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支部長ご挨拶

早わかりガイドについて

　コロナ禍が続く中、直接支部会員が集まり、それぞれの情報
を交換する機会を失っています。もしかするとその時間は長く
なることも考えられます。そのような状況でさえ、中央支部は“新
たなつながり ” を模索して活動を始めています。以前通りの活
動が行えるまで、まだ時間を要するかと思いますが、コロナ禍
を共に過ごし活動出来たことが将来の糧になるような、「健康と
いのち」を大事に考えた新たな支部運営を行って参ります。皆
さまどうぞ宜しくお願い致します。

　さて、このたび、中央支部の組織や活動の全体像を紹介する
ためのガイドブックとして、「中央支部早わかりガイド 第 5 版」
を発行する運びとなりました。「中央支部早わかりガイド」は新
入会員・既存会員の方々が中央支部の活動に積極的に参加しよ
うとする際に生じる「知りたいこと」「わからないこと」の解決
にお役立ていただけます。

　「中央支部早わかりガイド」は、中央支部に関わる皆さまに最新の正確な情報の提供を心がけ、
毎年改訂を行っております。支部全般の説明から始まり、各種手続きや支部組織、イベントや研
究会等の活動の紹介など、中央支部のすべてを網羅したガイドブックです。Q&A 方式で展開され
ており、目次から自分の知りたい項目を見つけて内容を確認するといった、読者目線でわかりや
すい構成となっています。

　中央支部は東京都中小企業診断士協会における最大の支部であり、さまざまな舞台で活躍する
中小企業診断士が集結しております。飛び交う情報量も多く、皆さまの診断士活動のお役に立つ
ような情報が必ず見つかる場所でもあります。そういった有用な情報を入手するためには、支部
活動への積極的な参加が欠かせません。この「中央支部早わかりガイド」を活用し、中央支部の
全体像をご理解いただき、ぜひ、支部活動への積極的な参加につなげてください。

　コロナ禍を乗り越え、生き残りをかけて懸命に戦っている中小企業の皆さまから、専門家のサ
ポートを求める声が大変多く聞こえてきます。国や自治体より、経営の再起を促進するための施
策も多数講じられています。我々は施策活用等により経営をサポートする専門家として中央支部
でともに一致団結し、国や自治体、そして中小企業の皆さまに中小企業診断士の存在を強くアピー
ルしていきましょう。

令和 2 年 10 月吉日
一般社団法人 東京都中小企業診断士協会

中央支部 支部長　弥冨 尚志

　東京協会中央支部総務部では、このたび、「中央支部早わかりガイド 第４版」を作成しました。
　これは、中小企業診断協会、東京都中小企業診断士協会、なかでも、中央支部についての活動や
組織、運営などについての、会員のみなさま、入会を検討されているみなさまの、さまざまな疑問
点にお答えしようとするガイドブックです。さまざまな領域に関することがらを、多彩なＱ＆Ａ
形式でまとめました。
　このガイドブックが、少しでもみなさまのご参考となり、支部活動への積極的なご参加へのきっか
けとしていただければ誠に幸いです。
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支部全般 Q & A

1

	 Q1	 	支部って何？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　支部とは、東京協会の地域対応組織であり、支部独自の予算、組織体制、規約にもとづいて、地域事情に即したさまざ
まな活動を行うものです。
　東京協会には、現在 6 つの支部（中央、城東、城西、城南、城北、三多摩）が設置されています。

	 Q2	 	中央支部の特徴は？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　中央支部は、診断士資格を有する 1,469 名の会員で構成されています。この会員数は、東京協会の約 35%、全国組織
の約 15% を占めており、この圧倒的な会員数は中央支部の大きな特徴です（診断士資格保有者：約 27,000 人、中小企
業診断協会会員（全国）：約 10,000 人、東京協会会員：約 4,500 人）。
　その支部運営では、若手や女性の支部役職者登用が積極的に行われており、各種情報の公開・共有も進んだ、オープン
な運営が行われています。
　また、中央支部カンファレンスをはじめとする多彩かつ濃密なイベントが高い頻度で開催され、会員相互の研鑽と積極
的な交流が図られています。
　なお、中央支部の担当地区は東京の千代田区、港区、中央区、文京区ですが、ここだけに限定せず活動範囲を広げています。
　最後に、研究会やマスターコースの充実も忘れてはいけない中央支部の特徴です。認定研究会は 20 研究会、認定マスター
コースは 17 コースもあります。特にマスターコースは、ダントツのラインナップを誇っています。

（令和 2 年 8 月 31 日現在）

	 Q3	 	中央支部に入ってできることは？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　中央支部では、会員が価値を享受し、いきいきとした診断士ライフを送れるよう、ビジネス機会や研鑽の機会等、多く
の活動の場を創造、提供しています。
　中央支部に入ってできることは以下の通りです。

① 診断士知見を深めるさまざまなセミナー等への参加
② 診断士という同じ資格をもつ仲間・先輩との交流ができる
　 さまざまなイベントへの参加
③ 認定研究会・マスターコースへの参加
④ 診断士の知見を活かすさまざまなビジネス機会への参画
⑤ 東京協会・支部が発信するさまざまな診断士関連情報の取得
　（メールマガジン、広報誌「TOKYO SMECA ニュース」）
⑥ 支部活動がどのように行われているかの報告会（支部大会）への参加
⑦ 中央支部カンファレンスなどさまざまな支部活動そのものの企画・運営への参加

　ぜひ、中央支部で多彩なメリットを享受してください。

	 Q4	 	中央支部に入るメリットとは？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　中央支部は、支部会員数が最大であるため、さまざまな知見や人脈の接点を持つ機会も 6 支部中最大です。
　中央支部には、令和 2 年 4 月 1 日現在、20 の認定研究会、17 の認定マスターコースがあり、これらの充実した研究会・
マスターコースに参加することができます。
　中央支部では、6 支部中、最も充実した多彩なイベントが企画されており、これらのイベントに参加できます。
　中央支部は、若手・女性を積極的に登用しており、よりアクティブな活動がしやすく、また、人脈もつくりやすい支部です。
　中央支部は、東京の代表的な支部といってもよいネームバリューのある支部です。支部のことを話題にしやすく外部と
の関係づくりにも役立ちます。



支部全般Q & A

2

	 Q5	 	協会や支部には入らないといけないの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　協会や支部への入会は任意です。入会していなくとも資格維持手続等ご自身で中小企業庁に申請することにより資格維
持は可能です。ただし協会や支部への入会により、手続きの利便性が向上します。また会員相互のネットワークが広がり、
より充実した診断士ライフが期待できます。ぜひご入会ください。
　「Q3　中央支部に入ってできることは？」「Q4　中央支部に入るメリットとは？」も参考にご覧になってください。
　入会手続きに関するお問い合わせは、東京協会の事務局に電話かメールでお問い合わせください。

　その他、ご不明の点やご相談は、総務部長までメールしてください。
　総務部長 ( 菊地 俊光 )：soumu@rmc-chuo.jp

	 Q6	 	住所や勤務先所在地と所属支部の関係は？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　住所や勤務先所在地と所属支部の関係は特にありません。住所や勤務先所在地に関係なく所属支部を選択いただけます。
　実際に、城東エリア、城西エリア、城南エリア、城北エリア、三多摩エリア、あるいは、神奈川県、埼玉県、千葉県、
その他の道府県にお住まいがあり、あるいは勤務先がある方で、中央支部に在籍され、活躍されている方も、数多くいらっ
しゃいます。

	 Q7	 	他支部や他の道府県協会にも入れるの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　他支部には入れませんが、他の道府県協会には重複して加入することができます。
　会員は、いずれか一つの支部に所属するという規定があるため、他支部には所属できません。
　一方、会員が本会および他の道府県協会に重複して所属することは妨げないものとするという規定があるため、他の道
府県協会には重複して加入することができます。

	 Q8	 	支部会員になったら何か義務はあるの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　支部会員の義務としては、会費を納入する義務があります。しかし、他に義務はなく、ご自身のご事情にあわせ、ご関心・
ご興味をもたれた範囲で、誰からも強制をうけることなく、支部の活動に関わることができます。

	 Q9	 	支部活動をやってお金がもらえることがあるの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　
　支部活動は、支部会員の自発的活動で成り立っていますので、基本的には、支部活動には「報酬」はありません。ただし、
次の場合には「交通費」が支給されます。
　支給の対象は、支部（活動）を企画運営する活動（正副支部長、部長、執行委員、監査委員、顧問・政策委員・参与、部会員、
委員会メンバ、プロジェクトメンバ、実行委員の会議・イベント等への参加）です。
　なお、支部が推薦・あっせんして「収益事業案件」「ビジネス案件」に従事した場合は、案件ごとの定めにより謝金（報
酬）を手にすることができます。

	 Q10	 	支部のことを詳しく知るにはどうしたらいいの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　
　中央支部では、支部の活動方針や、組織構成、ビジネス情報、各種イベント、認定研究会・マスターコースなどの支部
の各種情報について、主として、中央支部ホームページやメールマガジン、e ニュースなどで広く情報提供しています。
　東京協会が発行する広報誌「TOKYO SMECA ニュース」の中でも、「支部だより」のコーナーがあり、ここでも情報
を提供していますので、あわせて活用してください。
　また、各種イベントに参加し、主催者（部会メンバ、委員会メンバ、プロジェクトメンバ）や、支部役職者（正副支部長、
部長等）に質問する方法もあります。これは人脈づくりにもつながるので、積極的に質問することをお勧めします。
　さらに、中央支部ホームページの「ご質問・ご意見・ご提言」コーナーから質問をする方法や、総務部長に直接質問 
メールを出す方法もあります。
　総務部長 ( 菊地 俊光 )：soumu@rmc-chuo.jp

　東京協会 事務局
　　電　話：03-5550-0033　　メール：info_tokyo@t-smeca.com
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	 Q11	 	協会や支部に入るには？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　東京協会および中央支部への入会手続きは別々の手続きではなく、一体の処理になっています。
　中小企業診断協会のサイトで、入会のご案内－入会申込から ｢入会申込書をダウンロード｣ をクリックし、必要事項を
記載のうえ、東京協会あてお送りください。「入会希望支部」の欄には「中央支部」と記載ください。
　入会手続き自体を、中小企業診断協会のサイトからのダウンロードでなく、東京協会事務局にお電話していただいて進
めることもできます。その場合は、東京協会用の入会案内資料・申込資料一式を郵送してもらえます。　

　　また、中央支部では、イベントを頻繁に開催しています。イベント会場で入会手続きを行っている場合もありますので、
イベント受付にてお気軽にスタッフまでお問い合わせください。

	 Q12	 	入会申込時に必要な推薦人はどうしたらいいの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　
　入会申込時に必要な推薦人は東京協会会員であれば誰でもよく、１名で構いません。しかし、同期の新入会員などは常
識的にみて好ましくありません。然るべき人に推薦人をお願いしてください。
　実務補習の指導員が中央支部の会員であれば、その指導員にお願いするのがよいですが、指導員が他支部の会員である
場合、あるいは養成課程修了の場合には、

　① 中央支部ホームページの「ご質問・ご意見・ご提言」コーナーから相談
　② 総務部長に直接メール相談
　　 総務部長 ( 菊地 俊光 )：soumu@rmc-chuo.jp
　③ イベント参加時は、入会手続きスタッフに相談

　のいずれかでご相談ください。相談を受けた者が推薦人をご紹介いたします。

	 Q13	 	入会金と年会費はいくらかかるの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　入会金は 3 万円、年会費は 5 万円となります。入会初年度の年会費については入会月により月割りとなります。
　年度途中でのご入会による年会費をお知りになりたい場合には、以下へお電話あるいはメールでお問い合わせください。

一般社団法人 東京都中小企業診断士協会
 住 所：〒104-0061
  東京都中央区銀座 2 丁目 10 番 18 号 東京都中小企業会館 7 階
 電 話：03-5550-0033

　東京協会 事務局
　　電　話：03-5550-0033　　メール：info_tokyo@t-smeca.com
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	 Q14	 	中央支部はどういう組織構成なの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　中央支部の組織構成は以下の通りです。
　それぞれの組織機関についての Q&A もご参照ください。

	 Q15	 	会員って何？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　会員とは東京協会の会員のことで、中央支部には診断士としての登録を受けた正会員、同じく登録を受けようとする者
であって 2 次試験に合格、もしくは養成課程を修了した準会員などの種類があります。
　支部の運営は会員の支払う会費によってなされており、また、会員になるとさまざまなメリットを手にすることができ
ます。同時にそれらは会員にならなければ、手にすることができませんので、ぜひ会員になることをお勧めします。

	 Q16	 	執行委員って何？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　執行委員は、執行委員会を構成し、支部の事業方針や予算などの重要事項を審議決定します。
　新執行委員は執行委員等選考委員会によって選任され、現執行委員会によって承認され、支部大会においてその経緯が
報告されます。執行委員の任期は 2 年となっています。
　現在、中央支部では、58 名の執行委員が選任され、活躍しています。

	 Q17	 	監査委員って何？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　監査委員の職務は、執行委員の職務の執行、支部の業務および財産の状況を監査することです。具体的には執行委員会
に出席し、毎年 10 月に中間監査、4 月に年度末監査を行うなどの業務を行っています。
　支部には監査委員を設置することが定められており、中央支部でも支部長が招集する執行委員等選考委員会において監
査委員を選考し、執行委員会の承認を得ることになっています。
　なお、支部監査の結果は、東京協会のコンプライアンス室に報告されるとともに、支部大会で報告されます。

支部大会

部
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	 Q18	 	支部長って何？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　支部長は、執行委員会で審議決定された事業計画・予算に基づき、支部の業務の執行を統括しています。具体的には支
部大会、執行委員会、部長会を招集し、議長を務めるなど、支部を代表する業務を行っており、中央支部の内外に対して
は支部を代表する役割を担っています。
　支部長の選任にあたっては支部内に支部長選考委員会を設置することになっており、中央支部でも新支部長の選任にあ
たっては現支部長が部長会の承認を得て支部長選考委員会の設置と委員の指名を行うことになっています。
　選考委員会で選考した新支部長候補については、現執行委員会の承認を得た上で、東京協会会長の任命を受けることに
なります。
　なお、支部長選考委員会は現支部長、支部顧問１名、支部部長会構成委員１名、東京協会の部・委員会構成員である支
部会員１名、現総務部長から構成されることになっています。

	 Q19	 	歴代の支部長はどんな人？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　中央支部は昭和 34 年、社団法人中小企業診断協会東京支部中央支会としてはじまり、平成 24 年、公益法人改革によ
り一般社団法人東京都中小企業診断士協会中央支部となりました。
　歴代の支部長は、中央支会の時代から、初代永井金蔵先生（当時支会長）以下、現弥冨支部長で 17 代になります。現
役の支部顧問小林勇治先生（10 代）以降を紹介すると、

　　小林　勇治先生（元東京支部支部長、元診断協会副会長、現中央支部顧問）
　　宮崎　一紀先生（現中央支部顧問）
　　小出　康之先生（東京協会初代会長、現中央支部顧問）
　　小野　修一先生（現中央支部顧問）
　　松枝　憲司先生（現東京協会会長、現中央支部顧問）
　　八木田鶴子先生（現中央支部顧問）
　　兼子　俊江先生（前中央支部支部長）
　　弥冨　尚志先生（現中央支部支部長）

　が歴代の支会長・支部長を務められています。

	 Q20	 	副支部長って何？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　副支部長は、支部長を補佐し、支部長に不測の事態が生じた際にその職務を代行します。副支部長の選考に当たっては、
支部内に設置された支部長選考委員会で新支部長が選任され、執行委員会の承認を得た新支部長が、新副支部長候補を指
名し、本人の承諾を得ることになっています。
　なお現在は、金綱潤副支部長、鎌田浩一副支部長、佐藤裕二副支部長、大野進一副支部長、高鹿初子副支部長、西原寛
人副支部長、大根田陽介副支部長、濱口誠一副支部長がその任にあたっています。

	 Q21	 	部会って何？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　部会とは、支部の業務を執行する組織です。中央支部には、総務部、経理部、広報部、研修部、研究会部、会員部、青年部、
国際部、渉外部、ビジネス創造部および実務従事支援部の 11 の部会があります。
　各部会は、部長、副部長、部会員で構成されています。各部会の部長は、執行委員のうちから支部長が選考し、執行委
員会の承認を受けて、支部長が委嘱します。
　部長は、支部長の命を受け、各部会の業務を統括・遂行します。副部長は、部長が支部会員の中から支部長に推薦し、
支部長が委嘱します。部会員は、部長が支部会員の中から選任します。副部長および部会員は、部長の命を受け、各部の
業務を遂行します。
　各部会のメンバリストや活動の概要は、中央支部ホームページの支部会員専用ページにある「部会一覧」のページの中
の各部会毎の詳細ページでご確認いただくことができます。
　支部会員専用ページへのログインの仕方は「Q86　支部ホームページの『支部会員専用ページ』に入る ID・パスワー
ドは？」を参照してください。
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	 Q22	 	総務部って何をしているの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　総務部は中央支部のインフラ的業務を支えています。
　主な担当業務は以下の通りです。
　　● 会議（支部大会・部長会・執行委員会など）の運営（資料準備・議事録）
　　● 規則等の管理
　　● 中央支部事務所の管理・運営（予約管理、鍵管理、共同維持管理）
　　● 支部役職者、部会員、委員会メンバー、プロジェクトメンバーの名簿管理
　　● 支部活動スケジュールの統合管理
　　● 支部長の各種サポート（専門家登録窓口、公式伝達など）
　　● 総務部主管イベントの企画・運営、等
　入部したい方はお気軽に総務部長まで連絡ください。
　総務部長（菊地 俊光）：soumu@rmc-chuo.jp

	 Q23	 	経理部って何をしているの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　経理部は中央支部の予算執行の適正管理を担当しています。
　主な担当業務は以下の通りです。
　　● 期中の出納業務、記帳処理
　　● 当年度決算処理
　　● 次年度予算策定
　　● 監査の受検
　　● 中央支部カンファレンス等イベントでの集金業務、等
　入部したい方はお気軽に経理部長まで連絡ください。
　経理部長（大根田 陽介）：keiri@rmc-chuo.jp

	 Q24	 	広報部って何をしているの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　広報部はホームページの更新、メールマガジンの発行、広報誌の発行などを通じて、支部組織内外に対して、支部活動
の情報を提供しています。
　主な担当業務は以下の通りです。
　　● 中央支部ホームページの管理・運営、コンテンツ充実
　　● e ニュース、中央支部メールマガジンの編集・発刊
　　● 中央支部広報誌「ふれあい」の編集・発刊、等
　入部したい方はお気軽に広報部長まで連絡ください。
　広報部長（東穂 芳乃）：kouhou@rmc-chuo.jp

	 Q25	 	研修部って何をしているの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　研修部は、ビジネスに役立つ知識を提供する「知のホットコーナー」、診断士業務スキルに直結する「技のホットコー
ナー」、2 つのセミナー・研修会を核として、企画・運営を行うことにより、会員の能力開発等に関する場を提供しています。
　主な担当業務は以下の通りです。
　　●「知のホットコーナー」「技のホットコーナー」の開催
　　● その他の研修関連イベント等の企画・運営、等
　入部したい方はお気軽に研修部長まで連絡ください。
　研修部長（加賀城 剛史）：kensyu@rmc-chuo.jp
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	 Q26	 	研究会部って何をしているの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　研究会部は、支部認定研究会・マスターコースの活性化を通じて、会員ニーズである診断スキル向上・人脈拡大等に貢
献しています。
　主な担当業務は以下の通りです。
　　● 支部認定研究会・マスターコースの活動サポート
　　● 支部認定研究会・マスターコースの情報発信、成果発表の支援
　　● 支部認定研究会・マスターコースの立ち上げの支援、等
　入部したい方はお気軽に研究会部長まで連絡ください。
　研究会部長（小暮 美喜）：kenkyuukai@rmc-chuo.jp

	 Q27	 	会員部って何をしているの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　会員部は、会員相互の交流や親睦を深めるためのイベントを企画運営をする
とともに、会員の維持・拡大等に関する事項を担当しています。
　主な担当業務は以下の通りです。
　　● 会員交流活発化、会員キャリアに資するイベントの企画運営
　　● 会員の獲得・維持に関する活動
　イベント企画や人脈構築に興味があり、会員部の活動について詳しく知りた
い方は、お気軽に連絡ください。
　会員部長（若林 和哉）：kaiin@rmc-chuo.jp

	 Q28	 	青年部って何をしているの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　青年部は、若手が活躍する場の創生のための活動を行なっています。
　主な担当業務は以下の通りです。
　　● ワンコインセミナー等、若手の活躍の場の創生
　　● 交流イベント等、若手の交流の場の創出
　　● 他団体の若手経営者との交流
　入部したい方はお気軽に青年部長まで連絡ください。
　青年部長（濱口 誠一）：seinen@rmc-chuo.jp

	 Q29	 	国際部って何をしているの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　国際部は、中小企業の国際化支援業務に関わりたいと思っている支部会員を対象として、セミナーの企画運営、国際化
支援実績のある診断士との情報交換等を行っています。
　主な担当業務は以下の通りです。
　　● 国際部セミナーの企画・運営
　　● 中小企業の国際化支援実績のある診断士との情報交換
　　● 国際情報コラム「グローバルウィンド」の発信、等
　入部したい方はお気軽に国際部長まで連絡ください。
　国際部長（山﨑 肇）：kokusai@rmc-chuo.jp
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	 Q30	 	渉外部って何をしているの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　渉外部は中央支部管轄区内の行政や公的支援機関との渉外的役割を担っています。
　主な担当業務は以下の通りです。
　　● 中央支部管轄の４区行政への渉外業務、東商 4 区支部への渉外業務
　　● 4 区診断士会及び金融機関との連携・情報共有活動
　　● 4 区内のイベントのお手伝いなども行って行く予定です。
　入部したい方はお気軽に渉外副部長まで連絡ください。
　渉外副部長（古賀 元）：shougai@rmc-chuo.jp

	 Q31	 	ビジネス創造部って何をしているの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　ビジネス創造部は、支部会員に対しビジネス機会の発掘と提供に関わる活動をしています。
　主な担当業務は以下の通りです。
　　● 会員のビジネス機会を創造するための、ビジネスマッチングイベント、ワークショップイベント、懇親会の実施
　　● 支部会員などのビジネスに直結する知識習得・能力向上のための、セミナーやイベント実施
　　● 講師オーディションとセミナー開催による会員の講師登壇機会の提供
　　● 新たな業務提携・事業創造の芽を創るための、外部機関へ働きかけの実施、等
　入部したい方はお気軽にビジネス創造部長まで連絡ください。
　ビジネス創造部長（小島 慶亮）：businesssouzou@rmc-chuo.jp

	 Q32	 	実務従事支援部って何をしているの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　実務従事支援部は、実務従事事業等、会員の実務能力向上の機会の企画・運営に関わる活動を行っています。
　主な担当業務は以下の通りです。
　　● 実務従事カンファレンスおよび Web マッチングによる実務従事案件の提供・手続き
　　● 指導員育成（指導員説明会、新任指導員・副指導員に対する個別支援）
　　● 診断の基本を習得するためのツール整備、等
　入部したい方はお気軽に実務従事支援部長まで連絡ください。
　実務従事支援部長（木伏 源太）：jitsumujuujishien@rmc-chuo.jp 

	 Q33	 	委員会って何？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　東京協会では、各支部において、支部の運営を円滑に行うため、部会の他に
委員会を設置することができるようになっています（東京協会支部設置運用規
定第 9 条）。
　中央支部ではこの定めをうけて、11 の部会の他に、恒常的な機能について
は委員会、一定期間内に課題を解決する機能についてはプロジェクトを設ける
ようにしています。この定めにもとづく委員会として現在中央支部では、「中
央支部まつり実行委員会」「情報管理委員会」「支部表彰者選考委員会」「ビジ
ネス推進委員会」「中央支部早わかりガイド作成委員会」「業務委員会」の他、
支部長の諮問機関として「正副支部長会議」が設置されています。
　なお、支部設置運用規定 9 条の定めとは別に、中央支部では、毎年一時的に
設けられる支部長選考委員会、執行委員等選考委員会、表彰委員会、恒常的に
設けられている事務所運営委員会が存在しています。
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	 Q34	 	プロジェクトって何？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　プロジェクトは、支部の業務を執行する組織の一つで、与えられた課題を一定期間内に解決または完成するための機能
をもち、かつ各部門から選出されたメンバによって構成されます。
　現在、中央支部には、「秋大会 2020・支部独自イベントプロジェクト」、「中央支部まつり 2020 プロジェ 
クト」、「支部合宿2020プロジェクト」、「情報共有・情報セキュリティ検討プロジェクト」、「実務補習対応プロジェクト」、「支
部表彰プロジェクト」、「ビジネス機会拡大推進プロジェクト」、「研修ツール開発プロジェクト」のプロジェクトが活動し
ています（令和 2 年 4 月 1 日現在）。
　各プロジェクトのプロジェクトリーダーは、執行委員の中から支部長が委嘱します。プロジェクトリーダーは、支部長
の命を受け、プロジェクトチームの業務を遂行します。プロジェクトメンバは、部会員等から選出します（部会に参加し
ていない支部会員がプロジェクトに参画できる場合もあります）。

	 Q35	 	支部大会って何？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　支部大会とは、支部における公式会議の一つで、全支部会員により構成される会議です。
　支部大会は、毎年 1 回事業年度の終了後に開催され、中央支部では、毎年、5 月下旬の土曜日に行われる中央支部カンファ
レンスの中で支部大会が行われています。
　中央支部の支部大会では、前事業年度の事業報告、決算報告、監査報告、支部表彰、および、次事業年度の活動方針説明、
予算説明、支部会員意識調査等が行われます。

	 Q36	 	執行委員会って何？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　執行委員会は、支部における公式会議の一つで、執行委員で構成され、支部の事業 ( 取組み ) 方針や予算などの重要事
項を審議決定する唯一の機関です。執行委員会は、あらかじめ部長会で審議された議案をもとに、次の 3 つの事項を審議
決定します。
　① 支部の業務に関すること
　② 執行委員に関すること
　③ 支部大会で報告すべき事項
　執行委員会において審議決定された事業方針・予算をもとに、正副支部長、各部会、各委員会、各プロジェクトが支部
の業務を執行します。

	 Q37	 	部長会って何？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　部長会は、支部における公式会議の一つで、支部長、副支部長、部長、委員長をもって構成すると決められています。
　部長会は執行委員会の委任を受けて、支部業務の執行、その他支部の運営に関し必要な事項を処理し、執行委員会に付
議する事項を審議します。

	 Q38	 	正副支部長会議って何？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　正副支部長会議は支部長の諮問機関で、支部長の他、副支部長が構成メンバ
です。必要に応じ、正副支部長以外のメンバが参加する場合もあります。
　正副支部長会議は、支部長が重要と認めたものを諮問し、副支部長がこれに
ついて協議し答申する場です。
　この正副支部長会議は、東京協会支部設置運用規定第 9 条で定める委員会の
規定にもとづき設けられています。
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	 Q39	 	顧問、政策委員、参与って何？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　顧問、政策委員、参与は、支部活動に功労のあった方で、支部長の諮問に応え、支部の運営および事業に関して意見・
助言を行います。顧問、政策委員および参与は、執行委員会の推薦により支部長が委嘱しています。
　慣例的に、顧問は、支部長（旧支会長）経験者、政策委員は、副支部長（旧副支会長）・部長複数年次経験者、参与は
特別功労者が委嘱されています。

	 Q40	 	支部の役職者ってどんな人？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　支部の役職者とは、執行委員、支部長、副支部長、部長、委員長、プロジェクトリーダー、顧問・政策委員・参与、監
査委員をさします。
　執行委員は、比較的若手の会員も任命されています。
　現役執行部である支部長、副支部長、部長、委員長、プロジェクトリーダーは、ベテラン会員や中堅会員が任命されて
います。
　顧問・政策委員・参与は、支部活動の第一線からは一歩身を引いて後進に助言を与える大ベテランの会員です。

　

	 Q41	 	支部の役職者はお金をもらってやっているの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　支部活動は、支部会員の自発的活動でなりたっていますので、基本的には、支部活動には「報酬」はありません。
　ただし、執行委員、支部長、副支部長、部長、委員長、プロジェクトリーダー、顧問・政策委員・参与、監査委員、部会員、
委員会メンバ、プロジェクトメンバ、実行委員等による、支部活動を企画運営する活動への参加に対して交通費が支給さ
れます。

　

	 Q42	 	支部の役職者はどうやって選ばれているの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　支部長は支部長選考委員会が選任し、執行委員会の承認を得て、東京協会長の任命を受けます。
　副支部長および総務部長は支部長が指名します。
　執行委員および監査委員、部長、委員長、顧問・政策委員・参与は、執行委員等選考委員会が選考し、執行委員会の承
認を得て選任されます。
　部長、委員長は執行委員から選考されます。
　プロジェクトリーダーは、執行委員から支部長が委嘱します。

	 Q43	 	部長会や執行委員会を傍聴することはできるの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　
　支部としての正式会議の秩序を乱さず、支部活動の推進を妨害する関わりでなければ、部長会、執行委員会ともに、会
議の傍聴は可能です。
　これまでも、会議の正式構成メンバではない会員が傍聴したケースはあります。ただし、発言は議長の統制のもと制限
されます。また、会議内容によっては傍聴が認められない場合があります。
　会議傍聴希望者は、事前に総務部長に連絡してください。
　総務部長 ( 菊地 俊光 )：soumu@rmc-chuo.jp
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	 Q44	 	支部の運営にはどうしたら参加できるの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　中央支部の運営には、主に部会活動、および委員会・プロジェクトをとおして参加できます。中央支部には、11 の部会
活動と多くの委員会・プロジェクトがあるため、運営に参加する機会が数多くあります。
　運営に携わることで、各部会・各委員会・各プロジェクトの活動を知ることができることはもちろんですが、中央支部
カンファレンス等のイベント運営にも参画できます。また、運営に積極的に関わることで、執行委員になれるチャンスが
あります。執行委員になると、支部運営の方向性を決める役割を担うことができます。
　なお、より支部中枢の運営を担っているのは、支部長、副支部長、部長、委員長、プロジェクトリーダー等です。これ
らの役割については、支部活動で多くの実績を積み上げられた支部会員が担っています。

	 Q45	 	部会員、委員会メンバ、プロジェクトメンバにはどうしたらなれるの？			　　　　　　　
　部会員になるためには、入部をご希望する部会の部長に直接あるいはメール等にてご相談ください。中央支部の会員で
あれば、どなたでも参加できます。
　各部長のメールアドレスや活動内容を確認する場合は、中央支部ホームページの支部会員専用ページにある「部会一覧」
の中の各部会毎の詳細ページに記載されているので、ご参照ください。
　委員会メンバ、プロジェクトメンバになるためには、参加を希望する委員会・プロジェクトの委員長・リーダーにご相
談ください。多くの場合、委員会メンバ、プロジェクトメンバは部会員の中から選出されますが、部会員でない支部会員
も参加が認められる場合があります。積極的にご参加ください。
　支部会員専用ページへのログインの仕方は「Q86　支部ホームページの『支部会員専用ページ』に入る ID・パスワー
ドは？」を参照してください。

	 Q46	 	部会活動や委員会活動、プロジェクト活動に参加するメリットって何？			　　　　　　　
　部会活動やプロジェクト活動に参加するメリットは、下記 3 点が挙げられます。

① 人脈づくりに有効
　部会活動をとおして、部会員や他の部会との人脈拡大に繋がります。また、委員会やプロジェクトは部会を横断
してメンバが人選されるので、更なる人脈拡大が期待できます。

② 充実した診断士ライフ
　支部の運営に参加することで診断士活動の幅が広がります。また、新人でも参加ができるため、早い段階から診
断士ライフを充実させることができます。

③ ビジネスチャンスや情報のキャッチに繋がる
　支部活動に参加することで、将来のビジネスに繋がる人脈、およびいち早く協会や診断士に係る情報を獲得する
ことができます。

　また、支部活動に積極的に参加していることは、支部のビジネス案件の選考にあたって考慮されます。
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　東京協会 事務局
　　電　話：03-5550-0033　　メール：info_tokyo@t-smeca.com

	 Q47	 	支部の運営費はどこからお金が出ているの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　支部の運営費は、東京協会の正・準会員の会費の中から支部事業費として各支部に交付された助成金で賄われています。
また、支部が行う各種イベントに関しては、参加者から徴収する参加費も運営費に充当されています。

	 Q48	 	会費は何に使われているの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　中央支部には、総務部、経理部、広報部、研修部、研究会部、会員部、青年部、国際部、渉外部、ビジネス創造部、実
務従事支援部の 11 の部会、複数の委員会・プロジェクト、数多くの認定研究会・マスターコースがあります。
　年会費は、これらを通じて、会員の交流のための事業、会員の便益向上のための事業、会員の福利厚生のための事業、
会員の能力向上を図るための事業、会員に対するビジネス機会提供のための事業、およびこれらを支える支部の諸活動等
に使用されています。

	 Q49	 	年会費に関する問い合わせはどこにすればいいの？			　　　　　　　　　　　　　　　　
　年会費の問い合わせは、東京協会事務局あてに行ってください。なお、年会費は 50,000 円です。

	 Q50	 	年会費は分割払いできるの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　年会費は、毎年 4 月 1 日現在で在籍している会員について、年額を一括で納付していただきます。分割での納付は受け
付けていません。
　年度の途中で入会した会員については、入会時期により月割計算による額を一括で納付していただきます。
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	 Q51	 	支部のイベントにはどのようなものがあるの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　支部のイベントには、大きく分けて中央支部全体として実施するイベントと、各部会が主催するイベントがあります。
　中央支部全体として実施するイベントには、中央支部カンファレンス、中央支部まつり、事務所開き、支部合宿等があ
ります。この他、春大会（スプリングフォーラム）、秋大会という東京協会としてのイベントの中で、各支部のイベント
時間帯が設けられており、そこでも中央支部の支部としてのイベント（説明会・懇話会）が行われます。
　各部会が主催するイベントとしては、セミナー、研修、講演、発表会、見学会、懇親会、懇話会、家族向けイベント、
異業種交流会、他支部との合同イベント等、多様なイベントが行われています。

	 Q52	 	イベント情報はどのようにキャッチしたらいいの？			　　　　　　　　　　　　　　　　
　イベント情報については、中央支部ホームページの「セミナー・イベント開催案内」をご覧ください。また、トップメニュー
にある「カレンダー」には、中央支部行事・イベントだけでなく、東京協会や協会本部のイベントも反映されています。
　メールマガジン、e ニュース、支部会員向けメール情報配信、広報誌「TOKYO SMECA ニュース」からの情報キャッチ
も効率的です。

	 Q53	 	イベントの詳細はどこに問い合わせたらいいの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　
　イベントの詳細については、イベント主催部門にお問い合わせください。
　主催部門の連絡先やコンタクト方法が不明の場合には、中央支部ホームページの「ご質問・ご意見・ご提言」コーナー
からお問い合わせください。
　対象イベント名とイベント開催日を添えてお問い合わせ内容をご入力いただくと、主催部門担当者に伝達し、折り返し
連絡をとるよう手続きします。

	 Q54	 	支部のイベントには参加費用がかかるの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　中央支部では、診断士活動の輪を広げる各種イベントが研修部、研究会部、会員部、青年部、国際部、ビジネス創造部、
総務部、各種プロジェクトによって多数開催されています。これらのイベントに参加する際にかかる費用ですが、無料の
ものから 500 円、1,000 円、2,000 円、3,000 円かかるものなどとさまざまです。
　参加費用は、会場使用料、資料作成費用、講師謝礼等を回収するためのものです。それぞれのイベントで参加費用がか
かるのかどうかについては、中央支部ホームページや広報誌「TOKYO SMECA ニュース」の支部だよりに掲載されてい
ますので、ご参照ください。
　なお、イベント終了後の懇親会に参加する場合は、実費負担になっています。

	 Q55	 	支部のイベントに参加するにはどうしたらいいの？			　　　　　　　　　　　　　　　　
　支部のイベントには、参加するために事前申し込みの必要があるものと必要がないものがあります。
　事前申し込みが必要な場合のイベントへの参加方法は、基本的には、中小企
業診断協会ホームページの「会員専用マイページ」にログインし、「イベント情
報」に表示されているイベントの詳細画面から参加登録する方法になりますが、
これとは別にイベント専用の案内・申し込みサイトや参加受付のメールアドレ
スが用意されている場合もあります。
　事前申し込みが必要ないもの（代表的な例は中央支部事務所開き）の場合は、
そのままご参加ください。
　具体的な参加方法は、会員専用マイページの「イベント情報」や中央支部ホー
ムページの「イベント・企画セミナー」ページ、中央支部 e ニュース等に掲載
される、各イベントの告知の中に、参加方法の記載がありますので、そちらを
参照してください。
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	 Q56	 	支部のイベントに非会員の知人を同行させることはできるの？			　　　　　　　　　　　
　イベントによって、非会員の知人を同行させることができるものと、できないものがあります。同行の可否は、対象イ
ベントの主催部門がイベントの性格などに応じて、イベントごとに判断を行っています。イベントの告知文章などで、同
行に関する可否の記載がなければ、イベントの主催部門にお問い合わせください。
　主催部門やコンタクト方法が不明な場合には、中央支部ホームページの「ご質問・ご意見・ご提言」コーナーからお問
い合わせください。
　イベント名とイベント開催日を添えてお問い合わせ内容をご入力いただければ、主催部門担当者に伝達し、折り返し連
絡をとります。

	 Q57	

　会員専用マイページからはキャンセル手続きを行うことができません。対象イベントの主催部門に直接キャンセルのご
連絡をお願いいたします。
　主催部門や連絡先が不明の場合には、中央支部ホームページの「ご質問・ご意見・ご提言」コーナーから、対象イベン
ト名とイベント開催日を添えてお申し出ください。主催部門担当者に伝達し、キャンセル手続きをとります。
　なお、お申し出の時期によってはキャンセルできない場合があります。

	 Q58	 	申込期限を過ぎて申し込んだイベントの受理可否はどうしたら確認できるの？			　　　　
　申込期限を過ぎて申し込んだイベントの受理可否については、対象イベントの主催部門にお問い合わせください。
　主催部門の連絡先やコンタクト方法が不明の場合には、中央支部ホームページの「ご質問・ご意見・ご提言」コーナー
からお問い合わせください。
　対象イベント名とイベント開催日を添えてお問い合わせ内容をご入力いただければ、主催部門担当者に伝達し、折り返
し連絡をとるよう手続きします。
　なお、お問い合わせの時期によっては、イベント開始時までにご連絡がとれない場合があります。

	会員専用マイページから申し込み済みのイベントをキャンセルするには
	どうしたらいいの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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	 Q59	 	支部の研究会にはどのようなものがあるの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　中央支部には下記の 20 の認定研究会があります（令和 2 年 4 月 1 日現在）。中央支部ホームページの「研究会」をご
参照ください。

研究会名 連絡幹事
（敬称略） 連絡先

中小企業の勝ち方研究会 梶 谷  　 晉 pgytj746@ybb.ne.jp

能力開発研究会 宇都宮 徳久 utsunomiya-t@jcom.home.ne.jp

ビジネスモデル研究会 平 田  仁 志 hhirata@mopera.net

ＩＢＳ（インテリアビジネス）研究会 宮 川  公 夫 miyakawk@f4.dion.ne.jp

ＭＩＦ（生産革新フォーラム）研究会 葉 　  恒 二 RSE12205@nifty.com

フレッシュ診断士研究会 小 林  勇 治 kobayashi@e-mcg.net

老舗企業研究会 草 刈  利 彦 nmbiz.kusakari@gmail.com

代理店ビジネス研究会 枦 山  直 和 kazu@hazeyama.net

思想・哲学研究会 糠 澤  敦 宏 nukazawa.a@gmail.com

企業内診断士ビジネス連携研究会 磯 崎  鈴 華 isozakiwork@hotmail.co.jp

企業元気道場研究会 三 井  善 樹 mitui@businessrep.net

中小企業経営経済研究ゼミナール 関 　  雅 明 sekky@n05.itscom.net

ビジネス英語研究会 豊 田  三 夫 m-toyoda@tkm.att.ne.jp

実践的プロモーション研究会 鈴 木  克 実 suzukatsu.i415083@gmail.com

製造業カクシン研究会 幾 島  　 潔 ikushiima@mail2.accsnet.ne.jp

事業性評価研究会 高 橋  利 忠 toshitada@jcom.home.ne.jp

AI・人工知能研究会 黒 須  靖 史 kurosu@stageup.co.jp

プレゼンスキルアップ研究会 野網 美帆子 noami@eichis-corporation.com

BPF（The Breakthrough Platform）研究会 神宮寺 大心 jindesu03@gmail.com

セミナー・研修プログラム開発研究会 皆 川  一 弘 kaz41614@icloud.com
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	 Q60	 	支部のマスターコースって何？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　マスターコースは、主にプロコン養成を目的として、コンサルや講師などのスキル獲得のために設けられた場です。お
おむね 1 年でのカリキュラムが組まれています。また、実務従事ポイントの取得が可能となるマスターコースも少なくあ
りません。中央支部ホームページの「マスターコース」をご参照ください。
　中央支部には下記の 17 の認定マスターコースがあります（令和 2 年 4 月 1 日現在）。

　

マスターコース名 連絡幹事
（敬称略） 連絡先

ものづくりプロコン養成コース
TKK マンダラ法マスターコース 黒 田  　 学 mnabu-kuroda@keieisoken.co.jp

目標必達のコンサルティング
マスターコース 神 保  直 樹 dreamquest@xqb.biglobe.ne.jp

国際会計と財務戦略マスターコース 三 宅  晴 之 h-miyake@r3.ucom.ne.jp

経営革新のコンサルティング・アプローチ
マスターコース 井 上  善 雄 y.inoue-sme@mbr.nifty.com

プロ講師養成講座マスターコース 和 氣  俊 郎 gitane_wake@yahoo.co.jp

稼げる！プロコン育成塾マスターコース 木 村  祐 介 yuusuke.kimura0315@gmail.com

「夢をカナエル」プロコン養成
マスターコース 末 廣  秀 樹 suehiro@tokyoconsaruai.co.jp

女性のビジネス支援マスターコース 兼 子  俊 江 tkaneko@wind.email.ne.jp

ファッションビジネス・リデザイン支援
マスターコース 兼 子  俊 江 tkaneko@wind.email.ne.jp

経営革新プロジェクトマネージャ養成
マスターコース 小 櫃  　 博 hkobitsu@yahoo.co.jp

アグリビジネス経営支援研究会
マスターコース 清 水  康 雄 suigun_line@yahoo.co.jp

売れる！人気プロ研修講師・コンサルタント
養成講座マスターコース 坪 田  　 修 o.tsubota567@sirius.ocn.ne.jp

みんなのプロコン塾～活躍する診断士の王道、
テオリア・メソッド！マスターコース 土 田  喬 志 tsuchida597@gmail.com

企業内診断士次世代リーダー養成
マスターコース 遠 藤  孔 仁 ksnlmc@gmail.com

経営コンサルタント養成塾
マスターコース 原 田  総 介 info@keiconjuku.com

事業承継支援専門家養成講座
マスターコース 沼 田  和 広 kaz-numata@mub.biglobe.ne.jp

東京プレゼン塾マスターコース 川 原  茂 樹 shige3155@gmail.com
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	 Q61	 研究会やマスターコースの詳細を知るにはどうしたらいいの？				　　　　　　　　　　　
　認定研究会の詳細は中央支部ホームページ「研究会」ページをご覧ください。「研究会概要」をクリックいただくと、研
究会一覧が表示されます。各々の研究会の詳細は、「続きを見る」ボタンを押して内容の確認をしてください。
　認定マスターコースの詳細も中央支部ホームページの「マスターコース」ページに掲載されています。
　その他春大会 ( スプリングフォーラム )、中央支部カンファレンス、秋大会、中央支部まつり等各種イベントでも、研究会、
マスターコースの紹介をしています。現役の参加メンバから内容を聞くことのできるよい機会です。ぜひご活用ください。
また毎年、研究会、マスターコースの活動事例発表会も開催しています。実際の活動内容や成果を知ることのできるチャ
ンスです。
　また、広報誌「TOKYO SMECA ニュース」にも活動スケジュールや内容が掲載されていますので、こちらも合わせて
ご活用ください。

	 Q62	 	研究会やマスターコースに入るメリットは何？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　認定研究会・マスターコースに参加するメリットとして、以下のことが挙げられます。
　　● 特定分野の知見を深めることができる。
　　● 人的ネットワークを作ることができる。
　　● 情報交換の場を得ることができる。
　中央支部ホームページには、研究会の紹介やマスターコースの紹介が載っています。ぜひご覧になっていただいて、メ
リットの得られそうな「研究会」、「マスターコース」を探してください。

	 Q63	 	研究会やマスターコースに入るにはどうしたらいいの？			　　　　　　　　　　　　　　
　お申し込みの方法は認定研究会・マスターコースごとに異なりますので、各研究会・マスターコースの担当者へ直接お
問い合わせください。
　研究会、マスターコースの担当者については、支部ホームページの「研究会」ページ、「マスターコース」ページでご
確認ください。または、広報誌「TOKYO SMECA ニュース」にも掲載があります。
　事前説明会・体験講義・見学会などを設けている場合もありますので、まずはご興味のある研究会・マスターコースま
でお気軽にご連絡ください。
　あわせて、「Q59　支部の研究会にはどのようなものがあるの？」「Q60　支部のマスターコースって何？」も参照くだ
さい。
　なお、研究会やマスターコースには、診断士の場合、東京協会の会員になっていなければ加入することができませんの
でご注意ください。

	 Q64	 	協会・支部に入会しないと研究会やマスターコースには入れないの？			　　　　　　　　
　研究会とマスターコースへの入会ルールは、下記のとおりです。
　診断士が入会するためには、東京協会に加入していることが条件です。支部認定の研究会・マスターコースには主に中
央支部の会員が入会していますが、上記の条件を満たしていれば、他支部の会員も入会できます。
　また、他の士業や専門性のある民間コンサルタント等は、協会加入等の条件はなく、研究会・マスターコースの運営にとっ
てプラスとなる専門家の方であれば、入会できます。

　

	 Q65	 	研究会やマスターコースにかかる参加費用はいくらぐらい？			　　　　　　　　　　　　
　研究会にかかる費用は、年額 3,000 円～ 15,000 円程度です。会場使用料などの実費負担のみの研究会もあります。
　マスターコースにかかる費用は年額 50,000 円～ 200,000 円程度です。年額 3,000 円のマスターコースもあります。
ただし、会費設定方法・徴収方法は認定研究会・マスターコースによります。
　「研究会」や「マスターコース」の紹介は中央支部のホームページに載っていますので、是非ご覧になってください。
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	 Q66	 	研究会やマスターコースを自分でつくるにはどうしたらいいの？			　　　　　　　　　　
　中央支部認定の研究会やマスターコースを立ち上げるには、「認定申請書」を研究会部長に提出する必要があります。申
請には、研究会、マスターコースとも設立発起人として支部会員が 3 名以上必要です。
　認定研究会の会員構成の要件は、下記のとおりです。
　　① 認定研究会の会員数は 5 名以上であって、かつ、中央支部会員が過半数で構成されること。
　　② 認定研究会の役員は代表幹事、連絡幹事等とし、すべて中央支部会員であること。
　　③ 他の士業や専門性のある民間コンサルタント等も、認定研究会に入会することができる。ただし、東京協会に加入

していない診断士は、認定研究会に入会することができない。

　認定マスターコースの会員構成の要件は、下記のとおりです。
　　① 認定マスターコースの役員は、代表幹事、連絡幹事等とし、すべて中央支部会員であること。
　　② 東京協会に加入していない診断士は、認定マスターコースに入会することができない。 
　詳しくは、支部会員専用ページにある「認定研究会管理規則」、「認定マスターコース管理規則」をご参照ください。支
部会員専用ページへのログインの仕方は「Q86　支部ホームページの『支部会員専用ページ』に入る ID・パスワードは？」
を参照してください。
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	 Q67	 	支部にはどのような診断士向けビジネス機会があるの？			　　　　　　　　　　　　　　
　東京協会・中央支部には、
　　① 東京協会に外部から案件委託がある場合
　　　（東京協会が主体となって受託し、各支部からの推薦者を担当者として案件対応する）
　　② 東京協会に外部から担当者のあっせん依頼がある場合（東京協会が各支部からの推薦者をあっせん）
　　③ 中央支部に外部から案件委託または担当者のあっせん依頼がある場合
　　④ 部会活動やプロジェクト活動を通じ、ビジネスニーズをもつ外部企業・団体との接点をもつ場合
　　⑤ 各種イベントの参加を通じて、ビジネスニーズをもつ外部企業・団体との接点をもつ場合

　といったビジネスルート・ビジネス機会があります。
　
　ビジネス機会の内容としては、

　　① 経営改善計画策定支援事業、金融機関の中小企業経営支援事業など
　　② 経営相談員、補助金審査員など
　　③ 補助金サポート員、セミナー講師など
　　④ 企業研修、執筆など

　があります。（令和 2 年 4 月 1 日現在）

	 Q68	 	協会や支部のビジネス案件は、どうやって担当者が決まるの？			　　　　　　　　　　　
　東京協会や支部のビジネス案件の担当者の決定方法は、いくつかのパターンがあります。ここでは代表的なパターンと
その他のパターンを紹介します。

　1 代表的なパターン
　　東京協会専門家登録をしている会員を対象に選出する方法があります。具体的な選出プロセスを以下に示します。
　　案件発生時に、東京協会専門家登録をしている会員を対象に、情報配信（応募）を行います。
　　支部長が、下記の要素に基づいて審査を行います。
　　　① 案件内容に対する適性
　　　② 東京協会・中央支部への活動参画状況
　　　③ 推薦者の有無
　　　④ 会費納入状況、等

　　支部長により、東京協会案件への推薦者、もしくは中央支部案件のアサイン者の決定をします。

　2 その他のパターン
　　東京協会専門家登録をしている会員から選出する以外に、下記のようなパターンもあります。
　　　① 全支部会員を対象に情報配信（公募）を行い、選出する方法
　　　② 支部長判断により、適任者から選出する方法

　これらのパターンについては、案件の性格や状況によって、使い分けられています。

	 Q69	 	自分の能力やキャリアを支部にアピールするにはどうしたらいいの？			　　　　　　　　
　自分の能力やキャリアを外部にアピールする仕組みとしては、中小企業診断協会の「診断士キャリア情報システム」が
あります。これは、会員の得意分野や専門業種、コンサルティング実績や講演、原稿執筆などの詳細なキャリア情報をデー
タベース化しているものです。この情報は外部公開されており、支部会員はもとより、一般の方・外部機関へのアピール
となります。診断士キャリア情報システムに自らの情報を登録するには、中小企業診断協会の「会員専用マイページ」に
ある「個人情報の入力・修正・照会」の「キャリア情報」を入力してください。
　自分の能力やキャリアを支部に登録しておく仕組みとしては、東京協会専門家登録制度があります。専門家登録をして
おくことで、中央支部を通じビジネス案件が紹介されます。ただし、東京協会専門家登録制度では、詳細な能力・キャリ
アを登録する仕組みにはなっていません。支部活動への積極的な参画を通じて、支部長や各部長などと人間関係をつくり、
その中で自らの能力やキャリアをアピールすることを重視する会員も少なくありません。
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	 Q70	 	東京協会専門家登録制度って何？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　東京協会では、中小企業の経営支援に関して多数の案件の引き合いを受けており、今後も増加することが見込まれていま
す。これらに対応するために、中小企業支援の経験のある会員を各支部から東京協会に推薦・登録をしておき、今後のビジ
ネス案件の対応者・推薦者をアサインしていくこととしています。こうしてできた仕組みが、東京協会専門家登録制度です。
　東京協会専門家登録制度のもとで、中央支部においては、次の４種類の登録区分によって、希望者を登録しています。
　　A 区分：独立診断士として、中小企業支援経験があり、一人で支援ができる。
　　B 区分：独立診断士として、中小企業支援経験は少ないが、今後経験を積みたい。
　　C 区分：企業内診断士として、中小企業支援経験があり、一人で支援ができる。
　　D 区分：企業内診断士として、中小企業支援経験は少ないが、今後経験を積みたい。
　なお、登録をしても実際のビジネス案件へのアサインを保証するものではありません。
　東京協会専門家登録制度に登録した会員には、ビジネス案件の引き合い情報が発生した際に、その募集情報等がメール
で配信されます。ビジネス案件募集情報を受け取っても、応募するか否かは任意です。
　「Q68　協会や支部のビジネス案件は、どうやって担当者が決まるの？」もご参照ください。

	 Q71	 	東京協会専門家登録制度にはどうやって登録するの？			　　　　　　　　　　　　　　　
　東京協会専門家登録制度は、中央支部においては総務部長が登録窓口となっています。登録希望者は、総務部長まで、メー
ルにて登録希望の旨をご連絡ください。折り返し、登録シートが送られますので、それに記入し、総務部長へ送付してく
ださい。
　総務部長 ( 菊地 俊光 )：soumu@rmc-chuo.jp

	 Q72	 	東京協会専門家登録制度で、今までどのようなビジネス案件が提供されていたの？			　　
　東京協会専門家登録制度では、これまで、金融機関経営指導員育成事業担当者、信用保証協会セミナー講師、国税酒税
行政研修講師、ものづくり補助金審査員、ものづくり補助金事務局専従者、経営改善計画策定支援事業（国）担当者、経
営改善計画策定支援（民間）担当者、金融機関依頼経営指導員、補助金申請サポーター、都立図書館創業相談員、商店街
訪問支援担当者、小規模事業者持続化補助金審査員、小規模事業者持続化補助金相談員、第二創業セミナー講師、映像機
構補助金検査員、金融機関依頼事業診断担当者、東京都中小企業振興公社登録専門家、中小機構企業調査担当者、働き方
改革支援事業登録専門家、価格交渉サポート事業担当者、価格交渉サポートセミナー講師、東京都観光関連事業派遣専門家、
信用金庫向け事業性評価、大手コンサルティング会社案件等のビジネス案件が提供されています。

（令和 2 年 4 月 1 日現在）

	 Q73	 	ミラサポの専門家登録申請時の支部による推薦って何？			　　　　　　　　　　　　　　
　ミラサポは、中小企業・小規模事業者を対象にした、中小企業庁の支援情報サイトです。また、ミラサポの専門家とは、
ミラサポから中小企業・小規模事業者に対し派遣され、支援を行う専門家のことを指します。この専門家登録自体は、国
の制度への登録であり、支部会員が自己判断で行うものです。
　ミラサポの専門家登録のための要件として、地域プラットフォームから推薦を得る必要があります。支部会員が登録す
る際に、推薦してくれる地域プラットフォームに心当たりがない場合、中央支部が推薦可能です。
　
　ミラサポの専門家登録は「ミラサポホームページ」から行います。中央支部から推薦を受けたい場合は、登録手続きの
際に選択する地域プラットフォームを、下記のように選択してください。

　なお、中央支部の推薦を受けるための条件は、東京協会専門家登録制度で A 区分、B 区分で登録している会員であるこ
とです。
　東京協会専門家登録については、「Q70　東京協会専門家登録制度って何？」「Q71　東京協会専門家登録制度にどう
やって登録するの？」も参照してください。　
　また、「東京シティプラットフォーム」の中央支部内の担当は、渉外部長が担っています。ミラサポ専門家登録に関しては、
渉外部長までお問い合わせください。
　渉外部長（金子 敦彦）：shougai@rmc-chuo.jp 

　エ　　リ　　ア：「関 東」
　プラットフォーム名：「東京シティプラットフォーム」
　構 成 機 関 名：「一般社団法人東京都中小企業診断士協会中央支部」
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	 Q74	 	実務補習事業の指導員（副指導員）になるにはどうしたらいいの？			　　　　　　　　　
　実務補習の指導員の登録要件は、以下の①の基準（法令要件）を満たし、かつ②～⑥の全ての基準を満たすことが必要です。
　　① 経営コンサルタント業を主たる事業として、5 年以上営む診断士（従業員として経営コンサルタントに従事する期

間が 5 年以上の診断士を含む。）であって、中小企業の経営方法又は技術に関する研修に係る実習の指導経験を有
する者であること。

　　② 協会が実施する実務補習において 1 回以上の副指導員経験を有し、東京協会での審査で特に認めた診断士
　　③ 東京協会の正会員であること。
　　④ 東京協会が定めた実施マニュアルの定めを遵守し事業を行うことに同意すること。
　　⑤ 過去に協会が実施する実務補習その他の協会事業においてトラブルがなかったこと。
　　⑥ 過去に実務補習事業において制度に対する理解不足に起因する散漫な事務処理等で事業運営に支障を来たしたこと

がなかったこと。
　実務補習指導員については、3 年周期の登録を行います。3 年間の登録期間中に、追加登録を希望する場合は、実務補
習の案件を提供できる限りにおいて登録を受け付けます。
　いずれにしても中央支部長の推薦が必要となります。総務部長にお問い合わせください。

　実務補習の副指導員は東京協会の独自の制度です。以下の①～②のいずれかの基準を満たし、かつ指導員の登録要件の
上記③～⑥の全ての基準を満たすことが必要です。
　　① 原則として、診断士登録後 3 年以上経過している者で（ただし、経歴等により 3 年未満でも採用される場合があ

ります）、かつ以下のいずれかに該当する者。
　　　　1. 実務補習先企業と同じ業種の経験を有し当該業種に精通している者。
　　　　2. 診断士として独立を考えている者または従業員として経営コンサルタントに従事することを考えている者。
　　② 東京協会での審査で特に認めた診断士。
　副指導員の審査にあたっては支部長の承認が必要となります。こちらも実務補習指導員をされている方か、総務部長に
お問い合わせください。　総務部長 ( 菊地 俊光 )：soumu@rmc-chuo.jp

	 Q75	 	実務従事事業の指導員（副指導員）になるにはどうしたらいいの？			　　　　　　　　　
　実務従事事業の指導員の登録要件は、以下の①～②のいずれかの基準を満たし、かつ③～⑥の全ての基準を満たすこと
が必要です。
　　① 経営コンサルタント業を主たる事業として、原則として 3 年以上営む診断士（従業員として経営コンサルタントに

従事する期間が 3 年以上の診断士を含む）。
　　② 協会が実施する実務補習または東京協会が実施する実務従事事業において 1 回以上の副指導員経験を有し、東京協

会での審査で特に認めた診断士。
　　③ 東京協会の正会員であること。
　　④ 東京協会が定めた実施マニュアルの定めを遵守し事業を行うことに同意すること。
　　⑤ 過去に協会が実施する実務補習その他の協会事業においてトラブルがなかったこと。
　　⑥ 過去に実務従事事業において制度に対する理解不足に起因する散漫な事務処理等で事業運営に支障を来たしたこと

がなかったこと。
　実務従事指導員登録ご希望の方は東京協会の「実務従事関連資料ダウンロード一式」のページから指導員登録関連書式
を入手のうえ、実務従事支援部経由（中央支部長経由）で東京協会にご応募ください。
　実務従事支援部：jitsumujuujishien@rmc-chuo.jp

　実務従事事業の副指導員の登録要件は、以下の①～②のいずれかの基準を満たし、かつ指導員と同様、上記③～⑥の全
ての基準を満たすことが必要です。
　　① 原則として、診断士登録後 1 年以上経過している者で、かつ以下のいずれかに該当する者。
　　　1. 実務従事先企業と同じ業種の経験を有し当該業種に精通している者。
　　　2. 診断士として独立を考えている者または従業員として経営コンサルタントに従事することを考えている者。
　　② 東京協会での審査で特に認めた診断士。
　なお、副指導員登録希望者は指導員または実務従事支援部にお問い合わせください。
　実務従事支援部：jitsumujuujishien@rmc-chuo.jp
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	 Q76	 	診断士の資格更新のための必要要件って何？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　診断士の登録の有効期間は 5 年です。更新登録するためには、知識の補充要件と実務の従事要件の両方をみたす必要が
あります。

　知識の補充要件：（以下のいずれかを 5 年間で 5 回以上受講等） 
　　① 経済産業大臣が登録する研修機関が行う理論政策更新研修 
　　② 中小企業大学校が行う支援人材向け研修 
　　③ 論文審査（①の機関が実施） 
　　④ ①又は②の研修の指導（講師）
　実務の従事要件：（以下のいずれかを 5 年間で 30 点以上獲得） 
　　① 中小企業者に対する経営診断・助言業務（1 日１点）
　　② 実務補習又は養成課程の実習の指導

　なお、詳細については、中小企業庁のホームページ「『中小企業診断士』関連情報」にある「中小企業診断士制度の Q&A 集」
でご確認ください。

	 Q77	 	支部では、実務従事ポイントを取得する機会を提供しているの？			　　　　　　　　　　
　支部では、実務従事ポイントを取得するために、次のような機会を提供しています。
　① 支部認定研究会・マスターコースで、実務従事ポイント取得の機会を提供するところがあります。ただし、すべての

認定研究会・マスターコースで提供されているわけではありませんので、各研究会、マスターコースで確認してくだ
さい。

　② 支部で、ビジネス機会を提供しています。これに参加していただくと、条件を満たせば、実務従事ポイントを取得で
きる場合があります。

　なお、東京協会では、実務従事ポイント取得のための機会として、実務従事事業を実施しています。これに参加するこ
とによって、多くの会員が実務従事ポイントを取得しています。

	 Q78	 	資格更新時に実務従事ポイントが足りない場合どうしたらいいの？			　　　　　　　　　
　資格更新時に実務従事ポイントが足りない場合、資格の有効期限となるまでに一定の余裕がある場合は、実務従事事業
等の利用により、実務従事ポイントを取得することが基本となります。有効期限の時点で実務従事ポイントが不足する場
合は、原則として資格更新できません。この場合、資格は自動的に消除されてしまいます。したがって、余裕をもって実
務従事ポイントを取得することが重要になります。
　東京協会の資格更新手続きでは原則的な対応しか扱えないため、特殊事情が絡む場合などは、中小企業庁へ直接問い合
わせしてください。
　実務従事ポイントがどうしても足りない見通しである場合は、休止手続きにより、登録有効期間の時間経過を一時的に
休止することができます。ただし、休止を受け付けられるタイミング、休止から再開する場合の条件、再開後の資格更新
の条件に、ルールがありますので、ご理解の上、休止の適否を判断してください。
　なお、詳細については、中小企業庁のホームページ「『中小企業診断士』関連情報」にある「中小企業診断士制度の Q&A 集」
でご確認ください。

	 Q79	 	実務従事事業って何？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　実務従事事業とは、実務従事ポイントの充足要件を満たせない会員に対して、東京協会が独自に行っている、実務従事
ポイントを取得する機会の提供を行う事業です。
　実務従事指導員が、実務従事ポイントの取得にふさわしい機会（診断先）を提供し、実務従事ポイント取得希望者は、
実務従事指導員のもと、診断実務に共同参加し、その参加費用を東京協会に支払うものです。
　参加費用は、現在、診断 1 日あたり 6,000 円（東京協会会員価格）です。また、一回の実務従事事業案件では通常 6 日間 

（6 ポイント取得）が基本となります。受講者は通常 4 ～ 6 人程度での共同参加となり、診断報告書（共同作業の成果物）
の作成が必須となります。
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	 Q80	 	実務従事事業に参加するにはどうしたらいいの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　
　実務従事事業に参加するには、①マッチング会に参加する方法と、② Web での参加申し込みを行う方法との、2 つの
方法があります。
　マッチング会は、東京協会のスプリングフォーラムおよび秋大会に同日開催され（平成 31 年度の場合）、複数の実務従
事案件を各指導員がプレゼンテーションし、それを聴いた上で、その場で希望する案件への参加申し込みを行うものです。
マッチング会自体の参加申し込みは、中小企業診断協会ホームページの「会員専用マイページ」にログインし、「イベン
ト情報」に表示されているマッチング会イベントの詳細画面から行います。
　また、Web での参加申し込みは、東京協会から会員に対して随時発信されるメールでの実務従事案件の募集案内に対
して、そのメールに記載された URL にアクセスし、Web システム上で申し込みを行うものです。
　実務従事の指導員とフェイストゥフェイスでコミュニケーションを取りたい参加希望者はマッチング会を、申し込みの
利便性を重視する、あるいは希望案件や指導員が決まっている参加希望者は Web 上での参加申し込みを利用する場合が
多いようです。

	 Q81	 	実務従事事業の指導員がどういう人か知るにはどうしたらいいの？			　　　　　　　　　
　Web での参加申し込みでは、案件内容や実務補習指導員に関する情報はメールに記載された限られたものだけですの
で、詳しい案件情報や指導員の人となりなどをお知りになりたい場合は、実務従事マッチング会のイベントに参加し、直
接指導員とお会いになることをお薦めします。
　なお、実務従事事業としては、指導員の経歴等の情報は扱っていません。指導員によっては、中小企業診断協会の「診
断士キャリア情報システム」やご自身のホームページで経歴情報等を開示していますので、それを検索・参照する方法も
あるでしょう。

	 Q82	 	理論政策更新研修が受けられなかった場合はどうすればいいの？			　　　　　　　　　　
　理論政策更新研修は、年に 1 回しか受講できないといった制限はありません。年に何回かまとめて受講することも可能
です。ただし、東京協会の年間研修では、開催回によっては、同一内容で実施される場合がありますので、同一年に複数
回受講される場合は、効果的な知識補充となるよう開催回の研修内容を確認のうえ、受講を申し込まれることをお薦めし
ます。
　理論政策更新研修が受けられない場合は、その受講に代えて、論文審査に応募する手段もあります。この論文審査に合
格することにより、理論政策更新研修修了１回分と同じ要件を満たせます。
　論文審査の詳細については、中小企業診断協会のホームページの「診断士更新研修」を参照してください。

	 Q83	 	診断士としての活動が行えない場合、資格を維持するにはどうすればいいの？			　　　　
　診断士の資格維持のためには、登録有効期間である5年毎に、知識の補充要件と実務の従事要件の両方を満たしたうえで、
登録更新手続きを行う必要があります。診断士としての活動が行えないために、知識の補充要件と実務の従事要件を満た
せず、そのまま登録有効期間を経過してしまうと、資格は自動的に消除されてしまいます。
　これを回避するには、診断士活動の休止を行う方法があります。
　経済産業大臣に休止申請書を提出することにより、中小企業の経営診断の業務に従事することを休止し、休止の申請を
行った日から起算して 15 年間を限度に登録有効期間の時間経過を一時的に休止することができます。したがって、休止
手続きをとれば、診断士としての活動が行えない状況が生じても、いずれ活動の再開を行い、資格の更新手続きがなされ
ることを前提として、資格を維持することができます。
　休止期間中も、業務再開のために向けて、東京協会の実施する「理論政策更新研修」や「実務従事事業」を利用するこ
とは可能です。
　休止申請の手続きが可能なタイミング、業務再開の手続きのタイミング、業務再開時や再開後に必要な実務従事ポイン
ト数など、注意を要する点がありますので、詳細については、中小企業庁のホームページ「『中小企業診断士』関連情報」
にある「中小企業診断士制度の Q&A 集」でご確認ください。
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	 Q84	 	協会や支部からの配布物やメールが来ないが、どうして？			　　　　　　　　　　　　　
　協会や支部からの配布物やメールが届かない場合、登録している住所・メールアドレスが適切ではない可能性がありま
す。中小企業診断協会の「会員専用マイページ」にログインし、ページ下部の「基本情報」を確認してください。
　メールアドレスの変更が必要な場合には、同ページ内の「メールアドレスの変更」より変更入力をしてください。
　各種メールマガジンの購読選択についても会員専用マイページ内で手続きが可能です。

　

	 Q85	 	協会のマイページに入る ID・パスワードは？		　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　会員が ID・パスワードを設定することによって会員専用マイページをご利用いただけます。

　1 通常入会の場合は、
　　① 入会手続きをすると、ログイン ID ＝登録番号が通知されます。
　　② ログイン ID・氏名カタカナ・生年月日でログインしてください。
　　③ マイページにログインしたら、「パスワード設定・変更」にてパスワードを設定してください。
　　　（次回から、ログイン ID・パスワードでログインできます。）

　2 実務補習受講者は、
　　① ログイン ID はメールアドレス、パスワードは中小企業診断協会が設定し、通知されます。
　　② 入会後、ログイン ID は登録番号に設定し直され、通知されます。パスワードは引き継がれています。
　　③ マイページにログインし、「パスワード設定・変更」にてパスワードを変更できます。

　会員が ID・パスワードを忘れた場合は、中小企業診断協会の会員専用マイページログイン画面にある「パスワードを忘
れた方はこちらの手続きをご参照ください。」をお読みください。中小企業診断協会へ「ログインパスワード初期化申請書」
を郵送していただくことになります。中小企業診断協会にて初期化申請書を確認後、パスワードを初期化してその旨をメー
ルで通知します。パスワード初期化後はパスワード未設定の方と同じ方法をとってください。（下記参照）

　東京協会に入会されパスワード未設定の方は、中小企業診断協会の会員専用
マイページログイン画面にある「パスワードの未設定の方はこちらからログイ
ンしてください。」をクリックして会員専用マイページにログイン後、「パスワー
ド設定・変更」にてパスワードを設定してください。

　非会員の方は東京協会に入会しないと会員専用マイページによるサービスの
提供は受けられません。東京協会事務局にお問い合わせください。

	 Q86	 	支部ホームページの「支部会員専用ページ」に入る ID・PWDは？		　　　　　　　　　
　支部ホームページの「支部会員専用ページ」にログインする ID・パスワードは、毎月第 3 火曜日に発行している「中央
支部ｅニュース」の中でお知らせしています。急ぎお知りになりたい方は、中央支部ホームページの「ご質問・ご意見・
ご提言」コーナーからお問い合わせください。

	 Q87	 	支部ホームページの記事に関する質問は、どこに問い合わせたらいいの？			　　　　　　
　掲載内容、あるいは中央支部に関するご意見・ご質問は、中央支部ホームページの「ご質問・ご意見・ご提言」コーナー
からお送りください。

（注：すべてのご質問にお返事できるとは限りませんのであらかじめご了承願います。）

　東京協会 事務局
　　電　話：03-5550-0033
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	 Q88	

　支部ホームページの「支部会員サイト紹介」に自分のホームページの URL を載せたり、アドレス変更したりすることを
ご希望される場合、中央支部ホームページの「ご質問・ご意見・ご提言」コーナーから、ご希望内容をお知らせください。
折り返し担当者から対応についてご案内します。

	 Q89	 	自分のメールアドレスを変えた場合どうしたらいいの？			　　　　　　　　　　　　　　
　東京協会や中央支部からの情報提供は、ご登録いただいているメールアドレスへ送信されますので、メールアドレスを
変更した場合は、必ず変更手続きを行ってください。
　変更は、中小企業診断協会の「会員専用マイページ」→「各種手続き」→メールアドレスの変更で行うことができます。

	 Q90	 	支部にメールマガジンはあるの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　中央支部では以下のメールマガジンを通じて診断士のみなさまに役立つさまざまな情報を無料でお届けしています。
　購読は中小企業診断協会の「会員専用マイページ」下部の「全国のメールマガジン登録」よりお申し込みください。

　【中央支部で発行しているメールマガジン】
　　● 中央支部メールマガジン
　　　おもに経営者の方々に向けた情報を発信していますが、支部会員も登録できます。
　　● 中央支部 e ニュース
　　　支部会員に向けた情報を発信しています。

	 Q91	 	協会や支部からのメールを配信停止にしてもらうにはどうしたらいいの？			　　　　　　
　東京協会や支部からのメール配信は、東京協会や支部から各会員への伝達手段として使用しているため停止することは
できません。
　ご自身で任意で購読申込を行ったメールマガジンについては、配信停止することは可能です。
　メールマガジンの配信停止は、中小企業診断協会の「会員専用マイページ」下部の「全国のメールマガジン登録」で行
うことができます。

	 Q92	 	支部には会員名簿はないの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　各会員の個人情報保護および本人の意向を尊重する観点から、支部では名簿を作成していません。
　なお、中小企業診断協会ホームページの「診断士キャリア情報システム」を利用して、キャリア情報を公開している診
断士を条件検索することは可能です。ただし、「検索条件」に「中央支部」を設定することはできません。

	支部ホームページの「支部会員サイト紹介」に自分のホームページのURL を載せたり、
	アドレス変更したりするにはどうしたらいいの？				　　　　　　　　　　　　　　　　　
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	 Q93	 	入会時、徽章や診断士手帳はどのようにして入手できるの？			　　　　　　　　　　　　
　徽章（診断士バッチ）は、平成 28 年度に新たなデザインのものが制作されました。それ以降に入会された方は入会金
支払い後に貸与されます。既に旧デザインのものを貸与されている方は、貸与手数料を納入していただいた後に貸与され
ます。この手続きは下記連絡先の東京協会で行っております。

　診断士手帳は、東京協会から任意で購入できます。1 冊 500 円です。東京協会へ連絡の上、購入手続きを取ってください。

	

	Q94	 	結婚して姓がかわるときはどうしたらいいの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　結婚して姓のみが変わる場合は、中小企業診断協会ホームページの「会員専用マイページ」から、「住所・勤務先・氏名
の変更、所属県協会の変更」にすすみ、以下の書類をダウンロード・印刷し、適宜記載・押印します。申請者名には、変
更前の姓を記載してください。
　　① 会員の移動及び住所等の変更届
　　② 登録事項変更届出書
　この 2 つの届出書の他に、さらに以下の 2 つをつけ、東京協会事務局に郵送してください。
　　③ 氏名の変遷が分かる戸籍抄本
　　④ 中小企業診断士登録証
　
　なお、姓名の変更とともに、その他の会員情報（住所・勤務先・所属県協会）が変更となる場合は、「会員専用マイページ」
の「住所・勤務先・氏名の変更、所属県協会の変更」から、「会員情報変更画面」を開き、該当する項目を変更入力します。
ただし、姓名の変更入力はできません。
　変更入力した画面情報を印刷し、姓名の変更欄には適宜変更記載をし、押印の上、東京協会事務局に郵送してください。

	 Q95	 	引っ越しして住所が変わったときはどうしたらいいの？			　　　　　　　　　　　　　　
　引っ越しして住所が変わったときは、中小企業診断協会ホームページの「会員専用マイページ」から、「住所・勤務先・
氏名の変更、所属県協会の変更」にすすみ、そこから「会員情報変更画面」を開き、
住所情報を変更入力します。
　変更入力した画面情報を印刷すると、以下の書類が印刷されるので、押印の上、東
京協会事務局に郵送してください。
　　① 会員移動及び住所変更等の変更届
　　② 登録事項変更届出書

　東京協会 事務局
 住 所：〒104-0061
  東京都中央区銀座 2 丁目 10 番 18 号 東京都中小企業会館 7 階
 電　話：03-5550-0033　　メール：info_tokyo@t-smeca.com

一般社団法人 東京都中小企業診断士協会
 住 所：〒104-0061
  東京都中央区銀座 2 丁目 10 番 18 号 東京都中小企業会館 7 階
 電 話：03-5550-0033

一般社団法人 東京都中小企業診断士協会
 住 所：〒104-0061
  東京都中央区銀座 2 丁目 10 番 18 号 東京都中小企業会館 7 階
 電 話：03-5550-0033
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	 Q96	 	転勤するときはどうしたらいいの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　転勤により、他の道府県協会へ移籍する場合は、中小企業診断協会ホームページの「会員専用マイページ」から、「住所・
勤務先・氏名の変更、所属県協会の変更」にすすみ、そこから「会員情報変更画面」を開き、住所情報とともに、移籍す
る道府県協会を変更入力します。
　変更入力した画面情報を印刷すると、以下の書類が印刷されるので、押印の上、東京協会事務局に郵送してください。
　　① 会員移動及び住所変更等の変更届
　　② 登録事項変更届出書
　
　転勤しても、そのまま東京協会に在籍する場合は、「住所変更」として上記書類を東京協会へ郵送してください。（「Q95　
引っ越しして住所が変わったときはどうしたらいいの？」を参照してください。）
　単身赴任等のため、住所変更や所属の変更が不要な場合は、何も手続きをする必要はありません。
　なお、住所変更の手続きが行われると、協会からの郵送物は変更後の住所に届きます。

	 Q97	 	海外転勤のときはどうしたらいいの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　海外へ転勤し、診断協会の活動を休会とする場合は、中小企業診断協会ホームページの「会員専用マイページ」から、「そ
の他の手続き」にすすみ、そこから「休会（海外勤務）申請」を開き、必要情報を入力します。その上で「海外勤務届」を印刷・
押印し、東京協会に郵送してください。
　「海外勤務届」を郵送し、受理されると休会扱いとなります。休会中は、診断協会の会費が不要となります。（ただし、
会費未納分がある場合、休会手続きにあたって未納分の支払が必要となります。）
　休会中でも会員専用マイページは引き続き使用することができます。
　海外勤務をしても、休会しない場合は、何の手続きもする必要はありません。この場合、東京協会からの郵送物は届け
出住所に届きます。なお、海外の赴任先に東京協会から郵送物を送る運用は行っていません。
　なお、休会する・しないに関わらず、海外勤務に関して、診断士資格の更新登録要件の特例はありません。海外勤務中
であっても更新要件の取得が必要です。

	 Q98	 	休会することはできるの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　海外に転勤する場合以外で、休会することは認められていません。
　海外転勤して休会する場合については、「Q97　海外転勤のときはどうした
らいいの？」を参照してください。

一般社団法人 東京都中小企業診断士協会
 住 所：〒104-0061
  東京都中央区銀座 2 丁目 10 番 18 号 東京都中小企業会館 7 階
 電 話：03-5550-0033

一般社団法人 東京都中小企業診断士協会
 住 所：〒104-0061
  東京都中央区銀座 2 丁目 10 番 18 号 東京都中小企業会館 7 階
 電 話：03-5550-0033
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	 Q99	 協会をやめるときはどうしたらいいの？				　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　協会をやめる場合は、中小企業診断協会ホームページの「会員専用マイページ」から、「その他の手続き」にすすみ、そ
こから「退会必要手続」を開き、必要情報を入力します。その上で「退会届」を印刷・押印し、東京協会に郵送してください。
　退会にあたっては、以下の点にご注意ください。

　　① 未納の会費がある場合は、早急に東京協会に納付してください。
　　② 貸与を受けた徽章（診断士バッチ）は、退会届を提出する際に、東京協会あてに返却してください。
　　　　 また、返却すべきバッジを紛失した場合は、東京協会事務局に相談してください。

	Q100	 異動手続きにおいて、東京協会と支部の関係は？				　　　　　　　　　　　　　　　　　
　異動手続きにおいて、異動届は東京協会へ直接提出することになります。支部は異動手続きにおいて東京協会の受入れ
窓口になっているわけではありません。

一般社団法人 東京都中小企業診断士協会
 住 所：〒104-0061
  東京都中央区銀座 2 丁目 10 番 18 号 東京都中小企業会館 7 階
 電 話：03-5550-0033
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	Q101	 慶弔の時に何かしてもらえるの？				　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　東京協会慶弔規定により、慶弔時には以下の通り東京協会から金品等が贈られます。

　① 会員が、国の顕彰を受けたときは、祝金等
　② 会員本人が結婚したときは、祝金として 20,000 円
　③ 会員が満 70 歳に達したときは、記念品（ただし、入会後 10 年以上の者に限る）
　④ 会員が死亡したときは、生花二基または香典 30,000 円
　⑤ 会員の配偶者が死亡したとき、会員の父母が死亡したときは、生花一基または香典 20,000 円
　⑥ 会員の配偶者の父母または子が死亡したときは、生花一基または香典 10,000 円
　⑦ 災害救助法が適用された災害の場合について、会員の自宅が全壊、流失、半壊、床上浸水またはこれに準ずる被害を 
　　 受けたときは、見舞金として 20,000 円
　⑧ 会員が疾病または負傷により、1 か月以上にわたり入院 または病臥したときは、見舞金として 20,000 円

	Q102	 慶弔時にはどのように手続きすればいいの？				　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　慶弔に関する事由が起きた際には、東京協会の会員または会員の家族、もしくはその事由を知った他の会員から、東京
協会の事務局に連絡し、発生した事由に応じた手続きの方法を確認し、適宜、手続きを行ってください。

	Q103	 慶弔時には、何か月後までなら手続きできるの？				　　　　　　　　　　　　　　　　　
　慶弔に関する事由が起きた際には、速やかに東京協会事務局に連絡をする必要がありますが、遅くても、6 か月以内に
は連絡をするようにしてください。

	Q104	 支部から訃報配信をしてもらえるの？				　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　お弔いの事由が起き、東京協会事務局に連絡をした際、これから葬儀が行われるタイミングであれば、所属する支部会
員向けに訃報のメール配信を行うかどうかの希望確認が、東京協会事務局から行われます。支部会員向けの訃報メール配
信を希望する方は、その際にその旨を伝えてください。東京協会事務局からの連絡を受け、支部会員向けの訃報メールを
配信します。
　なお、東京協会事務局に連絡をした際、既に葬儀が済んでいる場合、東京協会事務局から支部会員向け訃報メール配信
の確認はありませんが、希望すれば、支部会員向けの訃報メール配信を受け付けています。

	Q105	 会員向けの保険などはあるの？				　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　東京協会の会員サービスとして保険業務を取り扱っているわけではありませんが、中小企業診断協会としては、民間の
中小企業診断士賠償責任保険を団体保険として取り扱っています。
　加入対象者は各都道府県協会の会員や、会員が所属する法人です。保険期間は 1 年で年 1 回募集があります。
　保険金が支払われる場合には次のようなものがあります。

　　① 日本国内で診断業務の遂行に起因して、顧客や第三者から損害賠償請求がされ、損害賠償責任を負担したり、争訟 
　　　 費用を支出したりした場合に被った損害。
　　② 日本国内で個人情報・法人情報の漏えいについて損害賠償請求がされ、賠償責任を負担した場合に被った損害。

　詳細については下記にお問い合わせください。

【取扱代理店】
商工サービス株式会社
　電話：03-3538-6180
　FAX：03-3538-6188

【引受保険会社】
東京海上日動火災保険株式会社
　電話：03-3515-4147
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	Q106	 	支部にはどんな表彰があるの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　支部表彰は支部大会の際に、その前年度の活動を対象に行われます。支部表彰には中央支部 of the year、中央支部 of 
the year MVP、中央支部 of the year 新人賞、支部長特別表彰があります。
　中央支部 of the year は東京協会および支部の活動を定量的・定性的な観点から評価して、多大な功労をなした支部会
員が表彰されます。
　中央支部 of the year MVP は中央支部 of the year のなかから最も功労の大きかった会員が表彰されます。
　中央支部 of the year 新人賞は中央支部 of the year のなかで当該年度入会の支部新人会員のうち功労が顕著であった
会員が表彰されます。
　支部長特別表彰は中央支部 of the year とは別に、支部長が特に認める功績があった支部組織を表彰します。

	Q107	 	表彰される人はどうやって選ばれているの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　中央支部 of the year は、支部長が支部表彰委員会からの推薦を受け、表彰者を決定します。
　支部表彰委員会は、支部長、副支部長、部長、委員長で構成され、推薦基準に則り、支部長に表彰者を推薦します。推
薦基準には定量的な基準と定性的な基準があります。
　定量的な基準は、東京協会・支部活動への参加回数が 1 回 1 ポイントとして評価されます。
　定性的な基準は、各部会で業務が異なるため各部長の判断により評価されます。また、執行委員による会員推薦もあり、
これについては支部表彰委員会で参考情報として検討されます。
　定量的な評価では獲得ポイントの上位 10 名程度が選考され、定性的な評価では各部会から 1 名が選考され表彰候補者
となります。

	Q108	 	歴代の表彰者にはどんな人がいるの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　中央支部 of the year の表彰は平成 22 年、中央支部の前身である中央支会の時代から始まりました。令和元年度まで
の MVP と新人賞は以下のとおりです。（敬称略）

MVP 新人賞

平成21年度 木伏 源太、土田 健治 高鹿 初子

平成22年度 土田 健治

平成23年度 土田 健治

平成24年度 飯野純夫、吉村　信行 岡田 光太郎

平成25年度 田村 隆一郎 磯山 隆志

平成26年度 磯山 隆志 東穂 芳乃、長 克成

平成27年度 磯山 隆志 中川 健史、丹羽 陽一

平成28年度 東穂 芳乃 佐藤 栄一郎、清水 康裕

平成29年度 磯山 隆志 富田 裕之

平成30年度 中川 健史 斎藤 司昴 

令和元年度 山﨑 肇 土佐林 義孝
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	Q109	 	事務所はどこにあるの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　中央支部の事務所の住所は下記の通りです。
　　【 住 所 】
　　　〒 103-0012
　　　東京都中央区日本橋堀留町 1-11-5
　　　日本橋吉泉ビル 402 号室
　　【 交 通 】
　　　東京メトロ日比谷線
　　　　「小伝馬町」駅より徒歩 5 分
　　　東京メトロ日比谷線・都営地下鉄浅草線
　　　　「人形町」駅より徒歩 5 分

	Q110	 	事務所は何に使われているの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　中央支部の事務所は、部長会、執行委員会といった各種会議や、各部会・委員会・プロジェクトの会合、各部会の実施
する各種イベント・セミナー、各種認定研究会・マスターコースの会合、その他支部関連団体、支部会員や支部会員が主
宰する団体で特に使用が認められた場合の会合等のために使われています。
　事務所の使用目的に関しては、支部会員専用ページにある「支部事務所案内」の中の「支部事務所運用基準」で確認す
ることができます。
　支部会員専用ページへのログインの仕方は「Q86　支部ホームページの『支部会員専用ページ』に入る ID・パスワー
ドは？」を参照してください。

	Q111	 	事務所は支部会員なら誰でも使えるの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　中央支部の事務所は、支部会員であれば使用することができます。
　ただし、使用目的が限られており、また、利用にあたっては予約が必要です。
　事務所の使用目的、予約の方法等については、支部会員専用ページにある「支部事務所案内」の中の「支部事務所運用基準」
で確認することができます。
　支部会員専用ページへのログインの仕方は「Q86　支部ホームページの『支部会員専用ページ』に入る ID・パスワー
ドは？」を参照してください。

	Q112	 	事務所を使うにはどうしたらいいの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　中央支部の事務所を使うためには、総務部予約受付担当者への電子メールによる申し込みが必要となります。
　支部会員専用ページにある「支部事務所案内」の中の「事務所予約状況（Gooole カレンダー）」で空き状況を確認した 
上で、総務部予約受付担当者に予約申し込みの電子メールを発信することで事務所の予約をすることができます。
　事務所の予約手続きについては、支部会員専用ページにある「支部事務所案内」の中の「支部事務所運用基準」で確認
することができます。
　支部会員専用ページへのログインの仕方は「Q86　支部ホームページの『支部会員専用ページ』に入る ID・パスワー
ドは？」を参照してください。

　中央支部事務所
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	Q113	 	事務所の使用料金は？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　中央支部の事務所の使用料金に関しては、支部や支部関連団体が一定の目的のために使用する場合は無料であり、支部
会員や支部会員が主宰する団体が一定の目的のために使用する場合（認定研究会・マスターコースの使用を含む）は有料
となります。
　有料での使用の場合、使用 3 時間ごとに 1,000 円の使用料となっています。（平成 31 年 4 月 1 日現在）
　事務所の使用料金に関しては、支部会員専用ページにある「支部事務所案内」の中の「支部事務所運用基準」で確認す
ることができます。
　支部会員専用ページへのログインの仕方は「Q86　支部ホームページの『支部会員専用ページ』に入る ID・パスワー
ドは？」を参照してください。

	Q114	 	事務所へ電話はかけられるの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　中央支部の事務所には電話を設置していませんので、事務所へ電話はかけられません。
　ご意見、ご質問等がある場合は、中央支部ホームページの「ご質問・ご意見・ご提言」コーナーより行ってください。

	Q115	 	事務所に郵送物・宅配物を送付する場合は？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
支部会員による中央支部の事務所宛ての郵便物および荷物の送付は、原則として禁止しています。なお、特に必要がある
場合は、事前に総務部長に相談してください。
　総務部長（菊地 俊光）：soumu@rmc-chuo.jp

	Q116	 	事務所に相談・見学に行くことはできるの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　中央支部の事務所は、支部や支部関連団体の使用、または支部会員や支部会員が主宰する団体の使用に限られており、
随時見学可能にはなっていません。
　ただし、中央支部では、オープンに参加者募集を行っているさまざまなイベントやセミナーを開催していますので、そ
うした機会を使って事務所の見学をして下さい。
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	Q117	 	中央支部にはどのような規則があるの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　中央支部には、以下の規則等があります。（令和 2 年 4 月 1 日現在）

　　① 支部規則
　　② 経理取扱基準
　　③ 支部活動に係る経費支給等のガイドライン
　　④ 収益事業管理規則
　　⑤ 支部事務所運用基準
　　⑥ 認定研究会管理規則
　　⑦ 認定マスターコース管理規則
　　⑧ 支部表彰規則
　　⑨ 支部表彰細則
　　⑩ 情報公開ガイドライン
　　⑪ 写真・動画公開に関するガイドライン
　　⑫ 支部ホームページ運用基準
　　⑬ 支部メールマガジン／ e ニュース運用基準
　　⑭ 支部ホームページ・メールマガジン・e ニュース原稿掲載依頼手順
　　⑮ 支部メールマガジン「経営者向け情報発信原稿」投稿基準

	Q118	 	中央支部の規則の内容は、どうやって知ることができるの？			　　　　　　　　　　　　
　中央支部の諸規則等については、支部会員専用ページにある「支部規則」で確認することができます。
　支部会員専用ページへのログインの仕方は「Q86　支部ホームページの『支部会員専用ページ』に入る ID・パスワー
ドは？」を参照してください。
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	Q119	 	四区診断士会って何？			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　中央支部でいう四区診断士会とは、千代田区、港区、中央区、文京区、の４区にある診断士会のことで、東京協会（中央支部）
とは別法人です。
　四区診断士会は、主として診断士が主体となり、該当する地域の行政（区役所）や東商支部との関係を深め、診断士の
知見と能力を活かした実務案件に取り組んでいます。
　四区診断士会の加入は任意であり、中央支部会員以外の会員も存在しています。ただし、中央支部の管轄エリアにある
診断士会であるため中央支部との関係が深く、中央支部との関係を重視して役員には中央支部会員が名を連ねています。

四　区 診断士会の名称

千代田区 一般社団法人ちよだ中小企業経営支援協会
　（略称：ちよだ診断士会）

港　区 特定非営利活動法人東京都港区中小企業経営支援協会
　（略称：ＮＰＯみなと経営支援）

中央区 特定非営利活動法人東京都中央区中小企業経営支援センター
　（略称：ＮＰＯちゅうおう経営支援）

文京区 特定非営利活動法人文京区中小企業経営協会

	Q120	 	四区診断士会に入会するにはどうすればいいの？			　　　　　　　　　　　　　　　　　
　四区診断士会は、東京協会（中央支部）とは別法人であり、それぞれの組織の規程にもとづき入会手続きが行われてい
ます。それぞれの事務局に、メールもしくは電話にてお問い合わせください。
　四区診断士会の連絡先は、以下のとおりです。詳細は、中央支部ホームページの「四区診断士会」を参照してください。

四区診断士会 連絡先（敬称略）

千
代
田
区

正式名称 一般社団法人ちよだ中小企業経営支援協会
事務局担当者名 河合 史門
事務局メールアドレス 0116690801@jcom.home.ne.jp
事務局電話・FAX ―

港
区

正式名称 特定非営利活動法人東京都港区中小企業経営支援協会
事務局担当者名 青木 平治
事務局メールアドレス heiji@mve.biglobe.ne.jp
事務局電話・FAX （電話）03-3407-2858　（FAX）03-3407-2858

中
央
区

正式名称 特定非営利活動法人東京都中央区中小企業経営支援センター
事務局担当者名 守谷 元伸
事務局メールアドレス moto3.moriya@nifty.ne.jp
事務局電話・FAX （電話）03-5643-1127　（FAX）03-5643-1128

文
京
区

正式名称 特定非営利活動法人文京区中小企業経営協会
事務局担当者名 大嶋 碩郎
事務局メールアドレス ohshima@piano.ocn.ne.jp
事務局電話・FAX （電話）03-3818-0406　（FAX）03-3818-0406
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研究会 20団体

代表幹事　梶谷晉

中央支部認定研究会『中小企業の勝ち方研究会』

優れた競争戦略はSWOTでは作れない！
　企業の変動費や固定費の削減（コストダウンや諸経費削
減など）では、短期的に利益が増えることはあっても限界が
あります。（固定費や変動費をゼロにすることは不可能）企
業が中・長期的に発展するには売上の拡大が必須です。売上
が毎年確実に伸びれば、資金や人材難の問題も解決できます。
売上の拡大には外部の競合企業との戦いに勝っていく必要
があります。競合に勝つためにはSWOTでは決して“優れた
競争戦略”は生まれず、考え抜かれた独特の競争戦略が求め
られます。興味のある方は是非ご参加ください。

代表幹事　平田仁志

ビジネスモデル研究会

ビジネスモデルフレームワーク活用で実践力向上へ
　今年であしかけ６年となるビジネスモデル研究会は、事業
活動の全体を、ビジネスモデルとして有機的に把握すること
を目指して、活動してきました。事業性評価シートの作成例
等の蓄積も進んできました。今後、その成果を踏まえ、会員の
実践事例発表に重点を置き、会員の企業診断力向上のため
に切磋琢磨していく場として、研究会活動を進めていきます。
毎月第３水曜日の７時から、「継続は力なり」を合言葉として
着実に前進します。

代表幹事　本間峰一

生産革新フォーラム研究会

中堅製造業の経営コンサルができる
診断士集団を目指します
　当研究会は中小企業診断士の研究会ではありますが、主
たるコンサルターゲットを中堅製造業者の経営改善に置いて
います。なぜなら中小製造業者には中堅会社の工場への部品
や設備の納入で生きている会社が多く、彼らが活性化しない
と中小企業の経営もよくならないからです。日本の輸出・生
産が落ち込み、景気悪化で苦しんでいる中堅製造業者の活
性化を、コンサル事例などを通じ研究していきます。当研究
会の活動に興味のある方はぜひご参加ください。

代表幹事　柳義久

老舗企業研究会

老舗企業は中小企業経営ノウハウの宝庫！
　当研究会は2009年3月の発足以来、日本橋に存在する超
100年企業100社以上の当主からお話を伺ってきました。そ
の目的は、老舗企業の経営ノウハウを学び、中小企業の経営
支援に活かすことです。今、中小企業では“事業承継”が喫緊
の課題になっています。100年、200年と事業を続けてきた
老舗企業から事業承継の様々な態様を学ぶことができます。
また、大きな環境変化にどう対応してきたのかなど、老舗企
業は学ぶべき中小企業経営ノウハウの宝庫です。

代表幹事　森川英二

能力開発研究会

研究会はアクティブシニア診断士が集う終の棲家
　健やかで充実した人生を過ごすための刺激を求める仲間
が集う研究会です。
●学びと発表の場：会員全員が年１回自由なテーマで発表し合い、
　互いに研鑽し合う。
●心と体とお金と健康を考える場：人生100年時代を健全な体と心
　で生きることを研究する。
●新たな経験の場：句会、太極拳、朗読、手品、座禅、観劇、2年毎
　の研修旅行の実施等。
●情報交換の場：例会後の≪もんじゃ≫と≪ビール≫、暑気払い、
　忘年会＆カラオケ大会等。

幹事　宮川公夫

インテリアビジネス研究会

住生活文化の交流と融合の機会
　インテリアという言葉は、「屋内空間」を意味するもので、
あらゆるものが関わっています。今年は、世界中から多くの
観客が来日され、わが国のさまざまなインテリアも注目され
ることと期待されています。世界中から日本への住生活文化
の交流と融合の機会です。当研究会では、デザインとしての
インテリアだけでなく、製造から流通、プランニング、工事ま
での幅広い視点で業界を捉え、執筆等の活動してまいります。
ご興味のある方は、積極的にご参加ください。

ナビゲーター　小林勇治

フレッシュ診断士研究会

成功の95%は幸運、5%は能力です
　「成功の95%は幸運、5%は能力だ」と言っている学者（リ
チャード・ワイズマン博士）がいます。これは私の34年のコ
ンサル経験からも幸運だったと納得のできるのです。有能な
才能を持ちながら、成功しているとは限らないからです。それ
なら幸運をただ待ち続ければよいのか、と言ったらそれは間
違えです。多くの人が「幸運」をつかみきっていないことに気
付くべきです。幸運は「心のあり方」にほほ笑み、年収3,000
万円は稼げるようになれると確信しています。

幹事　枦山直和

代理店ビジネス研究会

損保代理店の経営革新をご支援します
　皆様、こんにちは。代理店ビジネス研究会です。私達は、
損害保険業界の最新動向を研究し、中小企業が多い損保代
理店の経営力向上に資するコンサルティング・メソドロジーの
立案と、実務従事を通じて実践を行っております。自動車保
険では高齢者の事故増加、若者の車離れが進む中で保険料
金が高額となっています。自然災害の増加により保険支払を
行う機会も増加傾向です。そのような環境変化の中、損保代
理店が生き残るための施策を考え続けています。
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連絡幹事　糠澤敦宏

思想・哲学研究会

思想・哲学をビジネスへ実学応用
　当研究会は、一般に難解とされる思想・哲学を紐解き、ビ
ジネスへの実学応用にチャレンジする研究会です。活動の目
的は大きく２つ、一つは思想・哲学の学習を通して強靭な思
考力を身につけること。もう一つは経営理論の範疇を超えて、
人間や社会について本質的な理解を深めることにより、新し
いビジネス思考を生み出すことです。

代表幹事　三井善樹

企業元気道場

経営革新企業のその後のハンズオン支援を研究
　経営革新PMマスターコースのOB、OGと経営革新等企業
経営者との共同研究の場です。当グループが支援して経営革
新計画申請承認あるいは各種補助金制度申請採択企業200
社に対して、その後の事業化段階を伴走支援します。コンサ
ルチームと企業経営者のコラボで相互研究、相互学習を実現
します。本年のテーマは、効果的な経営承継に関して研究並
びに実践する予定です。なお、入会は経営革新PMマスター
コース修了生のみとなります。

連絡幹事　幾島潔

製造業カクシン研究会

多角的視点でものづくりを議論する
　中小製造業における課題を、社会環境の変化の中からどの
ように捉えるべきか、そして対応の方向性をどう見定めるかに
ついて。予め策定した年度計画に則り、担当者が議論の視点
と材料を準備し検討しています。会員は製造業技術職OBで
構成されており、テーマはマクロ的なもの、専門領域に特化し
たものまで多岐にわたり、議論は、会員の経験・実績や新たな
知見にもとづく多角的視点で行われています。現在、会員はシ
ニア層で構成されているため、若い人の参加を歓迎します。

連絡幹事　磯崎鈴華

企業内診断士ビジネス連携研究会（BIZREN）

BIZRENは次のステージへ
　当研究会は設立10年目を迎えました。おかげさまで、毎年
たくさんの新入会員が加わり、常に新しい出会いと刺激があ
ります。BIZRENの目指す姿は、本業に軸足がある人も、複業
志向の人も、将来独立を視野に入れている人も、自分のペー
スやスタイルで活動できるプラットフォームです。お互いに高
めあうだけでなく、今年は「Team BIZREN」としてさまざま
な力を結集し、周囲を驚かせ、感動させられるような成果を
残していけたらと思っています。

連絡幹事　関雅明

中小企業経営経済研究ゼミナール

行ってみよう、やってみよう
　皆様こんにちは。当研究会は「中小企業を対象とした経営
学・経済学を研究し、成果を論文に纏め発表することで各メ
ンバーの知見向上を図るとともに、中小企業政策立案に貢献
する」という趣旨のもと活動しております。2020年は企業支
援活動や地域振興プロジェクトへの参画など、「どこかに
行って、何かをやる」活動を増やしていこうと計画しておりま
す。このような活動にご興味のある皆様、是非当研究会にご
参加ください。

代表幹事　大谷秀樹

実践的プロモーション研究会

事業者が「実践したくなる」提案力強化を目指して
　当研究会は、中小企業の９割を占め、社会の多様性を担っ
ている小規模事業者に注目し、その重要な経営課題のひとつ
である売上を高めるためのプロモーションについて、事業者
がすぐに使える「実践的」なノウハウの取りまとめを目指して
います。これまでに、商品写真の撮影方法、試食販売の実施
方法などを扱いました。今年度は動画の活用などを取り上げ
る予定です。

代表幹事　三上彰久

ビジネス英語研究会

英会話学校ではできない、ビジネス英語体験を!
　街中の英会話学校では、決算報告書やマーケティング手
法を英語で討論したり、1時間近く英語だけでプレゼンする
機会はまず得られません。ビジネス英語研究会では開催案
内から当日の運営、議事録作成まですべて英語で行い、外部
からのプロ講師を招聘するなど、原則毎月第1木曜夜に開催
する月例会は、英語によるワークショップ形式を採用してい
ます。
詳しくは　https://bizeng.jimdofree.com/　の問合せ
ページから「見学希望」でご連絡を。

代表代行　小林敬幸

事業性評価研究会

outputを重視する研究会です
　本研究会は、中小企業の事業性について、その内容・環
境・強み弱み・将来性等をいかに評価・助言すべきかを体系
だって研究し、中小企業診断士としての診断・助言力をブラッ
シュアップすること、また、金融機関が進めようとしている事
業性評価に関して、中小企業診断士が寄与しうる内容を研究
します。研究に資する素材を収集し（input）、それらを踏ま
えて、「あるべき事業性評価」の手法、ノウハウ等を成果物に
します（output）。outputを重視します。
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連絡幹事　糠澤敦宏

思想・哲学研究会

思想・哲学をビジネスへ実学応用
　当研究会は、一般に難解とされる思想・哲学を紐解き、ビ
ジネスへの実学応用にチャレンジする研究会です。活動の目
的は大きく２つ、一つは思想・哲学の学習を通して強靭な思
考力を身につけること。もう一つは経営理論の範疇を超えて、
人間や社会について本質的な理解を深めることにより、新し
いビジネス思考を生み出すことです。

代表幹事　三井善樹

企業元気道場

経営革新企業のその後のハンズオン支援を研究
　経営革新PMマスターコースのOB、OGと経営革新等企業
経営者との共同研究の場です。当グループが支援して経営革
新計画申請承認あるいは各種補助金制度申請採択企業200
社に対して、その後の事業化段階を伴走支援します。コンサ
ルチームと企業経営者のコラボで相互研究、相互学習を実現
します。本年のテーマは、効果的な経営承継に関して研究並
びに実践する予定です。なお、入会は経営革新PMマスター
コース修了生のみとなります。

連絡幹事　幾島潔

製造業カクシン研究会

多角的視点でものづくりを議論する
　中小製造業における課題を、社会環境の変化の中からどの
ように捉えるべきか、そして対応の方向性をどう見定めるかに
ついて。予め策定した年度計画に則り、担当者が議論の視点
と材料を準備し検討しています。会員は製造業技術職OBで
構成されており、テーマはマクロ的なもの、専門領域に特化し
たものまで多岐にわたり、議論は、会員の経験・実績や新たな
知見にもとづく多角的視点で行われています。現在、会員はシ
ニア層で構成されているため、若い人の参加を歓迎します。

連絡幹事　磯崎鈴華

企業内診断士ビジネス連携研究会（BIZREN）

BIZRENは次のステージへ
　当研究会は設立10年目を迎えました。おかげさまで、毎年
たくさんの新入会員が加わり、常に新しい出会いと刺激があ
ります。BIZRENの目指す姿は、本業に軸足がある人も、複業
志向の人も、将来独立を視野に入れている人も、自分のペー
スやスタイルで活動できるプラットフォームです。お互いに高
めあうだけでなく、今年は「Team BIZREN」としてさまざま
な力を結集し、周囲を驚かせ、感動させられるような成果を
残していけたらと思っています。

連絡幹事　関雅明

中小企業経営経済研究ゼミナール

行ってみよう、やってみよう
　皆様こんにちは。当研究会は「中小企業を対象とした経営
学・経済学を研究し、成果を論文に纏め発表することで各メ
ンバーの知見向上を図るとともに、中小企業政策立案に貢献
する」という趣旨のもと活動しております。2020年は企業支
援活動や地域振興プロジェクトへの参画など、「どこかに
行って、何かをやる」活動を増やしていこうと計画しておりま
す。このような活動にご興味のある皆様、是非当研究会にご
参加ください。

代表幹事　大谷秀樹

実践的プロモーション研究会

事業者が「実践したくなる」提案力強化を目指して
　当研究会は、中小企業の９割を占め、社会の多様性を担っ
ている小規模事業者に注目し、その重要な経営課題のひとつ
である売上を高めるためのプロモーションについて、事業者
がすぐに使える「実践的」なノウハウの取りまとめを目指して
います。これまでに、商品写真の撮影方法、試食販売の実施
方法などを扱いました。今年度は動画の活用などを取り上げ
る予定です。

代表幹事　三上彰久

ビジネス英語研究会

英会話学校ではできない、ビジネス英語体験を!
　街中の英会話学校では、決算報告書やマーケティング手
法を英語で討論したり、1時間近く英語だけでプレゼンする
機会はまず得られません。ビジネス英語研究会では開催案
内から当日の運営、議事録作成まですべて英語で行い、外部
からのプロ講師を招聘するなど、原則毎月第1木曜夜に開催
する月例会は、英語によるワークショップ形式を採用してい
ます。
詳しくは　https://bizeng.jimdofree.com/　の問合せ
ページから「見学希望」でご連絡を。

代表代行　小林敬幸

事業性評価研究会

outputを重視する研究会です
　本研究会は、中小企業の事業性について、その内容・環
境・強み弱み・将来性等をいかに評価・助言すべきかを体系
だって研究し、中小企業診断士としての診断・助言力をブラッ
シュアップすること、また、金融機関が進めようとしている事
業性評価に関して、中小企業診断士が寄与しうる内容を研究
します。研究に資する素材を収集し（input）、それらを踏ま
えて、「あるべき事業性評価」の手法、ノウハウ等を成果物に
します（output）。outputを重視します。

幹事　黒須靖史

ＡＩ・人工知能研究会

中小企業へのＡＩ導入支援を真剣に考えています
　中小企業におけるＡＩの活用は、さまざまな経営課題に対
する解決策として大いに期待されるものではありますが、体
系的な導入手法はいまだ確立されていません。当研究会では、
ＡＩに関する本質的な知識の習得や中小企業に即したリアル
な討議を通じ、効率的かつ効果的なＡＩ導入手法を構築する
ことや、ＡＩ導入を支援できるスキルを習得することを目指し
ています。会員にはＡＩの専門家や実務家などもおり、和やか
ながらも真剣に活動している研究会です。

代表　北村亮太

ＢＰＦ

ＢＰＦの紹介
　ＢＰＦは2019年に設立した研究会で、2,30代の若手診断
士が中心となって構成されています。メンバーの大きな成長
である“ブレイクスルー”を促すために「アウトプット中心の定
例会」、「自己タスク制度」、「プロジェクト制度」の3つの仕
掛けを設けています。それぞれの仕掛けで、自発的に挑戦す
ることでメンバーのコンサルタント力を高めています。

会長　井村正規

プレゼンスキルアップ研究会

プレゼン研3年目の在り方
　企業内でも独立でも中小企業診断士として必須のスキルで
あるプレゼンテーションを研究しながらも、楽しく仲間を作
ることをモットーとするプレゼンスキルアップ研究会略してプ
レゼン研は今年で3年目に突入します。プレゼン研は大阪協
会でも同時に立ち上がり、地域の協会の枠を超えて連携しつ
つ活動しています。研究会には珍しく夏合宿も東阪合同で開
催し、幅広い交流を思いっきり楽しんでいます。興味のある
方はぜひご参加下さい。お待ちしています。

代表　川原茂樹

セミナー・研修プログラム開発研究会

一般ビジネスパーソン向けの実践的な
セミナー・研修を開発・実践しています！
　セミナー・研修プログラム開発研究会は、マスターコース
『東京プレゼン塾』の卒業生が継続的にスキルアップを図る
場として活動しています。主に一般ビジネスパーソンを対象と
した公開セミナーを開催しており、2019年は計６回、のべ55
人の参加者を集めました。参加者の満足度は高く、診断士が
活躍できる場はもっと広げられると感じています。コンテン
ツ開発や運営スキルをさらに高め、今後は商工会議所や企業
向けセミナー・研修も目指しています。

マスターコース 17団体

事務局　黒田学

ものづくりプロコン養成コース

おかげさまで20年、
新しい時代へものづくりプロコン養成コース
　ものづくりプロコン養成コースでは昨年、大きな区切りと
なる20年を迎えました。本コースは、先輩方が築き上げ脈々
と受け継いできた、現場でのコンサルティング経験に基づく
ノウハウやコツの集大成である、TKK（トータル工場改善）メ
ソッドを用いて、工場改善を進める実践力を習得することを
目標としています。新しい時代の工場診断を講師陣、事務局
と共に歩んでみませんか。

幹事　倉辺喜一郎・神保直樹

目標必達のコンサルティングMC

コンサルは人と組織を動かしてこそ！　
基礎を学び、自分の武器を明確にしよう
　変化が激しく、正解の見えない時代だと言われますが、どん
な時代でも経営はつまるところ「人と組織」です。正解をズバ
リ教えることが難しいからこそ、コンサルは「人と組織」を巻き
込み、企業が目標達成に動くよう全力を尽くさねばなりません。
　企業の状態を見抜き、「人と組織」を動かす仕組みを提案す
る、組織診断のワザを当コースで学んでみませんか？実務従事
でも、独立した後でも、きっと役に立つはずです。
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代表幹事　相原戦太郎

国際会計と財務戦略マスターコース

「持続的経営のための会計」をテーマに
コンサルティング能力の向上をめざす
　厳しい経営環境にある企業に対し、経営を強化し企業存続
を図ることを目的に、「持続的経営のための会計」を当コース
のテーマとしています。企業診断（ポイント付与）と講義を一
体化し、企業幹部と企業課題について共に考え、実践コンサ
ルティング能力を磨きます。世の中は変化・進化しています。
それに乗り遅れないように「会計他世の中の最新知識」、「自
ら考え調査し提案するプロセス」をスキルとして身に付け、社
長に信頼される診断士をめざします。

代表者　鳥海孝

マスターコース「経営革新のコンサルティング・アプローチ」

　昨年、運営母体BCNGは20周年を迎えました。本コース
の受講理由に「経営全般の知識を体系的に学べる」との声も
多く、「基礎編」～経営戦略、IT、マーケティング、顧客・店舗
管理、リードタイム・在庫管理、原価管理、組織・人材と「応用
編」～事業再生、新規事業、事業承継、国際化の構成に、
ファシリテーション、プレゼンテーション等スキルアップ講座
も用意。３つの研究会活動や大学の「現代ビジネス講座」運
営等 “参加の精神”を大切にしています。

20周年を越えて、楽しく刺激しあえる
「診断士活動のベースキャンプ！」

代表者　大野敏夫、事務局　和氣俊郎

プロ講師養成講座

プロ講師・コンサルタントになるための
ノウハウを伝授！
　当講座は、プロの研修講師、コンサルタントとして活躍す
るための心構えから、実践ノウハウまでを学べる場です。前
半は基本となる管理者研修をマスターします。プロとして必
要な話し方、研修技法について懇切丁寧な指導が受けられ、
ノウハウの詰まったすぐに使える200枚の研修資料を提供し
ます。後半では受講生各自が、自分のビジネスにつながるオ
ンリーワンの研修プログラム開発に取り組みます。当講座の
卒業生は19年間で241名、各分野で活躍中です。

代表　住田俊二

「夢をカナエル」プロコン養成マスターコース

診断士の広い活動分野を見渡せます
　当マスターコースは、診断士の広い活動分野を見渡せるの
が最大の特徴です。当コースの卒業生をはじめとする、多彩
な分野で活躍中の独立診断士の先輩が、月替わりで登壇し、
１年間学べば、自分の独立の方向性を定めることができます。
また、ビジネス誌編集者への執筆企画プレゼンや、大手研修
会社マネジャーのお話など、当コースならではの企画もあり
ます。なお今までに卒業生は100名を超え、その約6割が独
立して各方面で活躍中です。

事務局長　小野田直人

稼げる！プロコン育成塾

基本スキルを網羅的に学べる
「稼げる！プロコン育成塾」（通称：稼プロ！）
　稼プロ！は今年で20期を向かえます。コンサルタントの基
本スキル「診る・書く・話す・聴く」と、プロコンとしての心構え
「誠意・熱意・創意」（三意と呼んでいます）」を身に着ける
ことを重視し、19年間カリキュラムに工夫を重ねてきました。
①基本スキルが体系的に学べる。②先輩達のロールモデルを
参考にできる、③200名を超すOBネットワークが得られるな
ど、独立を目指す方、企業内診断士で複業を行ないたい人に
も最適な定番ＭＣです。

事務局　兼子俊江

女性のビジネス支援マスターコース（略称WBS）

女性起業家支援は社会の要請～
“支援できる専門家”が求められています
 「女性の起業家」のビジネス支援分野で特に強みを発揮する専門家
の養成を目的とします。男女は問いません。女性起業家支援は社会
の要請であり、中小企業診断士ならではの領域ですが、女性に固有
の意識や就業面への理解や対応、３次産業分野でのノウハウ不足が
目立ちます。本コースでは、第一線で活躍する支援専門家、女性起業
家等を講師に迎え、実践的で直ぐに役立つノウハウを学びます。女性
の活躍を応援したい方、専門領域を拡げたい方におすすめです。

代表　今宿博史

ファッションビジネス・リデザイン支援マスターコース

「現場力」による実戦提案の醍醐味！
　対象企業は、1964年東京オリンピック時の古い体質を保
持し、時代の先端を行くファッション業界にありつつもビジ
ネスモデルは変わらない。2020東京オリンピック・パラリン
ピックの今、事業を継続するか廃業するかの瀬戸際に立つ
ファッション業界のビジネスモデルを学ぶことは、中小企業
診断士として他の業界の企業を支援する上でも文句なしに役
立つことをお約束します。

連絡幹事　小櫃博

経営革新ＰＭ養成マスターコース

マスターコースをリニューアル！
経営革新ＰＭを養成します
　東京オリンピック＆パラリンピック開催の今年、本コースも
リニューアルします。「経営革新」に加え、「経営力向上」や
「特例承継」などの知識や申請ツールを事例演習などで習
得し、実践的なプロジェクトマネジメント力や読む・聴く・書
く・話すスキルをワークショップなどで学習します。即実践・
収入につながる副業ツールとしても活用でき、実務ポイント
も獲得可能です。実際の企業と計画申請プロジェクトを編成
し、ゴールまで伴走する実践的なコースです。
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代表幹事　相原戦太郎

国際会計と財務戦略マスターコース

「持続的経営のための会計」をテーマに
コンサルティング能力の向上をめざす
　厳しい経営環境にある企業に対し、経営を強化し企業存続
を図ることを目的に、「持続的経営のための会計」を当コース
のテーマとしています。企業診断（ポイント付与）と講義を一
体化し、企業幹部と企業課題について共に考え、実践コンサ
ルティング能力を磨きます。世の中は変化・進化しています。
それに乗り遅れないように「会計他世の中の最新知識」、「自
ら考え調査し提案するプロセス」をスキルとして身に付け、社
長に信頼される診断士をめざします。

代表者　鳥海孝

マスターコース「経営革新のコンサルティング・アプローチ」

　昨年、運営母体BCNGは20周年を迎えました。本コース
の受講理由に「経営全般の知識を体系的に学べる」との声も
多く、「基礎編」～経営戦略、IT、マーケティング、顧客・店舗
管理、リードタイム・在庫管理、原価管理、組織・人材と「応用
編」～事業再生、新規事業、事業承継、国際化の構成に、
ファシリテーション、プレゼンテーション等スキルアップ講座
も用意。３つの研究会活動や大学の「現代ビジネス講座」運
営等 “参加の精神”を大切にしています。

20周年を越えて、楽しく刺激しあえる
「診断士活動のベースキャンプ！」

代表者　大野敏夫、事務局　和氣俊郎

プロ講師養成講座

プロ講師・コンサルタントになるための
ノウハウを伝授！
　当講座は、プロの研修講師、コンサルタントとして活躍す
るための心構えから、実践ノウハウまでを学べる場です。前
半は基本となる管理者研修をマスターします。プロとして必
要な話し方、研修技法について懇切丁寧な指導が受けられ、
ノウハウの詰まったすぐに使える200枚の研修資料を提供し
ます。後半では受講生各自が、自分のビジネスにつながるオ
ンリーワンの研修プログラム開発に取り組みます。当講座の
卒業生は19年間で241名、各分野で活躍中です。

代表　住田俊二

「夢をカナエル」プロコン養成マスターコース

診断士の広い活動分野を見渡せます
　当マスターコースは、診断士の広い活動分野を見渡せるの
が最大の特徴です。当コースの卒業生をはじめとする、多彩
な分野で活躍中の独立診断士の先輩が、月替わりで登壇し、
１年間学べば、自分の独立の方向性を定めることができます。
また、ビジネス誌編集者への執筆企画プレゼンや、大手研修
会社マネジャーのお話など、当コースならではの企画もあり
ます。なお今までに卒業生は100名を超え、その約6割が独
立して各方面で活躍中です。

事務局長　小野田直人

稼げる！プロコン育成塾

基本スキルを網羅的に学べる
「稼げる！プロコン育成塾」（通称：稼プロ！）
　稼プロ！は今年で20期を向かえます。コンサルタントの基
本スキル「診る・書く・話す・聴く」と、プロコンとしての心構え
「誠意・熱意・創意」（三意と呼んでいます）」を身に着ける
ことを重視し、19年間カリキュラムに工夫を重ねてきました。
①基本スキルが体系的に学べる。②先輩達のロールモデルを
参考にできる、③200名を超すOBネットワークが得られるな
ど、独立を目指す方、企業内診断士で複業を行ないたい人に
も最適な定番ＭＣです。

事務局　兼子俊江

女性のビジネス支援マスターコース（略称WBS）

女性起業家支援は社会の要請～
“支援できる専門家”が求められています
 「女性の起業家」のビジネス支援分野で特に強みを発揮する専門家
の養成を目的とします。男女は問いません。女性起業家支援は社会
の要請であり、中小企業診断士ならではの領域ですが、女性に固有
の意識や就業面への理解や対応、３次産業分野でのノウハウ不足が
目立ちます。本コースでは、第一線で活躍する支援専門家、女性起業
家等を講師に迎え、実践的で直ぐに役立つノウハウを学びます。女性
の活躍を応援したい方、専門領域を拡げたい方におすすめです。

代表　今宿博史

ファッションビジネス・リデザイン支援マスターコース

「現場力」による実戦提案の醍醐味！
　対象企業は、1964年東京オリンピック時の古い体質を保
持し、時代の先端を行くファッション業界にありつつもビジ
ネスモデルは変わらない。2020東京オリンピック・パラリン
ピックの今、事業を継続するか廃業するかの瀬戸際に立つ
ファッション業界のビジネスモデルを学ぶことは、中小企業
診断士として他の業界の企業を支援する上でも文句なしに役
立つことをお約束します。

連絡幹事　小櫃博

経営革新ＰＭ養成マスターコース

マスターコースをリニューアル！
経営革新ＰＭを養成します
　東京オリンピック＆パラリンピック開催の今年、本コースも
リニューアルします。「経営革新」に加え、「経営力向上」や
「特例承継」などの知識や申請ツールを事例演習などで習
得し、実践的なプロジェクトマネジメント力や読む・聴く・書
く・話すスキルをワークショップなどで学習します。即実践・
収入につながる副業ツールとしても活用でき、実務ポイント
も獲得可能です。実際の企業と計画申請プロジェクトを編成
し、ゴールまで伴走する実践的なコースです。

代表　清水康雄

アグリビジネス経営支援研究会

農業法人の実践的経営支援、
そのための診断手法の研究等
　現在わが国では農業を新たな成長産業と位置付けて、株
式会社等の農業法人を５万社にする目標を掲げ、様々な支援
策を打ち出しています。これを受けて一般企業の農業参入、
農業での起業など、様々な形で企業経営ノウハウを導入した
農業展開が行われています。当研究会はこの動きを捉えて農
業法人の実践的経営支援に取り組むマスターコースです。
2020年は「農業法人経営診断マニュアル」の策定に取り組
み、さらにスキルアップを目指しています。

代表幹事（塾長）寺嶋直史

経営コンサルタント養成塾

今年は経営コンサルタントの
実務スキルを身につける年に
　今日本の中小企業は、「事業承継」が深刻な問題になっており、中
小企業診断士の間でも事業承継が注目されています。ただし、事業
承継の主要な手続きは税理士の役割であり、診断士に求められる
役割は、事業の問題を解決し、事業や業務のしくみを再構築すると
いう、いわゆる「事業再生」の業務です。2020年は是非、当塾で事
業再生、経営コンサルの実践スキルを習得してください。そして一緒
に、中小企業の経営を支援するネットワークを築き上げましょう。

塾長　青木公司

売れる！人気プロ研修講師・コンサルタント養成講座マスターコース

売れる！稼げる！ためのメソッドを実践的に学ぶ！
売れプロに来たれ！
　過去8年で203名が卒塾の最大級の超人気プロコン塾。
売れる研修講師・プロコンを目指し、成功者の特性およびメ
ソッドの習得を図ります。塾長はNHKマサカメTVに出演！年
間203日全国講師登壇！115日コンサル、大手企業の事業・人
事・業務・労働組合コンサル、中小企業顧問コンサル、講師養
成講座講師、二次合格率48%の診断士講座二次合格スー
パー本気道場塾長、東京都中小企業診断士協会理事・事業
開発部長の青木公司が塾長として登壇しています！

事務局長　遠藤孔仁

企業内診断士次世代リーダー養成マスターコース

マネジメントを学ぶ唯一の
企業内診断士向けマスターコース
　企業内診断士が実践的なマネジメントを学ぶマスターコー
スで、今年第6期生を迎えます。経営者の経験に裏打ちされた
講師陣による講義と実践的なケーススタディをとおして、組織
を動かすリーダーのあるべき姿、行動と成長を促すマネジメン
トのあり方を、経営者の視点から追体験することで、普遍的な
マネジメントスタイルを身につけます。卒業生には、役員や部
長、課長に昇格した方も多数おり、企業を離れた個人の成長と
ネットワークの場を提供しています。

幹事　土田喬志

みんなのプロコン塾　略称：『みんプロ塾』

活躍する診断士の王道スキルを身につけよう！
　診断士として身につけるべきコンサルタント能力を磨き、
社会で活躍できる診断士を養成します。そのノウハウの元は
八木塾長が考案した「テオリアメソッド」であり、メソッドの
一部を2019年の診断協会シンポジウム第3部で論文発表し
最優秀賞に輝きました。6月～10月は座学、11月～3月は実
際のコンサルティング実務（実務従事ポイント有り）となりま
す。また、卒塾生のみが所属できる「合同会社みんプロ」を設
立しており、卒塾後も活躍の場があります。

コースリーダー　佐々木文安

マスターコース事業承継支援専門家養成講座

新たな段階を迎える中小企業の事業承継
　現在、中小企業の約66％が後継者不在という状況にあり、
政府としても危機感を深め、2019年12月に「第三者承継支
援総合パッケージ」を発表しました。この中には、事業引継ぎ
や後継者育成支援も盛り込まれており、中小企業診断士が
果たす役割が重要になってきます。
　中小企業の事業承継は、「自社株式・事業用資産」と「経
営」の両面から取り組む必要がありますが、当講座では専門
的知識とスキルが身につくようカリキュラムを組んでいます。

連絡幹事　川原茂樹

東京プレゼン塾

300人の大勢を前にして、
惹きつける「プレゼン」が出来るようになる！
　診断士としてクライアントの心を動かし、納得の報酬を得るには、
話す力が欠かせません。でも、どうすればいいのか？　プレゼンは
才能ではありません。テクニックで決まります。『東京プレゼン
塾』では再現性にこだわり、誰がやっても上手くいくやり方をお伝
えします。そして、仲間と一緒に楽しく練習できる場を用意してい
ます。ぜひ体験会にご参加ください。関心のある人は、Facebook
『東京プレゼン塾』で検索してください。お待ちしております！
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スプリングフォーラム

支部カンファレンス
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秋	大	会

支部まつり
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事務所開き

セミナーイベント
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支部大会

支部交流合宿
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