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令和 4 年 6 月 19 日に開催された令和 4 年度定時総会は無事に閉会し、会員の皆様から今年度の事

業活動の承認を頂き本格的に稼働しました。今年度から、当協会に 10 年超の継続加入して頂いている

会員の皆様に記念品を贈答する事となり、今回の定時総会では 10 名の会員の方に、直接、お渡しする

ことができました。久し振りに諸先輩方とお会いすることができ、大変、嬉しく思っています。 

今年度においても、『つながりたいに応える』『実践したいに応える』『社会の要請に応える』『知りた

いに応える』ための活動に変わりはありません。他方、今年度から、参画して頂く会員と一緒に事業を

作り上げるプロジェクト活動を再開する事となりました。かつての当協会には、街づくり PJ、ものづく

り PJ、知的資産経営 PJ、６次産業化 PJ、健康経営 PJ などがありました。各テーマを研究し事業化し

ていく活動に多くの会員に携わって頂いていました。新たなプロジェクト活動において、以前のプロジ

ェクト活動と大きく異なる点としては、特定のテーマにおいて行政機関またはそれに準ずる機関をパー

トナーに迎え、事業を作り上げていく点です。 

新たなプロジェクト活動は、継続的な連携先としてパートナーシップを構築する事から始まる困難な

道のりではありますが、上記 4 つの視点すべてを包含する活動であり、かつ、診断士の認知度向上やプ

レゼンス向上につながるものと信じ、強化していく所存です。 

【天満正俊】 
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令和 4 年６月 19 日、令和 4 年度の定時総会が開催され、今年度の新体制が発足しました。新しく

県協会の執行役員になられた皆さんをご紹介します。 

 

【会員支援 1 部】 

 

【三嶋 沙織（みしま さおり）】執行役員・テクヨコ 2023 担当 

 

◼ 県協会入会年度 令 3 会 

◼ プロフィール（略歴・専門分野等） 

資格の学校で校舎運営全般に携わった後、2021 年診断士資格取得、商

工会議所で経営指導員として勤務、2022 年４月に独立しました。資格

の学校時代に、人生相談やクレーム応対もしていたのでキャリアコンサ

ルタントも持っています。 

 

◼ これまでの協会活動 

令和 3 年度 診断士フェスタ動画制作 

 

◼ ご挨拶・抱負等 

テクヨコ事務局を担当させていただきます。 

  神奈川県協会会員のみなさまに活躍の場を提供できるよう努めて参ります。 

  どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

【会員支援 2 部】 

 

【和泉田 宏（いずみた ひろし）】執行役員 

 

◼ 県協会入会年度 平 29 会 

プロフィール（略歴・専門分野等） 

茨城県出身、現在は横浜市に住んでいます。33 年 6 か月の電機メー

カー勤務を経て、2021 年 10 月に独立開業しました。「現場・現物主

義」をモットーに、現在は経営戦略や経営計画の策定支援、経営管理・

組織運営・人事労務管理の診断・評価・改善支援、各種補助金の申請

支援等に取り組んでいます。 

 

◼ ご挨拶・抱負等 

一人では経験できることが限られている中で、スケールメリットを活

かしながら、様々な知見を共有し、考え、共にスキルアップしていく

ことができるのが協会の良さではないかと考えています。会員の皆さ

まから「受講して良かった」と言っていただけるような研修を 

企画・運営して参ります。積極的なご参加をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 
 

令和 4年度 県協会新任執行役員のご紹介 
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【会員支援 3 部】 

 

【織田 幸子（おだ さちこ）】執行役員・理論政策更新研修 

 

◼ 県協会入会年度 令 3 会 

◼ プロフィール（略歴・専門分野等） 

損害保険会社勤務の企業内診断士です。 

副業として、複数社の顧問と、日本工業大学専門職大学院の客員教授を

しています。 

 

◼ ご挨拶・抱負等 

よりよい理論政策更新研修をご提供できるように、研修委員で知恵を出

し合いながら講師探索や 研修運営を行っています。今後ともご支援ご

協力のほどよろしくお願いします。 

 

 

 

【麻 雅幸（あさ まさゆき）】執行役員・理論政策更新研修 

 

◼ 県協会入会年度 令 3 会 

◼ プロフィール（略歴・専門分野等） 

システムエンジニア、キャリアカウンセラーを経て前職では保育園運営

会社にて人事として人事制度の構築運用、研修制度の企画運営に携わっ

て来ました。2020 年に独立し人事周りを中心に活動しています。 

 

◼ ご挨拶・抱負等 

2021 年から理論政策更新研修の委員として参加させていただいていま

す。諸先輩方が作り上げてきた神奈川県の理論政策更新研修をより良い

ものに出来るよう貢献していきたいと思います。 

皆様よろしくお願いいたします。 

 

 

 

【大原 健佑（おおはら けんすけ）】執行役員・かながわ社長塾担当 

 

◼ 県協会入会年度 令３会 

◼ プロフィール（略歴・専門分野等） 

大手容器メーカーで PET ボトルの設計開発に携わった後、製造業向

け IT 導入などのコンサルティングを行ってきた経験をベースとし

て、主に中小製造業向けに現場に寄り添ったコンサルティングを行

っている他、飲食業・サービス業の経営コンサルティングを行って

います。 

 

◼ ご挨拶・抱負等 

中小企業診断士資格登録が 2021 年で、正式に中小企業診断士と 

名乗ってからまだ１年程度です。協会活動に自らが積極的に参画・

貢献していくことで、診断士の先輩の方々から少しでも多くのこと

を学びつつ、自身の成長にも繋げていけたら良いなと思っています。 

よろしくお願いいたします。 
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【安田 和禎（やすだ かずよし）】執行役員・実務従事担当 

 

◼ 県協会入会年度 令１会 

◼ プロフィール（略歴・専門分野等） 

京都府出身、関西学院大学卒業、企業内診断士、逗子市在住 

OA 商社の財務部門で債権管理を担当し、監査部門で内部統制評価を担当 

現在は、SI 会社の監査部門で内部監査を担当 

鎌倉の海岸沿いをホームグランドにしています。 

 

◼ ご挨拶・抱負等 

皆様のお役に立てるよう気配りしていきます。 

 

 

 

【公益推進部】 

 

【西澤 直樹（にしざわ なおき）】執行役員・SDGs 推進プロジェクト担当 

 

◼ 県協会入会年度 平 27 会 

◼ プロフィール（略歴・専門分野等） 

 2015 年：化学系製造業 25 年勤務（化成品を中心とした要素研究～

製造実用化、新規事業開発、品質保証まで幅広く従事）後、独立。 

 2016 年～：主に製造業を中心に支援を行っています。ISO 認証支援

（品質、環境、食品安全、情報セキュリティ、労働安全：JRCA 審査

員）として、審査活動で全国を訪問しています。 

 2020 年～：5 年更新を踏まえて、診断士養成課程の講師（製造業の

マーケティング戦略）・実習指導を担当させてもらっています。 

その他、経営改善、補助金申請支援なども併せ、年間約 50～60 社、

全国の企業と共創しております。 

 

◼ これまでの協会活動 

2016 年度～ （旧）経営支援 2 部ものづくりプロジェクト執行役員 

2018 年度      同 理事（県士会設立まで任期満了） 

 

◼ ご挨拶・抱負等 

県協会活動は、前述の通り２度目となります。県協会の新たな取り組みとなる“公益事業”、さらに

は、神奈川県の SDGs 推進の取組みは、大変やりがいのあるテーマだと感じています。協会メンバ

ーとともにプロジェクト活動を通じて大いに楽しみたいと思います。不手際も多々あるかと思いま

すが、どうぞよろしくお願いいたします。 
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■日程 

・2022 年 9 月 4 日(日)14:00～17:00    事前に聴講申込。当日出入り自由。 

※詳細・無料聴講申込フォーム⇒https://sindan-k.com/support/achievement/ 

全発表後、ブレイクアウトルームで質問＆交流を予定。 

 

■プログラム（登壇順/各発表は 20 分間です） 

①小倉 正嗣 会員（登録 G/かながわコンテンツ創造研究所代表） 

テーマ：診断士がオリジナルコンテンツで稼ぐ方法 

概要：中小企業診断士が誰でも出来る仕事を取り合うのではなく、自らの経験と学習を融合させてオリ

ジナルコンテンツを作り出し、2000 万、3000 万と稼いでいく方法をお伝えします。 

 

②湯淺 正範 会員 

テーマ：DX 化のコンサルティング手法について 

概要：デジタル庁の設置など、官民を上げて取り組まれている企業の DX 化ですが、中小企業ではまだ

DX 化が進んでいません。本日は DX 化を顧問企業におすすめするときに少しの力で少しの実感

を持っていただく DX 化コンサルティングの手法をお伝えいたします。 

 

③山本 邦雄 会員 

テーマ：多面的に支援できる診断士になるためには 

概要：無駄・無理がなくなりマーケットや社会の変化に対応できる会社になることを支援することがで

きるようになるのが診断士の使命です。そのためには、その会社の潜在的な問題点を含め多面的

にご支援できるように自分がなることであると考えます。多面的に支援できる診断士になるため

に、私はどうしてきたかについて発表させていただきます。 

 

④折笠 勉 会員(登録 G/神奈川医療介護研究会代表) 

テーマ：現役世代急減の中、求められる医療・介護経営支援は何か 

概要：医療機関や介護事業所への支援には、人口動態や医療法、診療報酬や介護報報酬など制度の理解

が前提となる。現役世代急減の中、これら事業に何が求められるのか、制度や支援事例を通じて

明らかにし、当研究会活動の紹介の機会ともしたい。 

 

⑤増田 竜雄 会員 

テーマ：“葉山都民”から地元で頼られる生き方へ 

概要：海外駐在での資格休止を経て、50 歳となった 2017 年、定年後の自分の生き方を考えた。会社

勤務で培ったモノは何か？将来自分は何をやりたいのか？何ができるのか？そんな問いから始

まった企業内診断士の複業作戦とその悪戦苦闘、道半ばですがご報告します。 

 

⑥向井 実 会員 

テーマ：コロナ禍での国際派診断士の使命 

概要：コロナ禍の中、日本政府や経済産業省補助金の支援が届いていない日本設立の外資系中小企業。

ニュージーランド大使館の商務官から緊急支援要請連絡が、向井に舞い込む。 海外ビジネスで

培ったノウハウと語学力を駆使して「国際派診断士」が支援に立ち向かいます。 

 

■PR メッセージ 

・会員の皆様や登録グループ・有志で取り組んできた活動などを共有 PR 頂く場として企画いたしま

した。好評につき第 3 回開催となります。各感謝表彰の他、聴講者投票で最も興味深い発表を行った

「聴講者賞」も決定。各ナレッジや最新情報も共有できます。ぜひ、多くの気づきや情報 GET・学び

の有意義な機会となれば嬉しいです。神奈川県協会の方はもちろん、当協会未加入の中小企業診断

士、試験合格者、養成課程修了者の皆様も聴講可能です。ぜひご活用いただければ幸いです。  

                   担当/会員支援１部 杉本靖英・渡邊一弘 【齋木真紀子】 

9/4(日)診断士活動プレゼン大会(Zoom)聴講者募集 
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■日程・2022 年 11 月 6 日(日）17:00～19:40 

※詳細・申込⇒https://sindan-k.com/support/guidance/ 

かながわ労働プラザホール（ＪＲ石川町駅徒歩 5 分）＋オンライン 

■プログラム予定 

・会長挨拶・組織＆会員活動紹介（企業内/独立）・登録グループ紹介・委員

会活動・研修他協会イベント等紹介・同期会紹介・個別相談・質問＆交流等 

■PR メッセージ 

・入会検討中の方＆入会歴の浅い方・これまで協会活動に参加できていなか

った方や、更なる活動を目指している方への情報提供を目的としています 

・本年は、引き続き新型コロナウイルス感染症対策のため、会場での感染症

対策を実施するとともに、リアル&オンライン開催(配信)で行います 

・様々なバックグランドと活動経験をもつ会員の体験談、「オープン＆ 

フラット/多様で豊富な実践の場/登録Ｇ/地元に貢献/研修機会」など魅力を

発信、今後の診断士活動への有意義な情報を提供、診断士活動や当協会について理解を深める内容とし

ています。個別のご相談や質問などをうかがう時間も設定の予定です。 

・昨年は、オンライン同時開催ということあり、前年度を大きく上回る方にご参加いただき盛況と 

なりました。皆様の参加をお待ちしております。 

（参考）・ここがおすすめ https://sindan-k.com/joinus/recommend/ 

担当/会員支援１部 上原航平・岩舘侑子 【齋木真紀子】 

―「中小企業診断士の日とは」― 

昭和 23 年 11 月４日、「中小企業診断制度」が発足しました。 

2016 年よりこの日を「中小企業診断士の日」と制定、全国で診断士のＰＲ活動が実施されています。 

神奈川県中小企業診断協会も、７回目となる今年、下記の要領でイベントを開催予定です。 

 

―「中小企業診断士の日フェスタ」― 

【目的】「中小企業診断士の社会的役割と活動」PR 

「オールかながわ-(一社)神奈川県中小企業診断協会/（一社）神奈川中小企業診断士会-」の PR 

【日時場所】2022 年 11 月 8 日（火）12:00 - 19:00 / 横浜東口そごう前地下広場「新都市プラザ」 

【開催内容】■無料経営相談会（事前予約もできます） 

■チラシ＆ノベルティグッズの配布/ 診断士クイズ・アンケート実施 

■ポスター展示・診断士活動紹介/ 経営相談・創業支援、補助金活用支援等 

・当協会活動紹介/テクニカルショウヨコハマ出展、他 

■のぼり・横断幕、や動画等による PR https://sindan-k.com/support/festa/ 

                                                          

現在、会員によるプロジェクトチームが協会内外の皆様のご協力を頂きながら準備を進めています。 

診断士の皆様にとっても有意義な機会としてご活用頂けば幸いです。ぜひお立ち寄りください！ 

 

（昨年 2021 年の様子） 

※フェスタ特設 HP ワンポイントアドバイス動画  

 

 

担当/会員支援１部 福田幸俊・薮田拓也・渡邊一弘 【齋木真紀子】 

11/6（日）秋のオリエンテーション 2022(リアル＆オンライン)開催告知  

11/8（火）中小企業診断士の日フェスタ（無料相談会） 開催告知  

https://sindan-k.com/joinus/recommend/
https://sindan-k.com/support/festa/
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会員支援 2 部では、今年度も研修事業として、「スターターキット」「新実践塾」「専門道場」そして「マ

スターコース」を開催いたします。現在、着々と準備を進めていますので、状況をお知らせいたします。 

「スターターキット」は、7 月 23 日に開催いたしました。多数のご参加ありがとうございました。秋

にビデオ録画の公開を予定しています。 

 

「新実践塾」は、テーマと講師の公募が終了しています。積極的なご応募ありがとうございました。今

年度第１回は 9 月 25 日開催予定です。開催案内をお楽しみに！以後はほぼ一か月毎に今年度 5 回の開

催いたします。皆様のご参加をお待ちしています。 

 

「専門道場」は、これからテーマと講師の公募を予定しています。奮ってご応募お願いいたします。 

 

「マスターコース」は、今年度も 11 月以降に終日研修を 4 回開催予定です。テーマなど決まり次第、

ご案内いたしますので、乞うご期待。今しばらくお待ちください。 

 

もう一点、皆様にお願いがございます。当部では、実務補習の神奈川県担当分の事務局も担当していま

す。実務補習はご存じの通り、診断士を生み出す重要な役割を担っています。そして、実務補習は指導

員により支えられていますが、神奈川県ではベテラン指導員に頼っている状況があります。指導員の裾

野を広げるべく、今年度も副指導員の募集、説明会を予定しています。是非、多くの方にご参加くださ

いますようお願いいたします。 

【平鹿 一久】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員支援 2部からのおしらせ 
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今回は、コンサル会社の代表取締役社長を務める漆間聡子様にお話を伺いま

した。漆間様からは、複数のコンサルタントを束ね、各々の強みを発揮させ
ていく上での心構え等といった、読者の皆様にも大変参考になるお話を頂き
ました。是非、最後までご覧下さい。 
 
●会社開業に至るまでの経緯を教えて下さい。  
元々は大手電機メーカーグループの SE だったのですが、職場環境に起因し
て同僚が離職したり、体調を崩すのを間近で見て、キャリアコンサルタント
の資格を取って、彼らの相談相手をするようになりました。そうした相談に
乗る内に、個々人に対する支援だけでなく、組織自体をより良くする必要性
を感じて、大学院で MBA を取得して、2017 年に中小企業診断士登録をしま
した。暫くは個人事業主として活動してきましたが、2019 年に大学院時代に
知り合った中小企業診断士仲間と共にコンサル会社を立ち上げました。 
 
●会社ではどんな支援を行っているのでしょうか？ 
私達は顧客企業のウェルビーイングを高める支援をしています。具体的には、
独自のメソッドを用いて、企業体力（フィジカル）、従業員等のステークホル
ダーの精神衛生（メンタル）、商品・サービスの売上等を通じた社会への貢献
（ソーシャル）、という３つの視点から顧客企業を分析します。そしてこれら
がよりバランス良く、より高いレベルになる様、支援していきます。顧客企
業の経営に少しでも幸せがプラスできれば、そう願っています。 
 
●コンサル会社を運営する上で、留意している点はありますか？ 
私達自身がイキイキと働ける職場にしたいと思っています。その為にも主体性、成長意欲、相互リスペ
クトという３つの行動理念を作り、この理念に共感してくれる仲間と一緒に仕事をするようにしていま
す。相互リスペクトについて言うと、複数のコンサルタントが各々の視点で顧客企業を分析し、一つの
戦略として纏めていきます。その戦略を元にした戦術の遂行を専門家が具体的に行っていきます。こう
した一連のプロセスを進める上で、メンバー同士がリスペクトし合っている事は必須だと思っています。 
 
●色々な資格を取得されているのはご自身の成長意欲の表れですね。 
私は診断士、キャリアコンサルタント以外にも、ポジティブ心理学コンサルタント等幾つかの資格を持
っています。プロジェクトを進める上で必要だったというのもありますが、その多くは人事・組織に関
する専門性を向上させたかったからです。診断士とのシナジーという観点で言いますと、診断士は経営
全般を俯瞰して、課題を特定し、経営戦略を策定する事が出来ます。一方、その戦略を戦術レベルに落
とし込んで、具体的に課題を解決していくには、一定の専門性が必要になります。この両面を持ち合わ
せる事で、一気通貫の支援する事が出来ます。ただ一人の専門性で解決できる課題は限られます。診断
士のネットワークを活用して、多様な専門を束ねる事もとても大事な事だと思います。会社を設立した
のもこうした想いが背景にありました。 
 
●人事組織といった専門以外で、ご自身の強みは何だとお考えでしょうか？ 
ある分析によると、私の性格的な強みは、順に親切心、大局観、創造性だそうです。大局観や創造性に
は納得感がありましたが、一番の強みが親切心というのには、当初多少違和感がありました。しかし今、
10 名以上のコンサルタントを束ね、共同しながらプロジェクトを円滑に進めていく上で、とても重要
な強みであると、前向きに受け止めています。 
 
●後進の診断士に向けてメッセージをお願いします。 
先が読めない時代です。５年後、10 年後迄見通して計画しても、中々その通りに進まないでしょう。
そんな時代だからこそ、自分の専門性を磨くのと並行して、人の力を借りる、仲間を作る事が重要にな
っていると思います。仲間の力を借りる事も含めて、自分の強みを活かして、顧客企業の役に立ったと
実感できた時が、診断士としての一番の幸せだと思います。沢山の幸せを感じられるよう、お互い頑張
っていきましよう。 
 
●終わりに  
インタビュー中、漆間様から「仲間」という言葉をよく聞きました。仲間と一緒になって、顧客企業に
向き合う漆間様の姿を想像しながら、私自身、協会内他診断士等の事をもっとよく知り、仲間として協
力し合える関係を作っていきたいと改めて思いました。 

【小泉 孝朗】 

令和を築く診断士（仲間と共に、経営に幸せをプラスする診断士） 
 

<プロフィール> 

・独立診断士 

・2017 年診断士登録 

・(株)ビーノコンサルティング

代表取締役社長 

・顧客企業のウェルビーイング

経営を支援している。 
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診断士として長くご活躍されている先輩から、その経験やノウハウを学ぶ『診断士の匠』。今回は独立

診断士の村上知也さんにお話を伺いました。若手診断士にとっても参考になるお話が多数ありましたの

で、ぜひ参考にして頂ければと思います。 

 

●これまでの経歴、現在の主なお仕事内容を教えてください 

私は元々NTT グループで ERP コンサルタントをしていました。診断士取

得後に独立して、いまは公的支援機関の仕事をしたり、専門家派遣で様々な

地域の企業支援をしています。また、セミナー講師も年間 50 回ほどやって

います。相談を受ける内容としてはネットでの販促やデジタル化に 

関するものが多いです。「IT なら任せてください」と自己 PR しているの 

で、こういう仕事のご相談を頂けているのかなと思います。 

 

●独立したときのことを教えてください 

 診断士の資格を取ってから企業内診断士として診断士の予備校講師を副

業でしていました。資格を取得して２年後に予備校の先輩診断士から研修の

仕事を紹介されたことをキッカケに会社を辞めて独立しました。何とかなる

だろう、という軽い気持ちでした。独立後も、予備校講師を続けていました。

他にも研究会活動にも積極的に参加して、そこで知り合った先輩診断士から

仕事を紹介してもらっていました。あとは独立前からホームページを開設し

て運用していたのですが、ホームページを見た方から仕事の相談を頂くこと

もありました。「知らない人から相談が来るんだ」って、喜びと驚きがあっ

たことを覚えています。 

 

●独立して良かったこと、良くなかったことを教えてください 

 予備校講師をしていたときに、ホームページに自分の顔が出ているのを見て嬉しいなと思いました。

大企業に勤めていると自分の名前で仕事する機会はなく部品の１つとして働いている感じがありまし

た。もちろん、そういう働き方も悪くないと思っているのですが自分が仕事を産み出している感じがし

て新鮮でした。また、人に感謝される頻度が増えたこともモチベーションになりました。良くなかった

ことは、そんなにないです。良くなかったこととは少し違うのですが、いま振り返ると最初のころは働

きすぎたかなと思うところはありました。ちょっと納期が厳しい仕事を受けたり、最初の３年くらいは

体が辛くなることも度々ありました。今は体調管理にも気を配りながら仕事をしています。 

 

●神奈川県協会の魅力を教えてください 

 仕事をみんなでやっていこうというオープンなところがとても魅力的だと思います。これだけ色々な

仕事を公募に出すというのは他にはないんじゃないかなと思います。会員数も多すぎず少なすぎず規模

が丁度良いというのもあるかもしれません。独立した方などは協会の仕事が良いキッカケになるのでは

ないでしょうか。 

 

●若手診断士にメッセージをお願いします 

 独立・企業内問わず中小企業支援に携わる人がもっと増えると良いなと思っています。一方で、大企

業のなかで資格が活きるのならそれも良いと思います。要は、資格を取ったのに何の役にも立たないな

と感じるのではなく、資格を取ってビジネスのなかで活かしているって実感できるような働き方をして

もらえたらと思います。また、中小企業支援だとデジタル化や事業承継など案件は沢山あるのにやれる

人が不足していると言われたりします。私もデジタルが専門領域なので、一緒に支援できる人が増える

と良いなと思います。 

【具志堅 智彦】 

 

 

診断士の匠 

<プロフィール> 

・独立診断士 

・2008 年 診断士資格取得 

・株式会社にぎわい研究所代表 

・IT 支援やセミナー講演など 

実績多数 
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「中小企業診断士がベンチャー企業を支援する余地はあるのか？」 

長くベンチャー企業に勤めていた独立診断士の筆者にとって、この問いは重要です。ベンチャー企業に

はどんなニーズがあり、どのようなアプローチが正しいのでしょうか。本連載では今回から４号にわた

って「ベンチャー企業支援のいろは」をテーマにその実態を紹介していきます。まず本号（111 号）と

次号（112 号）で、沖縄県でベンチャー企業支援活動に従事していた小池俊介さんのインタビューをお

届けします。 

 

【小池俊介さんのプロフィール】 

1979 年生まれ、神奈川県出身。大学卒業後、金融機関にて融資・格付・融資営業のほ

か、創業・事業再生支援等に従事。2017 年に退職後、沖縄県産業振興公社のコーディ

ネーターとして沖縄発のスタートアップ企業支援に従事。現在、株式会社 drivest 代表

取締役、株式会社フォレストファーム取締役、神奈川県よろず支援拠点コーディネータ

ー。2011 年４月に中小企業診断士登録。 

 

－中小企業診断士になられた経緯を教えてください。 

地元の信用金庫入庫２年目の時、返済ができず条件変更を繰り返す多くのお客様を目の当たりにし、

根本的な経営改善のサポートが必要では、と感じました。その頃から企業支援についての勉強を始め、

信用金庫在職中の 2011 年に中小企業診断士の資格を取得しました。 

 

－なぜ沖縄県でベンチャー企業支援に携わることになったのですか。 

時代の流れから勤務先の信用金庫にも企業支援の専門部署が発足し、私は課長職として、希望してい

た中小企業の経営改善支援に取り組めることになりました。非常にやり甲斐のある充実した仕事でした

が、管理職ということもあり社内向けの仕事が増え、徐々に企業支援の現場仕事から離れてしまう結果

となりました。そこで「企業支援にもっと現場で取り組みたい」と一念発起し、全国に選択肢を広げて

可能性を探したところ、たまたま沖縄県産業振興公社がベンチャー企業スタートアップ支援事業の専門

家を公募していることを発見したんです。 

 

沖縄県は開業率が高く、社会課題先進県という側面もあるため、その社会課題をベンチャー企業が解

決するという取り組みに魅力を感じた私は、すぐに履歴書を送り面接へと向かいました。合格後に信用

金庫を退職、沖縄県で開業届を出し、新たな生活を始めました。 

 

－沖縄県では具体的にどのような活動を行っていたのでしょうか。 

「新しいイノベーションで世の中を変える企業を沖縄から輩出する。」「沖縄県で６社目の上場企業を

生み出す。」を目的とする５ヶ年のプロジェクトの、３年目と４年目を担当する専門家として私は参画

することとなりました。私を含めた３名体制で「１年で 10 社、急成長を目指す企業を選定し、２年間

ハンズオンで支援する」という活動方針でした。活動内容は主に伴走支援と、直接金融やソーシャルビ

ジネスなどの啓蒙活動です。起業家へのメンタリングや顧客紹介、メディアへの接続など、中小企業診

断士が一般的にサポートする領域に加え、エクイティファイナンスの支援や、ベンチャーキャピタルや

エンジェルを招いたイベントの開催などを行っていました。 

 

－ベンチャー企業支援で感じた特徴的な課題を教えてください。 

一般的な中小企業の支援とベンチャー企業の支援で、唯一異なる点は「資本政策」です。通常、創業

期における資金調達の支援は 99％が日本政策金融公庫か保証協会の創業融資になりますが、ベンチャ

ー企業は赤字状態を続けてでもシェア拡大を優先させる展開を志向するため、融資を受けられない可能

性が高いです。この場合、資金を直接金融で賄う必要があります。そのため、起業家に対しエクイティ

ファイナンスを支援することが極めて重要だと、この取り組みで強く認識しました。 

 

（小池俊介さんへのインタビュー後編は、次号につづきます。）     【小野 慎介】 

ベンチャー企業支援のいろは(1) 
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みなさんはホームページを活用していますか？ ホームページをきちんと運用することで、自社や自

分のことを多くの人に正しく伝えられるだけではなく販売促進や人材採用などでも良い効果を得られ

ます。ホームページの運用では大きく分けて①ブログなど最新情報を更新する、②目的を達成するのに

適したページレイアウトや導線を作る、という２つの取り組みがあります。 

 やや疎かになりがちなのが②の取り組みです。ホームページの運用目的は、サービスのお問い合わせ

を増やす、求人応募を増やす、ユーザーに沢山ページを見てもらうなど様々かと思いますが、どのよう

な目的であってもページレイアウトやユーザー導線を考えるうえでホームページを分析して改善して

いくことが必要不可欠です。 

 分析と改善のために私がよく使う無料ツールとツールで出来ることを図表にまとめました。 

 

図表.ホームページの分析ツール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Tag Manager は作業の効率化に役立つツールです。分析ツールのタグを新規に埋め込んだ

り、変更したい場合、毎回ホームページの HTML コードを書き替えて更新する必要がありますが、

Google Tag Manager を利用すればツール上で変更や更新が可能になるため HTML コードを変更する

手間が不要になります。 

Google アナリティクスは多くの方にとって馴染みのあるツールかもしれません。現在 Google アナ

リティクスユニバーサル(UA)を使われている場合、2023 年７月１日以降サービス終了になりますので

注意が必要です。新仕様の Google アナリティクス４(GA４)への切り替えを進めましょう。 

Google サーチコンソール、PageSpeed Insights は SEO 対策(検索エンジン最適化)をするうえで

も有用なツールですので、まだ導入されていない方はぜひ利用してみてください。 

Google オプティマイズはよりユーザーに好まれるページの AB テストができます。ホームページの

改善をするうえでとても便利なツールなので今年の連載記事のなかで詳しくご紹介します。 

ヒートマップは、ユーザーのマウスの動きを分析し、 

ユーザーがどこに注目していたのかを可視化できるツ           図表.ヒートマップイメ―ジ 

ールです。右図にように、ユーザーがより注目した箇 

所は赤く表示されます。ユーザーがあまり見ていない 

箇所はテキストや画像を変えてみよう等といった検討 

ができます。ヒートマップは Microsoft 社が提供して 

いる「Clarity」をオススメします。無料でありながら 

有料ツールにまったく劣らない性能を誇ります。 

 

ぜひ皆さんも無料の分析ツールを上手に活用して 

より成果のでるホームページ運用をしてください。          参考 Microsoft 社「Clarity」 

 

【具志堅 智彦】 

 

Webマーケティング-無料ツールでホームページを分析しよう (1) 
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１社の企業努力だけではどうしようもない外部環境の変化がある事は、コロナ禍が突き付けた、厳然

とした事実の１つです。そして今、ロシアのウクライナ侵攻を契機に、外部環境の大きなうねりは収束

するどころか益々激しさを増しています。中小を含む全ての企業には、こうした外部環境の変化・トレ

ンドに沿った戦略が求められます。 

 

訪日客への期待 

 国内外の金利差の拡大がもたらした急激な円安は、輸入原材料の高騰等の恰好で、多くの企業に影響

を与えています。今の円安がいつまで続くかは別として、急激な為替変動の影響を抑えるべく、為替に

中立になれないか、様々な企業が知恵を絞っています。飲食店の様な B２C の場合、その方策の１つに

訪日客を増やす事が挙げられます。材料輸入先の国からの訪日客相手であれば、為替による価格高騰も

受け入れられやすいハズです。コロナ禍が未だ終息していないうちから、以前の様な客数や爆買いを期

待するのは先走りしすぎでしょうが、安上りな海外旅行先としての日本の魅力は増しているのは間違い

なく、これからの盛り上がりには期待したいものです。ただし、総論として期待大の訪日客も、彼らの

取込みの成否は、言うまでもなく個別企業の戦略、対応力次第です。 

 

狼はウルフと習ったけれど 

「あのうるさい鳴き声は何か？」これは、炎天下の皇居東御苑の芝生の上で、訪日客から何度も受けた

質問です。私は７年程前から英語ガイドのボランティアをしています。最盛期には一回 30 人もの訪日

客グループを案内してきました。その活動の中で、訪日客の多くがセミの鳴き声に慣れていないことを

知りました。セミをどう英訳（cicada）したらいいのか。虫（bug）と一括りする事も可能ですが、セ

ミが鳴かない日本の夏はありませんし、単なる虫以上の意味を持つ事も多いです。でも英訳できない。

学生時代、私達は英語を学びました。狼が Wolf なのは早い段階で学びます。でも赤ずきんの絵本を除

けば、実際に我々が狼を目にする事は殆どありません。他方、セミを英語で何というかは、キワモノの

クイズとしてしか受け止められません。これは何を意味するのか？日本人が英語を習得する大きな目的

が、海外に出張して、日本製のモノを海外に輸出する、そんなシーンを想定しているからではないでし

ょうか。だからセミより狼、神社（Shrine）より教会（Church）を優先し、日本車の名前も Sakura よ

りもはるか以前から Skyline だったんではないか、と思います。 

 

日本人はジャズが好き？ 

 「何で日本人はそんなにジャズが好きなんだ？」これもガイド中に受けた質問です。日本料理を食べ

に行っても、蕎麦屋に行っても、BGM はジャズばかり。日本人は本当にジャズ好きなんだな、と質問

した英国人男性は感嘆していました。実際の所は好きだからというよりカッコいいから、という感じで

はないかと思いますが、注意してみると、確かにジャズを流す店は多いです。彼は続けました。「日本

人が普段聞く様な、日本の曲を聞きたいんだけど、どこで聞けるの？」成程、街中の商店街が大音量で

歌謡曲を流していたのは昔の話で、今やパチンコ屋さん位しか無いのかもしれません。返答に窮したの

を覚えています。これらのエピソードは、私達が海外に行く事を専ら想定し、海外のカッコいいものを

国内で真似る事を長く実践してきた事を示していると思います。 

 

訪日客対応に求められること 

訪日客に活路を見出そうとする事業者は多いと思います。訪日客を取り込む上で最も重要なのは、彼ら

とコミュニケーションを取る事です。はるばる日本に来て、折角お店に来てくれた彼らの好奇心や期待

に寄り添う事は、コミュニケーションを円滑にする上でとても大事です。但し、標題と矛盾するようで

すが、そのためにセミの英訳を覚える必要はありません。それは自動翻訳機がやってくれるでしょう。

ただ、セミや邦楽含めて日本の魅力や地域の特徴についての自分の考えを確り持つ事、その中で自社の

製品・サービスはどういう意味合いがあるのか、ストーリーとして表現しようとする事が大事だと思い

ます。それは事業者にしかできない事です。コロナ禍で一旦仕切り直しになったのを契機として、自分

達がどういう想いで訪日客に向き合うのかを考える、今はその好機なんだと思います。 

【小泉 孝朗】 

 

トレンドを見据えた成長戦略（１） セミを英語で紹介できますか？ 
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昨今、中小企業、小規模事業者の経営環境は、「長引くコロナウイルスによる不況」や「米中対立に

よる経済摩擦」、「ウクライナ紛争による原油、資源高等」、「円安による為替レートの変化」、「2023 年

１０月より始まる適格請求書等保存方式」など大きく変容し、中期的な予測を立てるのが難しい状況と

なっています。 

そのような中で 2021 年 10 月に中小企業庁において、経営資源が限られている中小企業、小規模事

業者に対して、どのような支援を行えば、その成長・事業継続・復活を導けるかを検討すべく「伴走支

援の在り方検討会」が立ち上がり①あるべき中小企業伴走支援の姿を「経営力再構築伴走支援モデル」

として整理し、併せて、②本モデルを普及させるための方策についての整理、議論が行われました。そ

こで、本連載を通して「診断士における伴走型支援の在り方について」書いていこうと思います。 

 まず始めに伴走型支援とは、どのような意味なのか説明したいと思います。まず、デジタル大辞泉（小

学館）によると 

 

 

 

 

 

という解説がなされており、 

『ホームレスの人や経済的に困窮に陥っている人等に対する支援という意味合いがあり、これは、「伴

走型支援士」と呼ばれる NPO 法人・ホームレス支援全国ネットワーク協会が認定する民間資格の存在

があるためで、この資格ができた背景は、路上生活者を支援するためには個々の支援者の経験と情熱に

よるところが多く、体系的な方法論が整っていない状況が続いていたこともあって、専門的な知識を持

っている支援者を育成することを目的とし、2012 年より講習会の開催と資格認定が行われるようにな

ったというものです。そして、「社会復帰」や「生活再建」という部分よりも、「支援者が一対一で支援

を行う」という部分が伴走型支援の本質になるというものです。』 

株式会社平岡商店ホームページより引用。 

そして、事業者への支援ということでは、福岡商工会議所のホーム 

ページに伴走型支援とは、「販路拡大や事業承継など小規模事業者が直 

面する経営課題に対し、事業計画の策定や資金調達などを事業者に寄 

り添って支援する体制のことであり、“伴走型”というのは、まさにマ 

ラソンなどでランナーのそばをついて走る伴走者のように、支援者で 

ある者が継続的に事業者の課題解決のための支援を行うこと」と説明 

しています。では、具体的にどのような支援を行っていくかですが、福岡商工会議所では以下のような

支援を伴走型支援として紹介しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

診断士における伴走型支援の在り方について(1) 
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次に「伴走支援の在り方検討会」においてまとめられた報告書について紹介をしていきたいと思います。

大まかにはⅢ章だてとなっており、 

Ⅰ章目は「経営環境の変化が激しい時代における中小企業支援の在り方」、下図は概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ章目は経営力再構築伴走支援モデルのフレームワーク、下図は概略図 
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Ⅲ章目は経営力再構築伴走支援モデルの実践、下図は概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

となっており、「伴走支援の在り方検討会報告書」は参考資料や事例も含めて 85 ページに及ぶ内容に

なっています。以降の連載ではこの「伴走支援の在り方検討会報告書」についての詳細や参考事例など

を深掘りしていき診断士における伴走型支援の在り方について会員の皆様へ有益な情報とともに支援

の在り方の参考になれれば幸甚です。 

【鈴木 洋路】 
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2022 年６月７日「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」が閣議決定されました。同
計画はその副題のとおり、「人・技術・スタートアップへの投資」にフォーカスしています。人的資本
蓄積、先端技術開発、スタートアップ育成は新自由主義の市場だけでは進みにくく、他方で今後の日
本の成長に不可欠な投資だからです。 

ここでは同計画の中で、社会的課題を解決する経済社会システムを構築する手法として検討される
ベネフィットコーポレーションについて概観します。 
 
１．ベネフィットコーポレーションとは何か 
 ベネフィットコーポレーションとは、「公的な役割を目的とする企業」と定義されます。企業の目的
が株主利益の最大化だけでなく、社会に対して便益をもたらすことも目的とする企業です。 

日本には「企業は社会の公器」という松下幸之助氏の名言がありますし、「三方よし」の考えもあり
ます。現在の株式会社や合同会社で十分ではないか、というご意見があるのは当然です。それなの
に、なぜ国があえて新たな会社形態として検討することにしたのか、その理由を探ってみましょう。 
 
２．ベネフィットコーポレーションが生まれたきっかけ 
 ベネフィットコーポレーションは米国で生まれました。米国は株主資本主義の聖地であるにもかか
わらず、このような考え方が出てくるところにダイバーシティを感じます。現在、ベネフィットコー
ポレーションは米国 37 の州で法制化されています。 

ベネフィットコーポレーションという形態が生まれたきっかけのひとつに、バーモント州で創業さ
れたあるアイスクリームメーカーをユニリーバが買収したことが影響していると言われています。こ
のアイスクリームメーカーは、使用する原材料をフェアトレードで調達し、社会的困窮者を雇用して
いるサプライヤーと取引するなどしていました。さらに、同メーカーの経営者は財団を設立し、会社
の税引前利益の 7.5％をその財団に寄付していました。上場にあたっても地元バーモント州の住民だ
けに株式を公開しました。その後、健康志向の高まりからこのアイスクリームメーカーの株価が低迷
し、ユニリーバに買収されました。同社はユニリーバに買収された後も社会的価値を重視した経営を
継続したため、ユニリーバは結果的に、社会や環境に配慮したブランドを手に入れたことになりまし
た。このアイスクリームメーカーが後に B corp になります。 
 
３．米国企業がベネフィットコーポレーションを選択する理由 

この会社形態を選ぶのは、 
◼ 会社が売却されたとしても、また、遠い将来においても、会社の価値観は継続することができる 

（スポーツ用品メーカー パタゴニア） 
◼ 世間に対して、我々の価値観を示すことができる（眼鏡製造業のワービーパーカー） 
からだとされています。 
 
４．具体的な法律のあらまし 
 日本の会社法はひとつですが、米国は州ごとに会社法があり、それぞれ内容が違っているようで
す。共通点をあげると以下のとおりです。 
◼ 定款にベネフィットコーポレーションであることを明記すること 
◼ 取締役の義務として、株主のみならず、公共の利益を考慮すること→ベネフィットコーポレーシ

ョンの取締役は、他の利害関係者の利益を考慮することが法律で要求されています 
◼ 株式会社からベネフィットコーポレーションに移行することは可能ですが、株主の２/３以上の賛

成が必要 
◼ 配当は普通の株式会社と同じく可能 
 
 ベネフィットコーポレーションとは何か、生まれたきっかけ、このような会社形態を選ぶ理由、米
国の法律のあらまし、について概観しました。次回は、どれくらいの数のベネフィットコーポレーシ
ョンが設立されているのか、などについて見ていきます。 
参考資料１．内閣官房 新しい資本主義実現会議 第６回資料 
参考資料２．鈴木由紀子「ベネフィット・コポーレーションの展開と課題」『商学研究』33 号 

【関澤 充】 

 

ベネフィットコーポレーションについて(1) 
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「そんなに困ってないから。」 
 
 中小企業で経営を支援される方々がよく IT 化や業務効率化を提案する際に、よく経営者から耳にす
るであろう言葉と思いますが、本当に困っていないものでしょうか。「～を…して、そのデータを～す
れば、従来の作業時間が効率化できますよ！」と熱く語る支援担当者とのやりとりが現在、困っている
事であるといわんばかりの顔をされてしまうことはよくあるかと思います。 
 
１． IT 化・効率化した際のメリットとＩＴ化・効率化する面倒くささ 
 
 上記のことがなぜ起こるのかというと、中小企業の取引や処理の量の少なさに尽きると思います。筆
者がある日、半年ぶりに銀行にお金をおろしに行くと、年配の女性が自分の手帳を確認しながら大量の
振り込みを ATM に向かって入力していて、その女性は自分が帰るときまでずっと作業をしていました。
もう最近では銀行へ行って、窓口や ATM から支払業務を行う企業は、そんなに多くはないかと思いま
すが、納税関係や社会保険料関係などを窓口で行っている中小企業はまだ一定数いるかと思います。 

こういったことは規模が大きい企業や人的リソースがある企業はネットバンキングを開いた上で、そ
のネットバンキングでの支払作業も手入力ではなく、業務系システム又は会計系システムから出力した
データをアップロードして完了することが一般的ですが、中小企業ではこういった経営管理業務を行う
のは規模が小さいほど社長や社長の配偶者の方がやられることが一般的です。 

そのため、それがどれくらい効率化に寄与するのか判断して、インフラや手順を整備することには相
当の心理的なハードルが高く、それほどの時間と手間をかけるのであれば、現状の業務手順でいいと思
ってしまうことが多いと思います。中小企業を支援する側はいかに IT 化・効率化する環境整備・運用
の提案を負担の少ない状態で中小企業が抱えている潜在的な課題に対する解決の手段として提供して
いくことが重要な役割の一つと言えます。 
 
２． IT 化・効率化の手段の選択 
 
 では次に社長や配偶者の方が前向きに取り組んでくれるフェーズになった場合、既存のパッケージシ
ステムを導入するのか、Excel などで関数やマクロを作成して業務を効率化するのかという選択肢がで
てきます。その際にはその業務に「法改正が関係するのか」、「他の外部システムと関連するか」、「運用
済のパッケージシステムと関連するか」の３点が重要な判断基準になります。 

「法改正が関係するのか」は言わずもがなですが、毎年の法改正の把握、システムへの反映の手間や
事業者ごとのカスタマイズ性などの点を考慮すると、該当する場合にはパッケージシステムを導入すべ
きです。主に給与計算や会計・税務系のシステムなどがこれに該当します。 

「他の外部システムと関連するか」は主に銀行系のネットバンキングや政府系の e-tax、el-tax、e-
Gov 等へデータのアップロードや電子申請する必要がある業務になり、この類の業務が“やると効率化
になるけど、窓口いけばやれちゃうから IT 化・効率化をやらずに放置している”中小企業が多いかと思
われます。ネットバンキングを利用しての支払業務などはシステムから支払データ出力して、それをネ
ットバンキングへアップロード、支払の実行処理を行えば 100 件以上ある振込が５分程度で終わるの
で、やっていないようであれば、どんな中小企業にも喜ばれるポイントだと思います。 

「運用済のパッケージシステムと関連するか」は上記の二つのシステムを導入するにあたって、シナ
ジー効果が望めるシステムになります。あるシステムで管理運用しているデータベースや基本設定が連
動して共有できる場合や処理がシームレスに連動できる場合は、導入コストと勘案して検討すべきです。 
 それ以外の IT 化・効率化については、例えば資金繰り管理や原価管理などの業務は事業者別に必要
とするアウトプットが異なることや、業務フローから抽出したインプットする情報の粒度や形式が様々
な点を考慮すると Excel などでカスタマイズしながら環境構築を図るのがベストであり、この辺りの業
務は従業員と共有しながら行う業務が多く、業務改善の提案をフレキシブルに取り込んで経営に活かし
ていくためにも Excel などで業務を構築していくことにメリットがあります。 
 次回以降、このパッケージシステム以外で対応する必要がある資金繰り管理や原価管理といった経営
管理業務の改善に資する Excel でのテンプレートを作成して、公開したいと考えております。筆者がマ
クロを使用するスキルがないため、関数をベースに作成を行っていき、使用する方が状況に応じてカス
タマイズを行い活用していただければと考えております。              
 

【山盛 朋哉】 

経営資源が限られる中小企業における経営管理の環境整備(1) 
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広報部では、会員の皆さまが情報発信できる場として、会報を活用していきたいと考えております。

登録グループでの活動やご自身の診断士活動のご紹介、イベントの周知等、もちろん会報の目的・趣旨

に反しない範囲ではありますが、情報発信したい案件があれば、ぜひ寄稿していただけますと幸いです。 

 

今回は、神奈川県中小企業診断協会の登録グループのひとつである、「かながわ☆はとば会」および

その分科会である「かなゴル」からご寄稿いただきましたので、ご紹介いたします。 

 

会員の皆さまからのご寄稿は随時受け付けております。積極的なご寄稿をお待ちしております。 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

かながわ☆はとば会って、どんな会？ 

年数回イベントを開催して、士業間の相互交流等を図る会です。はとば＝波止場を語源としています。 

会の設立目的は、様々な業界に精通する診断士仲間と交流・ネットワーク作りです。他の登録グループ

と大きく違う点は、勉強ではなく遊びを通じて交流することを主体としている点です。 

 

どんな活動をしているの？ 

春に花見、夏にバーベキュー、秋にハイキング、年に数回飲み会を開催するのが定番です。ただ、 

コロナ禍以降は飲み会を自粛し、ZOOM による「診断士の仕事説明会」「クイズ大会」「富士登山会」な

どを開催しました。今年はコロナに対する対応の仕方も分かってきたことから、５月にボーリング大会、

７月にハイキングを実施しました。今後はコロナの感染状況を見ながら、バーベキュー、工場夜景クル

ーズ、花見などを企画する予定です。 

 

現在、はとば会の会員数は約 60 名。会費なし。LINE や Facebook にて、幹事（６名）が企画した

イベントの告知や実施報告、会員からの情報発信を随時行っています。「イベントをやるので参加しま

せんか？」といった軽いものから、後述する「かなゴル」のように、ゴルフ好きだけで LINE グループ

を作って分科会活動も行っています。 

活動および参加は会員の自由。オープン＆フラットでリベラルな会です。主な活動は県協会ホームペ

ージのはとば会ページで紹介しております。ぜひご確認頂ければ幸いです。 

以下に、7 月 31 日に開催したハイキングの報告と、最近発足したばかりの分科会「かなゴル」につ

いて活動報告と募集告知をさせていただきます。 

 

 

猛暑の中、神奈川県民でも知る人ぞ知る「三浦半島 岩礁の道ハイキング」開催！ 

 

かながわ☆はとば会主催「神奈川魅力探索ツアー」は、今回で３回目。第１回目は一昨年の秦野・弘

法山ハイキング」、第２回目は昨年の「金沢文庫～鎌倉ハイキング」。そして今回は、去る７月 31 日（日）、

平野部では 35 度を超える猛暑の中、神奈川県民でも知る人ぞ知る「三浦半島 岩礁の道」を 19 名で

ハイキングしました。 

 

一般的に、ハイキングは春秋がベストシーズン。過去２回のハイキングは、どちらも秋に実施しまし

たが、今回のハイキングを真夏にしたのには理由があります。実は、開催日当日の潮汐は中潮。「岩礁

の道」を一気通貫で歩ける、一年を通じてめったにない休日でした。 

 

会員寄稿記事 ：かながわ☆はとば会 
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「岩礁の道」を一気に通り抜けるには、干潮の時の海面の高さができるだけ低い時を狙う必要があり

ます。海面の高さが高くなればなるほど、ハイキングコースが寸断され、来た道を引き返すしかなくな

ります。ハイキング開催にあたり、干潮時の海面の高さができるだけ低い日を選ぶだけでなく、干潮時

刻が昼の前後１時間くらいで、かつ休日であることが開催の条件になります。限られた日程の中、７月

31 日（日）に決めました。 

 

７月 31 日（日）、朝９時 15 分、三浦海岸駅に集合。路線バスで剣崎まで向かい、剣崎（つるぎざき）

灯台を経由して海岸へ。真夏の太陽の強い日差しが照り付ける中、火照った体を癒してくれる潮風に助

けられながら、三崎港までの海岸線（一部、一般道あり）おおよそ 10 キロの道のりを、全員ケガ無く

無事に踏破できました。 

 

＜今回実施したコース＞ 

三浦海岸駅バス停 ⇒ 剣崎バス停 ⇒ 剣崎灯台 ⇒ 松輪漁港 ⇒ 白浜毘沙門天 ⇒  

 

毘沙門天洞窟 ⇒ 毘沙門港 ⇒ 盗人狩（ぬすっとがり） ⇒ 宮川フィッシャリーナ ⇒ 

 

三崎港 ⇒ 三崎港バス停 ⇒ 三崎口駅 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剣崎（つるがざき）灯台          盗人狩（ぬすっとがり） 
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「岩礁の道」は、幾重にも重なった地層の動きを実感できる絶景の連続です。三浦半島には「岩礁の

道」と似た絶景はいくつかありますが、「岩礁の道」はその中でもスケールの大きさが違います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「縦・横・斜めの地層が交じり合う、地殻変

動が感じられるダイナミックロード」      

吉江裕子 

「三浦半島南端に広がる岩礁帯の変化に富

んだ地層から、雄大な自然と地球の変化に

触れるハイキングコース」 池田 篤 
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「光射す三浦・岩礁の道」 沼田和広 

「ゴツゴツ岩に青い海、遠く房総半島を

望む三浦・岩礁のみち」  村松俊明 

「三圏の交わるところ。因みにこの辺は

「道」などありませんでした」武田良樹 

「岩礁が見れてよかった」 吉崎哲司 
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【かながわ☆はとば会 ゴルフ分科会 （通称“かなゴル”）のご紹介】 

 

コロナ禍において、密にならない屋外でのスポーツが再び脚光を浴びています。ゴルフがその代表と

言えるでしょう。神奈川県協会の会員交流を司るかながわ☆はとば会でも、コロナ禍で会員間のコミュ

ニケーションが取りにくいという問題を抱えていました。 

 

そんな中、一部の有志からゴルフをベースにリアル

イベントをやりたいという声が上がり、LINE グルー

プでゴルフメンバーの募集をしたところ、20 名を超

える参加の宣言が！さっそく分科会を作り、運用を開

始しました。みんな、リアルでの交流を望んでいたん

ですね。 

 

“かなゴル”発足を機に、ゴルフを始めたいとの声も

寄せられ、初心者のデビュー戦分科会まで発足。５名

の診断士が“かなゴル”をきっかけにゴルフを始めま

した。続々と初ラウンドにデビューしていますよ。だ

から初心者メンバーも大歓迎！ 

 

現在、神奈川県協会のメンバーを中心に 27 名が所属しており、月に２回～３回程度の有志のゴルフ

イベントが開催されています。正式コンペは２か月に１度程度のスパンで、泊まり込みの合宿形式を採

っています。最高に楽しい交流の場です。 

 

東京都中小企業診断士協会の公式研究会である「ゴルフ

同好会」に属しているメンバーもいて、相互の交流も積極

的に行っています。東京協会にも人脈が出来ますよ！「仕

事」を持っている有名診断士もチラホラ。 

 

診断士が数多くかかわる、中小企業の社長、金融機関、

公共機関の担当者もゴルフ好きがたくさんいらっしゃい

ます。彼らとの交流の機会も、ゴルフを切り口に活性化で

きそうです。今後は、ビジネス交流の切り口としての社交

場に発展させていきたいと考えています。 

 

参加条件は、「ゴルフでさわやかに交流を行いたい中小企業診断士」です。あとは、「参加意識をもっ

て、主体的に参加してくださること」。かなりゆるーく運営していますが、コンペ時などはマナー良く

キビキビ動いています。現メンバーはシングルプレイヤーから初心者まで楽しくゴルフをしています。

診断士ゴルファーばかりの集団ですので、皆さん紳士淑女で教え上手。初心者には懇切丁寧にお世話し

ますよ。 

是非、“かなゴル”に入会して、コロナ禍での積極的な交流を行いましょう！ 

 

 

連絡先：かながわ☆はとば会 

    “かなゴル”担当窓口 小倉 正嗣（平 26 会） 

    info@realconnect.co.jp 

 

 

 

 

 

 



 

２０２２．８．３０ No,１１１ - 23 - 

 

 

今年の夏もコロナ禍の中、連日の猛暑や局地的な大雨など、会員の皆様も大変過ごしづらい毎日を送ら

れている事と思いますが、会報委員は今年度入会された新しい会員を迎えて新たな体制で会報を出す運

びとなりました。それぞれが思い思いの連載に会員の皆様へ今後、診断士として有益な情報や支援の 

一助になるノウハウなどをお届け出来ればと思い筆を執っておりますので、これから先もよろしくお願

い申し上げます。また、コロナウイルスの感染者数がまた増えておりますので、お体にはご自愛頂けれ

ばと存じます。 
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