平成 13年 3月 31日

第

7号

[平成■2年度活動特集I
今年度 は、「世紀」の変わ リロという節 目を挟みなが ら終了 し、 まもな く新 しい年度 を
迎えよ うとして います。初めての事業を含めて、様 々な活 動 を展開 して来 た この 1年 間を、
スナ ップ とともに振 り返 ります。

平成 12年 5月 27日

(土 )ア ルバー トホテル秋 田を会場 に、

支部会員 16名 の 出席 のもと、『平成 12年 度通常総会』 が開催
され ました。
本間支部長 の 開会挨拶、新入会員 の紹介 に続 いて議事 に入
り、「平成 H年 度事業報告及 び 収支決算」「平成 12年 度事業
計画 及 び 収支 予算」 がそれぞ れ満 場 一 致 で可 決 され、 平成

12年 度 の活動が本格的 にスター トしま した。

今年度 の理事会は計 3回 開催 され ました。

<第

1回 >12年 4月 29日 (於 ;ア ルバー トホテル秋田)
*平 成 12年 度通常総会 へ の上程議案 の審議 外

<第 2回 >12年 6月 10日 (於 ;み ず ほ苑)
*「 まちなか商業ル ネサ ンス調査検討委員会」 に
係 る委員 の推薦 に関す る件

<第 3回 >12年 9月 30日 〜 10月 1日

外
(於

;花 葉館 )

*支 部研修 の開催 に関す る件
*支 部広報事業実施計画 の策定 に関す る件 外
この うち第 3回 理事会 は、登録更新研修終 了 に伴 う
実行委員 の慰労会 も兼ねて、初 めて泊 ま りがけで実施
しま した。会 議終 了後、 ゆっ くりと温泉 に入 り、時間
を気 にせず心 行 くまで理 事相 互 の懇親 を深 める ことが
できました。
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昨年度か らの継続事業 として 「調査 。研究事業」 を実施 し
ました。 今年度 は協会本部 へ 予算 申請 を行 い、年度 内 の報告
書完成 を 目指 して、12年 4月 の第 9回 に始 ま り、13年 1月 の
第 21回 まで10カ 月間に13回 を数 えま した。
最終段階 の原稿取 りまとめ・ 校正作業はかな リハー ドなス
ケ ジュール にな りま したが、1月 下旬 に完成、 関係各方面 ヘ
報告書 を発送 して、 当支部初 の 「調査 ・研究事業」 を完遂す
る ことができま した。 委員 の皆様、休 日返上 での活動、本 当
にお 疲れ さまで した。
完成 した報告書 に関す る照会が寄せ られ るな ど、 相応 の反応 もあ りました し、 新 聞紙 上で も取 り上げ られ まし
た。ただ し中には 「中小企業診断協会 って何 ?」 とい う照会 もあ.る な ど、 まだ まだ認知度が低 い ことを思 い知 ら
され る場面 もあ りま した。 今後 とも定期的 に このよ うな事業 を実施す る ことで、 支部会員 の レベ ル ア ップ と協会
の PRに 努 めて行 きた い ものです。

12年 6月 〜 8月 に計 3回 開催 しました。 今年度 のテ ーマ と
講師 をどうす るかが最大 の課題 で した。
昨年度は初 めての単独 開催 ということで、 試行錯誤状態 で
したが、 今年 は委員 の皆様 もだいぶ 要領が飲み込 めたせ いか、
話 し合 いはスムー ズ に進み ま した。
支部会員か ら出されたアンケー トに基 づいて、 テ ーマ と講
師 を絞 り込 み、講 師 との交渉担 当者 を決 めて 出演交渉 を し、
カ リキュラムを決定 して行 きました。候補に上った講師 の方 々
に、 依頼 を快諾 していただいた ことも、 順調 に進んだ 一 因で
した。

12年 9月 22日

(金 )秋 田 ビュー ホテル を会場 に 「ベ ンチ ャー プ ラザ秋 田 2000」

(主 催

;(財 )あ

きた産業振興機

構)が 開催 され ました。 当支部では、昨年 に 引き続 き無料経営相談 コー ナ ー を設置 し、 本間支部長 に相談員 をお
願 い しま した。 また今 年 は 「専門家 によるア ドバ イス コー ナ ー を充実 させ る」 という主催者側か らの委嘱 を受け
て、 支部か らは販路 開拓 を佐藤幸治会 員、経営戦略 。資金支援 を高橋 彦会員がそれぞれ コー ナ ー を担 当 し、個別
相談 を受け付 けま した。
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‐

彗
12年 9月 9日 〜 10日 の 2日 間 にわたって、みず ほ苑 を会場に開催 しました。 今年は昨年 の反省 もあって、ちょっ
と広 めの会 議室 を準備 し、 余裕 をもって受講できる環境 にしました。単独 開催 も 2回 日、順調 に終 了できました。
「秋 田 県内の産学官連携の現状 と課題」
9ノ 9 「経営革新の推進」
「中小企業の現状 と施策」
「構造変革期 ￨こ お けるサ ー ビス業の基本的な役割」
9/10 「中小流通業の業態開発」
「消費者意識 と購買行動の変化 に即応 した経営戦略」

【
秋 田県 高 度 技 術 研 究 所

大 内所 長 】
専門的な研究分野を分か りやす く解説 していただき、
新技術開発にかける意気込み伝わって来 る講義でした。
とくに産学官連携 の重要性 について語 られました。

秋 田 県高度技術研究所

所長

一弘 先生

大内

∽あきたこまち生産者協会 代表 涌井

徹 先生

吉田
小濱

仁志 先 生
岱治 先生

東北通商産業局 中小企業課長
小濱事務所
所長

∽長濱
∽いなにわ

代表取締役専務 長濱規加子 先生
代表取締役社長 熊井 春美 先生

【
l■ lあ きた こ ま ち生 産 者 協 会
涌 井代 表】
「
これまでの実体験をも とに 農業」 のあるべ き姿に
ついて語 られ、常 に時代 の一歩先 を歩 もうとする前向
きな姿勢が印象に残 りました。

【
小濱事務所 小濱所長】

【
東北通産局中小企業課 吉田課長】
政策理念 の 転換 によ る新 しい 中小企 業施策 の 内容 な
ど、 診 断 士 に 関わ る 各種制度 。政策 の 中 で、 と くに留

中小企業診断士 試験 。更新制度 の改正 に伴 う、診断
士の レベ ル ア ップ の必要性 のほか、サー ビス 業 に対す

意す べ き点 につ いて 詳細 にお 話 い ただ き ま した。

る コ ンサルテ ィング手法 を ご講義 いただきました。

l■ l長 濱
【
長濱専務】
創業期から現在までの足跡を振り返 りながら、亡父
の残した教訓を忘れず、着実に前進を続ける姿勢は、
会員アンケー トでも高く評価 されました。
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【
l■ lい な にわ
熊井社 長】
して、
創業か ら多店舗展開へ の経緯、
支部会員 を代表
そ の間の失敗談や苦労話をご披露 され、 ときに笑 いを
誘 いなが ら、経営 の核心 について触れた講義で した。

平成 12年 11月 25日

(土 )み ず ほ苑 にて 「支部研 修会」

を開催 しました。
仰 アキ タネ ッ トの 田中勉専務 には、「イ ンターネ ッ トビ
ジネスの現状 と課題」 と題 して、急速 に進展す る IT革 命
について ご講演 いただきま した。
また、 廣嶋法律事務所 の佐藤牧男事務長 には 「最近 の倒
産事故 の特徴 と民事再生法」 と題 して、 破産や民事再生法、
貸金業者 の動向な どについて、 ご講演 いただきました。

平成 13年 2月 3日 (土 )み ず ほ苑 にて、『工 業所有
権 セ ミナー 』 を開催 し、「企 業戦 略 と して の、 特許、
特許情報 ・特許権 の活用」 について、 弁理 士 の熊谷先
生 にご説明 いただきました。
ベ ンチ ャー ビジネスヘ の注 目が集 まる昨今、 特許 に
関す る知識は必要不可欠になってお り、大変タイム リー
なセ ミナー とな りま した。
またセ ミナー終 了後、調査 。研究事業報告書 の完成
と発刊を記念 して祝賀会を行 いました。1年 以上に渡 つ
て この事業 に取 り組んで来た委員 の皆様か ら、苦 労話
や裏話が披露 され、 終始な ごやかなム ー ドで初事業 の
完成 をお祝 い しま した。

′随 争′

裏面は恰好 の ノー トで もあった。 もののない時代 に育
ち、 ものを大切 にす る精神が培われた。
中小企業診断士 の資格 で、 時折 5S講 師 を務 めるこ
とが ある。我が家 の整理 ・ 整頓 を棚上げ して の講 師、

『整 理・ 整 頓 と私』
(財 )あ

言行不一致 で良心 の呵責を感 じる。夢想だにしてなかっ
た欧米並み の繁栄、豊かな時代 となった。 時が経 つ と、

きた産 業振興機構

専 Fヨ 調査員 亀

谷

資料、雑誌、本が多 くなる。 不急 の資料、雑誌類はや っ

責

と捨 て る ことが出来 るよ うにな った。 しか し何故 か、
単行本は捨 て られないでいる。 現役時代は安全環境衛

(財 )あ

きた産業振興機構 に非常勤 として 勤 めている。

生 の委員長 も勤 めたのに、 狭 い我が家 では、 単行本は

県 内 の企業 を訪問す る機会 にも恵 まれて い る。企 業 の

す で に一 覧性な く、 検索 もできない、ダ ンボール 詰 め

業績 と 5Sは 今 で も私は正相関 と思 っている。 現今 の

が何個 もとなる。

IS09000、 14000、
企業、 しのぎを削 る大競争 の 中で も、

TPMと 認証取得 にいそが しい。 これ らのベ ース もま
た 5Sで ある。
終戦 の時、 国民学校 5年 生であった。 もののない貧

最近

超 "の 字が付 く、整理技術や捨て る技術 な ど

の本が出回 つている。 読 んでな るほ どと一応は納得す
るものの、 貧乏時代 に育 った悲 しい性 で、 我が家 の本
類 の整理 。整頓は未実施である。21世 紀大変革 の時代

乏な時代 に育 った。 また軍国主義か ら教科書に墨 を塗っ
た世代で民主主義 へ と、子 供心 にも思想 。価値観 の大

到来 の 前 に、 またテ ンポの速 い ドッグイヤ ー 時代 に、

転換 を経験 した。 高校生 の 頃は、新 聞 のチ ラシ広告 の

せ るところまで至 りた い ものである。
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要 るもの と要 らないものの仕分 け、要 るものが 直 ぐ出

『公 職選挙制度 の怪』

所

長

漸藤

工 藤経 営診 断事
工

出来な い と困惑す るであろう。そ の結果、選挙民 と沢
山握手 した とか選挙民 にネクタイ を くれた とかが 決め
手 で当選 したな どという馬鹿げた話 になる。
国民は握手 の上手な政治家 を求めているのではな く、

日
完禾
蒙

国 の命運 を託す にふ さわ しい政治家 を求めて い るので
ある。小中選挙区制度 の問題 ではないような気がする。
Ⅲ.笑 えな い選挙の実態

I.制 度改正の不可解
相 当以前の ことだが、小生が選挙権 を得て投票 した
ときは所謂 「中選挙 区制」 であった。
そ の後 「小選挙 区制」 である。制度改正 の要因は概

事実 上 選挙戦 は終わ って いる とい うのが 常識 らしい。

ね次 のよ うな ものだ った と記憶 して いる。

い るわ けである。何処で どう戦 つたのだろ うか。場所

選挙 カ ーで 候補者 の 名前 を連呼 しは じめた ときは、
つ ま り選挙公示 日以前 の期間 に、 選挙戦は戦 い終 えて

(1)中 選挙 区では 同 じ政党 の複数候補者が戦 うこと

は分か らないが、地 方議員や 一部 の利益 団体 の役員諸

にな り、政 策論争 ではな く選挙民 に対す るサー ビ

公が活躍 した ことだ ろう。 このへ んの曖味 さ と胡散臭

ス合戦 とな り、
選挙民の本当の意志が反映されなかっ

さが、金権 と汚職腐敗 の温床であろう。

た。

大方 の選挙民 の知 らない ところで選挙戦が戦われ て

0)中 選挙 区では選挙 に金がかか り、 政治 に絡んだ
汚職 の温床 にな りやす い。

は判 断す る充分な時間を与 えて いるはずだ とい うのは

中選挙 区では複数政党が乱立 し、 常 に政権基盤

(助

いた ことになる。選挙公示期 間があるか ら、選挙民 に

が弱体 化 している。

建前 で、 時間は与え られているか もしれないが、 判断
材料は与え られていないに等 しい。

に)中 選挙 区では与野党 の政権交替が困難で、 二 大

選挙事務所 に朝夕ただ飯 を食 うために集 まる人数 の

政党制が育 ちに くい。或 いは二 大政党が育ちに く

多寡が、候補者 の人気 のバ ロメー ター だか ら資金がか

く、 政権交替が難 しい。

かる。真 の民意 をくみ取 るどころか、 逆宣伝 を恐れて

さて、 比例併用制であるが小選挙 区制が実施 されて、

茶菓接待 に神経 をす り減 らし、 当選 した暁 には事務所

中選挙 区制 の弊害が少 しで も解消 されているのだろ う
か。 改正 の どさくさで 「政党助成金」だけは確保 され

でただ飯 を食 った連 中を逆恨み しなが ら赤 いジュ ウタ

た。その結果政治資金が透 明 になったか といえば、 む

ではな く、 まともな 民意 を くみ取 るシステム になって

しろ不透明度が増 したような気がす る。

いな いだけである。

何故小選挙 区制が中選挙 区制 よ りも優れているとい
うのか、全 く理解 で きない。一 般 の選挙民は どうだろ

Ⅳ.市 1度 の改 革

うか。

ンを踏み、わが国 の民意が低 いと嘆 く。 民意が低 いの

だか ら現在のシステムは全面的に改める必要がある。
例 えば、 選挙期間中に立候補者が一 堂 に会 して、テ

Ⅱ.現 行制度 へ の不満

レビ討論会 で 政見および公約 を披涯す る という形がほ

民主主義 の要諦は民意 の反映 に こそ あると思われ る

しい。テ レビ討 論会 は公 開中継 とし、 法律 によ りNH

が、 民意が反映 され るか否かは小選挙 区制か 中選挙 区

Kの 教育チ ャンネルを使用す ることな どが考 え られる。

制か ではな く、 選挙 の運営如何 にあるのではないか。

この よ うなチ ャ ンネル 使用 には 国民 の理解が得 られ る

我 々選挙民は、小選挙 区制であれ 中選挙 区制 であれ 選
挙 期 間中に立候補者が宣伝車 に乗 つて 「名前 の連呼」

はず だ。

に終始 しているか らには、 投票 のための判断をす る術

質疑応答 させる。討論会は選挙期間中連 日、政策 のテー

がない。 考 えてみれば、 これ ほ ど選挙民 を馬 鹿 にした

マ を定めて行 えば いい。例 えば初 日は 「教育問題」 二

話 もない。

日目は 「税制問題」次は 「防衛 問題」等 々、 選挙民 に

立 候補者 の名前 を聞 いただけで投票 の判断が出来 る

討論会場 には選挙 人 の 中か ら傍聴希望者 をつ の り、

関心 の強 いテ ーマ を討論 しなければな らない。

人が いる とすれば、 よほどの超能力者か或 いは精神 異

人工衛星が地球 を飛びか う時代 に、 選挙 カーで候補

常者 としか 思えな い。我 々 は立候補者 の ポスターの写

者名 を大声でがな りたてる光景な ど、 まさに滑稽以外

真 と選挙公報 と何分か のテ レビ政権 放送 とマ イ ク の名

の何 もので もない。

前連呼で判 断 しな ければな らない。 あ とは真偽 と りま
ぜ た噂が頼 りである。

テ レビ討論会形 式 の メ リッ トとして、次 のよ うな点
が考 え られ る。

真面 目な国民 であれば、 これ だけでは正 しい判断は
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(1)立 候補者 は、 選挙事務所か ら討論会場 まで の交

通 費以外選 挙 費用 が掛 か らな い か ら、選 挙 に金 が
掛 か るな どと心 配 しな くてす む。

0)選 挙 民 に とって は、 候 補者 の 人柄、識見、 公 約
な どを確 か め る上 で、 よ り具体 的 な判 断材料 とな

テ レビ討論会形式 こそが最善だ とも思えな いが、少
な くとも現在 の制度 に比 較 した ら、民意 を最大限 に反
映す る という意 味で 比 べ ものにな らな いほ ど優 れて い
るはずである。
これ までの議論は、民意 の反映 ではな く国会議員 の

る。

0)ビ デオ録画 をす ることによ り、 多忙 な選挙民 に

当選事情 とい う視点 にとらわれす ぎて いた。 当然 の こ

とって も選択 の幅が広 がる。
に)討 論会 の議論 に耐え られな いよ うな、不勉強で

となが ら選挙制度は国民 のため の ものであ り、選挙制

無能な立候補者 の排除 に繋が る。

(D

選挙民 の 中で も、 とくに政治 に対す る無関心層
が若年層 に多 い といわれて いるが、パ ソ コ ン世代

度 であるか ぎ り民意が反映す るか否かが問題 で、それ
以外 の 問題は取 るに足 らないのである。
議員は民意 を反映 した政策 を練 る ことによ り当選す
べ きであ り、制度 をい じる ことで 当選 を画策 してはな
らな いのだが、現状は比例 区併用制 な どと、落選 して

の関心 を呼び戻す効果が期待で きる。

6)選 挙期間中、テ レビ視聴者か らの電話や ファ ッ

も当選できるという不思議な制度 となって いる。民意

クスは選挙管理委員会が管理 し、 各候補者 との調

と関係 な く当選 できる ことになれば 民主主義は崩壊す

整 をすれば いい。

る。

各候補者はテ レビ視聴者か らの電話や ファックス に

今 のよ うな状況では、政治 に対す る無関心層が増え

手間暇 を要す るが、ただ飯 を食 う連 中 に忙殺 され るよ

ているいわれ るが、無関心層が増 えれば増えるほ ど国

りはるか に有意義 であろう。

民 の健全性 を証 明 して いるよ うな気が してな らな い。

V.政 策 こそが 要諦

ご同慶 の至 りか。

嗜
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幸 い、 現 時点 で は トラブル もな く計画 どお りで、 次
のよ うに進行 して い る。

有限会社

①推進体制 の整備。

アイム

代表取糸
帝役 本寸 上

②品質管理 の現状調査。

明

③規格 の理解。
早 いもので、経営 コ ンサル タン トとして産声 を上げ
て 1年 半が過 ぎ去 った。不安 と希望 の脱サ ラで あった
が、予想 どお り厳 しい環境 である。 しか し、 自ら決意
したのだか ら、 自 らを勇気 づ けて 進む以外 にない。
そんな状況 のなかではあるが、 顧客企業 の 中で IS
Oの 認証取得 を 目指す企業があ る。私 の 「 ISO認 証

④ 品質 マニ ュアルの整備。
⑤規定 。手順書・ 基準 の整備。
これか ら12月 になれば、 内部品質監 査 員研修 を行 い、
実際 の 内部監査 を実施す る。 年明けか らは、 いよいよ
システム の運用 をはか りなが ら、 マニ ュアルな どの文

取得 につ いて」 とい う講演 を聴 いて もらった縁で相談

書 と実際 の状況 の整合性 を取 る。そ して、品質管理 シ
ステム の構築 と改善プ ロセ ス を実現 して、8月 に審査

を受 けた のが発端 である。

に合格 できる と思 っています。

ISOの いずれ

顧客企業は、従業員 100人 規模 の精密機械器具製造

かを取得 したいとのことであったが、客先の希望が 「品

業 であるが、 皆 さん真面 目で 最初 の管理職勉強会か ら

当初、取 引先か らの要求があ るので

質 の安定」 である ことや、設計部 門があ るので

‑9001を

ISO

1年 かけて取得す るので 指導 して くれ と

くれ るよ うになって、私 も手 ごたえを感 じて い ます。

な り、お引き受 け して 9月 か らスター トした。

ひ とつ だけ残念な のは、 この企業が県 内企業 でない

認証指導 にあたって 自分 に与えた課題は、
①

ISO‑9001の

緊張感 が伝わ つてきて、逆 に リラックス していただ く
のに気 を使 い ました。最近は挨拶 な どに笑顔 で応 えて

認証は難 しい と思われな いよ

とい う ことです。県 内企業 に費用負担 をあま りか けな
いで 、実際役立 つ 品質管理 システムの指導がで きる 日

うに指導す る。
②教え るのではな く、パー トナ ー としてよ く話 を聴

を楽 しみ に、 夜は感謝 に臥 し、 朝 は希望 に起 きた い も
のです。

いて提案す る。
③現場 を尊重 して、 文書 もできる限 り増や さない。
④事前 に計画 を周知 させ、予定通 り認証 を取得す る。
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(注 〉 この原 稿 は、平成 12年 11月 にいただ いた ものです :

石

井

亮

太

加賀谷

①工鉱業・商業
②昭和10年 9月 18日 (65才 )

①商業
②昭和38年 7月 24日 (37才 )
③〒0100918 秋田市泉南1‑11‑10
④ l日 (018‑823‑5745) n咀 (018‑888‑3640)
⑤ islryo@d8.dion.ne」 p

③ 〒 0100012

秋 田市南 通 みそ の 町 4‑14

④ B(018‑835‑7404)
⑤ kagasho@sage.ocn.Jp

⑥合名会社 加賀正 代表社員
⑦〒0100001 秋田市中通 1‑3‑24

⑥秋 田朝 日放 送株 式会 社 営 業 局営 業部

⑦ 〒0100941 秋田市川尻町大川反233‑209
⑧ 富 (018‑866‑5111)

③ B(018‑835‑6621)

⑬ 【自己紹介】
「テ レビ局 に勤め る人 間が中小企業診断士 の資格 ?」

L蝋 (018‑835‑6625)

⑨販売促進 (一 極集 中型人 口分布地域 にお ける)、
高齢者 の活用

まず 最初 にどなた もそ う思われ るのではないで しょ

⑩社会保険労務士

うか。で も動 機 は単純です。

①音楽鑑賞 (民 謡か らクラ ッシ ックまで)

一言 で いえば、 自分は営業だか ら初めて会 う顧客
との会話 のキ ッカケ にな るだろ う、 ち ょっ と変 わ っ
たヤッだ ということで覚 えて もらいやす いか も、 と

つ

次

俊

⑫ 『のんき、 こん き、や るき
『軽 く、楽 しく、一 心 に

!』

!』

⑬ 【自己紹介】

い った ところです。 (も ちろんそ の 背景 には、 顧客
へ の提案 スキルが 向上す るだろ うとい った考 え もあ

め、 協会 のお仕事 にお役 に立てそ うもなかったので、

りましたが。)

退会 させていただきました。

過去 に貴会 に入会 いた しましたが、 業務多忙 の た

しか し試験勉強 をすればす るほ ど、そ の難 しさに

この度、広 い立場で 自分 の商売 を見直 してみた い

は頭 を悩 まされ ました。 特 に、「中対」 (受 験生用語

とい う思 いにと らわれ、 再入会 させていただきまし

〜 中小企業施策対策 の略 です)に ついて は、 今思 い

た。

出すだ けで もゾ ッ とします。3次 試験 の半月 に及ぶ
実習で会社 を休 む際 には、「この忙 しい時 に、 何 で

ご指導、 ご教示 のほどよ ろしくお願 いいた します。

TV局 の社員が診断士試験で休 まなければ な らんの
か」 といった、 冷ややかな 目で見 られた こともあ り

り気味の新入会員 ですが、少 しで も中小企 業診断士
の知名度 ア ップ の為、頑張 りたい と思 い ます。何 卒
ご指導 の程、宜 しくお願 い 申 し上げ ます。
llyま
、
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鼈心辟

そ うい った こともあ り、未だ受験生気分が少 々残

膨不 虚

不予能

ま した。

鶴ノ

冨

野

忠

雄

樋

①工鉱業
②昭和18年 5月 16日 (57才 )
③ 〒 0100831

口 清

行

①工鉱業
②昭和26年 2月 17日 (50才 )
③〒01を 1201 仙北郡田沢湖町生保内字浮世坂114

秋 田市旭 川清澄 町 8‑5

④ 電,(018‑835‑6548)

④ 電F(0187‑43‑1354)

⑤ tominO@bic― akita.or.jp

⑥仰東北芝浦電子

⑥秋田県産業経済労働部産業経済政策課(金 融班)主 幹
⑦〒0100951 秋田市山王 4‑1‑1
③ 8(018‑860‑2216) F岨 (018‑860‑3868)

⑦ 〒0141201 仙北郡田沢湖町生保内字下高野58‑66

⑨

特 に定めた研究テ ーマ は ござい ませんが、長 く行
政サイ ドで診断指導 に携 わった ことか ら地域振興策、

③ 8(0187‑46‑2888) DⅨ (0187‑46‑2999)
⑨ 「経営行動学、意志決定論等」
「原始仏教」
「道元禅」

内部監査機関 で公 営企業や公益法人 の監査 に携わ っ

⑩ 中学・ 高等学校教員免許

た ことか ら公益法人会計特有 の処理 を踏 まえた三セ
ク等 の業績評価、従業員教育 のツール としての創造

①趣味 :写 真、オ ーデ ィオ、 山歩 き
特技 :写 真、英会話

性 開発技法 に、 現在は関心があ ります。

⑫ 『知足』

⑫ 『志あ りや、恒 あ りや、 識 あ りや』

自己紹介】
⑬ 【
昭和 61年 に商 工 会連合会 を退職 し、 僧籍 に入 り、

⑬ 【
自己紹介】
オイル シ ョック に揺れ て い た昭和 48年 4月 、 当

永平寺 での修行 を経て、秋 田市 内 の大寺か ら山形の

時 の産業労働部経営指導課 に転勤 し、 以降平成 9年

寺 に籍 を置 き、僻地 の 中学 で教員生活 をし、実父 の

3月 迄 24年 間行 政サ イ ド

大病 を機 に今 の会社 に勤務 中で す。

(旧 経 営 指導 セ ンター )

での診断指導 に従事致 してお りました。 この 間、協

診断士 の活動は長 い問休眠状態 とな り、 特化す る

会所属 の先輩諸兄 には、大 変 なお 世話 にな りました

テ ーマ を模索す る 中、実 力 の涵養 と洗練 された情報

ことに深 く感謝 いた してお ります。

の切なるを感 じ、 また本間先生の懇切なる三顧 の礼

そ の後 、監査委員事務局監査第 2課 に転勤 した も
のの、 担 当内容は企業局 。病院事業 の監査 (財 務監

に応 じ、入会 を決意 いた しま した。
私 の 関心 は元 々、経済活 動 を行 う経営者 の心理、

査 に経営面 の視点 を加 える ことが 期待 されていたよ

意志決定 の プ ロセス、倫理観そ の背景 にある宗教観

うです。)及 び三セ ク の監査 (マ ー ケテ ィ ング も含

な どにあ り、 西欧 の契約思想 に基づ く経営手法 に、

む経営評価 の視点 の導入が期待 されていたようです。)

どこか 片付か ない不信感 を抱 き続 けている時 、仏教

がメイ ンで した。本 年度 か ら産業経済政策課で金融

思想が足元 にあった ことに気 づ きま した。

を担 当致 してお りますが、相変わ らず個別企業 の財
務諸表 を呪 んでお ります。 (尤 も私 に限 らず、行政

実際 に宗門 に身を置 き体解 した もので、人 を教化
す る ことは浅学非才 の 身 には荷 の重 い ことで す が、

サイ ドで 診断指導 を担 当 した 者 のそ の後 の定番 の姿

私 の観点か ら何 を提言できるか、修証 してみたい と

のよ うですが !)

思 って い ます。

それな らば徹 して しまえ lと い う訳では ございま
せんが、 視野 の拡大、 スキル ア ップ のためにも、先
輩諸兄 の砦 に馳 せ 参 じた次第 で ございます。今後 と
もよろ しくお 願 い 申 し上げ ます。

豪雪 に見舞われた年でしたが、ようやく春 の足音が聞 こえて来ました。第 7号 をお届けいたします。
今年度 の トビ ックスは 「調査・研究事業」 の完成でしょうか。支部 として形に残る事業 として初めてものです。 2
月の出版記念祝賀会で委員の皆様一人一人が感想を述べていましたが、苦労 した甲斐があったと思 います。
新入会員も着実 に増えていますので、新世紀か らは更に充実した支部活動を展開して行きましょう。
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(佐 瀬

記)

