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伊藤 亜有夢 （イトウ アユム）    昭和５１年１２月２６日生 

〒４８７－００２５ 愛知県春日井市出川町五丁目１８番地３１ 

ＴＥＬ ０９０－４７９３－７４０６ 

Ｅ－ｍａｉｌ a-ito@itomc.com 

（勤務先） 

イトウ経営支援事務所 

ＴＥＬ ０９０－４７９３－７４０６  ＦＡＸ ０２０－４６６８－５７７４ 

Ｅ－ｍａｉｌ a-ito@itomc.com 

（資格） 

  中小企業診断士（登録番号 ４１２６９８） 

   認定支援機関 

   IT コーディネータ 

   一級販売士 

   品質マネジメントシステム 

（主な経歴） 

中京大学法学部法律学科 卒業 

中京大学大学院 ビジネス・イノベーション研究科 卒業 

東濃信用金庫 入庫 営業店勤務 

㈱アンスコ（金属製品製造業）勤務 経営企画部勤務 

2015 年イトウ経営支援事務所 開業 

岐阜県中央会、岐阜県商工会連合会、中小機構、愛知県よろず支援等にて、補助金

支援、事業承継支援 

（専門分野・関心のある分野） 

事業計画策定、事業再生、資金繰り改善、事業承継、業務改善、ＩＳＯ 等 

（主な実績） 経営診断・講演・著書・論文等 

2016 年 愛知県信用保証協会 経営診断事業 ２件 

2017 年          〃       ３件 

2018 年          〃       ２件 

2019 年          〃       ２件 

その他民間再生事業            １０件  

（一言ＰＲ） 

商工会議所等公的機関での経営窓口相談の傍ら、愛知県信用保証協会等の経営診断事

業等を受託した実績があります。 

近年では、事業承継やＩＳＯ関連に力を入れています。 

 



井戸 三兼  （いど みかね）      

  〒５０９－０３０５   加茂郡川辺町西栃井５４８－１ 
  ＴＥＬ ０９０－７９１７－９７８９   ＦＡＸ ０５７４－４９－９０８２ 
  Ｅ－ｍａｉｌ  m-ido@friend.ocn.ne.jp 
（資格） 
  中小企業診断士（登録番号 ２１０９３９） 
  宅地建物取引主任者（登録番号［岐］００２３２５） 
（主な経歴） 
  後藤公認会計士事務所 
  株式会社 カク仲 
  有限会社ニューライフ企画  
（一言ＰＲ） 企業も生きもの、日頃から健康（経営）診断を。 
 



 

 

 大塚 教晃  （おおつか みちあき）     

 

 〒５００－８３８９  岐阜市本荘３４５６－８１ 県美術館北 

  携帯 ０９０－２１８５－００５３ 

  Ｅ－ｍａｉｌ m.otsuka654@gifu-syarousi.or.jp 

（勤務先） 

 株式会社 東海アソシア 代表取締役、大塚社会保険労務士事務所 所長 

  ＴＥＬ ０５８－２７４－５０２７  ＦＡＸ ０５８－２１６－２１２９ 

  ホームページ http://www.otsuka-sr.com 

（資 格） 

  認定支援機関、中小企業診断士、特定社会保険労務士、 

健康経営エキスパートアドバイザー、ＲＳＴトレーナー（安全教育者資格）、 

医療労務コンサルタント、行政書士（試験合格） 

（専門分野・関心のある分野） 

  経営企画（経営改善計画、経営診断、再生支援、事業承継） 

  労務管理（就業規則、賃金・人事評価制度、労働社会保険、安全衛生教育） 

（外部活動） 

  岐阜県中小企業診断士協会 理事 

  岐阜市指定管理者選定委員会・評価委員会 委員 

  社会福祉法人長良福祉会 監事、民間企業の経営顧問 

達目洞自然の会（絶滅危惧種ヒメコウホネの保全活動） 

（一言ＰＲ） 

  企業の問題・課題は千差万別です。課題を企業主と一緒に見つけ、解決方法を共に 

考え、経営改善の実行を「伴走支援」することを大切にしています。 



大野 実雄 （おおの じつお）      

 
（勤務先） 
  オオノ経営労務事務所 所長   アプロ・コンサルティングネット 代表 
  （株）クリエイトセンター 代表取締役 
  携帯 ０９０－８８６０－６２３２ 
  Ｅ－ｍａｉｌ  oono-0514@sf.commufa.jp 
（資格） 
  中小企業診断士（登録番号 ２０８２８３） 
  社会保険労務士・行政書士・第一種情報処理技術者・１級販売士・キャリアカウンセラー 
（主な経歴） 
  グリコ株式会社（食品メーカー） 
  株式会社ジェコム日本経営（経営コンサルタント） 
  アプロ・コンサルティングネット（コンサルタント・ファーム） 
（専門分野・関心のある分野） 
  人事労務諸制度構築、管理者実践研修、管理・間接部門効率化、営業力強化、営業生産性向上、 
  経営（事業）計画・戦略策定、物流改善、戦略的マーケティング、ビジネスモデル構築 
  商店街・商店活性化、モラール（やる気）アップ研修、コンピテンシーモデル、創業支援 
（主な実績） 経営診断・講演・著書・論文等 
  ①経営診断  中小企業での経営支援、中小企業大学校、顧問先企業での経営支援 
         各種商工業協同組合支援、商店街活性化支援、商工会議所、商工会 
  ②講演・セミナー 
    愛知県、岐阜県 「経営革新」「人事考課と賃金設計」「コンピテンシーモデル構築」 
            「いい仕事がしたい」「いい商いがしたい」「人事システムづくり」 
    企  業    「経営者研修」「労務管理」「マーケティング」「人事考課者訓練」 
    金融機関    「固定観念を壊す経営革新」「業務付加価値向上」「顧客満足から顧客感動」 
            「組織力とコスト競争力」「間接部門の生産性向上」「やる気を高める」 
  ③著書・論文 
   「人のやる気を高めるリーダーシップ」「水に観るマネジメント」「人が動く・動かない管理」 
   「売れるように売れば必ず売れる」「人事考課者訓練の手引き」「管理者のこころ」 
   「管理者をゼロにするマネジメント」「勝つ企業」  （日刊工業新聞社、ＩＮＧ出版 他） 
（一言ＰＲ） ・外部環境「変化」には企業内の「変化」しかない。・知行合一（知ると行うは同じ）。 
       ・経営者（サービス業の経営）と経営コンサルタントの目から実践的支援を行います。 
 



篭橋 正則  （かごはし まさのり）   昭和３２年 ７月１０日生 

  〒５０５－０１２１   岐阜県可児郡御嵩町中７２６番地３ 
  ＴＥＬ ０５７４－６７－６３１６   ＦＡＸ ０５７４－６７－７５５３ 
  Ｅ－ｍａｉｌ mkago@nifty.com 
（勤務先） 
  篭橋経営技術研究所 
  ＴＥＬ ０５７４－６７－６３１６   ＦＡＸ ０５７４－６７－７５５３ 
  Ｅ－ｍａｉｌ mkago@nifty.com  
（資格） 
  中小企業診断士（登録番号 １０６１５４） 
  ＪＲＣＡ登録品質システム主任審査員（Ａ０５２７） 
  公害防止管理者（ダイオキシン類） 
 
（主な経歴） 
 電気部品関係の製造業にて 14 年間勤務 この間、技術部門及び製造部門で技術開発、品質管理、生産管理を担当 
  １９９４年１月 篭橋経営技術研究所 設立 
         － 経営診断、経営管理及び経営体制の整備、強化の指導 
         － ＪＩＳマーク認証制度支援 
         － ISO 9001 の審査登録活動の指導及び維持向上活動の指導 
  １９９４年  ～ 一般財団法人日本規格協会 教育研修部 専任講師  
  １９９５年  ～ 日本規格協会ソリューションズ株式会社 審査登録事業部 嘱託審査員 
 
（専門分野・関心のある分野） 
 ・中小企業の標準化と品質管理、経営体制の整備 
 ・工場管理（生産管理、品質管理、工程管理などの管理技術）活動の支援  
                       
（主な実績） 経営診断・講演・著書・論文等 

①経営診断 
   経営体制の改善指導、経営コンサルティング 
  ②講演・セミナー 

・ 標準化と品質管理の管理責任者研修（日本規格協会） 
・ 社内標準化（日本規格協会） 
・ 日常管理（日本規格協会） 
・ 中小企業の品質マネジメントシステムの構築の方法 

  ③著書・論文 
・ 「生産管理ハンドブック」 1993．3、日刊工業新聞社 
・ 「資材・購買・外注管理実戦マニュアル」 1993．11、日刊工業新聞社 
・ 「ISO9000 取得マニュアル」 1994．11、日刊工業新聞社 
・ 「工程管理」 1995．4、日刊工業新聞社 
・ 「購買部長マニュアル」 1995．6、ＰＨＰ研究所 
・ 「トヨタ生産方式」 1996．12、日刊工業新聞社 
・ 「システムを鍛える品質マニュアル」 2005．2、日本規格協会 
・ 「ISO 9001 現場の困りごと解決事例集」2009 年 10 月、日科技連 
・ 「中小企業の品質マネジメントシステム入門」2013．11  
・ 「中小企業の新品質マネジメントシステムって何？」2016．3  ほか 
・  

（一言ＰＲ） 
 



 

片桐 理恵  （かたぎり りえ）     昭和５２年１１月９日生 

 

（勤務先） 

 株式会社ビッグアーム 

〒５００－８３８５  岐阜県岐阜市下奈良２－５－２０ 

直通：ＴＥＬ ０５０－７１１６－９９４１ ＦＡＸ ０３－６８６２－７５７３ 

Ｅ－ｍａｉｌ  katagiri_r@bigarm.net    

（資格） 

中小企業診断士（登録番号 ４０７３００） 

社会保険労務士（登録番号 ２１０８０００４） 

初級システムアドミニストレータ ／ 日商簿記 1 級 ／ 1 級建設業経理士 

 ／ 年金マスター 

（主な経歴） 

H8.3 岐阜県立岐阜商業高等学校 経理科卒業 

H8.4～H17.3  常盤工業株式会社 経理部にて労務・会計・出納・資金繰等 

H17.12～R2.7 経営コンサルティング会社発足（合同会社Ｖ．Ｔ．Ｇ．副代表） 

H20.1～現在 社会保険労務士事務所開業（H26.1～ りえ社会保険労務士事務所） 

R2.8～現在 株式会社ビッグアーム 取締役 

（専門分野・関心のある分野） 

中小企業における資金繰り、経理実務指導、会計監査、事業承継計画 

Excel ベースでの業務効率化実践指導、リレーション構築 

労務管理、給与計算、労働条件の整備、助成金手続き、年金相談 

（主な実績）  

① 経営診断 

・ 勤務先(一般機械器具製造業)：社内各部門とのシステム連携・部門別生産性算出 

・ 土木建設業：資金繰・経理指導・業務効率化(OJT)・工事台帳ｼｽﾃﾑ設計・給与計算等 

・ 家具製造業：中国子会社(工場)と日本本社(販売)との連結決算・業務効率化(OJT) 

・ 運送業：関連 3 社資金繰・経理指導・業務効率化(OJT)・給与計算等 

・ 上水栓製造業：資金繰・経理労務指導・業務効率化(OJT)・在庫管理ソフト構築・助成金・給

与計算等 

・ 金属加工業：経理指導・生産管理システム構築等 

・ 岐阜県「再生等支援事業」製造業・建設業、「経営診断業務」医療法人 

・ 認定農業者の法人化、マーケティング指導、経営分析等 

・ その他 産業廃棄物処理業者の経営診断報告書作成等 

② 講演・セミナー 岐阜市園芸振興会「ライフログで『見える化』楽農を考えよう！」 

       ソフトピアジャパン ベンチャースクール「雇用と労務リスク管理」 

岐阜県農業経営課「ぎふ農業女性次世代リーダー育成塾」メイン講師(H28～R2 年度) 

（一言ＰＲ） 

ＩＴによる業務効率化を支援します。小規模企業では、お金の管理を経営者親族が行

う事が多く、そのほとんどが女性で、相談においては同性である利点も活せます。 



河村 哲男     （かわむら てつお）    

 
  〒５０３－０６０８   海津市海津町鹿野１１８番地 
  ＴＥＬ ０５８４－５３－０８４８   ＦＡＸ ０５８４－５３－０８４８ 
（勤務先） 
  自宅 河村哲男行政書士事務所 
  ＴＥＬ ０５８４－５３－０８４８   ＦＡＸ ０５８４－５３－０８４８ 
（資格） 
  中小企業診断士（登録番号 １０５１０４） 
  特定行政書士（登録番号 １０２０１７１２） 
（主な経歴） 
  1973年～2008年 岐阜県職員として、商工行政、中小企業経営診断等を担当 

  2008 年～2011 年（財）岐阜県産業経済振興センター職員として、専門家派遣事業、事業可能性

評価事業を担当 
  2011年～     行政書士事務所 (自営) 
（専門分野・関心のある分野） 
  ・企業(組織)の経営管理に関する分野 
  ・持続可能な中小企業経営 
（主な実績） 経営診断・講演・著書・論文等 
 ・中小企業工場団地の計画・建設・運営診断 
 ・一般診断（工場診断、産地診断等） 
 ・近代化促進診断（設備近代化診断等） 
 ・経営改善計画の作成 
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栗本 甲太郎 （クリモト コウタロウ） ■年■月■日生 

〒５０２－０８５４ 岐阜市鷲山向井町２５６２－１ 

ＴＥＬ  ０５８－２３３－２０１１ 

（勤務先） 

税理士法人栗本会計事務所 

〒５０２－０８５４ 岐阜市鷺山向井町２５６２−１ 

ＴＥＬ  ０５８－２３１－８１５１   

Ｅ－ｍａｉｌ ■ 

（資格） 

  ■ 

（主な経歴） 

■ 

（専門分野・関心のある分野） 

■ 

（主な実績） 経営診断・講演・著書・論文等 

■ 

（一言ＰＲ） 

■ 

 



古賀 大助 （こが だいすけ）            昭和３０年２月１５日生 

〒５０４－０８３３   岐阜県各務原市入会町 １－３ 
ＴＥＬ ０５８－３８２－２４４９   ＦＡＸ ０５８－３８２－２４４９ 
Ｅ－ｍａｉｌ odas-k@fd6.so-net.ne.jp 

（勤務先） 
オーダス経営相談室（自営） 
ＴＥＬ ０９０－１０９１－７６７５   ＦＡＸ ０５８－３８２－２４４９ 
Ｅ－ｍａｉｌ odas-k@fd6.so-net.ne.jp 

（資格） 
中小企業診断士（登録番号 １０７８７８） 
第１種放射線取扱主任者（登録番号 １２６３６） 

（主な経歴） 
・ １９８０年：岐阜大学大学院工学研究科修了（化学系） 
・ １９８０年～２０１６年：富士加工株式会社（瑞穂市・紙加工）に勤務。製造・技術・営業・商

品開発部門で実務とマネジメントを経験。 
・ ２０１６年：地元の中小企業の経営改善の支援のため、経営相談室を設置。 

（専門分野・関心のある分野） 
・ ものづくりの支援（品質、コスト、納期の管理のみがき方） 
・ 商品開発の支援（オンリーワンの見つけ方） 
・ ひとづくりの支援（やる気の育て方） 
・ 事業承継の支援（事業承継計画の立て方） 

（主な実績）経営診断・講演・著書・論文等 
・ ２００４年：凸版印刷のパッケージ部門に出向し、共同で商品開発。 
・ ２０１５年：「岐阜県商店街だより」（岐阜県商店街振興組合連合会発行）の取材記事の作成。 
・ ２０１８年～１９年：岐阜県産業経済振興センター・戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン）

管理員。 
・ ２０２０年：ワンストップ経営相談員 

（一言ＰＲ） 
・ 中小企業のメーカーでの３６年間の経験を生かし、ものづくりのお手伝いをします。 
・ 営業経験も長いので、コミュニケーションを重視したひとづくりのお手伝いをします。 
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木次 拓美 （コツギ タクミ）    ■年■月■日生 

 

（勤務先） 

多治見商工会議所 

〒507-8608 岐阜県多治見市新町 1 丁目 23 番地 

ＴＥＬ ０５７２－２５－５０００  ＦＡＸ ０５７２－２２－６１００ 

ＴＥＬ ０８０－５１３９－７１９９ 
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近藤 守邦  （こんどう もりくに）    昭和２０年５月３日生 

 

〒５００－８１１７    岐阜市南殿町１－１２－９０２ 

ＴＥＬ ０９０－８７７４－５２２９ ＦＡＸ ０５８－２１５－１７８４    

 Ｅ－ｍａｉｌ m.kondou0503@comet.ocn.ne.jp  

（勤務先） 

 K・コンサルティングオフィス（自営） 

ＴＥＬ ０９０－８７７４－５２２９ ＦＡＸ ０５８－２１５－１７８４  

Ｅ－ｍａｉｌ m.kondou0503@comet.ocn.ne.jp  

（資格） 

  中小企業診断士（登録番号 ４０２３２２） 

（主な経歴） 

慶応義塾大学工学部卒業 

大手電機メーカーにて、生産・営業・経営企画の実務とマネジメントを経験する。

平成１６年以降、コンサルタント（中小企業診断士）として中小企業の経営改善活

動の支援を行う。 

（専門分野・関心のある分野） 

・経営戦略・経営計画・事業計画の策定支援と実行推進支援 

・経営改善計画の策定支援と計画達成フォロー支援 

・経営管理システム（営業、生産、組織等）の改善支援 

・中核人材の育成支援（目標管理、リーダーシップ、計数管理等） 

（主な実績） 経営診断・講演・著書・論文等 

・経営改善計画策定支援と計画達成実行支援、経営黒字化支援、経営管理力強化支 

援、業務システム改善支援。～１年～３年間の継続的な支援活動 

・経営診断～事業再生診断、高度化事業診断、経営革新計画策定支援、ベンチャー

企業診断、産廃診断等 

・企業研修～目標管理の導入と実行推進支援、リーダーシップ強化研修、経営分析

研修、経営戦略手法活用研修（３Ｃ分析、ＳＷＯＴ分析、ＰＰＭ、ドメイン等） 

・「岐阜県における道の駅と地域振興に関する調査研究報告書」共著 

「岐阜県における中小企業の事業承継に関する調査研究」共著 

（一言ＰＲ） 

企業の現状を正しく分析し、企業が自主・自力で経営課題を解決し経営改善を実践す

るお手伝いをします。 

 

 



 1 

清水 邦由 （しみず くによし）     

 

（勤務先） 

清水邦由社会保険労務士事務所（自営） 

〒５０９－０２５８   可児市若葉台７丁目８０番地 

ＴＥＬ ０９０－９２２８－２５４１   ＦＡＸ ０５７４－６５－５５５６ 

Ｅ－ｍａｉｌ shimizukuni@tg.commufa.jp 

（資格） 

中小企業診断士 （登録番号 ４１３９０２） 
社会保険労務士 （登録番号 ２１１４０００９） 

宅地建物取引士      

行政書士 

（主な経歴） 

愛媛大学 法文学部 法学科 卒業 

中京大学大学院 ビジネス・イノベーション研究科 修了 

職種はいろいろ経験しました。代表的なものでは、 

不動産会社での仲介を主体とする営業 

東海財務局での国有地一般競争入札業務 

工場等製造部門での製造及び人員管理 

美濃加茂年金事務所での年金相談業務 

岐阜県中小企業団体中央会にて、ものづくり補助金コーディネーター 

（専門分野・関心のある分野） 

人員管理等、企業の総務・労働問題に対処できる診断士を目指したい。 

特に岐阜県にも多い外国人に特化することを考えています。 

社会保険労務士資格とシナジーを発揮させながら、トータルコーディネートができ

るコンサル 

（主な実績） 経営診断・講演・著書・論文等 

社会保険労務士として担い手の少ない、年金事務所相談員。 

労働基準監督署における年度更新業務。 

ものづくり補助金のコーディネーター。 

（一言ＰＲ） 

あくせくせず、マイペースで！ 

 



高橋 和宏 （たかはし かずひろ）    昭和３４年 ５月１４日生 

   
（勤務先） 
   高橋和宏税理士事務所 
  〒５００-８８３３ 岐阜市神田町１丁目８番地の５ 協和興業ビル５階 
  ＴＥＬ ０５８－２１３－２５００   ＦＡＸ ０５８－２１３－２５０１ 
  Ｅ－ｍａｉｌ  takahashi@tkkaikei.jp   ＵＲＬ https://www.tkkaikei.jp 
（資格） 
  中小企業診断士（登録番号 ２０９２４３） 
  税理士（登録番号 ５５９０３） 
（主な経歴） 
  昭和５７年３月 神戸大学経営学部 卒業 
  昭和５７年４月 高橋茂税理士事務所 入所 
  平成１５年１０月～平成３０年１１月 税理士法人グッドパートナーズ会計事務所 代表 
  平成３０年１２月 高橋和宏税理士事務所 開業 所長 
（専門分野・関心のある分野） 

財務管理 財務分析、資金管理・資金計画 
経営計画（経営戦略立案、経営改善計画・再生計画等） 
税務全般 

（主な実績） 経営診断・講演・著書・論文等 
 ①経営診断・相談 

  岐阜県中小企業再生支援協議会等の再生支援事案 

  経営診断、経営改善計画、財務デューデリジェンス等 

  その他 一般企業・顧問先企業の財務診断、経営計画、資金計画、新規投資計画など 

②講演・セミナー 

「決算書のしくみ」「財務分析」「キャッシュフロー経営」「損益分岐点分析の活用」等 

財務会計・管理会計などのセミナー 

税務一般のセミナー（法人税、消費税、所得税、相続税など） 

③著書 
私が学んだ「原理原則・現状否定」～誰がやってもうまくいく経営戦略がここにある～ 

（ギャラクシーブックス 2017/5/22） 
（一言ＰＲ） 
  財務・会計を基礎とした診断・指導が得意とします。 
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竹上 将人  （たけがみ まさと）    昭和４５年３月１７日生 

 

（勤務先） 

竹上経営コンサルティングオフィス 

〒４６５－００２５    名古屋市名東区上社２丁目３５番地 

ＴＥＬ ０５２-７２６-５５３０ / ＦＡＸ ０５２-７７５-０５３０ 

Ｅ－ｍａｉｌ info@takegami-consulting.jp 

（資格） 

  中小企業診断士、行政書士、中小企業事業再生マネージャー（ＴＡＭ） 

（主な経歴） 

公営企業にてウェブマーケティングなどの業務を経験後、中小企業支援機関にて中小

企業の経営診断業務を５年経験するとともに BCP 普及啓発業務も行ってきました。平成

２６年４月に竹上経営コンサルティングオフィスとして独立し現在に至ります。 

（専門分野・関心のある分野） 

業種としては小売、飲食、卸売業などの非製造業のほか建設業や印刷業などに強みがあ

ります。テーマとしてはウェブマーケティングや BCP の策定、民事信託を活用した経営

承継・財産承継両面からの事業承継支援を専門としております。 

（主な実績） 経営診断・講演・著書・論文等 

（１）事業再生支援業務 ①経営改善計画策定：印刷業、清掃業、自動車小売業、雑貨

卸売業、ショッピングセンター②経営改善計画の実行支援：印刷業（営業の仕組みづく

りからウェブマーケティング）、ショッピングセンター 

（２）ＢＣＰ策定支援 電磁弁製造業、エレベータ部品製造業、ソフトウェア販売業、

ＬＥＤ製造業、ショッピングセンター、建設資材製造業、自動車整備業他多数 

（３）セミナー ＢＣＰ＆地震シミュレーション訓練（あいち産業振興機構、鳴海商工

会、小原商工会、豊川信金等）小規模事業者持続化補助金セミナー（鳴海商工会）、小さ

な会社のホームページ活用講座（鳴海商工会）マーケティング戦略セミナー（名古屋市） 

経営計画セミナー（鳴海商工会）創業塾（羽島商工会議所） 

（４）公職 岐阜県産業経済振興センターものづくりコーディネーター経営担当（平成

29 年度、）名古屋市ヘルスケア産業参入支援事業 事業コーディネーター（平成 26 年度） 

その他、100 社を超える経営診断業務を行っています。 

（一言ＰＲ） 

岐阜県多治見市出身です。41 歳で結婚するまで岐阜県に住んでいました。現在は名古

屋で開業していますが、故郷に貢献したく岐阜県の仕事を増やしています。 
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谷 真孝  （たに まさたか）    昭和５０年５月２９日生 

 

〒５０１－６２２５    岐阜県羽島市正木町新井７２７－２ 

ＴＥＬ ０５８－３２２－５７６８    

Ｅ－ｍａｉｌ masataka.krm@gmail.com  

（勤務先） 

 （株） 共創 

ＴＥＬ ０９０－２３４１－４８２９ ＦＡＸ ０５８－３２２－５７６８ 

Ｅ－ｍａｉｌ masataka.krm@gmail.com  

（資格） 

  中小企業診断士（登録番号 ４１５６４６） 

（主な経歴） 

愛知工業大学 土木工学科卒業 

住友電設㈱入社 架空送電線工事に関する施工管理技術者として従事 

2005 年中部電気工業（株）代表取締役就任  

Ｍ＆Ａにて債務超過状態の中小企業経営者となり、その後 経営改善を実現 

2010 年（株）ＫＲＭコーポレーション設立 

2016 年 同じ境遇にある中小企業経営者の伴走者となるべく中小企業診断士登録 

2020 年（株）共創 設立 

（専門分野・関心のある分野） 

・経営戦略・事業戦略・事業計画の策定支援と実行推進支援 

・経営改善計画の策定支援と計画達成フォロー支援 

・中核人材の育成支援（目標管理、リーダーシップ、計数管理等） 

・建設業・設備業等 現業を伴う業態に関する経営支援 

・ミャンマーへの中小企業進出支援 

（主な実績） 経営診断・講演・著書・論文等 

・国土交通省 海外進出戦略セミナー 講師（2018 年 6 月～7 月） 

（一言ＰＲ） 

私は、中小企業診断士であるとともに、中小企業の経営者でもあります。多くの失敗

と反省を繰り返して来ましたが、それでもあきらめず、ただ前を向き一歩づつ歩みを進

めてきました。今では関わる仲間がワクワクしながら活動できる組織へと自社を成長さ

せることが出来ました。 

今の貴社にとって、見失ってはいけない本質は何か。経営者の思いを実現するために

何から始めるべきか。私は、自らの経験と失敗から得た経営感によって、実践者しか成

せない本質的なご提案を経営者様と共に生み出していきたいと考えています。 
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道家 睦明 (どうけ むつあき) 昭和 40 年 3 月 21 日生 

〒501-6065 岐阜県羽島郡笠松町門間 534 番地 株式会社道家経営・法務事務所 

TEL.090-3569-3539/058-388-8122 FAX.058-388-8127 E-Mail mutsuaki@dohke.net 

（勤務先） 株式会社道家経営・法務事務所 [代表取締役]  http://www.dohke.net 

（資格） 中小企業診断士、行政書士、宅地建物取引士、知的財産アナリスト、事業継続管理者 

（主な経歴） 慶応義塾大学商学部卒業、大手広告会社の社内教育部門およびマーケティング

企画部門にて、各種マーケティング計画の立案実施や新事業計画等の立案実施等を担当。

2012 年 4 月中小企業診断士登録、2012 年 7 月独立開業。2014 年 4 月株式会社道家経営・

法務事務所設立。代表取締役就任。 

(主な公職等) 岐阜市都市ブランド創出会議委員(2004 年度)、岐阜県都市政策懇談会委員

(2006 年度)、岐阜市広報アドバイザー(2006 年度)、岐阜県経済産業振興センター登録アドバイ

ザー、岐阜県商工会連合会専門家(エキスパート)、岐阜商工会議所専門家(エキスパート)(2012

年度～)、独立行政法人中小企業基盤整備機構 中部本部 地域支援ネットコーディネーター

(2013 年度～2018 年度)、「ミラサポ」専門家(2013 年度～)、岐阜県プッシュ型事業承継ブロック

コーディネーター(2018 年度～)、独立行政法人中小企業基盤整備機構 中部本部 企業支援

チーフアドバイザー(2019 年度～)等。 

（専門分野・関心のある分野） 

1. マーケティング、販路開拓、販促・イベント 

2. 新規事業、創業支援 

3. 知財活用・マッチング関連、新商品開発 

4. まちづくり、まちの活性化 

5. システムデザイン、デジタル・コンテンツ 

6. 人材育成 

（主な実績）  

(1)経営診断・支援  

(a)課題別 新製品・新規事業支援、支援策・補助金活用支援、マーケティング・販促・販路拡大

支援、まちづくり支援、デジタル関連支援、知財関連支援、企業ビジョン開発支援、経営計画立

案・実施支援、社内意識改革支援、事業承継支援、創業支援、他多数。 

(b)業種別 農林漁業、建設業、製造業、エネルギー関連業、情報通信業、運輸業、卸売業、小

売業、保険業、不動産業、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、学習支援業、福

祉関連業など多数。 

(2)講演セミナー 経営計画立案、マーケティング、販売促進、PR 活動、地域ブランド他、多数 

（一言ＰＲ） 

「新」がつく事業者の方々の活動を、フルでバックアップさせていただきます。新製品、新サー

ビス、新事業、新会社、新領域、経営革新、意識革新、新制度、など、新しいことをはじめるとき

には、一言お声がけください。 

 



遠山 征憲  (とおやま ゆきのり)    

 
(勤務先)  
 遠山経営支援事務所 
 ＴＥＬ ０５７３－２５－５０８１     ＦＡＸ ０５７３－２５－５０８１ 
  Ｅ－ｍａｉｌ    tohyama@sbmc.enat.jp 
(専門分野・関心のある分野) 
卸小売業、サービス業、製造業、建設業等の経営診断、経営再生診断 
農業経営診断、林業経営診断 
産業廃棄物取扱い許可申請、更新申請に関わる経営診断 
経営幹部・管理職のマネジメント研修、問題解決研修 

(主な実績) 診断・講演・著書・論文及び委嘱等 
岐阜県県産材流通に関する経営診断、岐阜県信用保証協会経営診断・経営改善計画作成支援、

岐阜県高度化診断、岐阜県企業再生診断・経営改善計画作成支援。 

ぎふアグリチャレンジ支援センターの農業経営診断 

産業廃棄物収集運搬・中間処理業の新規参入・許可更新時の経営診断 
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豊増 さくら（とよます さくら）    

 

（勤務先） 

トヨマス・マネジメント オフィス  

（資格） 

  中小企業診断士（登録番号 ４０５６８０） 

  （一社）日本アンガーマネジメント協会 ファシリテーター 

（主な経歴） 

大学卒業後(株)クリエート（現(株)ＣＤＧ）勤務 

〈企業向け販売促進支援〉 

大手ハンバーガーチェーン等を担当し、企業向け販売促進支援を行う 

〈ＢtoＢサイト（自社サイト）構築・運営担当〉 

企画開発部とEビジネス部を兼任し、企業向けにオリジナルの販促物を販売する自社サイト

の構築、運営を行う 

H２０年 トヨマス・マネジメントオフィス 設立 

R２年 株式会社masumasu舎 設立 

（専門分野・関心のある分野） 

販促・マーケティング支援 

商品開発 

公的資金活用支援  

（主な実績） 経営診断・講演・著書・論文等 

<コンサルティング活動> 

・美容院：マーケティング戦略立案、販売促進支援 

・食品メーカー：新商品販売戦略立案、新商品コンセプト・デザイン作成支援 

・塗料メーカー：知的資産経営報告書作成支援 など 

<著書> 

 女性のための起業の教科書（日本実業出版社） など 

<講演会・経営塾> 

・岡崎商工会議所等[女性のための起業塾] 

・投資育成株式会社[女性管理職のためのアンガーマネジメント] 

・会計事務所等[補助金活用セミナー] 

・岐阜県工業会 [知的資産経営とは]  など 

〈公職〉 

・ミラサポ登録専門家  など 

（一言ＰＲ） 

 企業の現状を正しく分析し、企業の知的資産（強み）活かして経営改善を実践するお手伝

いをします。 
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中畑 久美子 （なかはた くみこ）   昭和５９年１２月１９日生 

 

（勤務先） 

社外社員計画株式会社 

ＴＥＬ ０５７７－５７－９１５０ ＦＡＸ ０５７７－５７－９１６０ 

Ｅ－ｍａｉｌ kumiko.nakahata@shagai-shain.com 

  ＵＲＬ https://www.shagaishain-keikaku.com/ 

（資格）  中小企業診断士（登録番号 ４２０３０４） 

（主な経歴） 

２００７年～２０１４年 十六銀行（支店融資業務） 

２０１４年～２０１８年 十六総合研究所 

（経営コンサルティング、調査・研究、研修講師） 

２０１８年～２０２０年 ＨＩＤＡＩＩＹＯ（新規インバウンド事業開発） 

２０２０年～現在    社外社員計画株式会社（経営コンサルティング）代表 

            岐阜県よろずの支援拠点 コーディネーター 

（専門分野・関心のある分野） 

十六銀行では融資業務、十六総合研究所では人事制度構築をはじめとした経営コンサ

ルティングに携わりました。これらの経験を活かした、経営戦略策定・人事制度構築・

財務管理を得意としています。 

（主な実績） 経営診断・講演・著書・論文等 

 経営戦略立案、計画策定 

業種（食品メーカー、自動車部品製造業）、規模（売上高 1 億～30 億円）とも幅

広い中小企業の経営戦略立案（環境分析、戦略立案、課題抽出、解決策提案）や、

経営計画策定に携わる。 

 人事制度構築 

業種（製造業・サービス業）、規模（従業員数 20 名～500 名）ともに幅広い企業に

向けて、等級制度・人事考課制度・賃金制度・能力開発制度が一体となった人事

制度の構築支援に携わる。 

 執筆 

第１３次業種別審査事典〔陶磁器製造業、陶磁器卸売業〕 

（一言ＰＲ） 

経営層・現場の双方とコミュニケーションを図りながら、経営課題を解決していく、

伴走型の支援で、経営をサポートいたします。 
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長屋 宗孝 （ながや むねたか）     昭和４８年１２月４日生 

 

（勤務先） 

株式会社リテックシステムサービス 代表取締役 

ＴＥＬ ０５８－２９５－５０１５ ＦＡＸ ０５８－２９５－５０１６ 

岐阜市萱場南１丁目１５－２２ 

リテック中小企業診断士事務所 

ＴＥＬ ０５８－２０１－１６７７ ＴＥＬ ０９０－３５６０－８５７１ 

岐阜市萱場南１丁目１５－２２ 

Ｅ－ｍａｉｌ nagaya@ritec.ne.jp  ＵＲＬ https://ritec.ne.jp/ 

（資格） 

中小企業診断士（登録番号 ４１９９５４） 

（主な経歴） 

㈱富士ゼロックス岐阜 営業・マネジャーで１９年間勤務 

  営業・マーケティング・人材育成・組織管理に従事 

㈱リテックシステムサービス 代表取締役としてシステム会社経営 

  基幹系受託システム開発を中心とした IT 提案 

リテック中小企業診断士事務所を開設し、コンサル業を開始 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 支援アドバイザー 

（専門分野・関心のある分野） 

IT 戦略  

経営・業務課題への IT 利活用 

（主な実績） 経営診断・講演・著書・論文等 

  多業種民間企業への経営診断と IT 構築 

（一言ＰＲ） 

 IT を中心とした課題解決で、中小企業を支援致します。 

 経営者の気持ちが分かる、経営者に寄添う中小企業診断士を目指しています。 

 

mailto:nagaya@ritec.ne.jp
mailto:nagaya@ritec.ne.jp
https://ritec.ne.jp/
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羽根田 隆弘 （はねだ たかひろ）     昭和５６年４月２１日生 

〒５００－８３８６ 岐阜県岐阜市薮田西１－９－１１ 

ＴＥＬ ０９０－３５６４－４６２４ 

Ｅ－ｍａｉｌ takahiro_haneda@icloud.com 

（勤務先） 

島工業ビジネスサポート株式会社 

ＴＥＬ ０９０－４８５２－１２３４ 

Ｅ－ｍａｉｌ takahiro_haneda@icloud.com 

（資格） 

中小企業診断士（登録番号４０９０６７） 

行政書士（登録番号１８２０１８３０） 

2 級ファイナンシャルプランニング技能士（Ｆ２０３２３０２８５９８） 

（主な経歴） 

名古屋大学法学部卒業。 

㈱十六銀行入行後、本店営業部、六番町支店、稲沢支店、名古屋駅前支店にて法人

融資業務に従事。 

㈱十六総合研究所に出向し、主に愛知県、岐阜県の中小企業向けに各種コンサルテ

ィングやセミナーを実施。 

島工業ビジネスサポート㈱を設立し、代表取締役に就任。 

（専門分野・関心のある分野） 

総合診断・経営計画策定・事業計画策定支援(設備投資計画含む)・資金繰り改善支援

(条件変更支援)・原価管理(在庫管理含む)・社員の意識改革・目標管理制度導入・業

務プロセスの見える化とカイゼン 

（主な実績） 経営診断・講演・著書・論文等 

①経営計画策定支援(個人事業主～年商 10 億円規模の製造業、小売業にて複数の実績

あり。事業承継計画(業務引継計画)も含め対応実績あり。) 

②原価管理(在庫管理含む)機能強化支援(年商 1～70 億円規模の製造業、工事業にて複

数の実績あり。スキーム構築の一環でシステムベンダーと協力し原価管理システム

等の構築実績あり。) 

③店舗マネジメント支援(年商 1～10 億円規模の調剤薬局、ベーカリーにて複数の実績

あり。POS データ分析、店舗内動線分析、ストアコンセプト立案、予実管理スキーム

導入支援等で実績あり。) 

（一言ＰＲ） 

型にはまった支援ではなく、お客さまの経営課題の優先順位のみならず、課題解決のた

めに投入できる経営資源の状況を常に考え、最小限の対策で最大の効果を発揮できるよ

うに心掛けています。 
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藤井 佳代（ふじい かよ）  

  

（連絡先） 

E-mail kayo@office-omusubi.jp  

（資格） 

  中小企業診断士（登録番号 ４１５１０２） 

（主な経歴） 

(株)リクルートを経て(株)博報堂にて、企業の販売・広告宣伝戦略に携わる。メーカー

（ガス機器・飲料）やインフラ会社、百貨店、地方銀行など多岐にわたる企業を担当。

退職後、会計事務所にて、経営改善計画策定支援や販売促進セミナー等を行う。 

2020 年 4 月に企業の広告宣伝・販売促進を支援する「オフィスおむすび」を設立。 

現在「あいちよろず支援拠点コーディネーター」「岐阜県事業承継コーディネーター」を

担当。 

（専門分野・関心のある分野） 

・販売促進・広告宣伝を得意とする。チラシの作り方や SNS の活用法など、具体的な販

促支援ができるのが強み。 

・創業支援を得意としています。女性創業塾などの講師を多数担当。 

（主な実績） 経営診断・講演・著書・論文等 

［セミナー］商工会議所・商工会にて創業者や中小企業経営者に向けた販売促進・SNS・

創業セミナーの実施 

［経営診断］経営改善計画策定支援の実施およびモニタリング（食品会社（従業員規模

190 名）、プラスチック成型会社（従業員規模 20 名）、婚礼・飲食店（従業員規模 20 名）

等） 

［著書］ミラサポ「「売れて伝わる広告の組み立て方」「費用をかけずに始められる！効

果的な広報戦略」幻冬舎 Gold オンライン「顧客の心を動かして購買行動を促す「導線づ

くり」のポイント」 

（一言ＰＲ） 

売上に悩む企業や、販路開拓に取り組みたい企業、創業者の支援を得意としています。

マーケティングや販促・広告ノウハウを生かして、すぐに取り組める具体的な提案を心

がけています。販売促進にお悩みの事業者さんがいらっしゃったらぜひお声掛けくださ

い。 
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藤井 健太郎 （ふじい けんたろう）       昭和４９年５月２７日 

 

（勤務先） 

株式会社 ＡＣＣ 代表取締役 

〒４８１－００４１ 愛知県北名古屋市九之坪天下地１５８ 

ＴＥＬ ０５６８－６５－８１２８   ＦＡＸ ０５６８－６５－８７９８ 

ＴＥＬ ０８０－３１５５－５２５１  

Ｅ－ｍａｉｌ kentaro.fujii@acc-kf.net   ＵＲＬ http://www.acc-kf.net 

（資格） 

中小企業診断士（登録番号 ４１２３３９）、ＭＢＡ（経営学修士） 

ターンアラウンド・マネージャー（金融検定協会認定）、ＡＦＰ（日本ＦＰ協会認定） 

事業承継マネージャー（金融検定協会認定）、損害保険大学課程（日本損害保険協会） 

（主な経歴） 

株式会社アタックス → 東京海上火災保険株式会社 → 保険代理店 →株式会社ＡＣＣ  

（専門分野・関心のある分野） 

マーケティング・営業戦略、BCP・事業継続力強化計画・リスクマネジメント（損保・生

保含む）、財務・管理会計、事業再生・経営改善、事業承継、補助金支援、知的資産経営 

（主な実績） 経営診断・講演・著書・論文等 

①支援実績 

医療・介護業、建設業、製造業、飲食業、小売業、旅館業、卸売業、学校 等 

②講演・セミナー・研修 

「ローカルベンチマークの活用について」（金融機関・支援機関職員向け） 

「ローカルベンチマークを使った経営計画作成セミナー」（経営者向け） 

「事業継続力強化計画とリスクマネジメント」（経営者・後継者向け） 

「財務分析と利益管理・キャッシュフロー管理」（経営者・後継者向け） 

「若手経営者塾（全 5 回）」（後継者向け）・・・他、大学講師等 

③著書・論文等 

『「経営デザインシート」を活用した中期経営計画策定・事業承継支援』（愛知県中

小企業診断士協会 診断あいち 2020 年夏号） 

『事業承継・人材確保のための知的資産経営』（日清経営技術センター NKC レポー

ト 2020 年 4 月号～連載） 

（一言ＰＲ） 

With/After コロナ時代には、①自社の強みを活かして新しい顧客提供価値を創造する

経営デザイン、②感染症や頻発する自然災害等に対する事業継続力の強化、③それらを

実現させるための財務・組織戦略構築が特に必要であり、その支援に力を入れています。 
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馬渕 智幸  （まぶち ともゆき）    昭和５０年４月１８日生 

 

（勤務先） 

馬渕中小企業診断士事務所 （経営革新等支援機関） 

〒５０１－０２３６    岐阜県瑞穂市本田１５７６番地１ 

ＴＥＬ ０８０－５１２８－６５５５ ＦＡＸ ０５８－３２６－３５１０ 

Ｅ－ｍａｉｌ mabuchi_smemc_office@yahoo.co.jp 

（資格） 

中小企業診断士（登録番号 ４１５０３５） 

（主な経歴） 

慶応義塾大学 商学部卒業 

東海学園大学大学院 経営学研究科 経営学修士 

地元金融機関・経営コンサルティング会社・会計事務所を経て、2019 年に独立。 

プッシュ型事業承継支援高度化事業ブロックコーディネーターやぎふしスタートア

ップ相談窓口担当、ＩＮＰＩＴ岐阜県知財総合支援窓口相談対応者として中小企業

の経営支援を行う。 

（専門分野・関心のある分野） 

・創業支援及び事業承継支援（年間 100 件以上の支援を実施） 

・経営改善計画の策定とモニタリング支援 

・人材育成の研修講師（経営戦略、マーケティング、知的資産経営等） 

（主な実績） 経営診断・講演・著書・論文等 

  ・補助金申請支援 採択件数 50 件（ものづくり、持続化、ＩＴ、事業承継 他） 

  ・経営改善計画作成支援事業 支援件数 36 件（早期改善計画含む） 

・経営革新計画・経営力向上計画策定支援 認定数９件 

・創業サポート事業（岐阜県信用保証協会）８件 

・経営診断事業（岐阜県中小企業診断士協会）５件 

・創業セミナー（岐南町商工会・みよし商工会） 

・事業承継セミナー（全国商工会連合会、岐南町・郡上市商工会、岐阜・各務原・

美濃加茂・羽島・神岡商工会議所）他 講演多数 

（一言ＰＲ） 

生まれ育った岐阜県を愛して元気にする気持ちだけは、誰にも負けません。 

地元岐阜県を元気にするために中小企業経営者・小規模事業者と一緒に日々努力し、

成長していきます。 
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水野 輝彦 （みずの てるひこ）    昭和５３年１０月１５日生 

 

（勤務先） 

オフィス・インサイドアウト（自営） 

（株）インサイドアウト（経営） 

ＴＥＬ ０９０－９９１１－７２７４ ＦＡＸ ０５０－３４８８－７６５３ 

Ｅ-mail  mail@office-insideout.biz 

ＵＲＬ  http://office-insideout.biz/ 

（資格）中小企業診断士（登録番号 ４０５１６７）平成１９年１０月登録 

  国家資格キャリアコンサルタント 

（主な経歴） 

立命館大学経済学部卒業 

・約 10 年間東濃信用金庫にて支店営業、本部創業支援、再生支援業務を担当 

  ・平成 23 年 1 月、多治見市にて中小企業診断士として開業 

  ・平成 27 年 10 月法人を設立し研修事業を強化、平成 28 年より瑞浪市に移転 

（専門分野・関心のある分野） 

・金融機関とのリレーションシップ強化に資する支援（計画作成、管理会計導入等） 

・組織活性化支援（ビジョン作成、会議運営支援、ドリームマップの活用等） 

・事業承継コンサルティング（専門家との連携、知的資産経営、後継者教育等） 

・支援機関支援業務（支援機関職員同士の連携構築、セミナー開催等） 

  ・経営者向け、従業員向け、支援者向け各種研修企画、講師 

（主な実績） 経営診断・講演・著書・論文等 

  ・酒販店の店舗改善、マーケティング、売上向上 

  ・製造業企業への管理会計導入による利益管理体制の確立 

  ・卸売業への知的資産経営導入による金融機関との関係性向上（資金調達） 

  ・加工業企業の事業承継支援（後継者、従業員教育、会議企画運営等） その他 

  ・大手企業等従業員向けコミュニケーション、リーダーシップ等研修講師 

  ・経営者向け会計普及セミナー（中小機構）、経営計画作成セミナー等の講師 

  ・商工会議所、商工会専門家、エキスパート登録（派遣多数） 

  ・中小機構中部本部事業承継コーディネーター、同経営支援アドバイザー 

  ・その他、公的支援機関でのアドバイザー、専門家登録多数 

（一言ＰＲ） 

インサイドアウトとは、自ら気づき変わるという意味です。指導ではなく支援、上か

らでなく横から後ろからの目線を大事に「人」にフォーカスした支援を実施している。 
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宮川 健 （みやがわ たける）    昭和５１年 １２月８日生 

〒４４６-００３７ 愛知県安城市相生町１９－１ 

        フレストステージ安城相生７０１ 

ＴＥＬ ０９０－１７５９－８０３３ 

Ｅ－ｍａｉｌ mikatake922@ybb.ne.jp 

（資格） 

  中小企業診断士（登録番号 ４１４９９７） 

  Ｍ＆Ａシニアエキスパート 

（専門分野・関心のある分野） 

知的資産経営 

事業承継・Ｍ＆Ａ 

（主な実績） 経営診断・講演・著書・論文等 

平成２９年２月 「第５回経営改革シンポジウム」で事業承継・Ｍ＆Ａ研究会の 

リーダーとして発表 

        （公益社団法人愛知県診断士中小企業診断士協会 主催） 

平成３０年１１月 「第 1 回知的資産経営サミット in 愛知」を事業性理解・創造 

         研究会の会長として開催 

        （事業性理解・創造研究会 主催） 

平成３１年１月 近代セールス１月１日号に知的資産経営について寄稿 

        （株式会社近代セール社 発行） 

（一言ＰＲ） 

知的資産経営研究会に参加させていただき、会員の方のご紹介により、他県在住なが

ら岐阜県中小企業診断士協会に所属させていただいています。 

郷土の発展と雇用の創出に微力ながらも貢献していきたいと思っています。 
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山下 隆男（やました たかお）         

 

（勤務先） 

ヤマシタビジネスサポート社 

〒５０５－００５２  美濃加茂市加茂野町今泉１５４９番地２３ 

ＴＥＬ ０９０－６５９９－９６８１  ＦＡＸ ０５７４－２５－７５５２ 

Ｅ-mail yamashita-bss@hb.tp1.jp    ＵＲＬ httpｓ://www.yamashita-bss.com 

（資格） 

中小企業診断士（408709）、JGAP 指導員（青果物・穀物）、農林水産省 HACCP 伝道師 

ISO 主任審査員（品質、環境、労働安全衛生、医療機器、情報セキュリティ） 

（主な経歴） 

・福井大学工学部電子工学科卒業 

・村田機械株式会社で、19 年余り、事務機器に関する生産、品質管理、品質保証部門 

株式会社 大一商会で、11 年余り、遊技機に関する生産管理、品質保証部門 

株式会社 大野ナイフ製作所で、3 年、家庭調理器具に関する生産管理部門 

で実務及びマネジメント経験 

・NEMKO JAPAN Ltd.で 10 年以上現役 ISO 審査員及び中小企業診断士で、経営コンサル・

ISO コンサルとして経営診断・ISO コンサル多数経験 

（専門分野・関心のある分野） 

・ISO 取得・運用支援（ISO22000 含む） 

・HACCP 及び JGAP 取得運用支援 

・経営改革支援（ISO を活かす経営方針・戦略とシステム統一、生産性向上） 

・人財育成支援（目標管理、問題解決力、コーチィング、仕事の教え方） 

・経営改善計画の策定支援 

（主な実績） 

 2018 年度 2019 年度 

ISO 審査実績 対象企業数 46 社 45 社 

ISO 認証・運用支援 対象企業数 7 社 6 社 

経営診断・改善計画支援 対象企業数 5 社 4 社 

モノづくり補助金申請支援 対象企業数 2 社 2 社 

経営システム構築支援 対象企業数 1 社 1 社 

経営運営支援 対象企業数 1 社 1 社 
 

（一言ＰＲ） 

HACCP、JGAP、ISO 関連のお話でしたらいつでもお役に立てると思います。 
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山田 壮一 （やまだ そういち）    昭和３１年８月３０日生 

〒５００－８８４２ 岐阜市金町５－１６－３－７０１ 

ＴＥＬ  ０８０－７０１１－３３０９ 

Ｅ－ｍａｉｌ  yamaso_gf@yahoo.co.jp 

（資格） 

  中小企業診断士（登録番号 ４１８４５５） 

（主な経歴） 

☆１９８０年～：総合商社、物流会社、工事会社、家電メーカー、アパレルメーカー、

サービス業、等 （大企業から中小企業・個人事業まで） 

☆２０１９年～：岐阜県産業経済振興センター モノづくりコーディネーター、 

        ぎふアグリチャレンジ支援センター 登録専門家 

（専門分野・関心のある分野） 

☆ 関心分野：県内在住外国人、個人事業主、飲食・サービス業、農林漁業 

☆ 専門分野：販路拡大、異文化理解、海外進出、海外提携、経営指導、創業支援 

（主な実績） 経営診断・講演・著書・論文等 

☆ ２０１９年以降、県内在住外国人、中小企業、個人事業主及び農業者の経営診断

や日々の様々な支援に携わっております。 

（一言ＰＲ） 

☆ コンサルタントやアドバイザーではなく、多様な実務経験に基づく伴走型支援を

スタイルとします。英語・インドネシア語は対応可能。 

 


	05令和2年　伊藤 亜有夢様
	06令和2年　井戸三兼様
	10令和2年　大塚教晃様
	11令和2年　大野実雄様
	13令和2年　篭橋正則様
	14令和2年　片桐理恵様
	17令和2年　河村哲男様
	20令和2年　栗本甲太郎様
	22令和2年　古賀大助様
	23令和2年　木次拓美様
	24令和2年　近藤守邦様
	30令和2年　清水邦由様
	38令和2年　高橋和宏様
	41令和2年　竹上将人様
	45令和2年　谷真孝様
	46令和2年　道家睦明様
	47令和2年　遠山征憲様
	49令和2年　豊増さくら様
	50令和2年　中畑久美子様
	51令和2年　長屋宗孝様
	55令和2年　羽根田隆弘様
	60令和2年　藤井佳代様
	61令和2年　藤井健太郎様
	68令和2年　馬渕智幸様
	70令和2年　水野輝彦様
	72令和2年　宮川健様
	81令和2年　山下隆男様
	83令和2年　山田壮一様

