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◆定時総会が終了しました 

 去る 6 月 20 日、令和 2 年度定時総会を開催いたしました。新型コロナウイルス感染症の影響により

書面にて全ての議案について決議いただき、ZOOM ウェビナーにて議案説明・質疑応答を行いました。

通常と違う形での開催ゆえご不便もおかけしたかと存じますが、会員の皆さまのご理解ご協力の下で、

無事に終了し、令和 2 年度事業の本格展開が開始できますことに、深く感謝申し上げます。 

◆「公益に資する」活動の展開にむけて 

 コロナ禍が中小企業・小規模事業者の事業活動に大きな影響を及ぼし続ける中、いうなれば行政協力

的な支援依頼が増えつつあります。地方自治体からの支援依頼要請に対応するためのチームや、大規模

災害士業連絡協議会を通じた支援要請に応えるためのチームの組成にあたり、多くの会員の皆さまから

ご応募をいただき、大変心強く思います。まずは、できるところから一歩ずつ、ゼロをイチにすべく、

今年度はそうした活動の土台作りを、相手方の依頼がある場合の支援実働も含めて進めてまいります。 

 また、令和 4（2022）年 5 月には、前身たる県支部時代から通算して 65 周年の節目を迎えます。人

間であれば「生産年齢人口」から「老齢人口」に移る年月であり、単に診断士が集まっているだけでは

なく、“成熟した”中小企業・小規模事業者を支援する者の集団として、地域社会へ貢献していくことが

求められるものと考えられます。こうした状況も踏まえ、中長期スパンで協会のあるべき姿を考えてい

くプロジェクト未来を立ち上げ、定期的な協議を進めております。 

 今後、会員の皆さまからのご意見も頂戴すべく、遅くとも年内のうちに、

会員支援 1 部から皆さまにアンケートをお願いさせていただきます。プロジ

ェクト未来の討議にも反映されたいと考えておりますので、どうぞ忌憚のな

いご意見を頂戴できますと幸いです。 

◆改めて「基本のき」の大切さを 

 ウィズコロナで社会全体のあり様が変わりつつある中、従前の当たり前が

当たり前でなくなることに、能動的に対処できない事業者は生き残りが困難

となることは容易に予想できます。個々の診断士も、人として守るべき基本

が守れているかが、一層厳しく見られることとなります。 

このため、今年度から一般社団法人中小企業診断協会がスタートさせた E

ラーニングによるコンプライアンス研修を受講いただきたく存じます。詳細

は次頁に記しますが、ご協力よろしくお願いします。【井上真伯】  

会長あいさつ 

月号 目次 

・ 会長あいさつ 

・ コンプライアンス研修受講のお願い 

・ 協会新任役員の紹介 

・ 診断士プレゼン大会開催報告 

・ 令和を築く診断士 

・ 資金調達支援に果たすべき診断士の役割について 

 

・ 企画記事 
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・ アンケートから分かる神奈川県の観光ニーズについて 

・ 横浜市の外資系企業 （第 1 回） 

・ 統計を活用した意思決定の手法について（第 1 回） 

・ 人生のやりがいを求めて中小企業診断士人生を歩む（第１回） 

・ 最近の診断士試験を覗いてみました！ 
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◆E ラーニングによる「コンプライアンス研修」配信に至る背景 

 令和 2 年 4 月より、連合会 MY ページから E ラーニングによるコンプライアンス研修が受講（視聴）

できるようになりました。かかる環境整備が行われた背景には、残念なことですが令和元年度において

中部地方で「複数」の「診断士」による不祥事案が発生し、逮捕者も出ることとなったことがあります。 

これがため、中小企業庁は「全ての診断士」に対して「コンプライアンスを徹底」すべく、関係団体

たる一般社団法人中小企業診断協会（以下、連合会という）へ周知徹底されたいとの要請があり、この

要請を受けて、連合会が全ての診断士へ周知徹底に向けて、先行して E ラーニングでコンプライアンス

研修を行っていた一般社団法人東京都中小企業診断士協会が製作した研修プログラムを、連合会ウエブ

サイトの MY ページを通じ、配信することとしたものです。 

 来る 10 月 1 日以降の案件公募に際しては、当該研修の受講（視聴）履歴を有することが必須となり

ますので、なるべく早めに受講いただきたく、何卒よろしくお願い申し上げます。 

◆E ラーニングの受講方法 

①連合会 MY ページへログインします 

https://www.j-smeca.jp/open/?mypageheader%3A_idJsp36=%83%8D%83O%83A%83E%83g 

※更新研修をネット申込したことがない（MY ページにログインした実績がない）方や、パスワード等

を忘れてしまった方は、リンク先の注記に従ってログイン情報を取得の上、ログインしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②MY ページを下までスクロールし「コンプライアンス関連のページへ」のリンクをクリックします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンプライアンス研修 受講のお願い 

https://www.j-smeca.jp/open/?mypageheader%3A_idJsp36=%83%8D%83O%83A%83E%83g
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③遷移先にある「コンプライアンス研修ｅラーニングサイトへのリンク（外部サイト）」をクリックします 

※パスコードがリンク先の外部サイトで必要となりますので、任意の方法で記録しておいてください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④E ラーニングサイトに視聴者の情報を設定します 

※受講履歴を適正に反映させるため、必ず「登録都道府県協会名」に【神奈川県】と記載してください 

 

 

 

 

 

 

 

⑤E ラーニングサイトで基礎編と応用編の双方の研修動画を視聴します 

※受講（視聴）履歴は連合会から神奈川県協会へ概ね一か月程度で伝達されます 

  

研修レジュメを取得できます 



 

２０２０．８．１ No,１０３ - 4 - 

 

 

【会員支援 1 部】 

【上原 航平】 

■プロフィール 

・略歴：IT ベンチャー企業数社にてシステム開発、マネジメントを経験し

た後、コンサルタントとして独立。2018 年中小企業診断士登録 

・神奈川県中小企業診断協会入会年度：令 1 会 

■専門分野・得意分野 

・IT 導入(主に Web 系システム)、ウェブマーケティング 

・プロジェクトマネジメント支援、データ分析、補助金支援(もの補助) 

■これまでの協会活動 

テクヨコ 2020 事務局 

令 1 会副会長 

■業務内容と今後の活動報告 

秋のオリエンテーション・神奈川スプリングシンポジウムを担当していま

す。ウィズコロナの中でも神奈川県協会の魅力をしっかり伝え、会員増加に 

貢献するイベントを実現したいと思います。 

 

【宮原 崇】 

■プロフィール 

・略歴： 鍛造金型メーカー、重工業、計装機器メーカーに勤務 

平成 31 年日本工業大学大学院中小企業診断コース卒業 

・神奈川県中小企業診断協会入会年度：令１会 

■専門分野・得意分野 

・ 品質を中心にモノづくりの現場から経営までの一連の流れを分析し、体

系的に改善することで、生産的かつ効率的な企業に成長することを支援し

ます。 

■これまでの協会活動 

登録グループ「診断士プロボノネットワーク」設立 

■業務内容と今後の活動報告 

令 2 会同期会の運営の協力をさせていただいています。ＫＰＩの設定はい

ただいていませんが、“新人翌年継続率”を設けようと考えています。 

今年は 2 年目以降の基準となる大事な年です。 

 

【渡邊 一弘】 

■プロフィール 

・略歴：総合電機メーカーでのシステムエンジニア等を経て、現在は子会

社で業務プロセス見える化と IT による業務改善提案事業を担当。 

・神奈川県中小企業診断協会入会年度：平 30 会 

■専門分野・得意分野 

・システム開発上流工程における品質管理・原価企画 

・SDGs への取組みによる企業価値向上・経営改善支援 

■これまでの協会活動 

・2020 テクヨコ運営事務局（ミニセミナー担当） 

・健康経営支援プロジェクト 

■業務内容と今後の活動報告 

・診断士活動プレゼン大会を主に担当させていただきます。 

・会員の皆様の協会活動および診断士活動がより充実したものとなるように、相互交流のできるイベン

トを企画していきたいと考えていますので、よろしくお願いいたします。 

 

新任協会役員の紹介 
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【阿部 暁子】  

■プロフィール 

・略歴：20 年間 IT ベンダーにて小売・サービス業向けの諸管理システム、 

情報分析システム等の開発およびマネジメントを経験した後、独立。 

・神奈川県中小企業診断協会入会年度：平２８会 

■専門分野・得意分野 

・マーケティング戦略、事業計画策定支援 

・小売業(アパレル等専門店)、サービス業、観光業 

■これまでの協会活動 

・テクヨコ 2020 出展事務局、 

・健康経営プロジェクト（セミナー開催等） 

■業務内容と今後の活動報告 

テクヨコ 2021 出展にむけて運営事務局を主に担当します。 

コロナ禍のため流動的な状況ですが、どのような形であれベストを尽くして 

企業経営および会員サービスに貢献できるよう努めてまいります。 

 

【神原 哲也】  

■プロフィール 

・略歴：日本経済新聞社の報道と経営に従事。専門は経済と経営。日本記者

クラブ会員。『日本でいちばん大切にしたい会社』の坂本光司人を大切にす

る経営学会会長の法政大学院研究室最後の研究生。 

・神奈川県中小企業診断協会入会年度：令和元年度 

■専門分野・得意分野 

・①その他大勢を抜け出す広報と経営②日本でいちばん大切にしたい会社、

長寿企業・老舗企業、ファミリービジネスの永続経営と事業承継 

■これまでの協会活動 

・診断士の日フェスタ、テクヨコ（相談業務及びセミナー等）に参加 

■業務内容と今後の活動報告 

・会員支援１部 支援機関連携担当 支援力の強化を目的に協会と支援機

関との関係構築・強化に取り組んでいきます。 

 

【会員支援２部】 

【湯山 隆】 

■プロフィール 

・略歴： 小田原生。横浜国立大学工学部卒。製造販売会社にて支店長、 

 部門統括責任者、子会社社長等を経験。診断士資格 H５年取得。 

・神奈川県中小企業診断協会入会年度：令１会（平成 30 年 12 月入会） 

■専門分野・得意分野 

・製造販売業  

・企画部門 技術部門 営業部門  

■これまでの協会活動 

 令和元年度 神奈川中小企業診断士会執行役員 

 強み経営研究会、金融機関連携プロジェクト 

■業務内容と今後の活動報告 

 会員向け研修の企画、推進。 

 

 

 

 

 

 

写真 

写真 
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【広報部】 

【増田 竜雄】  

■プロフィール 

・略歴：2004 年診断士登録、日用品/化粧品メーカーの企業内診断士 

19 年に個人事業主登録、地元の湘南三浦地域に強い診断士を目指します。 

・神奈川県中小企業診断協会入会年度：令一会 

■専門分野・得意分野 

・営業活性化と人材育成、卸売業/小売業、食の６次産業化プロデューサー 

■これまでの協会活動 

19 年は会報委員として井上会長や同期会のインタビュー、人材育成の連載

記事を執筆。テクヨコミニセミナーにも人材育成をテーマに参加 

■業務内容と今後の活動報告 

昨年リニューアルされた協会ＨＰの更新を担当しています。協会の運営報

告、協会の理論研修や勉強会の告知、登録グループや同期会の活動報告等を

Facebook への発信と連動させて皆様の活動を広く発信していきます。また、令一会メンバー中心に立

ち上げた登録グループ「診断士プロボノネットワーク」をスタートメンバーとして盛り上げていきます。 

 

 
 

9 月 6 日に「診断士活動プレゼン大会」をオンラインで開催し、多くの皆さま(73 名)のご参加をいた

だき、盛会のうちに終了することができました。 

(イベント詳細はこちらをご覧ください https://sindan-k.com/support/achievement/) 

 

審査員の皆さま（50 音順：小倉仁志会員、神原哲也会員、鈴木英雄会員、知念毅会員、中井一会員）

には、大賞と審査員賞の審査をしていただきました。聴講者賞は、聴講者の皆さまに投票いただき、

最も得票数の多い発表としました。審査結果は、下記となりましたことを報告いたします。 

 

■大賞：賞金３万円 

AI ビジネス研究会 小泉昌紀代表 

 

■聴講者賞：賞金２万円 

小金沢勝会員（得票率 49%） 

 

■審査員賞：賞金各１万円（発表順） 

・継続は力なり賞：神奈川ものづくり応援隊 島崎浩一代表 

・ロジカルで納得感がすごいで賞：小金沢勝会員 

・内容盛りだくさんで賞：マーケティング実践研究会 宇賀田洋巳会員 

・優秀コンテンツ賞：強み経営研究会 小林幸文会員 

・社会貢献でプレゼンス向上したで賞：健康経営共創ラボ 土井直樹代表 

 

第 2 回は、来春のスプリングシンポジウムとの同時開催予定です。皆様の積極的なご参加をお願いい

たします。                            【齋木真紀子・渡邊一弘】 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

「診断士活動プレゼン大会」開催報告（会員支援１部） 
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 「令和を築く診断士」では、活躍している協会員の方々をご紹介しています。今回は独立

診断士の松本典子さんにお話をお伺いしました。 

 

－現在のお仕事についてお聞かせください。 

中小企業診断士の仕事を「話す」、「診る」、「書く」に分けるとすると、私の場合は「診る」

仕事が中心で、公的機関との仕事が多いですね。2020年４月から国の経営相談窓口で

ある「東京都よろず支援拠点」のコーディネーターや、中小企業基盤整備機構の創業支援

拠点アドバイザーの仕事を始めました。また２年前から東京都中小企業振興公社の

「TOKYO創業ステーション」の相談員を務めており、スタートアップ企業の支援をしていま

す。これら公的機関での窓口相談に加え、商工会議所による専門家派遣や、セミナー講

師、原稿執筆等をやっております。 

 

－独立診断士となったきっかけについてお聞かせください。 

中小企業診断士に登録する前は特に独立について考えたことはありませんでした。ただ私

は診断士の受験勉強をしていた時間が長く、せっかく取得した資格をどうしたら長く活かして

いけるかということは考えていました。登録してから半年が経ったある日、ある独立診断士の

先生と食事をする機会がありました。その時「松本さん、独立ってこわくないんだよ」と言われた

のが、初めて独立について考えることになったきっかけです。私のそれまでの経歴は、総務・経理・人事とバックオフィス系

のいわゆる事務方 OL だったので、最初は「えっ、ホント!?」と思ったのですが、実際に話を聞いてみようと色々な診断士

の方々に会いに行きました。独立されている診断士の方にも「どうやって独立されたんですか」と聞いてまわっているうち、

色々な方のご縁で、地元藤沢の商工会議所を紹介して頂いたり、「神奈川県よろず支援拠点」のコーディネーター着

任の機会を頂きました。だんだん仕事が増えていき、「私、これで食べていけるんじゃないか」という感じになってきたので、

独立を決意しました。ずっとバックオフィス系の仕事をしてきたので、人に直接会って何かできる、フロントライン系の仕事

をしてみたいとも思っていましたが、こんな未経験の異分野への転換は診断士にならないと無理だったと思います(笑)。 

 

－神奈川県中小企業診断協会の魅力についてお聞かせください。 

協会の諸先輩方には大変お世話になり、色々なことを教えて頂きました。神奈川県中小企業診断協会には理事

の方をはじめ、第一線の中小企業支援の現場で活躍している方が多いのが特徴です。例えば、経営者ヒアリングの時

に、話の内容をいかに整理して、図解することで課題を可視化していくのか、そのノウハウについてとても分かりやすく教え

て頂いたこともあります。今でも「松本さん、ヒアリング上手だね」と言って頂けることが多いのですが、諸先輩方のおかげ

だと思っています。その他にも法律の知識だったり、仕事のスタンスだったり、一緒にお仕事をさせて頂く際や、飲みに連

れて行って頂く際に、たくさんのことを教えていただきました。独立診断士といっても、一人でできることには限りがありま

す。自分の知らない分野や苦手な分野があっても、協会の中には様々な得意分野がある先生方が多くいらっしゃるの

で、困った時にすぐ相談できる、経験豊富なベテランの先生方とのネットワークを築くことができる、というのは非常に大き

な魅力だと思います。 

 

－診断士として活動される中で大切にされていることは何でしょうか。 

時代や周囲の変化に対していかに柔軟に対応していくかということだと思います。そのためには自分の能力を磨いてい

く努力を怠ってはいけないと思っています。以前、あるコンサルタントの先生のセミナーを受講した際に、「究極のコンサル

タントとは、目の前に座っているだけで相手のやる気を引き出すコンサルタントだ」と言われたことがあるのですが、大変共

感しました。コンサルタントがいかに正しいことを言ったとしても、相手がそれに納得してやる気を出してくれなければ何に

もならないですよね。お客様との間に信頼関係を築いた上で、いかに相手にやる気になってもらえるか、「この人の言うこ

となら聞こう」という気になってもらえるか、そのためにはまずは自分が成長することによって、信頼され、見本となれるよう

努力することが大切だと思います。他人と環境は変えられませんから、自分がコントロールできる出来事に集中すること

が大事だと思っています。それからお客様の話を傾聴することですね。どの事業でもその分野については、お客様である

経営者がその道のプロですから、まずは相手に出来るだけお話を頂いて、その内容を解きほぐして問題点を整理し、そ

の中で一緒に解決策を考えていくスタイルを大事にしています。 

【鷹野 慎太朗】 

令和を築く診断士  「時代の変化に柔軟に、常に成長と傾聴を大切に」 

 

＜プロフィール＞ 
 2016 年診断士登録 
 H28 会・独立診断士 
 事業承継マネジャー 
 東京都よろず支援拠

点コーディネーター 
 TOKYO 創業ステー

ションプランコンサ
ルタント 等 
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はじめに 

最近、小規模事業者様から資金調達の相談がありました。その方は、音楽教室を主宰されていますが、

短期的には教室を維持するための運転資金、中期的にはＷＩＴＨコロナを見据え動画配信など顧客獲得

のため投資資金が必要になると予想しています。しかし、これまで借り入れの実績がない中、金融機関

にどのように融資を申し込んだらよいか、見当がつかない様子でした。このように、いま、多くの事業

者様が「初めての資金調達」の悩みを抱えていることと思います。 

すでに、多くの診断士の皆様が資金調達に関してコンサルティングの場や行政の相談窓口等で大変忙

しく対応されていますが、今も、各方面からの支援要請が増えつつあり診断士も人手不足のようです。

そうした中で、副業とテレワークの浸透の下でフレキシビリティが向上した企業内診断士の皆様も新た

に支援業務へ参画されるケースが多くなってきていると聞いております。 

私自身は６月から支援活動に取り組み始めたものです。そのため、支援者の目線で初めて学ぶこと・

考えることが大変多い日々を過ごしています。 

そこで、この機会に、金融機関との取引経験が少ない事業者様に資金調達についてアドバイスをする

前提で、私なりに感じたこと・考えたことを整理してみました。 

 

①そもそも、中小企業診断士に期待される役割は何か 

②事業者様にはどのような心構えをお願いすればよいか 

③新たに支援活動に取り組む診断士はどのような準備をすべきか 

 

といった３点の切り口で私見をまとめてみます。業務経験不足と思考の未熟さが随所にみられると思い

ますが、皆様の支援活動の参考になる部分がすこしでもあれば幸いです。 

 

１．事業運営と資金管理の橋渡し役 

資金調達において本質的に重要かつ診断士に期待される役割は何か。事業者様が自ら解決することが

難しく、診断士の能力が活かせる課題を考えたとき、「事業運営と資金管理の橋渡し役」というキーワ

ードが思い浮かびました。 

多くの事業者様が日々、事業継続に努力される中で、常に見ている経営指標は受注高と売上高でしょ

う。一方で、資金繰りについて、たとえば、以下のような質問に回答できる方はどれくらい、いらっし

ゃるでしょうか。 

 

①1 年先までの必要な資金量は？ 

②もし、売上が増加したら運転資金に余裕がでるのか、あるいは苦しくなるのだろうか？ 

③最終的に目標売上を達成したら内部調達（税後利益＋減価償却費）を源泉に借入を返済できるか？ 

 

これらは私が考える資金管理の肝といえる質問です。 

事業者様は日々の現預金の出入りには細心の注意を払

っていらっしゃる一方で、資金繰り表を作成しているのは

せいぜい２－３割という実感があります。多くの事業者様

は、資金繰りの先を読むことは苦手としていて、実際に金

融機関との交渉の場では、こうした資金管理視点での質問

に窮することがよくみられると聞いています。その原因の

ひとつに、日々の事業運営と資金の動きのズレがあります。

販売／出荷と売上債権回収時期のズレ、仕入と買入債務支

払時期のズレ、生産リードタイムなど諸々の影響で、１年

くらいの期間で見ると、ズレが蓄積・複雑化し受注の動向

や日々の資金繰りの延長からの「感覚」では資金の動きは

説明しきれなくなります。金融機関の融資審査での最大の

関心事は返済の確実性ですから、 

資金調達支援に果たすべき診断士の役割ついて 

 

販売／
出荷 

       

事業 

運営 

資金 

管理 

仕入／ 
設備投資 
 

       

債権回収 

       

債務支払 

       

生産 
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精度の高い資金計画を策定し、同時に事業の変化がどのように必要資金量に影響するかシュミレーショ

ンできるように準備しておく必要があります。そこで、診断士は事業運営と資金管理の両方に目配りで

きるスキルを活かして、事業計画に紐づいた資金計画の策定を支援することができます。 

 

たとえば、 

①資金運用表の分析やＣＣＣ＊（キャッシュ・コンバージョン・サイクル）の把握によって売り上げ変

化に対する運転資金の増減の方向性を予測する、 

②設備投資の採算計画から中期の収支を予測し借入返済計画を策定する、 

③現実的な借入可能額／返済計画を踏まえて事業が持続可能か検証する、等。 

 

「事業運営と資金管理の橋渡し役」は、経営全般を診る診断士ならではの役割だと思います。 

 

（＊）計算式：ＣＣＣ（日数）＝売上債権回転日数＋棚卸資産回転日数－買入債務回転日数 

各回転日数はそれぞれの残高を１日当たりの売上高や売上原価で除した数値 

 

仕入から販売代金を回収するまでの期間を示す指標。収支改善施策の検討や売り上げ変化に対

する運転資金増減の簡易的予測に用いられる。 

ＣＣＣがマイナス 売上増大（減少）⇒運転資金需要が減る（増える） 

ＣＣＣがプラス  売上増大（減少）⇒運転資金需要が増える（減る） 

一般に、飲食店では販売減少で運転資金需要が増え資金繰りが逼迫するが、ＣＣＣは売上債権

回転日数が小さいためマイナスとなっている。反対に、製造業では出荷が減少し工場稼働率が

低下しても、短期的には資金不足に陥らない場合もあるが、ＣＣＣは棚卸資産回転日数が影響

しプラスとなることが多い。 

 

２．強みを明確化し説明する 

次に、新規に借り入れを始める事業者様が多いという今の局面においては、「自社の強みを明確化し

説明する」役割が事業者様に大変期待されると考えます。 

中小企業への主要な貸し手である地域金融機関は個社と親密な関係を長期間にわたって継続し、決算

書に表れない強みや事業特性を理解したうえで融資の判断を行います。しかし、コロナ感染の状況の中

で、初めて金融機関に相談する事業者様からは、こうした伝統的な手法では信用情報を十分には取得で

きない場合もあるようです。一方で、日々悪化していく環境の中で事業者様自身も本来の強みを見失っ

て、金融機関にアピールすることは難しいでしょう。そうした中で、経営の専門家として各種分析手法

により事業を客観的に評価し事業者様自身が気づいていない強みを気づかせる診断士、さらに、強みを

論理的に説明する能力のある診断士は事業者様にとって大きな力になるはずです。 

 

３．スムーズに融資を受けるために 

現在の厳しい景況感の下でも、金融機関は、事業者様への融資について最優先で取り組まれています。

しかし、預金を預かる責任を全うするため、当然、審査は厳正に実施します。支援者である診断士はス

ムーズな融資を実現するために、あえて、事業者様側ではなく審査する立場で支援することが重要だと

思います。そこで、審査する側の視点も踏まえ、私の気づきを、金融機関に初めて対面する事業者様に

お願いしておく部分と、合わせて診断士、特に新たに支援活動に取り組む診断士が準備しておくべき点

に整理します。 

 

①社会的義務 

まず、第一に、その事業者様が社会の一員として義務を果たしているかどうか、たとえば、税や社会

保険料等をきちんと納付しているか、また、仮に義務を果たせない状況になったとしても、相手と真摯

に対話をしてきたかどうか。社会的義務を果たしていないのであれば約定した貸金の返済を履行する意

思が弱いと先入観を持たれてしまいます。支援先の事業者様には日ごろから社会的義務を履行するよう

に促したいと思います。万一、過去に返済遅延の実績があるのであれば、金融機関との関係を修復する

ため当時の状況を明らかにし、その後の改善努力を説明できるように準備いただく必要があります。 
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一方、診断士はコロナ感染症対策の特例措置も含め税・社会保険料に関する義務、労務・賃金に関す

る義務、業種特有の義務、借入に伴う義務（元金・利息返済以外に決算書の継続開示等もあります）の

基本知識は幅広く身に着けておかねばならないと思います。 

 

②経理への関心 

私の企業内での経験からいえることですが、経理に関心が低い事業者

様、数字にルーズなところが窺える事業者様には貸金を適切に運用して

もらえるかどうか不安になるものです。まず、大前提として、帳簿類・

領収書・請求書・通帳等の経理資料を普段から保管・整備する習慣をつ

けていただくように促します。次に、決算書の精度を上げていただくこ

と。過去の決算書にざっと目を通し、事業の実態と照らし合わせ納得で

きない点は質問したいと思います。たとえば、税金の引当処理、開発費

の資産残高、不動・過剰在庫品の評価、回収が遅延している売掛金の評

価などは特に注意を要するところではないでしょうか。 

事業の実態を知る診断士は、税理士など会計専門家の皆様とは異なる

視点で財務諸表を診ることができます。その前提として、診断士は中小

企業における財務諸表の特性、業種別の特性を理解しておく必要がある

と思います。 

 

③事業性評価への姿勢 

一時的にコロナ影響で苦しくても、基本的に収益・キャッシュフローの見込める事業であるかどうか、

まず、事業者様に自ら厳しく事業性の評価をしていただくようにお願いします。そのうえで、もし、事

業性に疑義があれば、たとえばコロナ対応の新規ビジネスモデル等による販売施策やテレワーク等によ

る経費抑制施策を計画に上乗せする方向で再検討を促し、さらに顧客や仕入先から決済条件の見直しを

含めたご協力や、事業者様からの追加資金拠出の可能性などを検討いただきます。一方で、もし、コロ

ナの影響が仮になくても長期間にわたって、どうやっても構造的に採算がとれない等、独力での存続が

困難と想定されるのであれば、金融機関から融資を断られる可能性も考え、取引先・従業員への影響を

最小限にとどめるべく、余力のある段階での事業再生／事業終息等の検討も促します。 

 

診断士が上述のように事業性評価において助言するためには、以下の 3 つの知識・スキルを高い水準

で磨いておく必要があると思います。 

 

（ア）個社の事業環境についての最新の知識 

（イ）戦略・事業計画策定に関する一般的スキル 

（ウ）事業者様と真摯に向き合うためのコミュニケーション・スキル 

 

先に、診断士に期待される役割として「１．事業運営と資金管理の橋渡し役」「２．強みを明確化し

説明する」を掲げましたが、上記 3 項目はこうした役割を果たすためにも必須のものだと思います。 

 

終わりに 

以上、金融機関との取引経験が少ない事業者様に資金調達についてアドバイスする前提で、診断士の

役割・事業者様へのお願い事項・新たに支援活動を行う診断士の準備といった切り口で整理いたしまし

た。ここまで読了された方々に感謝いたします。 

コロナ対策融資制度が拡充され、平時であれば融資を受けるのが難しいようなケースでも対応してい

ただける場合もあるようです。だからこそ、融資は受けたら終わりではなく、診断士は資金の運用／実

行段階まで事業者様を支え続けていくべきと強調したいと思います。そうした立場で資金調達をサポー

トすれば事業計画の精度は向上しますし、また事業者様も診断士を信頼し実行に向かって最大の努力を

払われ計画実現の可能性は高まります。私も微力ながら、事業者様に寄り添って診断士の社会的役割を

果たしていきたいと思っております。 

 

                                    【宮村 康彦】 

財務諸表が事業の実態
を反映しているか？ 
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独自アンケートの結果や統計データから見る観光ニーズについて連載で紹介していきます。 

今回、神奈川県に関する観光ニーズについて調査するため、独自にアンケートを実施し、私の友人・

知人・同僚など、72 名に回答頂きました。そのアンケートの結果から読み取れる観光ニーズについて 

２回に渡り紹介していきます。 

① アンケートの対象者について 

図表１：アンケート回答者の年齢層 

 

 

図表２：アンケート回答者の在住地域 

 

 

観光目的で神奈川県に１回以上行ったことのある方をアンケート対象者にしました。在住地域は問い

ませんでしたが、私が関西圏に住んでいるため、関西在住の方を中心に回答して頂きました。 

関東圏だけでなく関西圏から見た神奈川県の観光実態について知ることができます。 

 

 

1.4%

2.8%

12.5%

12.5%

11.1%

12.5%

8.3%

9.7%

15.3%

11.1%

2.8%
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無回答
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60～64
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8.3%

20.8%

47.2%

8.3%

1.4%

1.4%

11.1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

無回答

兵庫県

大阪府

京都府

滋賀県

愛知県

静岡県

東京都

アンケートから分かる神奈川県の観光ニーズについて 
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② アンケート結果について 

４つの質問項目の結果について、図表を交えて説明していきます。 

 

図表３：Q１「これまでに何回、観光目的で神奈川県に行ったことがありますか。」 

 

 

図表３より、５回以上、神奈川県に行ったことがある割合が 36.1%（26 人）を占め、コアなリピー

ターが非常に多いです。その内、40 代以下の若い年代の割合が 38.4%（10 人）であり、このような

若い世代は今後も更なるリピートが見込めます。 

 

図表４：Q２「何故、観光で神奈川県に行こうと思いましたか」 

 

 

図表４より、テレビや雑誌による影響が最も大きいです。一方、最近の流行りである SNS による 

影響は低く、観光を考える際、テレビや雑誌の影響が未だに大きいと言えるのではないでしょうか。 

また、SNS による影響を受けたと回答した方の内、20 代後半が半数以上を占め、やはり若い世代に

は SNS による影響が大きいと考えられます。 
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16.7%

25.0%

38.9%
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3回以上
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34.7%

6.9%

33.3%

40.3%

9.7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

その他

友人や知人からの口コミ

一緒に行く友人や知人からの誘い

テレビ・雑誌による観光地の紹介

SNSによる観光地の紹介
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図表５：Q３「これまで、誰と一緒に観光目的で神奈川県に行きましたか」（複数回答可） 

 

 

図表５より、友人や家族と一緒に行く割合が特に高いですが、恋人と一緒・１人で行くケースも多い

ことが分かります。裏を返すと、神奈川県に観光目的で行く場合、いずれの場合でも楽しめる魅力があ

ると言えるのではないでしょうか。前回は友人と一緒に行ったけど、今回は１人で行くなど、状況に応

じて楽しめる魅力があるからこそ、図表３のようにリピーターが多いことにも繋がっているのではない

でしょうか。 

 

図表６：Q４「神奈川県のどこの街に観光目的で行ったことがありますか。（複数回答可） 

 
 

図表６より、横浜市、鎌倉市、箱根町が上位３位にランクインし、観光地として不動の地位を築いて

いると改めて感じました。また、４位以降の街についても、まだ知らない魅力を発信して足を運んでも

らう可能性が潜んでいると思います。特に、図表１より若い世代の中にコアなリピーターがいるので、

この層に新たな街の魅力を発信することが有効であると言えるのではないでしょうか。 

 

今回は、４つの質問に関する結果から神奈川県の観光ニーズについて紹介しました。 

次回は、更に踏み込み、神奈川県の魅力や神奈川県で体験したいこと・訪れたい場所など、アンケー

ト結果から紹介していきます。 

                                     

【金谷 浩司】 
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１．海外進出支援研究の好機  
コロナウイルス感染症が猛威を振るい、人やモノの動きが著しく停滞して経済が大きな損傷を受けて

いるこの時期に、「横浜市の外資系企業」というタイトルは如何にもインパクトがなく、限りなく的外

れではないかという印象を持たれる方が多いと思われる。グローバル化を前提にして組み立てられた生

産・流通・消費の仕組みが機能せず、一部の業種では既に国内回帰の動きさえ始まっている。筆者は日

本企業の海外進出支援を、診断士としての業務の一つの大きな柱と位置付けているが、当該業務は閑古

鳥が鳴いて久しい。しかし、立ち止まって（開き直って？）考えてみると、海外進出やグローバル化の

意義をジックリ見直してみる良い機会ではないだろうか。 

この淀んだ閉塞感が充満する“空気”の中で、足元の素材を時間的・空間的に見詰め直して世界経済の

ダイナミズムの一端でも伺うことができないだろうか。具体的には、日本に既に進出して来ている外資

系企業の日本での成り立ちや現状を分析することによって、逆に日本企業が海外に進出する際の大きな

示唆が得られるのではないか。牽強付会の誹りを恐れず言えば、日本に進出している外資系企業は、海

外に進出している、或いは進出しようとしている日本企業の「映し鏡」であり、日本企業が海外進出す

る際に直面する種々の困難や課題に同じように対峙している可能性が高い。 

  

２．外資系企業分析の目論見 
 横浜市は開港以来日本をリードする貿易港として国際経済の躍動を常に間近に見てきた。繊維産業が

基幹だった時代から自動車が大きな比重を占める現在まで、港湾の設備や機能は大きく変化してきてい

る。否、港湾に限らない。国際経済の影響を、日本の最前線で、その全身で受け止めるとともに、産業

の栄枯盛衰を自ら体現しているようにも見える。横浜市の外資系企業の現在の規模、業種を明らかにす

るとともに、各企業の設立時期や出資国の変遷を分析することによって、日本に外資が進出することの

メリット及びデメリット、事業を行う上で困難を感じていることなどを探ることができないかと目論ん

でいる。次号以降具体的な分析に入るが、日本に進出している外資系企業の 4 社に 3 社は東京都に所

在し、神奈川県に所在する外資系企業は全体の 10％に満たない。更に横浜市だけとなると…？葦の髄

から天井を覗くようなことになりそうである。但し、都区部と各道府県の市レベルで比較すると、横浜

市は港区 801 社、千代田区 564 社、中央区 274 社に続いて堂々の全国第 4 位で 215 社が所在する。

産業集積の進んだ大阪市や名古屋市を凌駕して外資系企業を引き付ける横浜市の魅力についても次号

以降で探って行きたい。                            【髙木 富士夫】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市の外資系企業 （第 1回） 

 

東京都 神奈川県 大阪府 兵庫県 愛知県 千葉県 埼玉県 その他 合計

社数 2,428 299 122 86 49 43 38 107 3,172

外資系企業の都道府県別本社所在地
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表1

平均気温（℃） 支出金額（円）

2018年1月 4.7 507

2018年2月 5.4 416

2018年3月 11.5 607

2018年4月 17 746

2018年5月 19.8 894

2018年6月 22.4 1,021

2018年7月 28.3 1,506

2018年8月 28.1 1,443

2018年9月 22.9 861

2018年10月 19.1 640

2018年11月 14 492

2018年12月 8.3 537

2019年1月 5.6 494

2019年2月 7.2 423

2019年3月 10.6 542

2019年4月 13.6 667

2019年5月 20.0 1,000

2019年6月 21.8 991

2019年7月 24.1 1,236

2019年8月 28.4 1,513

2019年9月 25.1 996

2019年10月 19.4 724

2019年11月 13.1 531

2019年12月 8.5 584

0
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グラフ1：東京の平均気温とアイスクリームの月別支出額の散布図

 ビジネスは人生同様、日々意思決定の連続です。企業の業績を大きく左右する意思決定を行う時もあ

れば、日常の些細な案件についての意思決定を行う時もあります。これらの意思決定の積み重ねが企業

の将来の形を作り上げていくことなるのですが、こうした意思決定を行うにあたり、どのような手法を

使うか、方法論は人それぞれかと思います。中には野生の勘でピタリと最善手を当てることができる方

もいるかもしれません。しかし意思決定した後のアクションを一人だけで行うのであればまだしも、も

し上司や部下といったチームのメンバーにも一緒に動いてもらうのであれば、なぜそのような意思決定

をしたのか、納得してもらうことが必要です。この連載では関係者を説得し、納得してもらうための強

力なツールの一つである「統計」を活用した意思決定の手法についてご紹介したいと思います。 

 

1. 相関分析 

ここではごく簡単な例として、アイスクリームの月別売上高と月別平均気温の関係を見てみましょ

う。直感的には「平均気温が高ければアイスクリームの売上高が上がり、平均気温が低ければアイス

クリームの売上高は下がる」と考えられますが、果たしてそのような関係は見られるでしょうか。 

表 1 は 2018 年１月から 2019 年 12 月までの東京の月別平均気温とアイスクリームの月別支出金

額を並べたものです。 

（出典：気象庁 HP 過去の気象データ検索 https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php） 

（出典：一般社団法人日本アイスクリーム協会 HP https://www.icecream.or.jp/biz/data/expenditures.html） 

データ分析にあたっては、すぐにデータを使って数値計算を行うのではなく、まず初めに Excel 等

のスプレッドシートを使って散布図を書き、データの散らばり具合を視覚的に確認することが必要で

す。表１のデータを使って散布図にしたのがグラフ１です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ１を見ると、明らかに平均気温が上がっていくと支出金額も増えているように見えますね。

X が増えるにつれて Y も増える関係や、X が増えるにつれて Y が減少する関係を、「X と Y の間に相

関がある」と言います。今回の事例のように X が増えるにつれて Y が増える関係を「正の相関」、X

が増えるにつれて Y が減少する関係を「負の相関」と呼びます。２つの変数 X と Y の間の相関関係が

強いことを「相関が高い」と言い、相関関係が弱いことを「相関が低い」と言います。相関の程度を

示す係数は、「相関係数（Correlation Coefficient）」と言い、通常 r という記号で表します。相関関

係を視覚的に確認した後は、相関がどのくらい強いのか数値的に確認するため、相関係数を計算しま

しょう。 

統計を活用した意思決定の手法について （第 1回） 

 

https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php
https://www.icecream.or.jp/biz/data/expenditures.html
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X データと Y データの相関係数 r は X と Y の共分散（𝜎𝑥𝑦）を X データ、Y データの標準偏差𝑆𝑥と

𝑆𝑦の積で割った値 𝑟 = 𝜎𝑥𝑦 𝑆𝑥𝑆𝑦⁄ となりますが、これをいちいち計算すると大変なので、Excel に計算

させましょう。Excel の関数で CORREL（X データのレンジ, Y データのレンジ）を使うと、相関の強

さが－１から１の範囲で表示されます。最も強い正の相関は１、最も強い負の相関は－1、全く相関が

無い場合は０となります。今回の事例で相関係数を計算すると、0.909 となり、かなり強い正の相関

があることが分かりました。 

なお相関係数はただ算出するだけではなく、統計的に意味のある数字なのかどうか（意味があるこ

とを「統計的に有意である」と言います）確認する必要があります。ここで使っているデータはあく

までもサンプルですので、サンプルの選び方によって偶然相関係数が高い数値になったという可能性

を否定できません。そのため、本当は何の相関も無いのに（相関係数がゼロなのに）、ゼロではない相

関係数が算出された確率がどのくらいあるのか調べておく必要があるのです。本稿の後半で触れる回

帰分析においても、算出された数値が統計的に有意であるかどうか確認する必要があり、その手法に

ついては後程ご説明しますが、相関係数の有意性の確認方法については、紙面の関係上ここでは触れ

ませんので、ご興味のある方は専門書をご確認下さい。なお今回の相関係数はちゃんと統計的に有意

な数字となっています。 

 

2. 相関関係と因果関係 

診断士の皆さまには言わずもがなかもしれませんが、相関関係の分析結果を何らかの意思決定に使

用する際には、相関関係と因果関係を混同しないように注意しましょう。 

今回の事例は、原因：平均気温→結果：アイスクリームの売上という理屈が成り立ちそうなので、

因果関係があるのではないかと考えられますが、例えばビールとアイスクリームの売上について相関

関係を見るとどうなるでしょうか。おそらく気温が上がればビールの売上も上がり、気温が下がれば

ビールの売上も下がると思われるので、原因：平均気温→結果：ビールの売上という因果関係は成り

立ちそうです。この時、ビールの売上とアイスクリームの売上を見ると、同じような動きをすること

が予想されるため、正の相関関係が成り立つと思われます。しかしビールの売上とアイスクリームの

売上は、お互いに原因でも結果でもないため、因果関係は成り立ちません。 

このように A という事象と B という事象に相関関係があったとしても、事象 A と事象 B は、その

裏に隠れている C という事象との因果関係があるだけで、事象 A と事象 B の間に因果関係は無いとい

うケースがあります。事象 A や事象 B を増加もしくは減少させるためには、事象 C に手をつける必要

があるにも関わらず、相関関係と因果関係を混同してしまうと、事象 A を変化させて事象 B を増加も

しくは減少させようとする等、間違った手段を選択してしまう可能性がありますので、気を付けまし

ょう。 

 

3. 回帰分析 

さて因果関係があることが確認できた二つの事象について、この原因と結果の関係を法則性として

とらえる方法が回帰分析です。原因を表す変数（今回の事例では平均気温）を独立変数、結果を表す

変数（今回の事例ではアイスクリームの売上）を従属変数と言い、この独立変数が一つの場合の回帰

分析を単回帰分析、二つ以上の場合の回帰分析を重回帰分析と言います。重回帰分析については次回

以降の連載記事の中でご紹介します。 

単回帰分析において、独立変数 X と従属変数 Y の関係は、Y＝a+ｂX（a と b は定数）という一次

関数の形で表現し、この直線を回帰直線と言います。この直線を数学的に求めるには、最小二乗法と

いう方法を使います。それぞれの観測点と回帰直線との距離を残差（error）と言いますが、この残差

の二乗の合計が最小となるような回帰直線を推計することになります。 

例えば（X1,Y1）から（X5,Y5）まで 5 つのサンプルがあった場合の回帰直線ですが、（Ｘn, Yn）

が観測点（n は 1～5 までの数値）で、それぞれの観測点における残差（u1 から u5）が最小となるよ

うな直線を引くことが出来れば、X と Y の法則を最もあてはまりが良く表現できる回帰直線を求める

ことが出来ます。その様子を図示したのが、下のグラフ 2 です。 
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なお観測点は回帰直線上の点より大きい場合もあれば小さい場合もあるため、残差の数値はプラス

とマイナスが入り混じっています。そこで残差を単純に合計してしまうとそれぞれの残差が相殺しあっ

てしまうため、それぞれの残差を二乗してプラスの値に揃えて合計します。その合計値が最小となるよ

うな回帰直線を求めるのですが、これを数学的に計算すると、かなり大変なため、これも Excel に作っ

てもらいましょう。 

先程の平均気温とアイスクリームの売上高の散布図から回帰直線を引くことが出来ます。具体的に

は、Excel で散布図を描画した後、散布図の上でマウスをクリックすると、グラフの右側に「グラフ要

素」アイコンが出てきます。この中から「近似曲線」を選択します。併せて「近似曲線」の「その他の

オプション」から「グラフに数式を表示する」と「グラフに R-2 乗値を表示する」にチェックを入れま

しょう。 

するとグラフ 3 のような回帰直線が表示されます。この回帰直線の数式は y=40.248x + 138.17

であり、R2 は 0.8265 となっていることが分かります。 

R2（アールスクエア）とは決定係数（coefficient of determination）のことで、どのくらい回帰直

線がデータに適合しているかを示す指標です。R2 は 0 から 1 までの値を取り、Y の変動のうち何パー

セントが回帰直線で説明できるかを意味しているため、0 の場合は回帰直線では Y の変動を何も説明で

きていないということを意味し、1 の場合は回帰直線ですべての Y の変動が説明できるということを意

味します。 

この事例では R2 が 0.8265、つまりデータのうち約 82.7%が、この回帰直線で説明できているとい

うことですので、かなり当てはまりの良い回帰直線であるということが言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ2：回帰直線と残差（u1～u5）
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グラフ3：回帰直線
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次に回帰直線を見てみましょう。y=40.248x + 138.17 ということは、例えば東京におけるその月

の平均気温が 25 度であれば、その月のアイスクリームへの平均支出は約 1,144 円になるということ

ですし、アイスクリームへの支出金額である y は平均気温ｘが 1 度上がる度に 40.248 円増える、と

いうように理解が出来ます。今回は平均気温とアイスクリームへの平均支出の関係を見ましたが、例え

ば自社製品の出荷量を従属変数として考えた時、出荷量を予測するのに有効な独立変数となるような事

象を見つけ、その回帰式を得ることが出来れば、在庫不足による販売機会のロスや過剰な在庫による費

用の増加等を防ぐことができる可能性は高まると考えられます。 

最後にここで求められた回帰直線について、統計的に意味があるものかどうか（統計的に有意であ

るかどうか）を確認しましょう。今回はサンプルとして取得した 2018 年・2019 年のデータについて

回帰分析を行い、回帰直線が得られましたが、平均気温のデータやアイスクリームの平均支出について

は、それ以前のデータも大量に存在しています。これらのデータについて何度もサンプルを取り、回帰

分析を行えば、当然ながら結果にはバラつきが発生してきます。今回の分析で使ったサンプルが、母集

団とまったく違う性質を表しているという可能性を否定できません。そのため、母集団においては実は

何の関係も無いのに（回帰直線の係数がゼロなのに）、今回の分析でたまたまゼロではない係数が算出

された確率がどのくらいあるのか調べておく必要があるのです。 

そこで次に散布図から回帰直線を描画するのではなく、Excel の「データ」＞「データ分析」を使っ

て「回帰分析」を行ってみましょう。すると以下のような結果が得られます。 

 
ここで注目すべきなのは、赤線で囲まれている「t」と「p 値」です。「t」の絶対値が 2 以上、「p 値」

が 5%未満の場合、回帰係数がゼロである確率は 5%未満ということを意味します。最下段の「X 値 1」

はこの回帰直線の係数を示していますが、この係数の「t」は 10.238、「p 値」は 7.8549×10-10 で、t

は 2 よりはるかに大きく、ｐ値は 0.05（5%）よりはるかに小さいですね。ここでようやく、この回帰

直線は統計的に有意であるということが確認できましたので、安心して予測に使えそうです。 

今回は相関分析と単回帰分析についてご説明しました。実務的には独立変数が複数存在する重回帰

分析が、意思決定には非常に有益なツールとなりますので、次回は重回帰分析のやり方、結果の見方等

についてご説明します。 

【参考文献】 

はじめての統計学 鳥居泰彦（日本経済新聞社） 

考える技術としての統計学 飯田泰之（NHK ブックス） 

直感的統計学 吉田耕作（日経 BP 社） 

ビジネス統計学 上・下 アミール・D・アクゼル他（ダイヤモンド社） 

文系のための理系的問題解決 多田実（オーム社） 

Excel で学ぶ経営科学 多田実・大西正和他（オーム社） 

【鷹野 慎太朗】 

概要

回帰統計

重相関 R 0.9091323

重決定 R2 0.8265216

補正 R2 0.8186362

標準誤差 145.7327

観測数 24

分散分析表

自由度 変動 分散
観測された

分散比
有意 F

回帰 1 2226104.2 2226104.2 104.816943 7.855E-10

残差 22 467236.41 21238.019

合計 23 2693340.6

係数 標準誤差 t P-値 下限 95% 上限 95% 下限 95.0% 上限 95.0%

切片 138.16912 71.793343 1.9245395 0.06731629 -10.721158 287.0594 -10.721158 287.0594

X 値 1 40.248035 3.9312344 10.238015 7.8549E-10 32.095154 48.400916 32.095154 48.400916
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平成の最後の月、平成 31 年 4 月、中小企業診断士として独立した。中小企業診断士試験合格、登録 

から 32 年目の春である。それまで企業内診断士として長い月日が経っていた。現在、独立して「人生 

のやりがいを求めて中小企業診断士人生を歩む」ことを実感している。第１回の今日は中小企業診断士 

試験受験前から独立までの道のりを簡単に紹介します。 

 

中小企業診断士試験、海外駐在、単身赴任 

昭和 62 年 4 月、晴れて中小企業診断士登録。官報を購入して我が目で確かめた。通商産業大臣登録

鉱工業部門 5470 番。前年の盛夏、都内の大学で中小企業診断士の第一次試験が行われた。鉱工業部門

と商業部門しかない時代。初めて情報部門の試験がその時から行われた。当時小生 28 歳。電機メーカ

ーの川崎の工場で入社６年目。資材部の平社員時代である。中小企業診断士として会社を辞めて独立し

たくて受験したわけではない。当時、工場の資材部の仕事では、鉱工業の知識（図面の読み方、材料部

品の知識など）、生産管理、資材調達の知識などのほか、取引先中小企業の経営分析、原価管理など幅

広い知識が必要であったので、仕事に役立つだろうと考えて勉強を始めた。また、我が社の資材部門の

先輩たちの多くが、この試験に挑戦し合格していたので身近な試験であった。長男も生まれた直後で、

何をやっても若くて勢いがあった。将来海外駐在をしたいという夢ももっていた。 

入社した時からの夢は海外駐在。その夢の実現は平成６年、37 歳の時。6 年間の海外駐在期間は、

中小企業診断士の資格は休眠状態で、帰国後、理論更新研修を数年受ければ、資格更新ができた。 

海外と国内のビジネスの両方を経験し、管理職として部下の管理・育成、採用（日本と米国）も実際

に経験した。生産管理や資材調達の本来の業務のほかに、営業（海外）、貿易、総務、法務、経理、企

画、コンプライアンス、監査など、さまざまな業務を経験することができた。 

その間、中小企業診断士として独立することなく、55 歳で役職定年、関連会社で 60 歳定年を迎え、

65 歳までの再雇用で会社員生活の幕を下ろす予定であった。その間、勤務地は川崎、東京、米国ボス

トン、愛知、栃木、東京、川崎と振り出しに戻った。単身赴任も経験した。 

 

やりがいを求めて独立 

なぜ 61 歳で独立したか？ 難関試験を突破して 30 年以上、理論更新研修を受講し繋いできた資格

をいつの日か活かしたいという思いがでてきた。慣れた仕事で 65 歳まで安定した生活が保証されてい

た。そんな時、サラリーマンとして仕事を続けるよりは、中小企業診断士として独立した方が良いので

はと考えるようになった。61 歳で独立する道を選んだ。かっこよく言えば、「やりがいを求めて」の独

立である。独立の時期を平成 31 年 4 月と決めた、前年 11 月ころから、独立後の生活設計を始めた。

まだ、年金受給年齢には達していないため、確実な収入源を確保しなくてはならない。人生 2 度目の就

活である。民間企業時代は、会社の利益追求のための業務に対する対価を得ていた。独立後は、中小企

業の支援をしたい。できるだけ多くの中小企業の支援をしたい。特に地元の川崎市や東京都、神奈川県

を中心に活動をしたい。「東京都中小企業振興公社」「中小企業基盤整備機構」にアプローチを始めた。

12 月～1 月にかけて、求人情報が目白押しだった。10 以上の職種に応募書類を送った。履歴書、職歴

書、応募書類作成では、今までのサラリーマン人生の総決算(人生の棚卸)の内容を記載した。そして、

中小企業診断士として、どう生きたいのかを記載した。書面審査、面接後、複数の内定をいただき、独

立後の基本ベースの収入の確保はできた。 

 

独立 1 年目 

独立 1 年目がスタート。結構自由な時間ができた。趣味のマラソンを走る時間もでき、生き生きした

気持ちで、毎日朝を迎えた。月 12 日は決められた仕事をしなくてはならないが、残りの時間は中小企

業診断士としてのやりたい仕事を支援機関からいただけるようにしたい。最初の 1 年間で、2 年目以降

の仕事を大きくしたいと考えた。そのために何をすべきか？ とにかく走りながら考えた。 

 

次号では企業内診断士時代の中小企業とのかかわりや社会人として学んできたことについてお話を

していきたいと思う。さまざまな「失敗」から学んだことが現在の糧となっているので。 

【滝沢 典之】 

 

人生のやりがいを求めて中小企業診断士人生を歩む （第 1回） 
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 本年度の中小企業診断士試験を題材に、今時の試験問題をご紹介しつつ、現場で活用できる内容や、

学び直しのきっかけ作りにご活用いただければと思い、このシリーズをスタートさせました。 

今回は、7 月に実施された１次試験の傾向についてのご紹介です。本年の１次試験は、通常より１ヶ

月早い 7 月 11 日（土）と 12 日（日）に開催され、今年は、東京オリンピック開催予定だった為、実

施日が例年よりも早く設定されていました。また、2 月から流行しているコロナの影響を受けて直前ま

で、試験実施の有無がはっきりしないなど、受験生にとって厳しい環境での開催となりました。正式な

１次試験の参加者数や合格者の発表は、8 月 25 日（火）です。その為、正確な合格率等は次号にお知

らせする予定です。今回は各大手予備校の解答速報値や、受験生 WEB サイトの意見などを参考に、現

時点（8 月 10 日時点）での、傾向をお伝え致します。 

 

●現時点での１次試験全体の難易度について 

複数の予備校の解答速報を参考に確認した所、昨年よりやや軟化したようです。合格率は、昨年より

若干上がるのでは無いかとの予測値が出ています。ご参考までに、比較対象の昨年 2019 年の実績値

は、１次試験の合格率が 30.2％、合格者数 4,444 人（申込者数 21,163 人、受験者数 17,386 人）と、

直近 2～3 年の中では、比較的高い合格率でした。今年は同程度かやや合格率が高まると期待されてい

るようです。 

●7 課目の傾向について 

予備校の速報ベースを参照すると、昨年と比較すると「運営管理」課目の難易度が上昇し、「中小企

業経営・中小企業政策」課目の難易度が例年の難易度に戻った様子です。「運営管理」は、全体問題数

の増加に加えて、計算などの手を動かし時間を取られる問題が増加した事が難易度上昇の理由です。 

また、「経営法務」課目は、改正された民法の債権から 7 問出題された為、ここを把握しているか否

かがキーポイントになりそうな問題の構成でした。他課目は、昨年と同程度の難易度のようです。 

●今年のトレンドを取り入れた問題について 

「経営情報システム」課目の問題の中で、サブスクリプション（第 22 問）や RPA（第 25 問） 

が取り上げられていました。いずれも 4 つの選択肢の中から正解を選択する形式です。第 22 問は、サ

ブスクリプションがどのような課金方式を取っているのか？を問うています。何に対して課金するの

か？と聞いているのですが、漠然とした記憶だけだと対応が難しい問題です。正解選択肢は、「利用す

るソフトウェアやサービスの範囲や利用する期間に応じて課金する方式」です。第 25 問は、RPA を活

用する具体的な事例についての問題でした。この事例は、RPA を現場で使っている方や、RPA 体験者

は、ラッキー問題だったと想定されます。しかしながら、RPA の仕組みを知らない方にとっては、難し

い問いであり、消去法で正解にたどり着く問題ではなかったかと想定されます。 

上記以外にも、今のトレンドを取り入れている問題が、複数各課目に散りばめられて出題されていま

した。毎年、試験問題はその年のトレンドを含みながら進化しています。皆様も、お時間がございまし

たら、診断士の今年の問題を閲覧されては如何でしょうか？ 面白い発見に出会えるかもしれません。 

次回は、1 次試験の実績結果と、現場で活用できそうな参考問題についてご紹介できればと思います。 

                                      【仲田 香織】 

 

 

普段は大阪府内に在住しておりますが、協会内

での活動もオンラインでの開催機会が増えたお陰

で、現地に行かなくても参加できるのは非常に有

難い限りです。 

 今年度の会報記事執筆メンバー間でのミーティ

ングもオンラインで行われております。徐々に、私

自身もオンラインでの会議に慣れてきました。引

き続き、オンラインツールを上手に活用し、この会

報記事執筆委員としての活動に邁進していきたい

と思います。 

                【金谷 浩司】   

「最近の診断士試験を覗いてみました！」 2020年診断士１次試験の傾向 
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