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はやぶさ 第１９５号   ２０１６年０７月２９日(金） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

★イノベーションの時代（変態脱皮の時）の「人生に五計あり」★ 

 

著者：（株）I&C・HosBiz センター 

                 Ｃａｐ平本 靖夫 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

第１９５号を発信します。２０１６年０７月２９日(金） 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

【タイトル】★イノベーションの時代（変態脱皮の時）の「人生に五計あり」★ 

 

                         ９回シリーズ：その８ 

 

著者：（株）I&C・HosBiz センター 

                 Captain 平本 靖夫・・・74 歳（1941年生まれ） 

 

第 8 回  私の存在理念と実現したきこと  

「世のため・人のため」を実現。「中堅・中小企業“かかりつけ医”ネットワーク＝MSDN」 

 

  今回は、私のライフワークとして取組んでおります、「世のため・人のため」の中小企業の 

経営支援活動の実現方法について述べたいと思います。                    

「死計」への取組みとして、SMDN を次世代へ受け継いでいくことを目指しております 

ので、多くの同志の方々の賛同者のご支援を得てやり遂げる決意であります。 

実現できなければ何故に私は「生まれ・生き・存在したのか」が、消えてしまうからです。

つまりムダな人生であったのなるからであります。 

 

＊身計・老計等にあって、中小企業や地域のために４５１０（仕事）を一緒にやりたい方 

との出逢いを待ち望んでおります。「この指とまれ！」活動に移りますので・・・・ 

 

   http://www.hosbiz.net/bosyuu.html 

 

  参議院選も終わり、アベノミクスへの評価は立場の視点により別れたようですが皆様は 

いかがですか？ 日本のグランドデザイン（GD）は見えていませんね。 

南シナ海の国際法と中国の今後の展開。フランス・ニースのテロ。トルコのクデーター 

事件。北朝鮮のミサイル攻勢・・・・・ブラジルオリンピックへの不安感等、混沌は拡大 

しているようです。 

http://www.hosbiz.net/bosyuu.html
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  イギリスの EU 離脱の可決から、世界経済特に金融は不安感が増しております。 

  日本は、円高・株安でアベノミクスの効果はそぎ落とされて、デフレトレンドに逆戻り 

の気配です。日本は、格差社会の進行、老後破産懸念、介護問題、子供の貧困化、 

放射能線量問題、天変地異等で、未来に展望が持てない人々が増えて来ています。 

  月末は都知事選挙。その結果も影響が出る可能性を含んでいると観じております。 

 

  Hosbizの存在理念である『中小企業で働く人々や、経営者が幸せでなければ、私たちは 

「世のため・人のため」になれない』の実現から遠のき始めたと危機感を観じています。 

  イノベーションの時代において、今までの成功法則や知見では「世のため・人のため」の 

経営支援はできないと認識して、実現するための“しくみ”をクリエートしたのが、 

「中堅・中小企業“かかりつけ医”ネットワーク＝MSDN」です。 

  これから、皆さんと共により実現できる“しくみ”に育てさせていただきますので、 

ご支援をよろしくお願いします。  

ビジネスモデル発表交流会は、11 月 18 日に開催しますので会員の方には別途ご案内申し 

上げますので、よろしくお願いします。 

   

◆「税理士との協業・ノウハウ提供を通じて小規模企業への支援を行う」で持続化補助金の 

採択をいただきましたので、HPの再構築やチラシ等を開発して皆様によりお役に立つように 

いたします。 

 11 月 18 日にはご披露させていただきますますので、是非ご臨席ください。 

  

１、中小企業とを取巻く経営環境 

 

 ＊小規模企業、中小企業が持続して地域に貢献しなければ、生活の安心・安全も、景気の 

回復も、雇用の維持も地域の活性化も実現は出来ません。そのことは共有した認識と 

なっており、国も行政も多大なエネルギーを投下して取組んでいるが、効果はほとんど 

出ていないのはデータとして表れています。 

  その原因は、小規模企業の現場の実態を知らない、専門家や行政マンがミスマッチの経営 

支援を行っているのが、大きな要素と、45 年の体験から観じています。 

  「進化・発展・持続」をキーワードとして、理念経営を共有する中小企業経営者と士業 

連携が参画して、中小企業・小規模企業の育成を支援することを通して、参加社が

WinWin になることを目的とします。 

   

・我が国の小規模事業者は、企業数にして約 330 万社（86・5％）従業者数で 1192 万人 

（25・8％）を占めており、地域経済の好循環が全国津々浦々まで実現していくため 

には、その活力を最大限に発揮させることが必要不可欠との認識のもとに、2016 年の 

通常国会において「小規模企業活性化法」が成立しました。 

更に中小企業基本法の基本理念にのっとりつつ、小規模企業に焦点を当て、「小規模企業 

活性化法」を更に一歩進める観点から、第１８６回通常国会において「小規模基本法」 
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及び「小規模企業支援法」が成立しました。 

 

・行政の支援策として、商工会議所、商工会の経営支援の強化が図られていますが、経営 

指導員の絶対数に対して、前述の小規模事業者数が多数である等の問題があるため、 

人口減少、高齢化、海外との競争激化、地域経済の低迷といった構造変化等の経営課題 

を十分解決するのは難しいのが実情です。小規模企業の究極の経営課題は、顧客数の 

拡大つまり売上増大策に行きつきますので、その点を強力に支援するしくみ”が求め 

られていると考察しており、その“しくみ”を構築し運営するのが「中堅・中小企業 

“かかりつけ医”ネットワーク」＝MSDN であります。 

 

・デジタルデバイスは、更に拡大してサプライチエーンに適応できない企業は、淘汰されて 

消えてしまうハイリスクな状況が生まれています。中小企業数が減少しているのに、 

そこで働く人は減っていないことに現れています。 

 ICT は更に進化を続けて、社会基盤にも多きな変革をもたらすでしょう。 

 ICT に対応するには、高度のインテリジェンスとコスト負担力が必要であり、中小企業 

では適応できないのが実態であります。その対策として、インフラ・維持管理・ 

レポート・ライブラリー等のシェアリングをして、時代の先端レベルを維持して「進化・ 

発展・持続」を実現する。 

 この実現の“しくみ”が「クラウド型 MSDN」であります。 

 

＊SMDN のキーワード・・・・構成メンバーの理念 

１）「進化・発展・持続」を求めるイノベーション志向の経営者の使命観で運用（同志の 

連帯） 

２）コミュニケーションとチーム力で環境に適応し、創造する情熱を持つ 

3）シェアリングにより経営資源のローコスト利活用に抵抗感を持たない 

  

この理念にもとづき「中堅・中小企業“かかりつけ医”ネットワーク＝MSDN」を構築 

運用して、 会員企業の「進化・発展・持続」を実現いたします。 

 

２、小規模事業者がかかえる経営課題や困りごと 

小規模事業者支援には、日常的に以下のような問題があることが、税理士や他の士業との 

コラボで知りました。 

  １）税理士も顧客に対する企業支援が十分に行き届かない。 

   税理士の顧客先である顧客の多くは、やはり小規模事業者です。多くの税理士は、職員を

抱え、その職員が担当会社を支援しています。 

   毎月の職員による巡回が行われても、経営指導ができるレベルにはなく対応が不十分で 

経営者の満足度は低いままです。この点は、税理士自身も自覚しており、対策を講じて 

いる税理士もいますが、少数であります。 

   税理士の先生がすべての顧客に時間が取れるわけでもなく、すべての税理士の先生が 
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コンサルティング能力が高いわけでもない、という状況で、小規模企業経営者の 

ニーズは満たせていません。 

 

  ２）小規模事業者自身が忙しくて、公的支援機関まで出向いて相談する時間がとれない 

   身近な民間・公的支援機関の専門家には相談せずに、同業の知人や家族・社内の人間に 

相談しているのが実情です。（小さな企業・未來会議・・H24・３・2 参照） 

   小規模事業者は、仕事で忙しく、どうしても必要な場合のみ公的支援機関に出向く傾向が 

あります。（資金調達相談に来るが、経営相談にはこない） 

   ☆例えば、奥様が経理担当の場合 

・疑問・不安を感じたことを気軽に相談したいと思っても、出かける時間がない。 

 窓口の相談時間帯が昼間のため、相談する時間が割けない。 

     ・あまりに簡単なことの相談で、先生に相談してもいいのだろうか、等々で口に 

出せない。 

 

３）小規模事業者は、コンサルティング料を支払う能力が低いので支援側の顧客対象とはな

らないため、相談する機会が持てない 

士業の間でもマーケットとしての認識度が低く、継続的な経営支援を受ける機会が 

少ない。 

    ミラサポなど国の制度ができていますが、経営の専門家である中小企業診断士などを 

顧問で雇えるのはごく少数です。公的支援機関を通しての専門家派遣の支援では、 

報酬の都合上、専門家の支援は、一時的な支援になってしまい十分な効果が出で 

いませんし、むしろ専門家に対する評価を下げてもいるのです。 

   

４）私達は、「社会をよりよくする最善の方法の１つが経済活動つまり“ビジネス”で 

ある」という信念にもとづき、社会をよりよくする小規模企業には成長する力があり、 

その力を発揮させる道を開き、持続発展を実現し、地域の活性化や雇用の創出が実現 

することに支援していくことを、職業的な倫理と使命観として、当事業の推進をして 

まいりました。 

そのような理念を共有する中小企業経営者や専門家とともに、必要なタイミングで、 

空き時間帯でも、必要な専門知識を、小規模企業にローコストで利活用できる 

“しくみ”を開発していきます。このような“しくみ”は他に例がありません。 

そこに、この時代における先達としての役割もあると認識しております。 

その“しくみ”が「中堅・中小企業“かかりつけ医”ネットワーク＝MSDN」なの 

です。 

 

＊身計・老計等にあって、中小企業や地域のために４５１０（仕事）を一緒にやりたい方 

との出逢いを待ち望んでおります。「この指とまれ！」活動に移りますので・・・・ 

 

http://www.hosbiz.net/bosyuu.html 

http://www.hosbiz.net/bosyuu.html
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次回は、最終回ですので、まとめを兼ねて 

「命の連携・方々と先祖と同朋への感謝と次世代に伝えたき事」を述べさせていただきます。 

 

ご質問、ご意見のある方は、以下のメールアドレスでお願いします。 

 

   happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ セミナーのご案内 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◆会計事務所向け： 

 

第４回「会計事務所経営 セミナー」のお知らせ 

顧問先の収益力・成長力を高めて 顧問料 UPを実現！ 
  経営支援家とコラボして、新規税務顧問先を開拓する！ 
 

・日時 2016 年 0８月０５日（金） 14：30～1７：00 

・場所 ＪＲ京浜東北線、地下鉄南北線 王子駅 北とぴあ （９01 号室） 

・参加費 １,000 円（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ手引書、教材付） 

 

 ご案内は、以下のＵＲＬを参照ください。 

（CTRL キーを押しながら左クリック） 

 

   http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_98.pdf 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆会計事務所向け： 

 

「会計事務所経営 セミナー」：第５回以降のお知らせ 

 

・場所 （5 回）ＪＲ京浜東北線、地下鉄南北線 王子駅 北とぴあ または 

    （6,7,8 回）東京メトロ 日比谷線/茅場町/５番出口 中団連（全国中小企業会館 ４F） 

・参加費 １,000 円（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ手引書、教材付） 

 

 ご案内は、後日掲載します。１１，１２月の開催日が変更になっています。 

 

１）第５回：2016 年 0９月０９日（金） 14：30～17：00 北とぴあ（ＪＲ王子） 

２）第６回：2016 年１０月０７日（金） 14：30～17：00 中団連会議室（茅場町） 

３）第７回：2016 年１１月１０日（木） 14：30～17：00 中団連会議室（茅場町） 

４）第８回：2016 年１２月０６日（火） 14：30～17：00 中団連会議室（茅場町） 

 

mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_98.pdf
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

「かかりつけ医インターン養成講座 説明会」のお知らせ（参加 無料） 

 この養成講座は、６回コースで９／２７、１０／１１、１１／１８、２２、 

１２／１３。いづれも火曜日の１０：００～１６：００で開催します。 

開催場所は日比谷線 茅場町駅 歩１分（一社）日本中小企業団体連盟 会議室。 

  

以下の日程で説明会を開催しますので、ご関心のある方はぜひ参加ください。 

 

開催場所 ＪＲ山手線、地下鉄南北線 駒込駅 （株）I&C・HosBiz センター 

     第３回のみ：ＪＲ京浜東北線、地下鉄南北線 王子駅 北とぴあ９０１ 

 

１）第３回：2016 年 0８月０５日（金） 1６：２0～１６：５０ 北とぴあ９０１ 

２）第４回：2016 年 0８月２３日（金） 1８：30～２０：００  

３）第５回：2016 年 0９月０２日（金） 1８：30～２０：００  

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◆第５１回以降の「トライアルゲーム」◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

 日程が決まりましたのでお知らせします。 

  

１）第５１回  ８月１９日（金） 1３:０0～1８：０0  

 ２）第５２回  ９月２４日（土） 1３:０0～1８：０0 

 ３）第５３回 １０月２２日（土） 1３:０0～1８：０0 

 ４）第５４回 １１月２６日（土） 1３:０0～1８：０0 

 

開催場所「経営特訓道場」 

JR 駒込駅南口 徒歩 6分 

東京メトロ南北線駒込駅 1 番出口 徒歩 5分 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◆経営特訓士資格認定講座◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

次回以降の認定講座は、以下の通り決まりました。 

 

１）１０月１４日（金）、１５日（土） 10：00～18：30 

 

開催場所「経営特訓道場」 

JR 駒込駅南口 徒歩6 分 

東京メトロ南北線駒込駅 1 番出口 徒歩 5 分 

 

◆経営特訓士インストラクター資格認定講座◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
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次回以降のインストラクター認定講座は、以下の通り決まりました。 

 

１） ８月２０日（土） 10：00～18：30 

２）１１月１１日（金） 10：00～18：30 

 

開催場所 「経営特訓道場」 

JR 駒込駅南口 徒歩6 分 

東京メトロ南北線駒込駅 1 番出口 徒歩 5 分 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆◆はやぶさ 3 周年・感謝キャンペーン◆◆◆◆◆◆◆ 

  お蔭さまにて 3 周年・皆様のご愛読に感謝いたしております。 

 

マイナンバンー元年のお年玉 ★手引書・無料プレゼントのご案内★ 

  本年 1 月 1 日より、マイナンバー制度の運用が始まりました。 

  皆様、現場に展開しておりますか？ 

  ご愛読者の皆様への感謝としまして。「無料」で進呈します。 

 

     手順通りやれば誰にでもできる 

マイナンバー制度導入運用手引書 定価：1000円＊無料進呈     

  

＜目次＞ 

１）推進体制と責任者を決める 

      ２）従業員に説明するとともに、協力を依頼する 

      ３）税理士や社会保険労務士等への業務委託 

      ４）個人事業主取引先のリストアップとマイナンバー提供依頼 

      ５）安全管理措置の実施・・・・・始業／終業点検の実行 

      ６）保管管理の実施や廃棄等のルール化 

      ７）2016年に実施する課題の準備をする（現法令の場合） 

      ８）付表 MyNa 問診シート 

 

   ＊お申込みは下記のメールアドレス宛に、  

「お名前、社名、所属部署、〒・住所（必須）、URL（ある場合）」を 

ご記入の上、メールしてください。 

 

     happy@keiei-tokkunshi.jp  

   

◆クロネコ DM 便でお送りします◆ 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆経営相談は 

mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
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     http://hosbiz.net/pdf/20150527_02.pdf 

 

を開き、「問診シート」をプリントして、必要事項をご記入のうえ、FAX ください。 

 

    FAX ： ０３－５８３２－９４０４ 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

一般社団法人 経営特訓士協会（略称：ＫＴＧＡ） 

   URL http://keiei-tokkunshi.jp/?mail 

    

アドレス：happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

発行責任者： 理事長 平本 靖夫、  編集長：石川 昌平 

 

配信解除ＵＲＬ：配信停止をご希望の際は、以下のアドレスをクリックしてください。 

 

 https://1lejend.com/stepmail/delf.php?no=300444 

 

http://hosbiz.net/pdf/20150527_02.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/?mail
mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
https://1lejend.com/stepmail/delf.php?no=300444

