滋賀県内外か
ら約１００名の中小企業診断士が参加しました。
今年度の研修内容は、最近の中小企業の課題である「海外進出」をキーワードに、豊富で具体的な事例
にもとづいた活発な講義がおこなわれました。
１.新しい中小企業政策について
（滋賀県商工観光労働部 中小企業支援課 参事 堀井 誠明 氏）
滋賀県中小企業活性化施策実施計画についての講義がおこなわれました。滋賀県の中小企業施策を丁
寧に説明いただき、今後の県施策の方向性を勉強することができました。
２.中小企業の海外進出と撤退
『チャイナ・プラスワン最新事情』〜日本の TPP 参加と AEC
（滋賀銀行 国際部 課長 小菅 一裕 氏）
チャイナ・プラスワン（タイ、カンボジア、ラオス、ミャンマー、インドネシアなど）最新事情を、数多くのエピソ
ード・国別 GDP などデータ・写真と共に、講義がおこなわれました。プライベートでも海外旅行が趣味という
小菅様の豊富な経験は、具体性に富み、勉強になりました。
３.「事例研究」中小企業の海外進出
（講師：株式会社ナカザワ 代表取締役 中澤 実仟盛 氏）
「タイムステーション NEO」を滋賀県内外に展開するナカザワグループの中澤社長に、海外進出（中国・ベ
トナム・カンボジア）について講義がおこなわれました。創業時・社長就任時からのエピソード・苦労話と共
に、大変興味深い講義がおこなわれました。
最後に、活発な質疑応答が行われ、概ね好評の中で研修会が終了しました。
なお、理論政策更新研修は、中小企業診断士更新要件のひとつである「新しい知識の補充に関する要
件」として実施する研修です。本研修は、登録有効期間５年間で５回修了することが必要です。
当協会は、中小企業診断士の皆様にとって有用なテーマを選んで毎年開催しておりますので、ぜひとも
参加の程よろしくお願いします。
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新しい中小企業政策について」
滋賀県商工観光労働部 中小企業支援課 参事 堀井誠明氏1
平成２５年度滋賀県中小企業活性化施策実施計画について
１．実施計画における施策の基本的な方向

２．平成２５年度の主な施策
３．推進体制
の整備
本県の実施
する中小企業
活性化施策に
ついて、その
中心的な施策
を集約して担
当するととも
に県としての
施策を総合的
な調整を図
り、また中小
企業者の皆さ
んからの相談
の窓口となる
組織として、商工観光労働部に「中小企業支援課」を設置し
ます。
また、製造業、商業、サービス業、観光産業、農林水産業、健康福祉産業、建設業などさまざまな分野
にわたる総合的な中小企業活性化施策の策定と推進を全庁を挙げて図るため、関係部局からなる「中小企
業活性化推進本部」を設置します。
1

当日の堀井氏の資料から抜粋して紹介しています。

-6-

滋賀県中小企業の活性化の推進に関する条例について
滋賀の経済や社会が今後も継続的に発展していくためには、その主役である中小企業の活性化が不可欠
です。中小企業が本県経済の持続的な発展の原動力となり、地域に貢献する企業として成長するよう、
様々な関係者による一層の連携と協力のもとに、中小企業の活性化を推進していくため、
「滋賀県中小企
業の活性化の推進に関する条例」を制定し、平成 25 年 4 月 1 日に施行しました。

お問い合わせ先：滋賀県商工観光労働部中小企業支援課
TEL: 077(528)3733 FAX: 077(528)4871
Email: fb00@pref.shiga.lg.jp
http://www.pref.shiga.lg.jp/f/chusho
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「中小企業の海外進出と撤退」ﾁｬｲﾅ・ﾌﾟﾗｽﾜﾝ最新事情』
～日本の TPP 参加と AEC～
滋賀銀行 国際部 課長 小菅一裕氏2
1 人あたりの名目ＧＤＰに着目する
アジア各国の発展状況と日本との比較（2012 年）
発展段階

一人当たり
日本との比較
GDP（米㌦）
6,075.92
1970年代半ば
5,678.48
3,592.29
1970年代初め
2,614.16
1,527.54
1,491.89 1960年代半ば
1,445.53
933.61
834.60
817.95

国名

中間層拡大ゾーン

5,000㌦以上

耐久財普及ゾーン

3,000㌦

消費財拡大ゾーン

1,000㌦

発展途上

1,000㌦未満

中国
タイ
インドネシア
フィリピン
ベトナム
インド
ラオス
カンボジア
ミャンマー
バングラデシュ

(IMF・内閣府統計データ等より作成）
一人当たりの名目GDP(USドル)の推移(1980～)
60,000

40,000

日本

20,000

0

7,000

6,000

5,000

中国
4,000

タイ
ラオス
カンボジア

3,000

ミャンマー
2,000

1,000

2

当日の小菅氏の資料から抜粋して紹介しています。
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年

年

年

10

年

08

年

06

年

04

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

02

12
20

20

20

20

20

20

00
20

98
19

96
19

94
19

92
19

90
19

88
19

86
19

82

84
19

19

19

80

年

0

チャイナ・プラスワン
(1) タイ：高度成長に沸く「微笑みの国」
(2) カンボジア：外国投資を優遇し、活況に沸く
(3) ラオス：フランスの香りが残る内陸国
(4) ミャンマー：アジアサンゴのビジネスフロンティア
(5) インドネシア：ＡＳＥＡＮ最大の潜在マーケット

中華人民共和国
444社（883社）
インド
32社（45社）

バングラデシュ
4社（5社）

香港
159社（188社）

ミャンマー
タイ

5社（6社）

フィリピン

205社（301社）

30社（40社）

ベトナム
55社（70社）
マレーシア
72社（105社）

国 名
本社数（現法数）

【当行取引先の東南アジア進出状況】

ブルネイ
0社（0社）

シンガポール
57社（66社）
インドネシア
50社（58社）

2013年3月末現在
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「事例研究」中小企業の海外進出
株式会社 ナカザワ 中澤実仟盛氏3

会 社 概 要
企業名

株式会社

本社所在地

連絡先住所

ＴＥＬ

ナカザワ

〒520-3234

滋賀県湖南市中央二丁目９２番地

〒520-3234

滋賀県湖南市中央二丁目９２番地

（0748-72-6017）

ＦＡＸ

（0748-71-4477）

http://www.nakazaｗａ－ｇｒｏｕｐ．co．jｐ

Ｅ－ｍａｉｌ：ｉｎｆｏ＠ｎａｋａｚａｗａ－ｇｒｏｕｐ．co．jp

資本金

5,000万円

従業員数

正社員

１８３人

創業年月日

昭和27年12月

（役員を含む）

ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ

２１５人

創立年月日

昭和61年5月13日 平成24年4月現在

合計

３９８人

業 種 名

売上ウエイト

業 態 等

時

計

70.40%

ﾀｲﾑｽﾃｰｼｮﾝＮＥＯ・ﾀｲﾑﾗﾝﾄﾞﾅｶｻﾞﾜ

眼

鏡

28.11%

（ＦＣ）アルク・（ＦＣ）眼鏡市場・HOYAﾒｶﾞﾈSHOPﾅｶｻﾞﾜ

宝

石

1.19%

コンタクトレンズ

0.30%

事業所（所在地）

営業品目

ﾅｶｻﾞﾜ本店

眼鏡

Ｊ-ｓｈｉｐ
京都醍醐店取次ぎ販売（コマツ眼科処方箋）
開店日 売場面積

主要設備

従業員数

検眼機
Ｓ63.5月

165㎡

（湖南市中央2-92）

３人
加工機

西友水口店

時計

（甲賀市水口町水口6084-1）

眼鏡

検眼機
加工機

名古屋ドーム前店

時計

店舗什器

Ｈ14.8月

Ｈ18.3月

139㎡

４人

70.3㎡

５人

（名古屋市東区矢田南4-102-3）

眼鏡市場堅田店

眼鏡

検眼機
Ｈ19.9月

69.5㎡

（大津市今堅田2-19-9）
京阪百貨店くずはﾓｰﾙ店

眼鏡

検眼機
Ｈ19.11月

145.2㎡

（枚方市樟葉花園町15-1）
ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝ店

８人
加工機
９人
加工機

時計

店舗什器
Ｈ20.9月

82㎡

４人

（越谷市東町2-8）
合計店舗数

７７店舗

年

４，６９６百万円（平成２４年４月期）

商

3当日の中澤氏の資料から抜粋して紹介しています。
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会員事例研究
下請代金法と下請適正取引ガイドライン解説
中小企業診断士 野瀬 孝臣
１．下請適正取引ガイドラインについて
平成１９年６月２０日素形材産業ガイドライン等が最初で、現在までに、国が定めたものは、業種特性
を生かした業種別ガイドライン、１７種類と、業界共通用として国が定めた「下請適正取引等の推進のた
めのガイドライン」
（ベストプラクティス集（三訂版）がある。
これらのガイドラインには、望ましい企業間取引の事例を示し、取引の改善に役立つことを目的に「ベ
ストプラクティス」
（望ましい取引き事例）が紹介されているが、望ましくない取引も書かれている。
下請適正取引等の推進のためのガイドライン」の中に記述されている重要事項としては、
（１）業界の特徴に応じたベストプラクティス事例の提示
（２）適正な取引の在り方を示す指針
（３）下請代金法等で問題となりうる行為
（４）望ましくない取引慣行について具体例を挙げ、判りやすく提示している。
２．下請代金法のポイント
① 下請代金法（下請代金支払遅延等防止法 以下「下請代金法」という。）
②

目的 独占禁止法の「不公正な取引方法」のうち「優越的地位の濫用行為」に該当

③

独占禁止法では個別に認定する必要があり、昭和３１年に独占禁止法の特別法として制定された。

④ 違反事件処理が、迅速、効果的に、簡素な手続きで可能となった。
⑤ 平成１５年には法律が改正されサービス業、役務取引も対象になった。
（平成１６年４月１日施行）
３．下請代金法の適用範囲
資本金による区分 （第２条第１項～第８項）
ａ. 物品の製造委託及び修理委託並びに政令で定める情報成果物作成委託及び役務提供委託
親 事 業 者
資本金（出資金）３億円超

下 請 事 業 者
発注

資本金（出資金）３億円以下
（個人事業者を含む）

資 本 金（出資金）

発注

１千万円超３億円以下

資本金（出資金）１千万円以下
（個人事業者を含む）

※ 政令で定める情報成果物作成委託、プログラムに係るもの
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政令で定める 役務提供委託のうち運送、物品の倉庫における保管、情報処理に係るもの
ｂ. 情報成果物作成委託及び役務提供委託（政令で定めるものを除く）
親 事 業 者

下 請 事 業 者

資 本 金（出資金）

発注

５千万円超

資本金（出資金）５千万円以下
（個人事業者を含む）

資 本 金（出資金）

発注

資本金（出資金）１千万円以下

１千万円超５千万円以下

（個人事業者を含む）

４．親事業者の義務、禁止事項、調査権、勧告等
ａ

義務
(ア) 書面の交付義務（第３条）
(イ) 書類の作成・保存義務（第５条）
(ウ) 下請代金の支払期日を定める義務（第２条の２）
(エ) 遅延利息の支払義務（第４条の２）

ｂ

禁止事項
発注の流れによる 4 つの義務と 12 の禁止事項を以下に示す。
(ア) 値決めの段階 → 買いたたきの禁止（第４条１項５号）
(イ) 発注

→ 書面交付の義務（第３条）
→ 支払期日を定める義務（第２条の２）

(ウ) 発注後

→ 不当な給付内容の変更の禁止（第４条第１項１１号）

(エ) 受領時

→ 受領拒否禁止（第４条第 1 項第 1 号）

(オ) 受領後

→ 返品の禁止（第４条第 1 項第４号）
→ 不当な給付内容の変更及びやり直しの禁止（４条第１項第１１号）

(カ) 支払方法

→ 割引困難な手形の交付禁止（第４条第１項第１１号）

(キ) 支払時

→ 支払遅延の禁止（第４条 1 項２号）
→ 減額の禁止（第４条第 1 項第３号）
→ 有償支給原材料等の早期決済の禁止（第４条第１項第８号）

(ク) 下請事業者に対する要請 → 購入・利用強制の禁止（第４条第 1 項第 6 号）
→ 不当な経済上の利益提供の要請の禁止（第４条第１項第１０号）
(ケ) 全体を通じて → 書類作成・保持の義務（第５条）
(コ) その他

→ 報復措置の禁止（第４条第 1 項第７号）

発注書面の交付義務と記載すべき具体的事項（11 項目）
親事業者が発注書面に記載すべき具体的な事項は、次のとおりである（３条規則による）
（１） 親事業者及び下請事業者の名称（番号、記号等による記載も可）
（２） 製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日
（３） 下請事業者の給付の内容
（４） 下請事業者の給付を受領する期日
（役務提供委託の場合は、役務が提供される期日又は期間）
（５） 下請事業者の給付を受領する場所（納入場所）
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（６） 下請事業者の給付の内容について検査をする場合には、その検査を完了する期日
（７） 下請代金の額（算定方法による記載も可）
（８） 下請代金の支払期日
（９） 手形を交付する場合は、その手形の金額（支払比率でも可）と手形の満期
（１０）一括決済方式で下請代金を支払う場合は、金融機関名、金融機関からの貸付け又は支払可能額及
び親事業者が下請代金債権相当額又は下請代金債務相当額を金融機関に支払う期日
（１１）原材料等を有償支給する場合、その品名、数量、対価、引渡しの期日、決済期日及び決済方法
書類の作成・保存（第５条）
給付２年間保存する必要がある。下記の１６項目の事項を保存する義務がある。
記録すべき事項は，次の通りである。
① 下請事業者の名称（番号，記号等による記載も可）
② 製造委託，修理委託，情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日
③ 下請事業者の給付の内容
④ 下請事業者の給付を受領する期日（役務提供委託の場合は，役務が提供される期日と期間）
⑤ 下請事業者から受領した給付の内容及びその給付を受領した日（役務提供委託の場合は，役務が提供さ
れた日・期間）
⑥ 下請事業者の給付の内容について検査をした場合は，その検査を完了した日，検査の結 果及び検査に
合格しなかった給付の取扱い
⑦ 下請事業者の給付の内容について，変更又はやり直しをさせた場合は，その内容及び理由
⑧ 下請代金の額（算定方法による記載も可）
⑨ 下請代金の支払期日
⑩ 下請代金の額に変更があった場合は，増減額及びその理由
⑪ 支払った下請代金の額，支払った日及び支払手段
⑫ 下請代金の支払につき手形を交付した場合は，手形の金額，手形を交付した日及び手形の満期
⑬ 一括決済方式で支払うこととした場合は，金融機関から貸付け又は支払を受けることができることと
した額、及び期間の始期並びに親事業者が下請代金債権相当額又は下請代金債務相当額を金融機関へ
支払った日
⑭ 原材料等を有償支給した場合は，その品名，数量，対価，引渡しの日，決済をした日及び決済方法
⑮ 下請代金の一部を支払い又は原材料等の対価を控除した場合は，その後の下請代金の残額
⑯ 遅延利息を支払った場合は，遅延利息の額及び遅延利息を支払った日
支払期日を定める義務（２条の２）
給付を受領した日から起算して６０日以内で、かつできる限り短い期間内で下請代金の支払期日を定
めなければならない。
【下請代金の支払期日】
下請代金法上の下請代金の支払期日は次のとおりである。
ⅰ 当事者間の取決めにより、下請事業者の物品等を受領した日（役務提供委託

場

合は役務が提供された日、以下「受領（提供）日」という。
）から起算して６０日以内に支払期日を定め
た場合は、その定められた支払期日
ⅱ 当事者間で合意した取決めがあっても、物品等の受領（提供）日から起算して６０日を超えて定めた
ときは、受領（提供）日から起算して６０日を経過した日の前日
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ⅲ 当事者間で支払期日を定めなかったときは、物品等の受領（提供）日
遅延利息の支払（４条の２）
給付を受領した日から起算して６０日を経過した日から支払日まで年 14.6％の遅延利息を支払わなけ
ればならない。
支払遅延は下請代金法に違反する行為であり、遅延利息の支払は原状を回復するための救済措置である
ので、この法定の遅延利息を支払えば、下請代金の支払いを遅らせてもよいという趣旨ではない。なお、
遅延利息の年率 14.6％は、昭和３７年に公正取引委員会規則で定められている。
立入検査・改善勧告・罰則等
（１）報告・立入検査
（２）改善勧告等
（3）公正取引委員会の改善勧告等（第７条）
（4）公正取引委員会の報告徴収・立入検査（第９条第１項）
（5）独占禁止法との関係（第８条）
（6）罰則（第 10 条、第 11 条、第 12 条）
行為者（担当者）個人が罰せられるほか、会社も罰せられることになる。
下請取引コンプライアンス・プログラム現状調査の結果（経済産業省提示 平成２３年５月）
下請代金法の遵守に向けた社内体制を整備するとともに、効果的に運用することにより、下請代金法違反を未
然に防止することができる。
● ビジネスパートナーである下請事業者と良好な関係を築くことにより、競争力が向上
● 企業の社会的責任として適正取引を実現するには、経営者や従業員が下請代金法違反を未然に防止す
る取組が重要
● 下請代金法の遵守のためには、自社の業務特性に応じた下請取引コンプライアンス・プログラムを作り、社
内体制の整備を行うことが必要不可欠
過去に１社で最大１０億円の返還 平成 21 年度 勧告件数 １５件、指導件数 ４，５６７件等、下請代金法違反
はまだまだ多い。現状分析結果は
● 下請代金法の重要性について十分理解していない …
● 下請代金法の遵守が、現場担当者に浸透、定着していない …
● 業界の悪しき慣習から抜け出せていない …
● 社内のチェック体制が機能していない …
親事業者の体制上の問題解決が求められるため、下請取引コンプライアンス・プログラムで対応が望まれる。

(写真)
野瀬会員による下請ガイドライン特別講演の様子
(平成２５年１０月２０日)
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委員会報告
Ⅰ．組織体制委員会の取り組み
大谷武重(委員長)、佐々木一幸、土山嘉雄、野瀬孝臣、服部直幸、廣田光政、山本善通
Ⅰ．上期活動報告
１．組織強化
（１）正会員及び賛助会員ご入会のお誘い
①平成 25 年 6 月 20 日に未入会診断士あて「ご入会のお誘い」文書１０２通を郵送しました。
②本年度勧誘目標‥正会員２０名、賛助会員１５名のご入会
本年度勧誘実績‥9 月 30 日現在、
本年度新規ご入会‥正会員５名、賛助会員６名（うち個人１名及び法人 5 名）
退会者‥正会員１名、現在の会員数‥正会員６３名、賛助会員 10 名
ご入会いただきました正会員様および賛助会員様ありがとうございます。今後、本協会の事業にご
参加、ご協力をよろしくお願い致します。
（２）中小企業診断士の資格更新該当者３５名（25 年度及び 26 年度）に資格更新要件の取得状況を事
前確認していただくご案内を郵送しました。
正会員の資格更新該当の方は、更新要件である、理論政策更新研修の受講 5 年間で５回以上
および実務従事ポイント 5 年間で３０点以上を取得しているか、事前に確認しておいてください。
２．協会事務所運営の充実
（１）常設窓口経営相談会
9 月 30 現在、 相談クライアント数 11 名
相談員（診断士） 毎月担当２4 名、不規則月担当９名
中小企業の皆様には、平日、午後にコラボしが２１ ４階 診断協会事務所で中小企業診断士が無
料で相談に応じていますので、経営上の問題等をお気軽に相談にお越しください。お待ちしていま
す。
（２）国が進めている次の中小企業支援機関に参加し、中小企業支援に取り組んでいます。
①本協会が「経営革新等支援機関」の認定を 8 月 15 日に受けました。中小企業の経営革新計画の
策定、経営改善計画の策定、モノづくり補助金および創業補助金の申請などの中小企業支援に取り
組んでいます。
②「地域プラットフォーム」の構成機関となり、専門家派遣システムがスタートしました。現在、中小企
業診断士の専門家登録および相談を受けたい中小企業者の登録を受け付けています。
３．財務基盤の強化
独立法人としての活動基盤強化に取り組んでいます。会員数の増強，受託事業の拡大および冗
費の節減などに努めています。
Ⅱ．下期活動方針
１．上期の上記活動を継続して推進します。
２．協会事務所の文書の整理を行い、会員の皆様の交流などに事務所をご利用いただけるように致します。
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Ⅱ．会員サービス強化委員会の取り組み
田畑一佳(委員長)、下村裕彦、玉木幸夫、土山嘉雄、仲西貞之、
廣田光政、西村剛史、松田智之
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。
◆日程
・第１クール：平成 25 年 10 月 19 日（土）～11 月 23 日（土）の間の 6 日間
・第２クール：平成 25 年 11 月 24 日（日）～12 月 28 日（土）の間の 6 日間
◆対象者：中小企業診断士
◆参加人員：診断企業先 1 社につき、紹介者・指導教官・実務従事者 4 名の 6 名体制で企業診断を実施し
ました。
◆診断先企業：各クール大津市内１社、長浜市内１社。
◆詳細日程
第１クール
オリエンテーション日

平成 25 年 10 月 19 日（土）
13:00～16:00

第２クール
平成 25 年 11 月 24 日（日）
13:00～16:00

コラボ滋賀２１会議室
・グループ分け（２社）及び担当指導員紹介
①準備

・診断の進め方についての説明
・報告書の作成方法の説明
・グループ毎の日程説明

②ヒアリング

・大津の企業様 １０月２６日

・大津の企業様 １１月３０日

・長浜の企業様 １０月２７日

・長浜の企業様 （未定）

③経営診断
④経営診断

・各グループで実施（主に土日とメールでのやり取り）

⑤経営診断
⑥診断報告会

・平成 25 年 11 月 23 日までに

・平成 25 年 12 月 28 日までに

担当指導員同行の下で実施

担当指導員同行の下で実施

（平日の場合あり）

（平日の場合あり）

■進捗状況
１１月１日現在で、第１クール、第２クールの企業様へは挨拶を済ませ、第１クールも開始されました。各グ
ループとも企業様のために何が提案できるのかと白熱した議論を展開しています。企業様の期待を上回る
診断報告書に仕上がることと期待しています。
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Ⅲ．研修・専門分野研究委員会の取り組み
廣田光政(委員長)、北村秀一、田中清行、仲西貞之、松島明男、三宅裕之
１．取組専門分野
＊下記のような専門分野に特化して、実務中心の研修に取り組んでいます。
＊中小企業診断士として、企業等顧客から高い評価を受けられる研修内容を目標としています。
（１）企業組織活性化
（２）六次産業化
（３）知的資産経営
（４）事業再生支援
（５）法定理論政策研修 ＜平成２５年８月３日実施済み＞
（６）シガネット研修

＜平成２５年１２月１４日実施予定： 別記事ご案内＞

２．新規企画
実務英語の専門分野研修を新たに企画しております。内容は、ネイテイブ相手にビジネス・プランを英語
でプレゼンできるレベルです。
日程等決まりましたら、改めてご案内します。
３．研修企画へのご提案歓迎
会員のみなさまが自ら講師となってセミナーや相談会を開催される企画をお待ちしております。
企画内容に応じて、費用や受講者募集等の支援を致します。
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Ⅳ．企画・広報委員会の取り組み
大石孝太郎(委員長)、渋谷啓、田畑一佳、川北日出夫、松村博幸、長澤敬、野々山寛

１．平成 25 年度活動方針
（１）情報発信力の強化
①

各研究会の活動ニュースの掲載に取り組む

②

会員個人のプロフィールの充実

③

HP の情報更新頻度、内容の充実

④

診断しがの発行

⑤

認定支援機関、地域プラットフォーム活動の PR

２．平成 25 年度活動状況
（１）情報発信と管理
①.HP 定期更新－無料相談担当、協会事務所活用
研究会案内、等
②.診断しが 平成 25 年夏号の発行
（２）企画広報委員会の開催
平成 25 年 9 月 24 日に、委員会を開催し、主として、認定支援機関の広報活動、診断しが秋号の
編集内容の検討を行った。

３．平成 25 年度下半期にむけて


活動方針に掲げた項目で、未着手の課題があり、これへの実行を確実に行う。



診断しが 冬号の発行
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Ⅴ．厚生委員会の取り組み
鐘井輝(委員長)、下村裕彦、北川貞夫、仲西貞之、西村剛史、橋詰雅人、廣田光政、山本善通
タイ研修旅行記

会員

仲西貞之

滋賀県中小企業診断士協会主催で、タイへの研修、企業・銀行・ジェトロ訪問、観光にメンバー４名で、
２０１３年８月２２日～２５日まで行ってきました。以下、今回研修旅行のポイントを簡潔に報告します。
参加メンバー：広田光政先生、鐘井輝先生、下村裕彦先生、仲西の４名
【大渋滞遭遇】
タイバンコクは、滋賀よりも涼しく感じたのは意外でした。
２２日到着後、フジクラ（大手電線メーカー）の海外部長と、懇親夕食および情報交換のため、夕刻１８時３
０分にホテルロビーで待ち合わせしたが、バンコク名物の大渋滞に巻き込まれ到着されたのが２１時、そこか
ら夕食場所のマンゴツリー（有名タイ料理店）までの２ＫＭ行くのにさらに 1 時間３０分、なんと２２時３０分ご
ろ、全員へとへとの疲労感のもと、しかしおいしいタイ料理を味わえました。タイ名物の大渋滞のすさまじさも
経験でき、それはそれで貴重でした。
【キックボクシング】
今回タイでの日程は、翌日２３日、中央信金様のタイ駐在所長（大変誠実かつ丁寧な紳士）とともに、中央
信金事務所交流、東大阪本社のヤサカ様（ねじ等製造・販売会社）の工場見学、さらにジェトロ・バンコクで
の情報収集、さらに夕食はマンダリンホテルでのタイ古典舞踊見学を堪能しました。
２４日は、バンコク市内の有名寺院観光（エメラルド寺院、暁の寺等）、そして夕刻はルンピニースタジアム
での、キックボクシング観戦という貴重な経験もしました。温和なタイ国民のなかの闘争精神も垣間見、この民
族がなぜ植民地にならず東南アジアの中枢として存在しえたのか、この格闘技にもうかがえると感じたのは
私だけでしょうか。
【日本料理店】
２４日の最終の夜、私ども鐘通の日本での重要な仕入れ先である坂東電線(埼玉県本社)のタイの責任者
と日本料理を堪能しました。坂東電線はソニーやヤマハ等々の電子機器に使用する、ＦＦＣ（フレキシブル・
フラット・サーキット）の大手であり、この責任者は若いにもかかわらず、誠実かつ当意即妙の会話で感心もい
たしました。ちなみにタイ全土で日本料理店は１７００店、バンコクだけで１２００店あり、多すぎるゆえ、おいし
くなければつぶれます。今回の料理店は、京都・祇園の一流どころよりうまく、全員快い気分になりました。
【タイのビジネス・ポイント】
最後に、タイビジネスのポイントを簡潔に報告しましょう。
①タイ最大の工業団地のアマタナコンにある、ヤハタさま（ねじ等製造販売会社、本社・東大阪市）のタイ工
場責任者との情報交換の中、例えばタイの労働者は中国と同じようにお互いの給料を見せ合う。ここで不当
であれば上司にクレームもつける。しかしこれでは統制とれないので彼ら全員に見せ合うのはいいが、正当
に評価しておりクレームを持って来ればやめてもらうとの、強気の人事管理で、クレームもなく順調な労務管
理ができていることをお聞きし、そのようなアジアの給料風土を興味深くお聞きしました。
②タイの物価は、
お米１ＫＧ：タイ１０５円、日本３６０円。
牛肉１００ｇ：タイ５２５円(高い)、日本２００円。
マクドのビッグマック・ハンバーガー：タイ２０５円、日本３２０円。
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自動車トヨタハイブリッド：タイ３２１万円、日本３０５万円・・・変わらない。
ゴルフ週末１ラウンド：タイ６３００円、日本１２０００円・・・１人１名キャディつきでゴルフ天国。
③タイの魅力
＊整備されたインフラ： 安定電力。
＊外資優遇・ＦＴＡ締結。
＊産業蓄積： 自動車では２・３次サプライチェーン完成。
＊部材・サービスの調達： 低コスト調達、製造業タイ国内調達５０％、ちなみにインドネシア４０％、べトナ
ム２８％。
＊豊富な熟練労働者。
＊親日性： 企業運営プラス、駐在員待遇素晴らしい。
④タイの課題
＊洪水リスク： 北方８０４社のうち４５０社被災、ただし保険でケア、タイ政府の復旧優遇で立ち直った。
＊人手不足・人件費アップ： 最低賃金１００バーツから３００バーツへ（１バーツ３円）、失業率１％。
＊工業用地取得困難： 中小企業に手頃な５００㎡が特に取得困難。
＊合弁パートナー発見困難： 製造業優遇、サービス業・商社・小売業は独資不可でタイ合弁パートナー
と組むことで進出できる、しかしパートナー発見難しい。
⑤＊タイ進出日系企業、７０００社・・・大変多い、ビジネスの連関がとれる。
＊在留邦人、５万人・・・米国、中国に次ぐ。
以上、参加いただいた先生方、お疲れ様でした。
先生方のバイタリティに感心いたしました。
ビジネス、観光、交流で有意義な旅行でもありました。
来期以降も研修旅行含め、いろいろな企画に参画して
いきます。

- 21 -

研究部会報告
Ⅰ．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 25 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、川北日出夫、田畑一佳、長澤 敬、西澤久也、西田晃一、西村良隆、野瀬孝臣、
野々山寛、廣田光政、三宅裕之

２．当知的資産経営研究部会の特徴
私たちは、知的資産経営報告書ガイドラインを基本として、さらに、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。具体的には、知的資産経営
報告書のタイトルをなじみやすいタイトルにしたり、経営者の社会的貢献の思いを「三方よし経営報告
書」として仕上げることである。

３．平成 25 年度の取り組み内容
（１）NPO 法人どこでも介護様の知的資産経営報告書の作成支援
長澤会員、川北会員を中心に、研究部会メンバーで、NPO 法人どこで
も介護様の知的資産経営報告書の作成を支援させていただいた。今回は、
単に、報告書を作成するだけでなく、これからの事業の成長を図るため
の経営の在り方に踏み込んで、NPO 法人代表者をはじめとするメンバ
ーと、当研究部会メンバーとでディスカッションを行い取り組むことが
出来た。その結果、事業として、NPO 法人から株式会社へ法人を改組し、
さらなる成長を図る方向性が明確になった。
（２）野瀬会員による下請ガイドラインの特別講演
当協会で唯一の下請ガイドラインの専門講師として、滋賀県以外でも
広く活躍されておられる野瀬会員より、これまでに蓄積されてきた専門
的な知識、経験、ノウハウを講演していただいた。
中小企業は、下請けばかりでなく、発注側になることもあり、診断士として、必須の知識であること
がよく理解できた講演となった。
開催日時：平成２５年１０月２０日午前１０時～１２時
開催場所：草津市民交流プラザ
演題 「下請ガイドラインと診断士の業務の実際」
野瀬 孝臣 会員
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Ⅱ．事業再生研究部会
リーダー 田中清行
1. 事業再生支援研究会メンバー(メンバー以外の方もオープン参加できます)
大石孝太郎・金川伸之・北村秀一・北川貞夫・佐々木一幸・下村裕彦・田中実
田畑一佳・土山嘉雄・仲西貞之・西澤久也・廣田光政・松島明男・南山賢悟・三宅裕之
渋谷啓・西村良隆
2. 平成２５年度の活動について

景気回復の兆しが見え始めたとはいうものの、地域の中小企業にはまだまだ厳しいものがあり、
事業再生のニーズは減ることがありません。再生支援協議会で平成２４年度から取扱が加わった
再生計画の新スキームに加えて、平成２５年度は、
「経営改善支援センター事業」も始まっていま
す。
そうした中、再生支援協議会と直結はしませんが、事業再生の研究の場として研究会を再開し
ました。具体的にはテキスト藤原敬三『実践的中小企業再生論』[別冊版](金融財政事情研究会)
の内容理解に半分程度の時間をあて、あとは事業再生についてフランクに議論し、事業再生につ
いての最近の情報、知識の理解と研究を深めています。その結果として協議会や地域金融機関お
よび当該企業からの受注につなげられればよいのではないかと考えています。
3. 活動の中間報告
① 平成２５年７月１７日（水）１８時から１９時３０分
内容：テキストの理解と自由討論

参加者：１０人

② 平成２５年８月２１日（水）１８時から１９時、その後懇親会
内容：テキストの理解と自由討論

参加者： ８人

③ 平成２５年９月１８日（水）１８時から１９時３０分
内容：キャッシュフロー計算書の理解と自由討論

参加者：１１人

④ 平成２５年１０月１６日（水）１８時から１９時３０分
内容：テキストの理解と自由討論

参加者： ９人

4. 今後の計画
① 平成２５年１１月２０日（水）１８時から１９時、その後懇親会
内容：テキストの理解と自由討論
② 平成２５年１２月１８日（水）１８時から１９時３０分
内容：テキストの理解と自由討論
メンバー以外の先生もオープン参加できます。事前に案内しますのでご参加をお待ちしています。
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Ⅲ．企業組織活性化研究部会
リーダー 西村 剛史
1．平成 25 年度上期活動内容
・第 1 回企業組織活性化研究部会（6 月 28 日（金）コラボしが）参加者 11 名
ケース討議（目標管理制度導入に失敗した企業の事例）
職務評価（ジョブサイズ）の実践
・第２回企業組織活性化研究部会（9 月 6 日（金）フェリエ南草津）参加者９名
ケース討議（目標管理制度導入に失敗した企業の事例）
社員のモチベーションアップ相談実例発表＆討議
・第 3 回企業組織活性化研究部会（10 月 31 日（木）大津市民活動センター）参加者 14 名
社員のモチベーションアップ相談実例討議
6 時間労働（短時間正社員制度）事例発表＆討議
２．平成 25 年度上期活動成果
・大変活発な討議が毎回行われ、参加者の満足度も高かった。
・「討議」を中心とした研究部会のスタイルが確立された
・専門性をより高めるために診断士協会会員以外の専門家（社労士等）の方々の参加も得られた
・研究部会を組織的に運営できる体制が確立された他、研究部会独自で情報発信ができるようになった
３．平成 25 年度下期活動計画
・下期も３～４回程度の研究部会を実施。テーマとしては、女性の働きやすい職場環境、
ダイバーシティ（多様な人材の活用）、企業人事コンサル実例討議など。
・来年度以降に向け、出版・企業人事コンサル・当部会主催セミナーなど、研究部会での研究の成果を発
表出来る活動の礎を築く。
・企業関係者、女性の参加を増やし、多様なバックグランドを持つ人材による討議を実現し、より討議を活
発化させるとともに質の高い討議を継続して行えるようにしていく。

写真は第３回
企業組織活性化
研究部会の様子
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会員紹介

平成２５年度

滋賀県中小企業診断士協会実務従事事業に参加して
会員 松村 博幸

今年度の実務実習は以下の日程に分けて実施されます。それぞれ初日にコラボ滋賀２１でオリエンテ
ーションが行われます。
第１クール：平成 25 年 10 月 19 日（土）～11 月 23 日（土）の間の 6 日間
第２クール：平成 25 年 11 月 24 日（日）～12 月 28 日（土）の間の 6 日間
（それぞれ初日がオリエンテーション）
クールごとにオリエンテーション・報告会等含めて６日間全日参加で６ポイント取得となり、参加費用
は滋賀県協会会員 8,000 円、それ以外は 24,000 円となっています。
今年度から診断はチームで実施し、報告書はチームで一つ作成（３０ページ程度）作成します。各チー
ムには指導教官と紹介者がつきます。報告書の内容は以下の通りです。
・会社及び事業概要
・ＳＷＯＴ分析
・財務分析
・短期・長期的課題
・提言
・３年間の実施計画
今年度の参加人員は以下の通りです。
第１クール
大津 中国茶輸入

４名

長浜 園芸・花き

４名

第２クール
大津 装置メーカー ４名
長浜 飲食（麺）

４名

オリエンテーション初日から白熱した議論を展開し、第１回訪問日も企業様へのヒアリング時間が当
初の予定時間を大幅に超える等、参加者のみなさん、診断報告書作成に情熱をもって取り組んでいます。
（平成２５年１０月２７日現在）
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ゴルフ交流会報告
会員 西村剛史

10 月 6 日（日）、今年から新設された厚生委員会主催の第 1 回ゴルフ交流会が大津カントリークラブ西コ
ースにて行われました。参加者は、鐘井、竹村、仲西、下村、H（H 電線）、西村（敬称略）の計 6 名。
この日は秋晴れで絶好のゴルフ日和。私、西村も久々のゴルフ。さあ、今日は楽しむぞと思って、大津カ
ントリークラブ西コースに行くと、このゴルフ交流会幹事の仲西氏が近づいてきてつぶやいた。
「ごめん、今日は腱鞘炎でゴルフができなくなったわ」
「えぇぇぇ～～」
そんなハプニング（？）もありましたが、名・珍プレーを楽しみました。
私は毎週ゴルフにいっているという H 氏と同じ組で、２人でラウンド。この H 氏、さすがに毎週ゴルフにい
っているということもあり、かなりお上手。上手な H 氏の影響を受けてか、私は１ラウンド､過去最高のスコアが
出ました。（スコアが具体的にいくつかは、敢えて伏せさせていただきますが（笑）
また、前の組で回られた、鐘井、竹村、下村氏もナイスショットを連発し、終始安定したゴルフをされていま
した（多分・笑）
滋賀県中小企業診断士協会では、研究会や交流会が盛んに行われていますが、こうして、スポーツを通
じて、いい汗をかきながら、会員の先生方と交流を図っていくのも、すごくいいことだと思います。
また、次回も開催される予定ですので、ゴルフ好きな先生方や賛助会員様の他、ちょっと、この機会にゴ
ルフをはじめてみようとか、緑に囲まれた山々をウオーキングしてみよう（笑）などと考えておられるみなさん、
一緒に楽しみましょう。
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新入会員紹介

氏名： 山内 浩 （ヤマウチ ヒロシ）
住所： 大津市本堅田４－２２－４－３０１
メールアドレス： hiro.5200242@gmail.com
勤務先: 日本ヒューレット・パッカード株式会社

１９８３年４月（旧）横河ヒューレット・パッカード（株）入社後、
ＩＴ関連の営業職、営業戦略業務および企業向けコンサルタント
業務に携わり現在に至ります。１９９９年に中小企業診断士の資格、また２００４年にＩＴＩＬファンデ
ーションの資格を獲得しています。
中小企業診断士としては、大阪府協会に所属していましたが、この度本滋賀県協会に移動させていただ
きました。地元でもあり、今後自身の活躍の場も広がればと思っております。
趣味は週末ジョガーとして琵琶湖周辺を走っています。また近くには山々もありハイキングなども活
発におこなっています。
皆様、新米になりますがどうぞよろしくお願いいたします。
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お知らせ

平成２５年度シガネット研究会・忘年会の開催について
平素、会員のみなさまには本会事業の実施にあたりまして、格別のご協力をいただき、心より厚くお
礼申し上げます。
さて、標記について、下記のとおり開催いたしますので、時節柄ご多忙と存じますが、親密な交流等
も図りたくぜひともご出席下さいますよう、よろしくお願い致します。
１．研究会

平成２５年 １２月１４日（土）１４：００～１７：００

（１）新規加入会員事例発表会 １４：００～１５：００
①テーマ「先立つモノはお金か？」

講師：三宅 裕之会員

②テーマ「世の中に無いものを創造する」 講師：黒川 勝利会員
～健康保険証臓器提供意思表示欄の全国展開など～
（２）講演＆意見交換会

１５：００～１７：００

①講 師：小渕 良男氏 独立行政法人中小企業基盤整備機構 近畿本部 本部長
②テーマ：中小企業施策の推進と中小企業診断士活躍への期待
（３）参加費：1,000 円（当日、会場にて申し受けます）
（４）会 場：滋賀ビル

9 階 会議室

JR 大津駅直ぐ前徒歩１分（電話：077-525-8551）
２．忘年会

同日

１７：３０～１９：００

①参加費 お一人

４，０００円（当日、会場にて申し受けます）

②会 場 研修会と同一会場 「中国料理かすが」
３．申込方法
（１）申込先 滋賀県中小企業診断士協会 事務局 小山宛
電 話：077-511-1370
（２）申込期限

E-mail：jsmeca25@jade.dti.ne.jp

１２月５日（木）

税務署からのお知らせ
当協会では、平日の午後
1 時より午後
平成 26 年１月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます
個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の金額の合
計額が 300 万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、平成 26 年１月からは、これらの
所得を生ずべき業務を行う全ての方（所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方を含みます。）に
ついて必要となります。
記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）に掲載さ
れていますので、ご覧ください。
詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。
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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。

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。
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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。
当協会が認定支援機関および地域プラットフォームに登録されたことで、支援を希望される企業
の方々が、どんな診断士から支援を受けられるのか、当協会のホームページを閲覧に訪れること
が多くなると考えられます。当協会のホームページでは、皆さまの専門領域や経歴等のプロフィ
ールを会員情報として発信していますが、内容をご確認いただき、最新の情報に改訂することを
ご検討ください。原稿をお送りいただければ、ホームページに掲載する情報を更新いたします。
平成 25～26 年度の 2 年間で、更新登録申請時期を迎える会員の方が、6 割近くおられます。
該当される方には、25 年度総会ご案内時に、「中小企業診断士登録有効期間の満了を迎える
方へ」のご案内を同封しております。要件充足の見込み等については、事務局より順次確認させ
ていただきます。よろしくお願いいたします。
事務局 小山敦美

■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
email: jsmeca25@jade.dti.ne.jp
WWW: http://www.shiga-smeca.net/
■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

- 30 -

