地域と企業の発展のために、私ども中小企業診断士をご活用ください。
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ごあいさつ

すると大きな変化が感じられることでしょう。で

■□代表理事・会長 安藤

覺□■

すが、これからの 5 年、10 年、15 年はもっと早く、

“好機到来！！”

もっと劇的に社会変化が起きることでしょう。情

法的な独占業務も

報伝達の手段が発達し、技術革新のスピードがケ

無く、定型的な業務も

タ違いに早くなってきているからです。結果とし

無く、他の士業に比較

て、今までの経験則が役に立たない時代となるで

して知名度も低かった

しょう。

我々「中小企業診断士」

この変化の時代こそ独占業務や定型業務を持た

が、近年目を見張るほ

ない我々「中小企業診断士」の出番です。独占業

どの注目を浴びる存在

務・定型業務を持たない我々「中小企業診断士」

となってきました。

は、社会変化の中で役割を見つけたくましく生き

私は 2 年前から代表理事・会長を務めていま

抜いてきました。これからの時代は大きな変化を

すが、従前から当診断士会とお付き合いのあった

恐れるのではなく、チャンス到来と考えることで

組織・団体はもちろんのこと、今まで接触すらも

す。どうしたらいいのかわからない多くの事業者

無かった組織・団体から数多くのアプローチをい

や人々に、変化に対応してきた我々の専門性を活

ただくようになりました。
「中小企業診断士会の力

かし、適切な助言、アドバイスで道案内し、まさに

をぜひ貸していただきたい」というご依頼が主で

ナビゲーターとしての役割を果たしていくのです。

すが、この状況はますます強まっています。

困ったときに頼りにされる「中小企業診断士」

「中小企業診断士」が経営コンサルタントとし

となってこそ真に世の中で認知された専門家とし

ての唯一の国家資格であり、地域の中小企業の成

ての地位を築くことができるでしょう。我々はそ

長戦略策定と実行支援を行うことのできる専門家

うした期待を裏切らないよう切磋琢磨しながら専

であるという認識だけでなく、持続可能な組織・

門性を磨き上げてまいりましょう。折しも今年か

団体活動のあり方を助言できる専門家でもあると

ら元号が令和に代わりましたが、
「中小企業診断士」

いう認識にまで広がってきていると思われます。

こそが令和の時代にふさわしい専門家として輝い

どうも世の中の変化が、
「中小企業診断士」をもっ

てまいりたいものです。会員の皆様の奮闘を期待

と活用していこうとする流れを作り出してきてい

しています。

るようです。
“本格的な変化の時代に突入”
今までも人類の文明の進展とともに世の中は変
化してきました。皆さんの小さい頃と今とを比較
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（平成 31 年 4 月～）
小泉 守
北畠 雄一 瀬良 昌宏
西條由貴男 三木 敏朗 渡邉 大輔 印牧 秀晃
内田 哲司 (準会員)

令和元年度事業
定時総会および表彰式

＜プラザ会員＞
石原唯志 （作州津山商工会）
杉本健太 （岡山県産業振興財団）

令和元年 6 月 15 日（土） 15 時～17 時
場所 ピュアリティまきび
（岡山市北区下石井 2-6-41）
出席者数 会員総数 136 名
出席会員数 97 名（うち委任状 52 名）
会員総数の 3 分の 1 以上の会員出席で総会は成立
し、議案に関し審議の結果、全員の拍手を以って
承認されました。
また、理事改選も行われ、新理事も全員の拍手を
以って承認されました。

（敬称略）

∞∞懇親会∞∞

∞∞表彰∞∞
平成 30 年度一般社団法人中小企業診断協会 会長
表彰
◆20 年以上本会の会員
片山警二 神崎 充 松田眞司

参加者 45 名

診断士フォーラム

◆役員在職期間 6 年以上かつ本会及び県協会の発
展に貢献した会員
安藤 覺 大原章道 太田記生 下林啓二 松本直也

◆◇5 月フォーラム◇◆
令和元年 5 月 12 日（日） 10 時～12 時
ゆうあいセンターにて
【テーマ】
『「客船 クルーズ」による 岡山県の観光振興 に
ついて』
【内 容】
当会の「地域活性化研究会」のメンバー8 名によ
る調査研究の成果発表です。地域活性化の切り札
とも言われるインバウンドのなかで経済効果の大
きい外国クルーズ客船の誘致合戦は全国の港湾都
市で活発になっています。神戸港や高知港の取組
事例を参考にしながら、岡山県が向かうべき方向
について具体的に提案でした。参加者 25 名。
報告書は当会ホームページに掲載しています。
http://www.optic.or.jp/osmeca/pdf/chousakenkyu2018.pdf

∞∞新会員ご紹介∞∞
＜会員＞
（平成 30 年 6 月～平成 31 年 3 月）
菊田 浩典 樋之津 智文 野崎 義博
上原 昭一 原田 大一郎 亀山 友一郎
大友 隆史
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を押せる会社でありたい」というコンセプトに根
ざしたものであり、
「岡山を元気にしたい」という
気持ちの伝わる内容でした。
会員からの質疑応答でも、事業の詳細や実際に
かかるコストなど多くの質問があり、活発な意見
が交わされました。
診断士としても、海外展開を考えるクライアン
トの課題解決についてのノウハウがわかり、今後
に生かせる、大変有意義な内容でした。

◆◇7 月フォーラム◇◆
令和元年 7 月 14 日（日）10 時～12 時
ゆうあいセンターにて
【テーマ】
『インターネットを活用した中小企業の海外販路
開拓』
【講 師】
(株) オーブ代表取締役 河井 七美 氏
同 海外事業部長
前田 幸一郎 氏
【内 容】
倉敷市でインターネット通販を手掛ける株式会
社Ｏｒｂ（オーブ）の代表取締役 河合七美様、海
外事業部部長 前田幸一郎様のお二人をお迎えし
て、22 名の会員参加のもと開催しました。
テーマは「インターネットを活用した中小企業の
海外販路開拓セミナー」と題し、最初に、河合社長
より創業の経緯から、現在の取り組みをご紹介い
ただき、続いて前田部長より、約 90 分の講演をい
ただきました。
講演は、
「インターネットを活用した海外展開の
現状」に始まり、
「海外展開の成功例、失敗例」か
ら、その「対策」
、
「今後の海外展開に必要なサービ
ス」まで詳細、かつ多岐にわたる内容でした。
いずれも、株式会社Ｏｒｂ様の「経営者の背中

次回は令和 2 年 1 月 12 日 15 時（仮）より
新春フォーラムを開催いたします。
☆今後のフォーラム予定
R2/3 月 8 日
フォーラムで発表等、ご希望の方は、事務局まで
ご相談ください。

第 38 回親睦ゴルフ大会
岡山県自由業団体連絡協議会
親睦ゴルフ大会開催予定
日時 令和元年年 7 月 20 日（土）
場所 岡山金陵カントリークラブ
参加予定人数当会からは 9 名が参加予定です。

しんきん合同ビジネス交流会
◇◆無料経営相談会開催予定◆◇
【日 時】令和元年 9 月 11 日（水）
10：00～16：00
【会 場】コンベックス岡山
（岡山市北区大内田 675）
【内 容】
会員 2 名が担当いたします。
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士業連携フォーラム

10 士業合同無料相談会

◇◆第 8 回士業連携フォーラム◆◇
（主催：岡山自由業団体連絡協議会）
【日 時】令和元年 9 月 20 日（金）
18 時～20 時 30 分
【会 場】ピュアリティまきび
（岡山市北区下石井 2 丁目 6-41）
【会 費】6,000 円
【内 容】
士業間の垣根を越えて積極的な情報交換・名刺
交換を行い、知り合いの輪を広げることができる
よう、懇親会をメインに計画しております。
今回の士業紹介は、社会保険労務士会と当会が
行います

令和元年度１０士業合同無料相談会開催予定
【日 時】令和 2 年 1 月 21 日（火）
9：30～16：00
【会 場】岡山市役所、倉敷市役所、津山市役所

研究会活動事業
循環ビジネス研究会
近時、環境において廃プラスチック問題が発生
し、これを機会に調査研究事業を行うことにしま
した。
プラスチック使用とリサイクル、処分に対して
過去の視察等の蓄積を活用し科学的な検証を行い
ます。
その結果を用いて、来年は更に一歩進めて診断
協会（本部）の調査研究事業に応募し、プラスチッ
ク製品事業者の支援マニュアルを作成することを
計画しています。
現在、暫定 7 名で活動しています。社内診断士
等新入会員のご参加をお待ちしています。

海外視察研修
海外視察研修の主な目的として、
「日常触れられ
ない日本以外の文化、経済、IT 最先端の地を直に
見聞することで、新たなインスピレーションを生
む」ことを踏まえた内容としています。
視察地は、日曜〜火曜の 3 日間で往復でき、岡
山空港発着便が選択可能な中国・上海を選びまし
た。
この機会に是非ご参加ください。
【日 程】
2019（令和元）年 10 月 27 日（日）〜29 日（火）
【訪問地】
中国・上海
【参加対象者】
・岡山県中小企業診断士会会員
・会員のクライアント、会員紹介の経営者等
（紹介者は同行必須）
【募集締切】
2019 年 7 月 31 日まで
申込までにパスポートの取得をお願いいたしま
す。
なお、ホテル、航空チケットをご自分で準備さ
れる方は 2019 年 9 月 30 日まで

ＡＩ研究会
本研究会は 2018 年 8 月に発足しました。現在、
研究会メンバーは 5 名（太田、岡本、長野、入矢、
田中）です。参加者全員がプログラミング経験者、
システム開発経験者です。
現在は、AI 研究の題材として、中小企業の製造
業が保有する「ビッグデータ」を活用する計画を
進めております。
IoT（Internet of Things、モノのインターネッ
ト）により収集されたビッグデータを活用して、
製造業の業務効率化に資する AI 研究に挑むべく、
実際に IoT でビッグデータ収集を進めている中小
企業を訪問して、技術的・経営的な観点から情報
交換を行ってまいりました。
今後も、AI 研究の基礎としての「ビッグデータ」
に注目しつつ、じっくりと AI 研究を進めてまいり
ます。

中小企業診断士の日
中小企業診断士の日記念事業としてイベント開
催予定です。内容は後日お知らせいたします。
【日 時】令和元年 11 月 12 日（火）
15 時～20 時
【会 場】ピュアリティまきび
（岡山市北区下石井 2 丁目 6-41）

ものづくり企業研究会
本研究会は、第２次産業の業界動向・技術・ノウ
ハウ・管理システム等の調査研究を行うのみでは
なく、
「ものづくり企業」が多く抱える経営課題を
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個々に明確にし、課題解決に向けて販売・組織・財

スキルアップ研修事業

務・製造・労務などの側面から多角的に対応する
ノウハウを研究・蓄積していくことを目的に活動

令和元年度中国ブロックスキルアップ研修会
開催報告

を続けています。
昨年度は、シバセ工業株式会社様と岡山手延素
麺株式会社様の工場視察の実施。
特定企業様の工場予備診断実施・報告。工場現場
改善の為の勉強会。などを月１回のペースで実施
して参りました。
本年度は、生産性向上をメインテーマとして活
動を進める方針です。まず第一段としては、各員
の経験・蓄積してきたノウハウをも持ち寄り、
「業
態に合わせた生産計画と生産実績の収集・活用の

令和元年 7 月 6 日（土）〜7 日（日）の 2 日間、
岡山市にて、
「令和元年度中国ブロックスキルア
ップ研修会」を開催いたしました。
講師には、本会会員の神崎充（かんざきみつる）
先生にお願いして、
「プロの技を知る！高品質研修
の企画・実践とビジネスモデル」をテーマにお話
いただきました。
受講生は、岡山県協会の会員を中心に、中四国
地方の中小企業診断士の方 8 名が参加し、いかに
「高品質の研修」を作っていき、それを「成長支援
型コンサルティング」へとつなげていくかを学び
ました。
講師の神崎先生は、中小企業診断士歴 20 年、か
つ講師歴も同じく 20 年の経験をお持ちであり、実
践的なお話とともに、ワークショップも多くあり、
とても活性化された研修会となりました。
「高品質研修を追求するためにフォーカスすべ
きこと」
「研修とは【受講生との会話・対話】であ
る」「プロとしてのインストラクションマインド」
「プレゼンテーションスキル：コンテンツスキル
とデリバリースキル」「ファシリテーションスキ
ル：支援姿勢と援助促進技術」
「研修講師の【自分
らしさ・持ち味】が大事」などについて、理論的な
話だけでなく、神崎先生の実経験に基づくレクチ
ャーをしていただきました。
中小企業診断士の仕事は、研修、講演などの仕
事が多い割に、
「研修の企画・実践方法」について
は、中小企業診断士になる過程においてもなかな
か学ぶ機会がない分野です。また、近年のコンサ
ルティング業務が「計画づくり・レポート提供型
コンサルティング」から「成長支援型コンサルテ
ィング」へと変化してきております。受講生の皆

事例(仮称)」を作ることで準備を進めています。

（岡山手延素麺株式会社様工場視察時の記念写真）

地域活性化研究会
本研究会は昨年度、
「『客船クルーズ』による岡
山県の光振興について」と題した報告書をまとめ
ました。外国クルーズ船の寄港は経済波及効果が
大きいことから全国の港湾都市で誘致合戦が活発
になっています。神戸港や高知港の取組事例を参
考にしながら、岡山県が向かうべき方向について
具体的な提案をしています。本件の調査研究内容
は 5 月の診断士フォーラムで発表し、6 月 27 日に
は岡山県の観光課へ報告書を持参し、提案内容を
直接説明いたしました。
当会では本
年度も引き続
き、客船クルー
ズに関連した
調査研究を続
ける方針です。
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理事・副会長 大原 章道 （おおはらあきみち）
引き続き副会長を務めさせて頂きます。早いも
ので 2009 年に診断士になってから 10 年が経ちま
した。また 55 歳になり、残り 20 年でどれだけの
ことができるのか、精一杯取り組んで行きたいと
思いますので、会員の皆様には引き続きお力添え
頂きますよう、よろしくお願いいたします。
担当事業は士業連携委員会です。本年は診断士
会が幹事をしていますので、9/20 に開催される 10
士業連携フォーラムには多くの会員の皆様のご参
加をお願いいたします。

様にとって、たいへん有意義な 2 日間になったと
思います。

理事・副会長 大西 修 （おおにしおさむ）
平成 23 年入会です。浅いキャリアですが精一杯、
当会を支えて参りますので皆様のご指導ご鞭撻の
ほどよろしくお願いいたします。主な任務は広報
です。
中小企業診断士の役割、業務内容、活動ぶりを
幅広く周知し、皆様が活躍するシーンが増えてい
けばいいなと考えています。2 年前の理事就任時
に当会のフェイスブックページを開設しました。
出来るだけ多くの情報発信をいたしますので、
「い
いね」をぜひ push してください。また、
「友達」
のお誘いも併せてお願いいたします。

新役員紹介
新理事紹介
代表理事・会長 安藤 覺 （あんどうさとる）
今年の総会で再任となりました。これからの 2
年間「代表理事・会長」という立場で、皆様の先頭
に立って奮闘する覚悟ですのでよろしくお願いい
たします。
「代表理事・会長」ともなると大変でしょう、な
どとよく言われるのですが、実際にはそれ以上に
「○○審査会」とか、
「○○有識者会議」とか、
「○
○協議会」とか、普通ならとても参加させていた
だけないような会合に委員として招待されること
が多いです。私自身は大したことなくても岡山県
中小企業診断士会・会長という立場が大したもの
なのです。皆様も将来はぜひこの立場に就いてみ
てください。貴重な体験ができること間違いなし
です。

理事 太田 記生 （おおたふみお）
本会に入会して 12 年目を迎えました。私が入会
した当時から今に至るまで、とてもフラットな組
織です。この良さをこれからも継続できるよう、
活動してまいります。
理事に就任してからの 2 年間、強力な研修委員
会スタッフはじめ皆様のご協力により、数年ぶり
の海外視察事業（台湾）を開催できました。次の 2
年間も、中国ブロックスキルアップ研修会や海外
視察事業（上海）などで貢献してまいります。
よろしくお願いいたします。

専務理事 松本 直也（まつもとなおや）
平成 17 年に入会し、多くの先輩方からご指導い
ただき 15 年目を迎えています。
平成 29 年に専務理事就任後、特に公共機関や支
援機関からの支援依頼では、皆様のお力をお借り
することも多く、大変お世話になっています。
再任となりましたので、引き続き微力ながら士
会活動に貢献したいと思います。
皆様のご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいた
します。

理事 目黒 秀二 （めぐろしゅうじ）
亥年生まれで今年還暦を迎えます。以前は倉敷
市役所職員でした。年齢の割に、経験・実績が浅い
のですが、これまで商工会議所や公的機関で創業、
経営革新、各種補助金申請などの支援に携わって
きました。過去２年は奇数月のフォーラム、診断
士の日の開催にあたって、皆様に多々お世話にな
り感謝しています。
今年度から無料相談と研究会事業を担当いたし
ますので、先輩理事にご指導いただき、当会活動
の活性化に貢献していきたいと思います。
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理事 木野内 俊典 （きのうち としのり）
診断士合格及び診断士会入会から 15 年目とな
りました。
入会時は㈱ベネッセコーポレーション勤務の企
業内診断士でしたが、2015 年 4 月に独立しました。
役員は運営委員時代から 10 年させていただき、
この度理事を拝命しました。
担当委員会は交流事業委員会です。目玉は「中
小企業診断士の日行事」です。
関わっていただく皆様にとって有益な形を目指
します。
皆様宜しくお願いいたします。

企業内診断士事業委員会を担当してから 4 年間、
プロコンの先生方のご指導の下、多数の企業内診
断士の方々と実践的な経験を積んでまいりました。
本年度も企業内診断士の方々が独立する際に役
に立つ実践的な活動をしたいと考えています。ま
た、微力ながら本会の活動にも貢献できればと思
っています。よろしくお願いいたします。
執行役員 栗原 茂 （くりはらしげる）
2007 年の診断士登録から 13 年目を迎えました。
診断士会の皆様には、企業内診断士の頃からいつ
も温かく接していただき、その中で様々なことを
学ばせていただいてきました。
役員としては、企業内診断士事業と理論政策更
新研修事業をそれぞれ 2 年担当し、新期も引き続
き理論政策更新研修の企画・運営を担当いたしま
す。
温かな「和」の中で切磋琢磨して学び合える診
断士会の運営に、微力ながら貢献できればと思い
ます。

監事 松田 眞司 （まつだしんじ）
診断士会員 20 年の表彰をいただきキャリアだ
けは長くなりましたが、コンサルタントとしては
今年から新米スタートの気持ちです。
執行部会でも最長老になりましたが私の今まで
の経験が診断士会の新たな発展のお役に立てれば
と思って頑張ります。
監事 下林 啓二 （しもばやしけいじ）
昭和 63 年に資格取得後、企業内診断士から始ま
って現在では、32 年目を迎えています。
これまでを振り返って見ますと、診断士会（当
時は協会）が今ほど活発で充実している時期はな
かったように思います。
引続き、診断士会の発展と中小企業診断士の社
会的な地位の向上に少しでも役立てればと考えて
います。

執行役員 佐藤 康之 （さとうやすゆき）
大手生命保険会社、シンクタンクを経て、2005
年に大手監査法人に入所し、監査業務の他、事業
計画策定、業務プロセス見直し、海外進出等に関
する助言業務を数多く提供してきました。2018 年
10 月に株式会社リテラスを設立し独立開業しまし
た。
本会では研修委員会で海外視察事業等を担当し
ています。皆さんの業務に繋がる、関与先との話
題作りに繋がる事業展開を目指したいと思います。
よろしくお願いいたします。

新執行役員紹介
執行役員 枝 純一郎 （えだじゅんいちろう）
岡山商工会議所に勤務して 14 年目、診断士に登
録して 9 年目になります。
引き続き、フォーラム委員及び交流委員を担当
いたします。
よろしくお願いいたします。

執行役員 藤井 正徳 （ふじいまさのり）
縁もゆかりもなかった岡山に移住し、診断士会
に登録して 7 年目となります。
4 年前に独立して、
これまで無事に事業を続けてこられたのは、ひと
えに診断士会の歴史を紡いでこられた諸先輩方の
おかげと感謝しております。
今年度は執行役員として、フォーラム委員を担当
いたします。会員皆様の良き学びと気づきの場を
ご提供できるよう、誠心誠意務めてまいりますの
で、ぜひお気軽にご参加くださいませ。

執行役員 大林 由人 （おおばやしよしひと）
本会に入会して 8 年目を迎えます。
私自身後継者ということもあり企業内診断士と
して、多くの先輩方からご指導を頂き、会社経営
と中小企業診断士との二足のわらじで頑張らせて
頂いています。
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執行役員 津田 健治 （つだけんじ）
本会にお世話になって 15 年目を迎えます。担当
は交流事業委員会と研修委員会です。公的支援機
関職員の立場から、診断士会に少しでも貢献でき
るよう、引き続き頑張ります。

微力ではございますが、診断士会の発展に貢献で
きるよう、邁進いたしますので、どうぞよろしく
お願いいたします。
執行役員 水川敬章 （みずかわよしあき）
診断士会に入会して 12 年目になります。
ここ数年は診断士会の活動にあまり参加できてお
りませんでしたが、今年からは可能な限り参加し
たいと思います。
今期は無料相談委員を担当します。診断士の職
域拡大に少しでも貢献できればと思っています。

執行役員 小倉 直樹 （おぐらなおき）
診断士となって 10 年目となりました。同じく診
断士会にも 10 年お世話になっています。
執行部会員は 3 年目になり、交流事業、企業内
診断士事業を担当いたします。
微力ながら皆様のお役にたてるよう努めます。
よろしくお願いいたします。

執行役員 乙倉 淳 （おとくらあつし）
一昨年、本会に入会し、今年で 3 年目になりま
す。多くの先輩方からご指導をいただき、特に昨
年の独立に際しては、しっかりと背中を押してい
ただきました。
今、診断士として仕事ができているのは、会の
先輩方のおかげです。
このたびは初めて委員に任命され、微力ではあ
り、若いパワーもありませんが、何とかお役に立
つ仕事ができればと考えています。
担当はフォーラム委員会と無料相談事業委員会
です。どうぞよろしくお願いいたします。

執行役員 植野 悦次 （うえのよしつぐ）
平成 8 年登録でキャリアは長いのですが、企業
内診断士です。
平成 26 年ごろから、一旦プラザ会員となってい
ましたが、昨年正会員に復帰しました。
診断士会の発展に少しでも貢献したいと思いま
す。どうぞよろしくお願いいたします。
執行役員 生田 隆司 （いくたたかし）
平成 12 年に中小企業診断士登録をして 20 年目
を迎えました。年齢は 59 歳で、来年の中小企業診
断士会 60 周年の節目に同じく還暦となります。
担当はフォーラム委員会、企業内診断士事業委
員会です。歳はとっておりますが、気分はアラフ
ォーでまだまだ勉強不足の身です。
皆様にご指導いただきながら一緒に頑張ります
ので、どうかよろしくお願いいたします。

新顧問紹介
顧問 加藤 珪一 （かとうけいいち）
昭和 55(1980)年 4 月に診断協会岡山県支部に入
会して、早 39 年 専務理事、副支部長、支部長を
経験しました。
入会当時は税理士の資格をもとに短期研修を受
けて中小企業診断士になった方が幅を利かせ、試
験組診断士は隅のほうにいました。
現在は会員も増加し、活躍範囲も広範囲となっ
ています。
本会の良いところは、会員がフランクで前向き
なこと、勉強熱心なことです。
その中で、顧問として必要なお役があればさせ
ていただきます。
私事ですが、東京在住の長男が 3 年前に診断士
となり、来年からは岡山にも所属したいと希望し
ています。
その折はよろしくお願いいたします。

執行役員 岡本 泰洋 （おかもとやすひろ）
本会に入会して 3 年目を迎えました。
この度、新たに執行役員を拝命しました。理論
政策更新研修・論文集委員を担当いたします。
未熟者ではありますが、皆様方のご指導を頂き
ながら会務を全うしたいと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。
執行役員 難波 治彦 （なんばはるひこ）
平成 30 年に入会し１年余りですが、皆様にご指
導をいただき、傍からは分からないほど少しずつ、
成長しております。
「理論政策更新研修・論文集委員会」
「無料相談
事業委員会」を担当いたします。
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■□三木敏朗 （みきとしろう）■□
はじめまして。これまで、首都圏で活動してき
ましたが、ご縁があり岡山県に移ってまいりまし
た。メーカー・IT 企業に 34 年間ほぼ一貫して人事
畑の業務に携わった後、独立して中小企業様の経
営支援を始めて 7 年になります。
【自己 PR・得意分野】
企業の最大の経営資源の「人」の問題は、経営の
根幹・要諦であり、コンプライアンス上も非常に
重要です。この人事労務の専門家として、十分な
実務経験・知見をもとにワンストップで現実的な
提言・支援をさせていただいております。
人事諸規程の整備・見直し、人事評価・人材育成
等の諸制度の導入・運用、個別労使紛争の予防・解
決他、人事労務領域全般についてワンストップで
対応、企業様の創出付加価値の総和を高めること
を信条として活動しております。
どうぞよろしくお願いいたします。

新相談役紹介
相談役 額田 信一 （ぬかたしんいち）
平成 3 年に診断士登録して 28 年が経ちました。
当時と比べると、質・量ともに大発展を遂げた本
会ですが、ボスを作らず民主的な運営で、会員同
士が仲良く協力しながら、しかも互いに切磋琢磨
するという良い伝統を守っていただいて感謝して
います。
私自身は、コンサルタントとしての表現力を磨
くために始めた演劇の勉強にはまってしまい、市
民ミュージカルやアマチュア劇団の舞台に立って
います。72 歳までにイオンシネマで上映される映
画で銀幕デビューするのが夢です。よろしくお願
いいたします。

新会員紹介
■□北畠雄一 （きたばたけゆういち）■□
これまでは港湾工事を行う潜水士として活動し
てきました。
ふとしたことで新たな学びを得ることの楽しさ
に気づき、幅広い学びの機会を得られる環境に身
を置きたいと思い、中小企業診断士の資格を取得
しました。
【自己ＰＲ・得意分野】
現在はまだ得意分野といえるものはありません
が、これから様々なことを学んで、関わる方に少
しでも多く貢献できるよう努めて参りますので、
よろしくお願いいたします。

■□大友隆文 （おおともたかふみ）■□
大阪出身で京都大学大学院を卒業後、鉄鋼メー
カーに 12 年間勤務し、大型設備建設の実行担当・
プロジェクトマネージャーを経て、現在は設備保
全業務の責任者を務めています。
学生時代から、企業経営に携わりたいと考えて
おり、診断士の資格を取得しました。
【自己ＰＲ・得意分野】
大型設備建設のプロジェクトマネージャーの経
験があり、中小製造業が新しい分野にチャレンジ
するための設備投資計画および実行に関するサポ
ートに尽力していきたいです。
また、設備投資実行後の設備保全に関するサポ
ートも併せて実施し、中小製造業の永続的な発展
に寄与したいと考えています。

■□小泉 守 （こいずみまもる）■□
愛知県出身岡山県倉敷市育ちで地元高校の建築
科を卒業後、大工として地元の工務店に弟子入り
し、24 歳で独立。現在、小泉工夢店とし一級建築
士事務所と工務店を営んでおり、設計・施工・管理
全般をさせていただいています。
【自己ＰＲ・得意分野】
小泉工夢店は「夢を形にする」ということを基
本とし、トータルコンサルティング部門として
S.S.S.パートナーズを併設、診断士として、たく
さんの企業さんやそこに関わる人の夢を形にする
ことと、
「すべては笑顔のために」を理念とし、よ
り良いパートナーとして寄り添うことができたら
と思っています。

■□渡邉大輔 （わたなべだいすけ）■□
岡山県出身。東京の大学を卒業後、物流会社や
メーカーの物流部門で勤務した後、2019 年 6 月、
家業を承継するために岡山県に戻って参りました。
工場の生産設備のメンテナンスや産業廃棄物収
集運搬等の事業を営んでいます。
会社経営を通した実体験と診断士活動で得られ
る知見の相乗効果で、企業経営・診断士活動とも
に充実させたいと思っています。
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【自己ＰＲ・得意分野】
大学の専攻はベトナム語で、物流会社時代に 5
年間ベトナムに駐在しました。
海外事業で得られるものの大きさを痛感してお
り、中小企業の海外展開支援をしていきたいと思
っています。
■□瀬良昌宏 （せらまさひろ）□■
2019 年 5 月入会湯原温泉で露天風呂（通称：砂
湯）になじんで育ちました。就職が関東で千葉を
拠点に仕事をしてきました。定年退職後、診断士
として独立しました。
昨年、母が体調を崩し、岡山と千葉を何度も往
復しました。地元岡山に貢献できればと考え、本
会に入会しました。
【自己ＰＲ・得意分野】
工業経営学科を卒業し、作業作り工程作りをベ
ースに現場の改善の業務を、専らにしてきました。
独立しても同じ業務で中小の企業に訪問していま
す。ニッチな業務ですが、お引き立ての程よろし
くお願いいたします。
■□西條由貴男 （さいじょうゆきお）■□
食品機械メーカーにて、営業業務と経営企画室
に従事。その後、研修会社を経て 2011 年 3 月に独
立開業。
独立当初は研修・セミナー講師をメインとして
活動。その後、新規研修会社の設立、既存研修会社
の新規事業支援、研修講師の創業相談などが増加
し、経営サポート業にシフトチェンジ。
2017 年から東京の支援機関と兼任で、足掛け３
年岡山県よろず支援拠点にてコーディネーターを
務めました。
【自己ＰＲ・得意分野】
直前の業種が人材育成業だったこともあり、研
修・セミナー講師の支援、研修会社・コンサル会社
のセミナー系新規事業支援が多いです。
また研修・セミナー講師には女性が多いことも
あってか、同じ女性個人サービス業である美容サ
ロン関係の支援も比較的多くなっています。
現在も東京と岡山を中心に活動しています。

【自己ＰＲ・得意分野】
資格取得を目指したのは、多くの方々の問題解
決を図り貢献するために、必要な知識を習得した
り、論理的な思考力を磨きたいと考えたからです。
当会で、できるだけ多くの活動に参加し、自己の
可能性を広げていきたいと思います。あまり PR で
きるようなものがありませんが、熱意だけでも伝
わればと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
■□杉本健太 （すぎもとけんた）■□ (プラザ会員)
「雇用こそ最大の地域貢献」を体現できる中小企
業診断士になりたいです。
新産業の創出支援や、新事業展開の支援、個々
の企業の成長支援等を通じて、地域の雇用を生み
出していきたいです。
また、雇用創出・雇用促進の支援をするだけで
なく、そこで創出される雇用（働き方）の在り方ま
で支援できる中小企業診断士になりたいです。

会員投稿
循環ビジネス研究会視察報告
会員 藤原敬明
【日時】 令和元年 5 月 27 日(火) 9 時～16 時
【メンバー】荒木、黒江、黒田、藤原(敬)
【視察先 1】株式会社サニックス笠岡工場
（10 時 30 分～11 時 40 分）

■□内田哲司 （うちだてつし）■□
浅口市在住、36 歳、
職業は公務員の準会員です。
昨年試験を終えたばかりでまだ実務補習が終わっ
ておりません。今年中の資格取得を目指してがん
ばります。趣味は、フットサル、将棋などです。

株式会社サニックスは北海道（苫小牧）に廃プ
ラスチック発電所に廃プラを送る工場を全国各地
に作った。そのひとつが笠岡工場であった。フラ
フ燃料と呼ばれる助燃材を作っている。ボイラー
で発生させる熱量が不足した時に、フラフ燃料を
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吹き入れて熱量を増す燃料である。熱量は約１万

ク・バー等から発生する酒瓶や薬局等から発生す

カロリー。フラフ燃料は空中に留まって燃える軽

るドリンク瓶である。それ以外に、建設廃材の廃

いシート状の廃プラスチックが適している。１梱

ガラスも原材料にしている。従来から建築物に使

包 500Kg という条件があるため、それ以外の廃プ

われるガラスは成分が異なるため、リサイクルは

ラスチックも混ぜて重量調整している。なお、岡

できなかった。スーパーソル事業によってリサイ

山県でフラフ燃料を生産する会社はここだけであ

クルの道が開けた。

る。

スーパーソルの用途は軟弱地盤対策が主となっ

視察に伺った時は、廃プラスチックを納入に来

ている。また、畑において排水不良を改善する資

たトラックの待ちの列ができていた。街中でよく

材としても使用されている。トラクターで耕せは

見かけるパッカー車が多かった。倉敷市・岡山市

細かく砕け土（砂）に戻っていく。かつて軟弱地盤

の業者が多く、その次に福山市だそうだ。工場で

対策として発泡スチロールが使われることが多く、

廃プラスチックを下ろし、品物を確認し、破砕機

発泡スチロールは土に戻っていかない。同様にガ

を通し、梱包している。

ラスを細かくしても、ガラスのままであり取扱い

現在、中国が事実上の廃プラスチックの輸入を

に注意を要する。

禁止したため、国内に廃プラスチックが溢れてい

工程はガラス瓶を機械に投入して細かく砕く、

る。ユーザーからはフラフ燃料も質の良いものが

この時瓶のラベル等は機械で除くことができる。

求められている。現在、
（株）サニックスの西日本

その後、石灰を含む発泡材と混ぜ、熱を加えて焼

の工場の多くが徳島県の王子製紙富岡工場に納入

くだけである。

している。フラフ燃料を使用できるボイラーが限

現在は複数の会社と共同して横浜の現場にスー

られるため、フラフ燃料の材料は多く入るが、出

パーソルを販売している。工事スケジユールに合

口（販売先）が少ない状況である。販売先の見込め

わせて納品するため、工場のまわりはフレコンパ

ない廃プラは集めてもしかたない状態である。営

ックに入ったスーパーソルが並んでいた。地域の

業の木谷様に説明と工場案内してもらいました。

特徴をよく表した商品としてジーンズのストンウ
ォッシュに使う石も生産している。ストンウォッ

【視察先 2】株有限会社ランドベル岡山工場

シュに使う石はトルコ産や鹿児島産の軽石が多か

（13 時～15 時）

った。現在、ジーンズの生産も海外が多くなり、海
外生産の支援を行っている。軟弱基盤対策だけで
は仲間企業と競合することも多く、新用途の開発
と海外生産の支援に力を入れているという。尾道
の本社から藤川社長様もお越しになり、統括事業
本部長の大土井様に案内してもらった。
今回視察した２社は干拓地にある笠岡市港町の
工業団地に立地している。干拓地の中で野菜の大
規模栽培施設を通りすがりに見た。干拓地も大き
く変貌している。昼食は道の駅笠岡ベイファーム
の中にあるレストラン四季彩で取った。

有限会社ランドベル岡山工場は廃ガラスからス
ーパーソルという発泡材を生産する会社である。
沖縄県の株式会社トリムの廃ガラス再生商品化プ
ラントに由来する。原材料は廃棄物処理事業者が
持ち込む酒瓶やドリンク剤の瓶が多い。家庭で発
生する瓶は容器包装リサイクル法によって市町村
が回収するが、これらは含まれていない。スナッ
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書籍のご紹介
『最強のコピーライティングバイブル』
神田昌典 監修・解説/横田伊佐男 著
伝説の名著 3 部作が１冊に凝
縮！ 国内成功 100 事例付き
神田昌典「あれこれやらずに、
この１冊だけやりなさい」
。伝
説の名著 3 部作が 1 冊に凝
縮！6.2 万部突破の伝説の名
著 3 部作『ザ・コピーライテ
ィング』
『伝説のコピーライテ
ィング実践バイブル』
『ザ・マ
ーケティング【基本篇】＆【実
践篇】
』計 2000 ページを 10 分の 1 にギュッと凝
縮！全部国内事例だからすぐ使える！
ダイヤモンド社ホームページより
ビジネスフレームワーク図鑑
株式会社アンド 著
「アイデアが浮かばない！」
「会議がまとまらない！」
「意思決定で迷ってしま
う！」
そんな悩みをお持ちの方に
捧げるフレームワーク集で
す。
翔泳社の本ホームページよ
り

事務局だより
◆理論政策更新研修◆
理論政策更新研修（4 時間の研修）は、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。
下記の通り実施いたします。
日程：令和元年 9 月 7 日（土）
12 時 50 分～17 時 00 分
場所：岡山コンベンションセンターレセプションホール
申込期間：令和元年 7 月 1 日～8 月 26 日
研修受講料：6,000 円

２

開催場所
ピュアリティまきび
岡山市北区下石井 2－6－41
電話；086－232－0511

３

参加費用 6 千円（前払い）

４

今年も士業連携フォーラムは、より一層の親
睦を図るため、士業間の垣根を越えて積極的な
情報交換・名刺交換等を行い、知り合いの輪を
広げることができるよう、懇親会をメインに計
画していますので、参加を募集いたします。
なお当日は、ネームホルダーを用意しており
ますので、名刺をお持ちください。

５

申し込み締切 8 月 31 日まで。

◆令 和 元 年 下 半 期 スケジュール◆
令和元年度

内

容（変更になることもあります。）

８月

8/4

執行部会

ゆうあいセンター

９月

9/7 登録更新研修会

岡山コンベンショ
ンセンター

１０月

10/13 執行部会

ゆうあいセンター

１１月

11/12 診断士の日記 ピュアリティまき
念事業
び

１２月

12/8 執行部会

ゆうあいセンター

１月

1/12
フォーラム
新年会

未定

２月

2/9

未定

３月

3/8 フォーラム

執行部会

未定

備前市日生町
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◆士業連携フォーラム開催◆
１ 開催日時
令和元年 9 月 20 日（金）
午後 6 時 00 分～8 時 30 分
（午後 5 時 30 分受付開始）
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