企業内診断士のあなた！プロを目指しましょう！
経営・人事
ント
コンサルタ
募 集 !!!
成長１

アタックスグループは、名古屋発祥の中堅中小企業を対象としたコンサルティング
ファームです。総勢220名の内、各分野の専門資格者が95名。
専門家が相互に密に連携し、支援先はオーナー企業から上場企業に至るまで幅広い
のが特長です。「社長の最良の相談相手」をモットーに、社長に徹底的に伴走しま
す。お客様に感謝され、自分も成長できるフィールドです。

資格を存分に活かせる！

企業内大学で最新ノウハウ習得！

成長２

アタックスグループ独自に開発した、現状分析から課題解
決までを行うコンサルティング手法を使い、一人の専門家
だけでは解決できない経営課題を、組織的・多面的に分析
し解決します。診断士の知見を存分に発揮してください。

令和３年夏季号 公 益社団法人愛知県中小企業診断士協会

一昨年、企業内大学をスタートさせました。講師はグルー
プ内、最高位の実績と経験値を誇るコンサルタント。専門
分野とその周辺分野の最新の技術を、直接学ぶことができ
ます。コンサルタントの腕を磨く場です。

応募方法

募集要領
25歳〜35歳まで（金融機関、事業会社勤務の方、歓迎します！）
＜経営コンサルタント＞

＜人事コンサルタント＞

計画経営推進支援

人事制度設計・運用支援（評価・報酬）

業績管理制度構築・運用支援

人財育成支援（研修講師・教育コンサル）

企業再生支援・経営顧問業務

組織風土改革支援（組織活性化支援）

M＆A（FA 業務・ﾃﾞｭｰﾃﾞﾘｼﾞｪﾝｽ）支援

労務管理コンサルティング

下記のE-mailまでご連絡
ください。応募前の会社
訪問＆説明会に応じます
のでご一報ください。
Mail：recruit@attax.co.jp
Tel：052-586-8811
GS本部 稲葉宛

株式会社 アタックス・ビジネス・コンサルティング
代表取締役 池ヶ谷穣次（中小企業診断士）
株式会社 アタックス・ヒューマン・コンサルティング
代表取締役 北村信貴子（中小企業診断士）
名古屋事務所

名古屋市中村区名駅4-4-10

大阪事務所

大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング2Ｆ

東京事務所
静岡事務所
仙台事務所

名古屋クロスコートタワー8F・9F）

東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング16F
静岡市葵区御幸町11-30
仙台市青葉区中央1-2-3

エクセルワード静岡ビル12F

仙台マークワンセンター19F

夏季号（１４０号）
令和３年 7 月１日発行
発 行 公益社団法人愛知県中小企業診断士協会
〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3 丁目 22 番 8 号
TEL (052) 581-0924

FAX (052) 581-7889

発行責任者 / 二宮 佳代
編集責任者 / 服部 貴行
編
集 / 広 報 委員会
編 集 会 社 / アットワーク

大東海ビル 8 階 809A

特集︓魅力ある中小企業 キラリ☆輝く 竹皮を通じて文化を継承する︕～吉田包装店
環境変化に対応するための専門知識シリーズ

http://www.rmcaichi.jp/

企業内診断士リレー企画

公共施設整備に関わる業界

愛知県中小企業診断士協会開催報告

経営改革シンポジウム + 診断士の日
愛知県中小企業診断士協会を知ろう︕

No.140

No.140

巻頭言

夏季号もくじ
1

巻頭言

公益事業２の使命と役割

公益事業２の使命と役割 −公益性と公平性の狭間で−
公益社団法人 愛知県中小企業診断士協会

−公益性と公平性の狭間で−
副会長

服部 功

・・・・・・P 3

企業支援部長

田中 学

・・・・・・P 4

公益社団法人愛知県中小企業診断士協会

2

3

独立行政法人中小企業基盤整備機構中部本部

あいち産業振興機構 経営・事業承継支援メニューのご紹介
経営支援部 経営アドバイス第二グループ

東野 礼

愛知県の最新経済産業施策 スタートアップ推進シリーズ 最終号「Aichi - Startup - 国内展開事業 -」

診断士のWa！会員プロ診断士に聞く
ようこそ愛知県中小企業診断士協会へ！新入会員のご紹介

8

企業内診断士リレー企画

9

柴山 政明

・・・・・・P10

木村 謙之

・・・・・・P13
・・・・・・P14

公共施設整備に関わる業界

久野 裕規

・・・・・・P16

公益社団法人愛知県中小企業診断士協会 開催報告
・・・・・・P19

①第9回経営改革シンポジウム、令和2年度「診断士の日」合同開催
公益社団法人愛知県中小企業診断士協会

理事

古井 武

②「愛知県中小企業診断士協会を知ろう！」開催報告
会員増強プロジェクト委員会

10

・・・・・・P 6

環境変化に対応するための専門知識シリーズ

7

上瀬戸 研次

公益社団法人愛知県中小企業診断士協会からの各種お知らせ
表紙写真 撮影者コメント

撮影場所：木曽三川公園センター

・・・・・・P20
・・・・・・P21

撮影者：水谷 誠

ひまわりと言えば「ひまわり娘」。昭和の名曲のひとつですが「懐メロ」になってしまいました。
写真は「白妙向日葵」
です。太陽と向日葵は夏の風物詩でもあります。

2

公益社団法人愛知県中小企業診断士協会

この原稿が活字になる頃、私の副会長の任期

となっている、という事例が目に付く。診断士

も残り 1 年となる。この３年、公益事業２と協

協会では報告書の内容しかチェックできない

会の財務を担当してきた。財務は、皆さんの経

が、保証協会では、応対・接客品質を含めトー

費節減、会員増強に対する努力が実を結び、ポ

タルに評価されるので肝に銘じていただきた

ストコロナ時代となっても継続的に黒字化でき

い。

る目処がついたと考えている。

愛知県経済産業局スタートアップ推進監

6

・・・・・・P 5

特集：魅力ある中小企業 キラリ☆輝く 吉田包装店
竹皮を通じて文化を継承する〜本物を後世に残していきたい〜

5

服部 功

中小企業の今後の海外展開に向けて

公益財団法人あいち産業振興機構

4

副会長

したがって、上記のような不祥事やトラブル、

一方、公益事業２については、今般のコロナ

報告書の品質、顧客評価等の要因により、頻繁

禍で、窓口相談の中止、イベント回数や案件の

に応募されてもなかなか採択に至らない会員の

減少等、会員の皆様には大変寂しい思いや不便

方が少なからずいるのは事実である。

をおかけしたことをお詫びしたい。

実際、
一部の会員から担当診断士の採択基準に

また、会員の担当案件について相変わらず不

ついて質問や疑問を耳にすることもある。こう

祥事や品質問題が解消できないままでいる。そ

した質問に対し折にふれ、可能な限り丁寧に説

こで、この紙面の場を借りてその実態について

明したつもりだが、未だに納得できないという

説明し皆様のご理解とご協力を賜りたい。

声が聞かれる。結論から言うとほとんどの場合、

不祥事については、個人情報の漏洩、顧問採

発注機関から「〇〇先生を採択するのは遠慮し

用への強要、社長に対する横柄な態度や上から

てほしい」というダメ出しをもらっているので

目線での物言い等、診断士の能力、知識、経験

採択できない、というのが理由である。本人の

というよりは、社会人としての常識やマナー、

改善が期待できる場合、たまたま社長との相性

人間性に係る問題から生じていることが多い。

が悪かった場合等は、再登板してもらっている。

当初は、本人の自覚・反省による再登板もあっ

しかしながら、クライアントからダメ出しをも

たが、同じ会員による同様の不祥事の再発が続

らった場合は非常に難しいことをご承知いただ

いたこともあり、最近では人間性に問題がある

きたい。

場合は、採択を回避することが多くなっている。

公益事業２は、診断士の資格、能力や経験を

また、ある事業で問題を起こした診断士は、他

活用して社会貢献する事業と位置付けられてい

の事業でも問題を起こす傾向が認められるの

る。そうしたプロボノ活動を通じて、いうまで

で、事業横断的に診断士の情報を収集、参考に

もなく、診断士の認知度を高め、社会的に活躍

している。

の場を拡げるのが目的である。結果として、要

品質については、報告書の提言内容が一般的・

求水準の高さに比べるとまったく “ 割の合わな

抽象的で、具体性がないので実行できない、経

い仕事” なのかもしれないが、社会貢献の一環

営診断という性格を無視し、担当診断士の得意

として、会員皆様の積極的な参加とご協力をお

分野に強引に引き込んだバランスを欠いたもの

願いする次第です。

公益社団法人愛知県中小企業診断士協会
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中小企業の今後の海外展開に向けて
独立行政法人

中小企業基盤整備機構

企業支援部長

田中 学

◆中小企業の海外進出に対する期待
我が国の成長戦略においては、中堅・中小企業によ
る海外展開や輸出を活発化し、
オープンイノベーショ
ンと地域経済の活性化を促進することとされている。

一.専門家の派遣

小規模企業

海外展開に際して企業が必要とする「進出予定先の

派遣費用のご負担

3分の1(約1万円/1回)

5分の1(約6,000円/1回)

政治や経済に関する情報」や「文化・商習慣の違い」

※新型コロナの影響を受けている企業は無料
（要件あり）
。
詳しくは当機構ホームページを御覧下さい。

などについて専門家がアドバイス。
■ 第２ステップ（計画策定）

計画づくりについてサポート。
進出予定先でのヒアリングや商談など現地での事業

業の 割合は前年比10％以上低下している。他方「新

可能性調査に専門家が同行しサポートすることも

たに進 出したい」企 業の割合にあまり変化はなく、

可能。

海外への投資意欲はそれほど衰えてい ないことが

※上記１〜３のステップを実行するにあたり１事業

伺える。

年度を超える長期的な支援も可能

◆まとめ

NEW ≪航空機産業関連企業専門家派遣≫
無料

言語、
文化、法律等様々な点が日本と異なる海外への

対象 企業の 7 割が「海外に進出していない」という

進出は、企業（とりわけ人材をはじめとする経営資源

結果となっている。

に乏しい中小企業）にとって非常に大きな経営判断を

愛知県内に本社機能又は、
製造、
設計、
開発等の拠点を有し
（営業所のみは対象外）
、

伴う。経営判断を行うためには、海外だけでなく国内

待するサービスの上位は「法制度や商習慣」
「リスクマ

の情報、自社の資源や強みに関する情報を正確に把握

ネジメント」
「人材育成支援」
「事業計画支援」
「販路

する必要がある。

既に航空機産業へ参入済みの企業又は、
航空機産業への参入に取り組んでいる企業
（大企業を含む）

二.後継者育成塾
無料

愛知県内の中小・小規模企業の方の事業承継を積極的に支援するため、
「経営戦略篇」
と
「税務・法務篇」
の2コースについて、
それぞれ9月から2月まで毎月1回
（全6回）
開催します。

7/7(水)から申込受付開始！
受講したい方はお早めに
下記問合せ先まで。

中小機構では、
一定の時間をかけ、計画的に情報収集・
検討を行い、その時点での海外展開が企業にとって有
益かどうかを経営者と一緒に考えながら進めている。

企業の海外展開を支援する公的機関としては、前述

中小企業診断士の皆様には、国の成長戦略の目標達成

の日本貿易振興機 構
（JETRO）
や国際協力機構
（JICA）

のためにも、様々な形で中小企業の海外展開に関わっ

があげられるが、私ども中小企業基盤整備機構（中

て頂くことを期待しております。

★ 各コースとも講師は実績多数‼

各コース定員20名

★ 過去受講生からも好評‼

税務・法務篇

こうした海外未進出企業が支援機関等に対して期

航空機産業関連の企業様には無料で専門家の派遣を実施します。

経営戦略篇

月に公表された帝国データバンクの調査では、調査

公益社団法人愛知県中小企業診断士協会

※テーマがITの場合は、
特別枠を設けているため多くの企業にご活用いただけます。

■ 第 3 ステップ（現地同行）

ついて「既存の海外拠点を拡充する」と回答した企

◆中小機構の海外展開支援

助言・指導を実施します。
中小企業

共に、実施体制やビジネスモデルなど実現に向けた

開拓支援」となっている。

昨年度多かったテーマ
①マーケティング
②ビジネスプラン
③ＩＴ

区分

でもない。日本貿易振興機 構（JETRO）が実施した

また、
新型コロナウイルス感 染 拡大前の2019年10

BCP作成、
IT等に関する諸問題を解決するために

海外展開ハンズオン支援事業は以下の３つのステップ

海外展開に向けた課題整理 、方向性の検討を行うと

ケート調査 」では、今後 3 年程度の海外進出方針に

マーケティング、
販路開拓、
新分野参入、
人材育成、

いる。

外ビジネスに多大な影響を与えていることは言うま
「2020 年度 日本企業の海外事業展開に関する アン

助言・指導致す

要請に応じて、
機構登録の専門家を派遣し、
経営、
技術、

として、中小企業の海外展開の伴走支援をおこなって

■ 第 1 ステップ（窓口相談等）

課題解決に向けて

創業や経営の向上を目指す中小・小規模企業の

小機構）においても「海外展開ハンズオン支援事業」

ルは非常に高く、
「新輸出大国コンソーシアム」等で

新型コロナウイルス感染症の拡大は、
日本企業の海

専門家の私が

無料あり ≪経営・技術専門家派遣≫

により構成されている。

◆海外進出に関する中小企業の意識

4

中部本部

しかしながら、中小企業にとって海外進出のハード
の伴走支援の強化などの対応策がしめされている。

あいち産業振興機構
経 営・事 業 承 継 支 援 メニューのご紹介

問合せ先

受講生の声
・経営を考えるヒントになりました。
・強みを具体的にし、
顧客に伝えられ
なければ意味がないことを学べました。
・事業承継を真剣に考えるきっかけを
作ることができて、
大変有意義でした。

公益財団法人あいち産業振興機構 経営支援部 経営アドバイス第二グループ
TEL：052-715-3070 ホームページ：https://www.aibsc.jp

公益社団法人愛知県中小企業診断士協会
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特集 魅力ある中小企業

キラリ☆輝く

『竹皮を通じて文化を継承する 』
〜本物を後世に残していきたい〜
吉田包装店

吉田 毅・鏡子ご夫妻

りつかないのです。

東野：へー！竹皮すごいですね！

担当日に一生懸命インスタグラムの使い方につ

だり縮まったりするのです。それに抗菌作用も

孫さんの顔に私がタグ付けされてる…。

あります。また竹皮は吸水する性質があります

気を取り直して、竹皮の製造工程を教えてくだ

が、一定量以上は吸わないのです。そのため 、

さい。

奥様：竹皮も木材と一緒で、湿気などで膨らん

取材

東野 礼

いて学んでくれますもんね。あれ？でもこれお

適度に中 の食 材の 水分を保つことができるの

吉田社長：竹皮は竹からとれるので、個人所有

で、本当は新鮮なものほど竹皮で包んでほしい

の竹やぶから拾ってもらったり、近隣の人が拾

東野：社長ご夫妻、本日はよろしくお願いしま

精肉店の減少とともに取り扱いをやめて、原点

と思います。また、竹皮の用途として、竹皮を

い集めたものを買い取ったりしています。昔は

す。まず御社の概要をお聞かせください。

である国産竹皮の取り扱いのみを行うことにし

細かく裂いてよって丈夫な紐にしたり、一定の

小学生がみんなで協力して集めてくれたものを

ました。竹皮は拾えばいいのですが、プラスチッ

太さにした竹皮を編んで籠にもできるんです 。

買い取っていました。いいお小遣い稼ぎになる

が昭和 11 年に創業して以来、竹皮一筋で事業

ク製品は在庫を持たなければならないので商売

竹皮そのものを売るのではなく、竹皮を使った

ということでたくさん拾ってきてくれてました。

を行っています。竹皮はおよそ 300 年前から、

としては厳しいかなと思いまして。

細工なども交えて、文化として残していかなけ

この辺りは 6 月が収穫時期になるので毎日拾い

ればならないと感じています。

に行きます。最近では、
福祉施設の利用者の方々

吉田社長：よろしくお願いします。当社は先代

主に包装資材として使用されてきています。当

東野：そうですか。社長も竹皮一筋なのですか？

社はその中でも、
国産の竹皮にこだわって82 年

吉田社長：実は大学卒業後は名古屋の繊維会社

余りになります。最近では国産天然竹皮を探し

に勤めておりました。ですが、やはり家業とい

ても、どこのお店でも見つからないと言われる

うことで竹皮に戻りました。

が拾ってくれてます。

東野：竹皮であれば種類は問わない、というか、
竹皮にも種類があるのですか？

までに減少してしまいました。大変貴重で、古

奥様：先代社長が財産を残してくれて、竹皮の

くて新しい天然素材です。当店では一貫して機

傍ら、アパート経営やコンビニエンスストアの

械は一切使わず、1 枚 1 枚丁寧に伸ばして製品

経営なども手掛けることで何とか生活できてい

ますね。弊社が扱うのは真竹のみです。筍とし

化しています。

ます。竹皮は一年中とれるものではなく、タケ

て食ベられているのは孟宗竹がほとんどです。

吉田社長：竹も 1 年おきに成長します。また、
孟宗竹、破竹、真竹など品種によって皮も違い

東野：なるほど！では、落ちている竹皮なら何

ノコが成長するときに脱皮のような形で伸びて
いくので、その時を狙って皮を拾いに行くので

でもいいんですか？

吉田社長：カビが生えているものはダメですね。

す。

東野：大変失礼ですが、竹皮で商売をしていく

濡れたらすぐにカビが生えてしまうので、雨降

ことは大変ですか？

りの翌日はすぐに拾いに行かなければなりませ

吉田社長：大変です。正直、アパート経営など、

ん。商品にする際も乾燥が命です。しっかり乾

ほかの収入源がなければ食べていけないと思い

▲竹皮で編んだかご

燥させないとカビが残り、食品を包む際に用い

東野：奥様は調理師の資格もお取りになったの

きたらまず天日干しで乾燥させます。その 後 、

ます。

東野：そうなんですか！そんな中、なぜ現在も
続けているのですか？全部手作業による加工で
とても大変そうなのですが…。
▲吉田社長と奥様

東野：竹皮一筋ですか？すごいですね。

奥様：私たちが辞めたら誰も国産の竹皮の良さ、

るときは大変なことになりますからね。拾って

ですね。

皮の丈により選別し、延ばす作業にはいります。

で竹皮を用いた中華ちまきを教えたら大好評で

ますね。

奥様：そうです。今までに地域の料理教室など

東野：乾燥している竹皮は丸まってしまってい

あるいは文化を伝える人がいなくなってしまう

した。今でも一番多い注文は中華ちまき用の竹

ので。竹皮というものは本当に何にでも使える

吉田社長：それを一枚一枚、手作業で延ばして

皮です。中華ちまきも、竹皮に包んで蒸すと甘

いくのです。竹皮は水でぬらすことで柔らかく

ク製の代用品も取り扱っていたんです。その際

のです。特にお肉やお魚を竹皮に包んで冷蔵庫

くなるんです。いろんな料理を竹皮に盛り付け

なるので、それを手で開くような形で延ばして

に吉田包装店と今の屋号 に変更したのですが、

に入れておいても硬くならないし、臭みもあま

てインスタグラムなどで広めていきたいです。

いくのですが、切れ目などに気を配り、力関係

吉田社長：いや、私が入社した当初はプラスチッ

6
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を慎重にしないとそこから裂けてしまって使い

東野：そうですか。ほかに機械化したい作業な

むすびと漬物を包んで駅で売っていました。そ

奥様：どうしても「包装材」といった観点で見

物にならなくなってしまいます。根気のいる作

どはありますか？

れが駅弁の始まりだと言われています。また竹

ると、海外製には 価格で太刀打ちできません 。

そのものも素材として竹ひご、ざる、市場かご

けれど「文化」としてみれば、古来より日本で

業ですが、皮の状態はすべて違うので、機械化

吉田社長：あとは 型抜きできる 設 備があれば 、

することはできないのではないかと思っていま

もっと竹皮の用途が広がると思います。例えば、

などに用いられていました。今はそういった竹

物を包む際には竹皮が用いられてきました。そ

す。しかし、もしチャンスがあれば開発したい

羊羹などは竹皮模様を印刷した紙などによって

細工の他に、わらいずみ（飯櫃を保温する藁か

ういった文化を継承していきたいです。竹皮も

ですね。

包装されていますが、どちらかと言えば、コス

ご）なども交えて、日本人の技術や文化などを

何回か繰り返して使うことができます。プラス

東野：楽になりますもんね。

トよりも、あのサイズの、小さい竹皮を販売し

残す形で竹皮の技術も伝承していきたいと考え

チック製品の代用にもなるので、
今の脱プラスチ

ているところがないのです。カットせず、一枚

ています。

ック製品の動きに乗れないかとも思っています。

に㎏単位で販売します。そのため、大きければ

でしか販売していないのです。また、そのため

東野：そうですか。私も “わらいずみ” って初め

東野：そうですね。今やお肉や魚もスーパーマー

枚数は少なくなってしまうし、小さければ枚数

に、切れ目が入っている竹皮は商品にならない

て聞きました。日本人なのに恥ずかしいです。

は増えてしまいます。しかし最近は、そんなに

ので処分するのですが、切れ目を避けて型抜き

奥様：“本物” を残していきたいのです。現 在、

ケットで買う時代ですからね。お肉屋さん、お

いらない、と枚数単位で頼まれるお客さんが増

すれば十分使えると思うので。拾ってくださっ

日本に流通している竹皮のほとんどが中国産で

つれて文化も少なくなっていくことは少し寂し

えていますが、延ばす作業は数が多くないと非

た人に申し訳なく思います。

す。海外品は “模倣品” なので安いのです。

い気がしますね。

吉田社長：そうですね。それと、竹皮は基本的

効率になってしまうのでなかなか対応できない

東野：きっとこの記事を読んだ診断士が力を貸

のです。

してくれますよ！

奥様：そうですか。ありがたいですね。正直私

吉田社長：昭和 60 年代に日本中のほとんどの

吉田社長：体力、気力の続く限り竹皮の製造も
続けていきたいと思っています。私たちが元気

竹が枯れ、皮が取れなくなった時期がありまし

な間にこの技術や文化を継いでくれる人が現れ

た。竹の寿命は 60 年とか 120 年といわれてい

ないかなと思っています。

それはお金にならないとかいった消極的な理由

て、枯れる前には全国の竹の花が一斉に咲くの

東野：これでお弁当を包んでいったら、令和の

ではなく、むしろ竹皮に携わった使命だと思っ

です。

時代は逆にオシャレかもしれないですね。今度

ています。

東野：どういうことですか？

吉田社長：竹皮は包装素材としてはとても優れ

▲丸まって束になっている竹皮

東野：模倣品？

魚屋さんといった専門店が少なくなり、それに

東野：日本の竹全部ですか？

吉田社長：はい。それで、しばらくは日本で竹

やってみます。

吉田社長：最近、皮を拾ってくれている福祉施

皮が採れなくなってしまったので、その際に職

設の利用者さんが、竹皮の製造に興味を持って

ていると感じています。使えばその良さを実感

人が中国に技術移転をしまして、現在は中国産

くれ、選別まで手伝ってくれるようになり嬉し

していただけると思っていますが、なかなか触

が主流になってしまいました。日本産は少なく

く思っています。こういったように、
竹皮の良さ、

れ合う機会がないのが実際のところです。です

なっています。だからこそ、竹皮といった商品

そしてそれにまつわる文化がいつまでも引き継い

ので、竹皮のよさを全国に広めたいと思ってい

だけではなく、体験を通じて売りたいと思って

でいけるようにしていきたいと思 っています。

ます。

います。料理教室や竹細工の教室はそのような

東野：同感です。機能的にも優れた竹皮の良さ

竹皮は地域の竹林でとれるものなので、地産
地消ができる商品です。今は国産の竹皮となる

希望をもって開催しているのです。
東野：そうなんですね。

を、飲食店を支援させていただく際には広めて
いきますね。本日はありがとうございました 。

と、当社ぐらいしか取り扱っていません。です
から全国に発送していますが、竹の生えている

会社概要

ところであれば誰もが気軽に扱うことができる

事業者名：吉田包装店

自然の贈り物であると思っています。だからこ

▲それを手作業で一枚ずつ伸ばしていく

そ、加工方法を全国に教えていくことで、日本

所 在 地：岐阜県可児市坂戸873-2

の文化として引き継いでいってほしいと考えて

代

います。昔は竹や竹皮など、竹の需要は大変多

ホームページ：https://www.harusato.jp/

かったと聞いています。例えば、昔は竹皮にお

表：吉田 毅

Instagram アカウント：yoshidahousouten
▲奥様が作った中華ちまき
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環境変化に対応するための専門知識シリーズ

愛知県の最新経済産業施策 スタートアップ推進シリーズ最終号

Aichi-Startup

−国内展開事業−

愛知県経済産業局スタートアップ推進監

中小企業診断士

柴山政明

中小企業やスタートアップの方々に本拠点の活
中小企業やスタートアップの方々に本拠点の活
用もおすすめいただければ幸いと思います。
用もおすすめいただければ幸いと思います。
一方、個別の支援プログラムとして、学生の
一方、個別の支援プログラムとして、学生の
方など、初めて起業を試みる方々を対象に、ス
方など、初めて起業を試みる方々を対象に、ス
タートアップの立ち上げを支援する「あいちス
タートアップの立ち上げを支援する「あいちス
タートアップキャンプ」を開催し、ビジネスプ
タートアップキャンプ」を開催し、ビジネスプ
ランの新規構築やプラン磨き上げ、ピッチイベ
ランの新規構築やプラン磨き上げ、ピッチイベ
ントの開催などを行っています。
ントの開催などを行っています。

１．Aichi-Startup
戦略の国内展開
１．Aichi-Startup
戦略の国内展開

令和 2 年度から、愛知県の最新経済産業施策
令和 2 年度から、愛知県の最新経済産業施策

として、本県を革新的ビジネスモデルや最先端
として、本県を革新的ビジネスモデルや最先端
技術を持つスタートアップを起爆剤に世界的な
技術を持つスタートアップを起爆剤に世界的な
イノベーション創出都市を目指すため策定した
イノベーション創出都市を目指すため策定した
「Aichi-Startup
戦略」の概要をご説明しました。
「Aichi-Startup
戦略」の概要をご説明しました。
今回は最終号として、国内展開事業の最新の支
今回は最終号として、国内展開事業の最新の支
援策をご説明いたします。
援策をご説明いたします。

２．スタートアップの成長プロセスとテーマ別に支援プログラムを体系化
愛知県では、スタートアップの成長プロセス アップ 35者に入居いただき、
アップ 35者に入居いただき、
統括マネージャー
愛知県では、スタートアップの成長プロセス
統括マネージャー
と想定される経営課題等のテーマを設定し、マ によるハンズオンでの経営支援を行っているほ
によるハンズオンでの経営支援を行っているほ
と想定される経営課題等のテーマを設定し、マ
トリックスにより支援プログラムを体系化して か、ピッチイベントの開催によるオープンイノ
か、ピッチイベントの開催によるオープンイノ
トリックスにより支援プログラムを体系化して
います。
います。

ベーションの促進、また、
「あいちスタートアッ
ベーションの促進、また、
「あいちスタートアッ

総合的な支援プログラムとして、WeW
or k プワンストップセンター」を設置し、スタート
プワンストップセンター」を設置し、スタート
総合的な支援プログラムとして、WeWo
rk
グローバルゲート名古屋内に開設したプレ・ス アップへのビジネス支援、相談等を行っていま
アップへのビジネス支援、相談等を行っていま
グローバルゲート名古屋内に開設したプレ・ス
テーションＡｉにおいて、将来有望なスタート す。中小企業診断士の皆さまには、支援される
す。中小企業診断士の皆さまには、支援される
テーションＡｉにおいて、将来有望なスタート
愛知県の主なスタートアップ支援プログラムマトリックス表

他方、スタートアップの創業資金確保の支援
も行っております。「あいちスタートアップ創
他方、スタートアップの創業資金確保の支援
業支援事業費補助金」では、IT・デジタル分野
も行っております。「あいちスタートアップ創
や革新的なビジネスモデルを用いて急成長を目
業支援事業費補助金」では、IT・デジタル分野
指す創業者や事業承継・第二創業を行う者に対
や革新的なビジネスモデルを用いて急成長を目
して、起業に係る経費の補助（起業支援金の支
指す創業者や事業承継・第二創業を行う者に対
給）を行っているほか、当該補助事業者に対し
して、起業に係る経費の補助（起業支援金の支
て、さらに伴走支援を行うことでスタートアッ
給）を行っているほか、当該補助事業者に対し
また、学生起業や社内起業を目指す潜在的な
プの成功を促しています。
て、さらに伴走支援を行うことでスタートアッ
起業家を掘り起こすため 、「ビジネスプランコ
また、学生起業や社内起業を目指す潜在的な
プの成功を促しています。
ンテスト」を実施しております。
優秀者には賞金、
起業家を掘り起こすため 、「ビジネスプランコ
設立事業資金を支給するほか、統括マネージャー
ンテスト」を実施しております。
優秀者には賞金、
によるハンズオン支援を受けて、事業・サービ
設立事業資金を支給するほか、統括マネージャー
ス化を目指します。
によるハンズオン支援を受けて、事業・サービ
さらに、「ローカル・グローバル連携スター
ス化を目指します。
トアップ支援事業」では、世界で活躍するトッ
さらに、「ローカル・グローバル連携スター
プレベルのアクセラレーターが、県内スタート
トアップ支援事業」では、世界で活躍するトッ
アップを対象に、講義、メンタリング、フィー
プレベルのアクセラレーターが、県内スタート
ルドワーク等から成るアクセラレータープログ
アップを対象に、講義、メンタリング、フィー
ラムを実施し、スタートアップの成長を強力に
ルドワーク等から成るアクセラレータープログ
支援しています。
ラムを実施し、スタートアップの成長を強力に
既存の事業会社とスタートアップとのオープ
支援しています。
ンイノベーションの創出も強化しております。
既存の事業会社とスタートアップとのオープ
「あいちマッチング」では、愛知県内のモノづ
ンイノベーションの創出も強化しております。
くり企業と首都圏等のスタートアップとのマッ
「あいちマッチング」では、愛知県内のモノづ
チングによる新事業創出を図っています。ネッ
くり企業と首都圏等のスタートアップとのマッ
ト環境を生かした、マッチング支援のプラット
チングによる新事業創出を図っています。ネッ
フォームを活用し、より精度の高い事業連携を
また、「あいちスタートアップ制度融資」では、
ト環境を生かした、マッチング支援のプラット
図っています。
フォームを活用し、より精度の高い事業連携を

Aichi-Startup 戦略に基づく支援を受けたスター

図っています。
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トアップに対して、県制度融資メニューの「創
トアップに対して、県制度融資メニューの「創
また、「あいちスタートアップ制度融資」では、
業等支援資金」指定の利率をさらに０．３％ポ
業等支援資金」指定の利率をさらに０．３％ポ
Aichi-Startup 戦略に基づく支援を受けたスター
イント引き下げる、低利融資を通じた資金支援
イント引き下げる、低利融資を通じた資金支援
トアップに対して、県制度融資メニューの「創
を図っています。
を図っています。
業等支援資金」指定の利率をさらに０．３％ポ

会員プロ診断士に聞く〜木村謙之さん

新型コロナウイルス感染症対策としてスター
新型コロナウイルス感染症対策としてスター
イント引き下げる、低利融資を通じた資金支援
トアップからの支援を得るプログラムも展開し
トアップからの支援を得るプログラムも展開し
を図っています。

当協会会 員の木村謙之さんに 次の質問に答え

ています。
「新型コロナウイルス感染症対策新
ています。
「新型コロナウイルス感染症対策新
新型コロナウイルス感染症対策としてスター

ていただきました。

サービス創出支援事業」では、業務のオンライ
サービス創出支援事業」では、業務のオンライ
トアップからの支援を得るプログラムも展開し
ン化に向けたアプリケーション開発や飛沫感染
ン化に向けたアプリケーション開発や飛沫感染
ています。
「新型コロナウイルス感染症対策新
防止製品など『感染症対策のための製品・サー
防止製品など『感染症対策のための製品・サー
サービス創出支援事業」では、業務のオンライ
ビスの開発』
、『感染症対策のための製品・サー
ビスの開発』
、『感染症対策のための製品・サー
ン化に向けたアプリケーション開発や飛沫感染

１．診断士になったきっかけは？
前職（富士通）時代、1200社以上の中小企業様
一方、本拠点とともに、県内各地域において、

ビスの販路拡大』を行うスタートアップを含む 一方、本拠点とともに、県内各地域において、
スタートアップのサテライト支援拠点の設置を
ビスの販路拡大』を行うスタートアップを含む
防止製品など『感染症対策のための製品・サー
中小・小規模企業、個人事業主等に対して、補
推進しています。
中小・小規模企業、個人事業主等に対して、補
スタートアップのサテライト支援拠点の設置を
ビスの開発』
、『感染症対策のための製品・サー

助金を支給することで新型コロナウイルス感染 推進しています。
この施策は、愛知県におけるスタートアップ・
助金を支給することで新型コロナウイルス感染
ビスの販路拡大』を行うスタートアップを含む
症対策を行っています。スタートアップのイノ この施策は、愛知県におけるスタートアップ・
エコシステムの形成に向けて、市町村や地域の
症対策を行っています。スタートアップのイノ
中小・小規模企業、個人事業主等に対して、補
ベーション力を用いて、現在、喫緊に解決すべ エコシステムの形成に向けて、市町村や地域の
企業、大学、研究機関などが主体的にスタート
ベーション力を用いて、現在、喫緊に解決すべ
助金を支給することで新型コロナウイルス感染
き社会的課題への対応も図っています。
アップの支援拠点を設置していただき、ステー
き社会的課題への対応も図っています。
企業、大学、研究機関などが主体的にスタート
症対策を行っています。スタートアップのイノ
ベーション力を用いて、現在、喫緊に解決すべ
き社会的課題への対応も図っています。

ションＡｉを核に強固なネットワークを構築し、
アップの支援拠点を設置していただき、ステー
世界的なイノベーション創出土壌の形成を目指
ションＡｉを核に強固なネットワークを構築し、
しています。また、地域が保有する強みを生か
世界的なイノベーション創出土壌の形成を目指
し、地域固有の資源を活用できるテーマ・分野
しています。また、地域が保有する強みを生か
を設定した上で、地域の活性化に直接的に結び
し、地域固有の資源を活用できるテーマ・分野
つく拠点形成も図っていきます。
を設定した上で、地域の活性化に直接的に結び
先行して進む東三河地域においては、今年秋
つく拠点形成も図っていきます。
ごろにスタートアップ支援に取り組む地元の企
先行して進む東三河地域においては、今年秋

業や大学等で構成される協議会の設立に向けた
３．ステーションＡ
ｉとテーマ別サテライトごろにスタートアップ支援に取り組む地元の企
３．ステーションＡ
ｉとテーマ別サテライト
準備を進め、この協議会を中心とした「農業・食」
支援拠点
支援拠点
業や大学等で構成される協議会の設立に向けた
３．ステーションＡ
ｉとテーマ別サテライト

を訪問し、
フロント＆バックオフィス業務（顧客管
理、営業支援、情報共有、問合管理、申請等）の課
題・問題点をヒアリングさせて頂き、100社以上に
改善提案・導入支援をさせて頂きました。

４．読者にお勧めしたいこと は？

その際、中小企業様が自らの規模に合わない不

旧所・名跡巡り。３年前に足掛け３年掛けて東

要なシステムを以前に導入し、現在は利用できな

海道五十七次を一人で完歩！。現在、
日本100名城

いケースが散見されました。
もう少し身近に相談

＆続日本100名城巡りを実施中。日本の良いとこ

に乗ってあげられる方がいたら、無駄な投資をせ

ろを実感でき、健康増進、気分転換に良いです。

ずにすんだと残念な思いをしました。そんな中小
企業様のお力になればと思い診断士資格を取得

５．診断士でよかったと思ったことは？
支援した企業様から
「ありがとう、助かったよ。」

しました。

の一言を頂いたとき。会社 勤めのころには考 え
２．現在の診断士としての活動は？
今年で独立して３年、現在の業務は公的８割、

られ ない ぐ らい 様々な方々とお 知り合いに な
れた こと。

民間２割。公的業務は、中小機構で人材支援アド
バイザー、三重県信用保証協会で経営改善コーデ

６．診断士の理想像は？

ィネーターを担当させて頂いています。民間業務

企業様から感謝・信頼されること。常に
「また、お

愛知県では、スタートアップの中核的な総合支 準備を進め、
を当面のテーマとするスタートアップの推進体
愛知県では、スタートアップの中核的な総合支
この協議会を中心とした「農業・食」
支援拠点

では、業務改善／ＢＣＰ／補助金・助成金活用等

願いします。」の一言を頂ける診断士を目指した

の支援をさせて頂いています。

いと思います。

を進めています。このステーションＡｉは、世
これらの施策は、スタートアップのみならず、
を進めています。このステーションＡｉは、世
テーションＡｉの
2024 年開設に向けて、準備
界最高クラスの海外スタートアップ支援機関、 これらの施策は、スタートアップのみならず、
既存の事業会社のオープンイノベーションや新
界最高クラスの海外スタートアップ支援機関、
を進めています。このステーションＡｉは、世

３．診断士として読んで参考になった本は？

７．
その他なんでもお聞かせ下さい。

援拠点として名古屋市鶴舞公園南に整備するス を当面のテーマとするスタートアップの推進体
制を構築します。
援拠点として名古屋市鶴舞公園南に整備するス
愛知県では、スタートアップの中核的な総合支
テーションＡｉの
2024 年開設に向けて、準備 制を構築します。
テーションＡｉの
2024 年開設に向けて、準備
援拠点として名古屋市鶴舞公園南に整備するス

大学との連携を通じて、世界最高品質のスター 既存の事業会社のオープンイノベーションや新
事業展開、事業承継を機会とした第二創業など
大学との連携を通じて、世界最高品質のスター
界最高クラスの海外スタートアップ支援機関、
トアップ支援プログラム等をワンストップ・ワ 事業展開、事業承継を機会とした第二創業など
の支援メニューとしての活用も期待しておりま
トアップ支援プログラム等をワンストップ・ワ
大学との連携を通じて、世界最高品質のスター

ンルーフで提供します。また、デジタルシフト の支援メニューとしての活用も期待しておりま
す。中小企業診断士の皆さまには、スタートアッ
ンルーフで提供します。また、デジタルシフト
トアップ支援プログラム等をワンストップ・ワ
に対応する高速通信、リモート、
ＤＸ環境も整備す。中小企業診断士の皆さまには、
プのみならず、支援する中小企業の方々にも県
に対応する高速通信、リモート、
ＤＸ環境も整備
ンルーフで提供します。また、デジタルシフト
スタートアッ
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診断士業務に直接関係はありませんが、私が診
断士を目指したきっかけの一つになった本をご紹

企業様 のご支援 が出来ればと思 います。

介します。
「置かれた場所で咲きなさい」
（著者：元

また、「早く 飲 みに ケーションを！」したい。

ノートルダム清心学園理事長

渡辺和子）。旨くい

かない時は誰にでもあります。心が折れそうな時、

８．次回の回答者をご紹介ください。

気分転換したい時などどう気持ちを転換するかに

西田 学 さん、お 願いします。

し、オンライン・オフラインが融合した新しい
のスタートアップ支援プログラムへの参加を促
し、オンライン・オフラインが融合した新しい
に対応する高速通信、リモート、
ＤＸ環境も整備
プのみならず、支援する中小企業の方々にも県
コミュニティー形成を目指します。
していただけると幸いです。
コミュニティー形成を目指します。
し、オンライン・オフラインが融合した新しい
のスタートアップ支援プログラムへの参加を促

ついて語ったメッセージが数多く紹介されていま

コミュニティー形成を目指します。

す。勇気を与えてくれます。

公益社団法人愛知県中小企業診断士協会

していただけると幸いです。

新 型コロナが早く収まり、少しでも苦しい中小

公益社団法人愛知県中小企業診断士協会

13

No.140

No.140

ようこそ、愛知県中小企業診断士協会へ！

かとう

加藤

かずお

一男 さん（愛知県名古屋市 出身）

新 入 会 員 の ご 紹 介

ごんだ

權田

せいご

成悟 さん（愛知県名古屋市 出身）

Q．中小企業診断士を目指したきっかけ

Q．中小企業診断士を目指したきっかけ

16 年前に WEB 制作会社を設立し、紆余曲折しながらも

零細の印刷会社の息子として生まれ、大須商店街で育ち、

しかし、ある時期（創業期からの次ステージ）から自己

トヨタ系企業を経て、やはり対人の仕事が好きで地元百

ました。「社員達の総退職」、
「民事訴訟の勃発」、
「不良債

「中小企業診断士」を知りました。ニッチ指向・経営・

が顕著に表面化しはじめてきました。悩んだ末に相談にの

すべて生かせる仕事だと思いました。

売上規模や社員数も創業の 10 倍ほどになっていました。

学生時代は音楽活動・接客に明け暮れ、理系大学院から

流で経営をしていた自分に多くの問題が降りかかってき

貨店に勤 務しておりました昼休みの時 間 に、スマホ で

権などの貸し倒れ損失が多発」など経営上の多くの問題

接客・分析・マーケティング、これまでの自分の背景を

って頂いたのが、先輩である中小企業診断士の先生でした。

そのお陰で、会社も軌道修正することができ、現在に至っています。その時から、中小
企業診断士は、中小企業にとっては必要不可欠な存在であると悟り、 自らも本格的 に
資格取得を志したというわけです。

Q．今後、中小企業診断士として取り組んでいきたいこと
「学び続け・出会い続ける診断士」を目指したいです。独立してから感じたのは、経営
者という人種の人間的面白さ。業種や業況を問わず、その企業ごとの強みや将来像を経

Q．今後、中小企業診断士として取り組んでいきたいこと

営診断の中でヒアリングして定義・数値化していくと、社長様からの「勇気が出た」と

コロナ・パンデミックによって、経営スタイルの常識が大きく変わってしまいました。

思います。

いうお言葉をいただけます。これからもいろんな企業と出会い、発展の糧になれればと

特にサービス業（飲食やホテル・観光業）を中心に多くの中小企業が未曽有の経営難
に直面しています。自分もそうであったように、経営に行き詰った時は、冷静な判断

が出来ず、
「負のスパイラル」にドンドンと入っていってしまいます。 そ ん な 時こそ、
経営者にとって、弱音も吐けるような安心した存在が必要となってきます。私は、経
営者の感覚の分かる中小企業診断士として伴走型の支援を実施していきたいと考えて
います。

寄稿募集
本企画では、
自己紹介の寄稿をいただける新入会員の方を募集しています。

Q．

その他何でも

中小企業診断士の士業における地位 向上のため、勉強会や 経営者との集まりのセミ

ナーを頻繁に実施していきたいと考えています。テーマは「DX」「事業承継と M&A」

「Web マーケティング」などです。

＜条件＞

（1）2020年以降、愛知県中小企業診断士協会へ新規入会された方（他県協会からの異動を含む）
（2）
自己紹介原稿及びプロフィール写真を寄稿いただける方

掲載希望の方は、件名に
【診断あいち
「新入会員のご紹介」寄稿希望】
と記載の上、
s hi n dan.aich i @ r mc a i c hi. j pまでご連絡ください。
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巻頭言

巻頭言

企業内診断士リレー企画

公共施設整備に関わる業界

３．PFI制度の活用

（１）PFI制度の概要

PFI（Private Finance Initiative）は、1990年代

中小企業診断士 久野 裕規

前半にイギリスで導入された手法で、公共施設等

の設計、建設、運営等を、民間事業者の資金、経営

ノウハウ及び技術的能力を活用し、
より効率的、効
1. 自己紹介

果的に行おうとする新しい手法です。

このような中で、
公共団体が企画、資金調達、設計、

で、主に商工業や観光業の振興を担当しており、

従来のやり方のみでは公共施設や公共サービス

るのではなく、
どのような設計、建設、運営を行え

被った地元中小事業者のための窓口相談や経済

スを提供するPPP（Public Private Partnership：官

提案競争させ、最も優れた者を選定し、設計から

験は令和元年度に合格、令和二年度に登録してい

用して行政コストの削減や効率化を行うことが望

です。民間事業者に、公共施設等の整備や運営だ

度、公設民営方式（DBO）、包括民間委託等といっ

営業させることにより、
より公共の負担が少なくな

最近では新型コロナウイルス感染症でダメージを
対策施策等を実施しています。中小企業診断士試

建設から運営、維持管理まで行う公設公営による

計、建設、運営等の方法を決め、バラバラに発注す

の維持は困難であり、官民が連携して公共サービ

ば最も効率的かについて、民間事業者グループに

民連携）により、民間事業者の資金やノウハウを活

運営まで行わせ、資金調達も自ら行ってもらう制度

ます。

まれています。PPPの中には、PFI、指定管理者制

けでなく、オフィス・売店等の収益施設を併設させ

２．地方公共団体の公共施設の老朽化

た手法がありますが、
ここではPPPの代表的な手

る可能性があります。民間事業者においても、施設

地方公共団体では、過去に整備された学校や庁

舎などの公共施設、道路や上下水道などの公共イ

法であるPFIについて説明します。

将来の最適な更新投資計画の策定等が事業を実

維持管理などが喫緊の課題となっています。一方

の設計、建設のみならず、不動産、商社、金融機関

体の財政は非常に厳しい状況にあり、将来の更新

機会が生まれるメリットがあります。

など様々なプレイヤーに新たな投資機会や事業

で、
これらの施設の更新に必要な国・地方公共団

費用を確保していくことが困難であることが指摘

（２）国の方針

されています。長期的な視点に立った老朽化対策

我が国においては、平成１１年に
「民間資金等

を推進するにあたっては、施設の長寿命化、更新

の活用による公共施設等の整備の促進に関する

および修繕コストの縮減などのハード面の対応だ

けでなく、施設整備および維持管理の事業手法に

ついても、各施設の現状や特性に応じて最適な方
法を検討する必要が高まっています。

図２：従来型公共施設とPFI事業の違い
公益社団法人愛知県中小企業診断士協会

法律（PFI法）
」が施行され、本格的に導入が始まり

図１：建設後５０年以上経過する社会資本の割合
出典：令和元年版 国土交通白書

その後P F I 法は、 公共施設等運営権（コンセッ

ション）制度の導入を目的とした平成２３年改正

を始めとし、数次に渡る改正を経て、現在に至って
います。

さらに平成２８年５月には、
「PPP/PFI推進アク

ションプラン」が策定され、平成２５年度から令和
４年度までの１０年間の PPP/PF I 事業の事業規

模について２１兆円という目標が掲げられるなど、
P F I を取り巻く状況は大きく変わってきています。

の効率的な業務運営や新たな増収施策の策定、
施する上で重要なポイントとなることから、従来型

ンフラの老朽化が一斉に進んでおり、その更新や

16

図２にあるように、従来のように公共団体が設

私は中部地区のある地方公共団体で地方公務

員として勤務しています。現在は産業振興の部署

No.140

ました。

図４：事業数及び契約金額の推移
出典：内閣府調査

（３）PFI事業の実施状況

平成１１年に始まったPFI事業は、令和２年３月末
で累計818件、契約金額で6 .5兆円となっていま

す。案件件数は年々増加しており、令和元年度は
７７件と過去最高を更新しました。特に近年伸

びている事業分野としては 、教育文化（社会教育

施設、文化施設 ）及びまちづくり（道路、公園、下水
道施設、港湾施設等）が挙げられます。

図３：PFI事業のスキーム例
公益社団法人愛知県中小企業診断士協会
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４．公共施設等運営権（コンセッション）について

（１）公共施設等運営権（コンセッション）事業とは

コンセッション事業とは、利用料金の徴収を行う

公共施設等について、公共側が対象施設の所有権

を有したまま、対象施設の運営等を行う権利を民

第９回経営改革シンポジウム、
令和２年度「診断士の日」合同開催

パーキングエリアのリニューアル等で利用者の利

便性が向上し、地域特産品の 販 売や 観光 P Rを

通じた地域活性化が進められています。
５．今後の展開

これまで見てきたように、P F I事業は、既に我が国

民間事業者による自由度の高い事業運営を可

な公共施設の運営手法としてコンセッション方式

能とすることにより、民間事業者の創意工夫が生

の公共施設の整備手法として定着し、加えて、新た

が徐々に浸透しつつあります。その他の手法を含

かされ、既存インフラの価値が高まり、公共施設等

めてPPP/PFIは我が国の公共施設経営にとって重

れぞれ有益なものとなることが期待されています。

そして今後の公共施設を取り巻く外部環境のなか

の管理者、民間事業者、利用者の三者にとってそ
コンセッション事業の中で実績が多いのは空港

分野で、空港の長期管理運営を任されたS P C（特

別目的会社）が、滑走路や駐車場等の管理運営の

要な位置を占める手法となりました。

で、民 間事業者の新しいビジネスチャンスとして、
PPP/PFIへの期待が高まり続けると予想されます。

みならず、ターミナルビル会社の株を取得した上

６．企業内診断士としての取組み

営によって、空港が利益と新たな賑わいを生む施

ッション方式による公共施設整備の検討が進めら

愛知県においては 、道 路分野で愛知県道路公

コンセッション方式においては、民間事業者の

でこれを運営する、創意工夫を活かした一体的運
設に生まれ変わっています。

社 が平成２８年１０月から、MICE施設で愛知県
国際展示場が令和元年８月から、それぞれコンセ

ッション方式による事業運営が実施されています。
（２）愛 知 県有料道路運営等事業 （愛知県道路

現在 、私の所属する地方公共団体でも、
コンセ

れており、私 がその担当をしています。

事業期間中のキャッシュフロー、必要とされる資本

コストの 程度、プロジェクトファイナンスによる資

金調達手法等、様々な要素を考慮のうえ運営権を
設定する必 要があり、財務会計や経営法務等、中
小企業診断士 の試験内容がこれらの業務の 一

公社）

つ一つに役立ってい ると実感しています。

路８路線について、構造改革特区制度を活用して

させることを目的として、幅広く民間事業者投資

知県道路コンセッション㈱）により運営されていま

ことが 重 要とされていますが 、各業界や企業の

る独立採算とし、需要変 動リスクについては民間

ことを早速実践して取り組んでいるところです。

金収入が計画から上下６％を超えて変動した場合

かして、現在 進めている公共 施設の整備を成功

この事業は、愛知県道路公社が運営する有料道

道路特別措置法の規制を緩和し、民間事業者（愛

す。道路の運営・維持管理業務は民間事業者によ

事業者が負うことを基本としていますが 、実 績料
のリスク・リターンは道 路公社に帰属することと

し、公共と民 間でリスク分担が図られています。

図５：コンセッション事業のスキーム
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間事業者に設定するもので、平成２３年のPFI法に

より導入されました。
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また、コンセッション方式では、制度設計に反映

意向調査（マーケットサウンディング）
を実施する
分析、相手企業との対話など、実務補習で学んだ
今後は中小企業診断士としての知識、経験を活

に導き、私の所属する地方公共団体の発展に寄与

していきたいと考えます。

「逆境こそ大きなチャンス！」
愛知県中小企業診断士協会

理事

古井 武

１．はじめに
2020年度は、全世界が新型コロナウイルス感
染症の影響を受け、愛知県診断士協会もその例外
ではありませんでした。今回のシンポジウムと診断
士の日の事業開催も2021年3月10日に合同開催
とし、開催方法も今までに実施したことがない会
場とオンラインでの同時開催としました 。まさに、
開催自体が逆境への挑戦と言えるものでした。
２．
コロナ時代における旅館DX
基調講演は、
テレビでもお馴染みの陣屋の宮﨑
知子氏から、旅館のITを10年前から取り組んでこ
られた経験と実績を基に、
コロナ禍における観光/
宿泊業を考え、DXのあり方について講演していた
だきました。
クラウド型ホテルシステム「陣屋コネク
ト」を独自開発し、ICTを活用したデータ分析とお
もてなし向上の実現について学びました。
３．
コロナ禍におけるIT活用
事例発表では、
ビジネスコンサルタント愛知の
椿本聡氏からSNSを活用して売上アップを実現し
た事例から、情報化時代のマーケティングについ
て発表いただきました。
続いて、㈱アルタの加藤千雄氏から今後、企業
が生き残るために有効なITツールとコロナとDXに
対応しながら事業変革、業務拡大する術について
発表いただきました。
４．
自立する経営コンサルタントのために
例年11月に開催している「中小企業診断士の
日」のイベントとして、㈱ビッグバンの山下益明氏
より、報酬はお客様への「お役立ち度」の評価指標
であるとの持論を熱く講演していただきました。
５．終わりに
昨年のシンポジウム参加者は108名でしたが、
今年は会場参加者が34名でした。一方、オンライ
ンには、会場参加者以上の59名が参加し、愛知県
外からの参加者17名を含む総勢93名の参加者と
なりました。今後も、中小企業診断士の研鑽と活動
発信のために有益な運用を目指していきます。

▲宮崎知子氏による基調講演

▲椿本聡氏による発表

▲加藤千雄氏による発表

▲山下益明氏による講演

公益社団法人愛知県中小企業診断士協会
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言

「愛知県中小企業診断士協会を知ろう！」開催報告
会員増強プロジェクト委員会

公益社団法人愛知県中小企業診断士協会からの各種お知らせ

上瀬戸 研次
年

１．
「愛知県協会を知ろう！」
とは

現在、愛知県中小企業診断士協会では、時田副

会長のもと会員増強プロジェクトというものが動き
始めています。

昨年末から動き出したこのプロジェクトでは、

「会員にとって魅力ある協会づくり」
「会員を増や

して協会を盛り上げる」
この2点を目的として、いろ
いろな施策を考え、計画、実行しています。
２．開催内容

当プロジェクト初の試みとして実施されたのが、

この「愛知県中小企業診断士協会を知ろう！」
とい

行事予定表お知らせ

まずは講師の松井督卓先生、二宮佳代先生、服

月

事務局

上旬

7

部貴行先生から、愛知県協会の事業に自身がどう
かかわってきたのか、なぜ協会に所属しているの

診断あいち

夏季号発行

かなど、
ご経験を語っていただきました。
その後は、
少人数ならではのメリットを活かしつつ、雑談を交

えながらの質疑応答に移行し、時には協会への要

の診断士とつながる機会を協会が提供してくれる

9

9/16（木）、9/17（金）
9/25（土）〜9/27（月）

21

方、養成課程を卒業された方に向けて、愛知県協

更新研修 等

7/ 9（金）、7/25（日）

7/ 3（土）

理論政策更新研修

新入会員の集い

8/30（月）
理論政策更新研修

9/15（水）、9/26（日）
理論政策更新研修

中旬

上旬

10/10（日）

秋季号発行

理論政策更新研修

三機関協働支援事業

の診断士としてご活躍されている先生方を講師に

お招きしました
（4月11日、25日開催）。

なお、
この会はコロナ下での開催であることから、

密を避けるため、全2回、各2部制にして、各回が少
人数になるよう調整して開催しております。

また、講師から一方通行のコミュニケーションに

なることを避けたいとの思いから、
ご参加いただ

いた皆さまには、更に少人数グループに分かれて
いただき、座談会形式で実施しました。

３．今後の予定

セミナーイベント 等

実務補習

10

会について理解を深めていただくため、協会所属

実務補習

9/4（土）〜9/6（月）

の は ありがたい という声も多くいただきました。

非会員の方や新たに診断士試験に合格された

7/10（土）〜7/12（月）

8/26（木）、8/27（金）
実務補習

来の開催趣旨から少しはずれますが、
この様に他

う会になります。

7/1（木）、7/2（金）

8/21（土）、8/22（日）
第 1 次試 験

8

望など議論に発展する様子もうかがえました。本

試験・実務補習

11

中間報告会

（於：名工大）

11/7（日）

11/10（水）、11/27（土）

未定

第 2 次 試 験（筆記）

理論政策更新研修

診断士の日イベント

会員増強プロジェクトは、愛知県協会を盛り上

げていくために、今後も様々な取り組みを実施し

ていく予定をしています。近いところでは新入会員

歓迎会（ウェルカムパーティー）です。
ご興味のあ

12

12/28（火）
仕事納め

る方は、ぜひご参加ください！

※行事予定は変更になることがあります。詳細はホームページにてご確認ください。

協会ホームページのご案内

Photo

会報発行に間に合わないお知らせ等はホームページに掲載していますので是非ご覧ください。

http://www.rmcaichi.jp/
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公益社団法人愛知県中小企業診断士協会からの各種お知らせ
新入会員紹介 ( 順不同、敬称略 )
入会月

氏

名

1

3.1

南川

敏憲

2

3.1

秦野 久美子

3

3.1

中村

4

3.1

5

住

令和3年4月30日現在

所

入会月

氏

名

所

早川

雄三

東京都板橋区

卓

名古屋市瑞穂区

三重県桑名市

12

3.3

名古屋市昭和区

13

3.3

直樹

愛知県豊明市

14

3.4

本間

健一

愛知県一宮市

岡本

裕子

愛知県岡崎市

15

3.4

水田

幸秀

名古屋市天白区

3.2

吉田

朋弘

名古屋市中区

16

3.4

彦坂

尚幸

愛知県豊橋市

6

3.2

市川

綱輝

愛知県知立市

17

3.4

平野 樹一郎

名古屋市北区

7

3.2

豊島

維大

名古屋市瑞穂区

18

3.4

木下

洋平

愛知県長久手市

8

3.2

黒谷

大介

愛知県岡崎市

19

3.4

大平

一哉

三重県桑名市

9

3.3

増田

建介

愛知県日進市

20

3.4

品川

忠臣

名古屋市千種区

10

3.3

前田

憲治

愛知県春日井市

21

3.4

尾崎

博昭

愛知県豊橋市

11

3.3

北園

貴雄

愛知県刈谷市

会員数
正 会 員

590 人

準 会 員

3人

賛助会員

1人

重複会員

10 人

会員総数

604 人

慶弔規程に該当する方は、事務局までお知らせくださるようお願いします。
（※慶弔規程は、当協会ホームページの会員専用ページで閲覧できます。）

公益社団法人愛知県中小企業診断士協会

竹内

令和3年4月30日現在

慶弔見舞金について
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住

編集後記
令和3年度もあっという間に四半期が経過しました。
この間、新たに中小企業診断士に登録された方を
中心に、多くの方が診断士協会に入会されました。協会では今後を担う診断士の活躍の場を検討して
いるところですが、この「診 断あいち」における執筆の機会も存分に活用して頂ければと思います。
共に地域活性化に取り組んで参りましょう。（ 服 部 貴行）

