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 会員の皆様におかれましては、日頃から当協会の活動に一方ならぬご理解とご協力を頂いております

こと深く感謝申し上げます。さて、令和 4 年度中小企業診断士第 1 次試験の合否発表があり、1 次試験

の受験者数が初めて 2 万人を超える事が発表されました。新型コロナウイルス感染症の拡大が始まっ

た令和 2 年度は 13,622 人と落ち込みましたが、令和 3 年度は 18,662 人、令和 4 年度は 20,212 人

が受験されています。科目合格制度が導入された平成 18 年度の受験者数が 13,683 人であった事を鑑

みると、近年のテレワークや働き方改革など「多様で柔軟な働き方」への現れであります。このように、

一般社会における中小企業診断士の認知度が向上しているとともに、社会における中小企業診断士への

期待が高まっている事がうかがわれます。 

  

経済産業省と中小企業庁では、2021 年から中小企業に対してプロセス・コンサルティングの考え方

を応用した「伴走型支援」を官民合同で企業支援する事業が試行されています。特に、新型コロナウイ

ルス感染症の影響を受けた中小企業者にとって、早期に経営改善に取り組みポストコロナ時代への対応

を進め、売上高等を回復させるための検討がなされており「中小企業収益力改善支援研究会」が発足さ

れ、伴走型支援と金融支援の在り方が見直されています。中小企業庁 web サイトに、私たち中小企業

診断士に「今後、どの様な役割を求められるのか」を把握する、様々な研究がなされていますので、ぜ

ひ、ご覧ください。https://www.chusho.meti.go.jp/kai/index.html 

  

当協会の活動においても、公益推進部のプロジェクト活動をはじめ、当協

会の諸活動において後援を頂く行政機関・支援機関との連携を強化していま

す。特に、神奈川県庁各署で、徐々にではありますが、昨年度からの公益推

進部のアプローチ等により、「専門家(エキスパート)集団」としての期待を頂

いています。 

 

 これら、中小企業診断士に寄せられる「期待」、当協会への「期待」に応え

るための、『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』ための活動でありたいと考えています。 

 

【天満正俊】 

会長あいさつ 
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9 月４日に第３回診断士活動プレゼン大会を開催しました。 

 

診断士活動プレゼン大会は以下４点を目的とした取り組みです。 

(1)会員の診断士活動の発表の場の提供 

(2)新たな人脈形成や異なる専門を持つ会員同士の連携機会の提供 

(3)オンラインでのプレゼン経験機会の提供 

(4)オンラインイベントの運営ノウハウの修得 

 

第３回大会も引き続きオンライン開催となりましたが、大会当日はピーク時に 96 名の聴講者にご参

加をいただき、盛会のうちに終了することができました。途中退場者、途中参加者を考慮すると、延べ

聴講者は 100 名以上と推定され、回を重ねるにつれて協会員の関心の高まりが感じられます。 

 

今大会の表彰は、前回大会同様に、聴講者の投票によって最も得票数の多い発表を決める聴講者賞と、

発表者全員に対する参加賞の２つを設定しました。 

大会当日に以下の通り表彰していますので報告いたします。 

 

■聴講者賞：賞金２万円 

小倉 正嗣 会員（得票率３８%） 

 

■参加賞：賞金各１万円（発表順） 

・独自コンテンツで仕事を取っていきま賞：小倉 正嗣 会員／かながわコンテンツ創造研究所 

・DX によって企業と社会を元気にしたで賞：湯淺 正範 会員 

・多面的な視野で社会に貢献したで賞：山本 邦雄 会員 

・医療・介護も効率化や改善を続けなければ明日はないで賞：折笠 勉 会員／神奈川医療介護研究会 

・地元愛と行動力で存在意義を高めたで賞：増田 竜雄 会員 

・国際社会における診断士の使命を示されたで賞：向井 実 会員 

 

 今大会では大会終了時に聴講者の皆さんへのアンケートを実施しました。回答の多くは多様な診断士

活動の発表内容への好意的なもので、満足度の高いフィードバックが得られました。改善点に対するア

ドバイスもあり、次回以降の開催に活かしていきたいと思います。 

リピーター含め、100 名を集客できるイベントに成長してきているため、9 月の定例イベントとし

て、定着させていきたいと考えています 

 

【大会後、天満会長、会場発表者の増田会員、運営スタッフの皆さんと】 

                           

                          第３回大会運営スタッフ 

・大久保 裕司 会員（令和４年度入会） 

・尼崎  耕司 会員（令和２年度入会） 

・森内  尚博 会員（令和４年度入会） 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

(一瞬マスクを外し、無言で撮影しました。) 

                           【渡邊一弘・杉本靖英】 

 

 

診断士活動プレゼン大会の報告（会員支援１部） 
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■日程 

・2021 年 7 月 23 日(土）9 時～12 時 20 分 

Zoom によりオンライン開催し、録画データを後日配信 

■プログラム 

（１）知っておくべき法律知識入門  （9:00-10:00）  講師：向井 実   会員 

（２）各種支援機関と支援制度    （10:10-11:10）   講師：金谷 浩司 会員 

（３）診断士のための IT ツール入門（11:20-12:20）  講師：山本 隆   会員 

■概要 

・昨年度に引き続き、中小企業診断士が活動する上で必要となる基礎的で実践的な知識が習得できる内

容として開催した研修です。 

・新型コロナウイルス感染症対策のため、Zoom によるオンライン開催としました。また、都合により

当日は参加されなかった受講者には、録画データを配信して視聴していただきました。 

・64 名(録画視聴含む)にご参加いただき盛況となりました。また、受講生から高い満足度を頂きまし

た。（3 講座のアンケート回答を合計して、89％が「満足」と回答。） 

 

 

 

 

 

 

【内田 稔】 

 

 

 

 

新実践塾は、中小企業診断士として、社会からの様々な要請に応えるための実践的なスキルを自ら学

ぶことを狙います。事例と講師による問題提起を元に、受講者が相互に意見交換することで、テーマに

対する認識を深め、様々な局面における実践スキルの向上につなげます。 

今年度は計 5 回の開催を計画しており、9 月から毎月 1 回の開催の予定です。また、昨年度のアンケー

トを踏まえ、時間を 2 時間半に延長することにより内容の充実を図っています。 

第 1 回目の概要をご紹介します。 

 

＜第１回＞ 

開催日：9 月 25 日(日)、講師：野口 隆 会員、受講申込人数：20 名 

テーマ：「経営改善支援での計画立案から実行段階の手順と内容」 

講師メッセージ：  

中小企業診断士として経営改善を支援する上で、「計画立案」や「実行支援」に関する「標準的な手順

や内容」を分かり易く明示したものが少なく、特に「実行支援」における手順や内容を具体的に明示し

た参考図書は殆どありません。ここに焦点を当てて研修課題としてグループ考察して整理します。 

(1)計画立案や実行段階ではどんな手順（プロセス）で支援すべきか 

(2)各手順（プロセス）で対応すべき具体的な項目や内容は何か 

(3)さらに各手順で想定される留意点や重要なポイントは何か 

など、自分なりにイメージして標準的な手順を明確化することを目的とし、自分の経営支援ツールの一

つにできればと思います。 

 

受講者からは、計画策定や実行支援の基本手順に加えて、壁となる問題や実務的なツボを知ることが

できた、などの反響をいただきました。 

【内田 稔】 

 

スターター・キットの報告（会員支援２部） 
 

新実践塾（第１回目）の報告（会員支援２部） 
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 今回は、損害保険会社に勤務されており、中小企業診断士の活動として、複

数社の顧問や日本工業大学専門職大学院の客員教授をされている織田 幸子

様にお話を伺いました。神奈川県中小企業診断協会の会員支援３部の執行役

員(理論政策更新研修)も担当されている織田様の中小企業診断士としての活

動理念、中小企業が抱えている課題についてご考察をいただいております。 
 
１．中小企業診断士の資格を取得した理由についてお聞かせください。 

損害保険会社のコンサルティング部門で専業保険代理店への経営診断を担

当していたのですが、実務を行う中で、もっと経営について学ばなくてはいけ

ないと思い、中小企業診断士の勉強を始めました。また、より実践的にコンサ

ルタントとしてのノウハウを学ぶために、登録養成課程に通い、授業を通して

同期生と研鑽しながら企業経営について学びました。 
 
２．中小企業診断士としての活動はどんなことをされていますでしょうか。 

 ①登録養成課程で園芸店の実習をした際に、ご提案した新商品を事業者様

にとても気に入っていただき、商品開発から販売までお手伝いしました 

(その後顧問契約) 。新商品は創作者として意匠登録が完了し各種メディアにも取り上げていただ

いたおかげで地元でも評判となりましたので、これから様々な施策を検討したいと考えています。 
 
 ②登録養成課程の同期から、気仙沼の水産加工業者様がＢｔｏＣ展開するにあたって、女性の視点が

必要だからとプロジェクトに呼んでもらい、クラウドファンディングの展開を支援しました (その

後顧問契約) 。今年になって経営革新計画の立案を提案し、先日無事採択されましたので、今後は、

計画に沿って、大学との共同研究などに取り組む予定です。事業者様からは、ちょうど事業承継を

考えていたタイミングでもあったため、時間をかけて一緒に経営革新計画を立てたことで、今後の

課題や夢が明確になったと言っていただきました。遠方の事業者様のためコミュニケーションはオ

ンラインがメインになりますが、別の機会で東北に行く機会がある時は、事業者様へお伺いして現

場を見学することで、計画立案の参考にするよう心がけています。 
 
 ③マーケティング実践研究会をきっかけに、事業再構築補助金やものづくり補助金に関わることがで

き、新型コロナの影響で事業継続に苦しむ事業者様を支援させていただきました。事業計画書を書

くことで、様々な事業について学ぶことができコンサルタントとしての活動の幅が広がったと思い

ます。また、採択後、いかに事業化を支援するのかが今後の課題だと感じています。 
 
 ④今年度から日本工業大学専門職大学院の客員教授を拝命し、登録養成課程で授業を担当することに

なりました。私が担当する授業は卒業を間近に控えた時期に行うため、より実務を意識した中小企

業診断士のリアルな現場を伝えていきたいと思っています。 
 
3．中小企業診断士として活動するうえでの理念をお聞かせください。 

【とどく言葉と、とどける支援】登録養成課程の実習で、ある若手経営者から聞いたお話を今でも肝

に銘じています。その方がおっしゃるには「行政から派遣されるコンサルタントで、こちらのこともよ

く聞かず一方的に上から目線で話す方がいる。無料だから黙って聞いてはいるが、当社にとってあまり

役に立たないと感じることがある。」とのことでした。すべてがそのようなケースではもちろんないと

思いますが、もし自分が支援した際に相手にそのように思わせてしまったらお互い残念な話です。常に

そのお話を思い出しながら、相手にとどく言葉を発するように心がけています。そのためにも、コーチ

ングやＮＬＰ（神経言語プログラミング）などを学んでいます。 
 

４．中小企業が抱えている課題や支援を必要としていることは何だと感じますか。 

やはり、人と情報でしょうか。私が顧問契約をしている事業者様も含め、自社の課題解決にとって必

要な「情報」を手に入れ、実行するための「人」が足りていないと感じることが多いです。現在、様々

なバックグランドを持った中小企業診断士とチームを組んで中小企業支援を行っていますが、それぞれ

の強みを活かしながら、中小企業に不足しているリソースをカバーして更なる成長への支援をしていけ

ればと考えています。                             【山盛 朋哉】 

令和を築く診断士（とどく言葉と、とどける支援） 
 

【プロフィール】 

・2021 年 診断士登録 
・企業内診断士 
・日本工業大学専門職大学

院客員教授 
・会員支援３部執行役員 
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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

立診断士の大堀浩さんにお話を伺いました。 

 

●ご自身やお仕事内容について教えてください。 

私は大手 IT 企業に 38 年勤務した後、中小企業診断士の仕事を生業にするため、

2018 年に早期退職し自身の会社を立ち上げました。現在は神奈川県および福島県

を拠点に、経営コンサルティング事業を展開しています。中小企業診断士資格は

1990 年に取得したのですが、勤務先でそれを活かす機会もなかったため、2017

年までずっと休止状態にしていました。 

 

●独立された経緯は？ 

2011 年の東日本大震災がきっかけです。被災した故郷の福島県のために何か

したいと考えるようになりました。独立後の成功に確信はなかったものの、診断

士の仕事がしたい、福島県の創業支援にかかわりたい、という気持ちが強くなり、

休止していた診断士資格を復活させ、勤務先を早期退職し、独立に踏み切りまし

た。 

 

●独立直後はいかがでしたか？ 

最初、仕事がまったくなく、困り果てる日々が続きました。しかしそこに転機が訪れます。ある先輩

からの助言で、とにかく行動し続ける「大量行動」の重要性を知ったのです。私は大量行動を決意し、

「お金がない」「時間がない」「自信がない」という言い訳はしないと自らにルールを課しました。 

 

●具体的にどのように行動が変化したのでしょうか？ 

初めてのことでも「自信はあります」と言って動き回りました。パソコンスキル不足を痛感したので、

パソコン教室に即入会し２年通いました。不得意なテーマのセミナー講師の仕事にも手を挙げ、猛勉強

してセミナーを成功させました。福島県の診断協会にも入会し、足しげく通いました。神奈川県協会の

有料の実務実習にも積極的に参加し、経験値を増やしました。カッコ悪いのを承知で前職の部下に挨拶

回りし、セミナーの受注につなげました。これは記念すべき自身での初受注セミナーでした。そんな大

量行動の結果、独立後 4 年目で当社の営業利益がプラスに転じるところまで成長できました。 

 

●素晴らしい行動力ですね。 

やはり長年の勤務で染みついたサラリーマン気質が原因で、「大量行動」の発想を持っていなかった

んだと思いました。多くの企業内診断士も同じ状況ではないかと思うので、ヒントになれば嬉しいです。 

 

●現在はどのような観点で実務に取り組んでいますか？ 

今重視しているのは、クライアントの人材育成です。セミナーなどの手法ではなく、コンサルティン

グを通じて経営者や幹部の成長を促すスタンスで取り組んでいます。具体的には、1 日の半分は経営幹

部を集めた経営テーマのディスカッションに充て、残り半分で私が用意した課題を皆に考えてもらう。

そのプロセスを踏むことで、幹部クラスの考える力を育もうと試みています。赤字企業には、組織面に

おいても赤字になるだけの理由があります。そこに向き合ってもらっています。 

 

●若手や新人診断士へのメッセージをお願いします。 

せっかく取得した診断士資格なので、中小企業の生産性向上の支援など、社会に役立てるところまで

取り組んでもらいたいです。リモートワークの普及などで、独立診断士はもとより、企業内診断士でも

やれることは増えているはずです。いろんなプロジェクトに参加するなど、社外に出て行動してもらい

たいですね。ぜひ「大量行動」してみてください。 

 

【小野 慎介】 

 

診断士の匠（「大量行動」のススメ） 
 

＜プロフィール＞ 

・独立診断士 

・1990 年診断士登録 

・福八経営デザイン株式

会社 代表 
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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？」の問いに答えるべく、活躍する診

断士の取材などを通じて「ベンチャー企業支援のいろは」を明らかにしていく連載企画。 

本号（112 号）では、前号（111 号）からお送りしている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の後編をお届けする。 

 

【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。 

 

－ベンチャー企業支援の最大の特徴は「資本政策」とのことですが、具体的に教えてください。 

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、金融機関から

融資を受けられない可能性も高く、必要資金を直接金融で賄う必要が出てきます。しかし、起業家には

その理解や支援を受ける環境も不足していました。そのため私たちのプロジェクトでは、いつどのよう

に資金調達すべきか、ストックオプションはどう活用すべきか、どの専門家に相談すべきか、どこで投

資家に会えるのか、などの知識や機会を提供し、沖縄発のベンチャー企業がイノベーションを起こす歩

みを止めないように支援しました。他にも、オープンイノベーションフォーラムや、上場企業社長・エ

ンジェル・VC 担当者などを招いたピッチを開催し、事業アイデアの磨き上げや認知拡大も支援してい

ました。 

 

－小池さんはもともとベンチャー企業支援やエクイティファイナンスに詳しかったのですか。 

いいえ。ベンチャー企業支援にエクイティファイナンスの知識が求められることは当初想像もしてい

ませんでしたし、信用金庫在職中もその経験はありませんでした。そのため、このプロジェクト参画後

に本を何冊も読みましたし、現役の VC 担当者の話を聞くなどして学んでいきました。 

 

－沖縄県でのベンチャー企業支援活動の成果はいかがでしたか。 

沖縄県で 6 社目となる上場企業の誕生にはまだ至っていませんが、当時会社としての形態もなくア

イデアだけの状態だった複数の支援先が、その後ファンドや地元企業からの資金調達に成功し、現在も

活発に事業を展開しています。当時すぐに資金調達や急成長を実現できたわけではありませんが、徐々

に、でも着実に、沖縄県の社会課題を解決するベンチャー企業が育っていることを実感しています。 

 

－中小企業診断士がベンチャー企業支援を行うために必要なものは何でしょうか。 

エクイティファイナンスの知識は必須ですね。今はその仕組みも変わってきているので、最新知識へ

のアップデートも必要でしょう。やはり勉強が欠かせません。他には、信頼のおける資本政策の専門家

とのコネクションです。資金調達ニーズが顕在化したタイミングで、専門家に適切にパスできるかが重

要です。しかし、例えば組織開発や営業・マーケティング強化、IT 化による生産性向上など、資本政策

以外の部分では、皆さんが普段行っているような中小企業向け支援と同じだと思います。 

 

－最後に、ベンチャー企業支援を志す中小企業診断士にアドバイスをお願いします。 

ベンチャー企業の起業家は、突拍子もない、常識に捉われない発想を持っているので、それを聞いて

面食らったり当惑したりすることもあるかもしれません。でも、「どうしたらその発想がより良くなる

のか」という視点を持ち、紋切り型ではなく、起業家に寄り添ったサポートが必要だと強く思います。

神奈川県に限らず、全国でベンチャー企業支援を得意とする中小企業診断士は多くないと思われるので、

これから得意とする方が増えていけば、診断士業界にとっても素敵なことですよね。 

 

以上、小池俊介さんへのインタビューを 2 号にわたってお届けしました。    【小野 慎介】 

 

ベンチャー企業支援のいろは（２） 
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中小企業支援に使える Web マーケティングのノウハウをお伝えする連載企画。前号ではホームペー

ジの分析に使える 6 個の無料ツールを紹介しました。本号ではホームページ上で商品購入や問い合わ

せを増やすコンバージョン率最適化の方法をご紹介します。 

 

●コンバージョン率最適化(Conversion Rate Optimization / CRO)とは 

コンバージョンとは、企業がホームページやアプリでユーザーに実行してもらいたいと考えているア

クションのことです。例として、商品の購入、求人ページからの申込みなどが挙げられます。 

コンバージョン率最適化(以降、CRO と称す)は、サイトの構造や導線経路全体を改善してコンバージ

ョンの費用対効果を高め、収益に結びつけるための施策です。 

 

●CRO のアプローチ手順 

CRO は大きく分けて 4 つのステップで実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ 1：最適化できる部分を特定する 

まずは何をテストするべきかを考えます。テストするべき箇所を特定するための鍵は調査です。調査

方法は 2 つあります。1 つは定量（データ分析）調査、もう 1 つは定性（ユーザー分析）調査です。 

たとえば、定量調査では Google アナリティクスなどを利用してホームページの直帰率が高かったり

滞在時間が短いなど問題のあるページを特定することが可能です。しかし、なぜ問題が発生しているの

か理由まではわかりません。そこで問題のあるページに対してユーザーアンケートを実施するなどの定

性調査をおこなうことで、問題の根本的な原因を突き止めて最適化できる部分を特定します。 

 

ステップ 2：優先順位をつける 

 どこからテストするか優先順位を付けます。優先順位は、3 つの視点(①どれくらい改善余地がある

か、②どれくらいそのページが重要か、③どれくらいテストや実装が簡単であるか)で判断することを

オススメします。この方法を「PIE フレームワーク」とも言います。 

 

ステップ 3：テストをする 

 いきなり本実装するのではなく、本当に改善できるのかテストします。私はテストする際に前号でも

紹介した「Google オプティマイズ」をよく利用します。 

Google オプティマイズではプログラミングの知識がなくてもホームページのコンテンツを簡単にテ

ストして、ユーザーに対して最も効果的な要素を見極めることができます。たとえば、トップ画面に表

示させるバナー画像を 2 パターン用意して、訪れたユーザーに対して 50%:50%の割合で表示させて、

どちらの方が良い成果が出るのか等の A/B テストができます。 

 

ステップ 4：成功した結果を実装する 

 テストして良い結果が出たものを正式に実装します。 

 

このステップ 1 から４のサイクルを継続的に実施することが大切です。CRO は成果の出るホームペー

ジを運営するために必要なスキルです。皆さまも試してみてはいかがでしょうか。 

   【具志堅 智彦】 

 

Webマーケティング（２）-コンバージョン率最適化(CRO)をしよう 
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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。 

 

地方を見直してみる 

急速に円安が進行しています。輸入部品の価格高騰に苦慮している製造企業も多いでしょう。食糧争

奪戦も激化しています。輸入食材をどの様に工面するか、為替とのダブルパンチに苦しむ食品関連企業

も多いでしょう。そうした中、国内について見直してみるのも一案です。為替の懸念は不要ですし、安

全保障上のリスクもありません。神奈川県は首都圏に属している為、意識する機会が少ない人もいるで

しょうが、国内の地方、特に非都市部の疲弊は年々深刻さを増しています。神奈川県の企業や人材に対

する地方の期待は想像以上です。彼らは皆、首都圏企業との連携を望んでいます。しかし、地方に工場

を作るとか、わざわざ高い国内品に切り替えるとか、こんな一足飛びの国内回帰をイメージして尻込み

する会社も多いかもしれません。又、自社の活動は地方とは無縁と思っている会社も多いでしょう。 

もう少し気軽に、幅広に考えてみてはどうか、と思います。 

 

地方との関係企業化 

 交流人口・関係人口・移住人口という言葉をご存じでしょうか。大雑把に言えば、交流は観光目的、

移住は文字通り移住。関係人口はその中間。よく例えられるのは、A 温泉に行った夫婦が帰り道で交わ

す会話は「あー、やっぱり温泉はいいね。次はどこの温泉に行こうか？」これでは一過性の交流でしか

ありません。「A 温泉の B さん、今年も元気だったね。来年も又 A 温泉に来ようね」関係人口とは、こ

うした特定の地域に対する継続的な関心や関係を持ってくれる人を指します。交流から始まって、関係

人口化し、いずれは移住も、というのが地方の期待です。 

私の提案は首都圏企業も特定地方の関係企業になってみましょう、というものです。イメージとして

は、例えば地方の製造業企業に技術指導を行って、原価低減の進展に応じて少しずつ調達量を増やして

いく長期の契約を結ぶ、その土地の食材を継続的に扱う、その地方の特産品を使ったメニューを地元と

一緒に開発する、企業版ふるさと納税を活用する、社員報奨としてその地方への旅行券を毎年出す、店

舗や HP 等でその地の魅力を発信し続ける、社員有志がお祭りに毎年参加するのを後援する、そんな感

じでしょうか。 

首都圏の企業がそれぞれに自社の「推し地方」を持って出来る範囲で応援する、こんな事からでも、

地方にとってはとても有意義な事です。 

 

若い人達が後押し 

と、まあ勝手に申し上げましたが、この背景には本年 3 月迄福島の原発被災地支援組織に出向してい

た経験があります。ご案内の通り、原発被災地とは、3.11 以降居住を制限されている、されていた地

域ですが、制限の解除後に人口減少や高齢化が急激に進んだ地域でもあります。出向先で私は、被災地

復興にはより多くの企業や人の関わりが大事と、首都圏からの呼込みを推進してきました。様々な施策

で訴求していますが、それでもまだまだです。 

そうした活動の中で、感心した事の１つは、大勢の若い人達がはるばる被災地を訪ねに来る事です。

彼らは地方部の価値を経済的な物差しだけでなく、社会や環境の観点からも見ています。食文化の継承、

生物多様性の維持、CO2 を吸収する緑地帯、人間らしい健康的な生活環境等、財務諸表の外にある地

方の価値を重んじ、効率性の追求だけではサステナブルな社会は出来ないと彼らは本気で思っています。

加えて被災地の場合には、多くの社会課題に通じる題材も沢山あります。そんな所に惹かれて、彼らは

やってきています。彼らが社会の中心になるのもそう遠くありません。地方を応援する企業への評価は

更に高くなっていくでしょう。経済的な見返りが足りないと躊躇する企業も多いと思いますが、長期的

には経済性もついてくるのでないでしょうか。 

海外情勢が不透明な今、地方との関係強化は、成長戦略の選択肢になりうると考えます。 

【小泉 孝朗】 

トレンドを見据えた成長戦略（２） 「推し地方」を作る 
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連載２回目の今回は「伴走支援の在り方検討会報告書」のⅠ章について深掘りしていきたいと思いま

す。 

 

「伴走支援の在り方検討会」においてまとめられた報告書 

 

Ⅰ章目 「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」 

昨今、経営環境の変化はこれまでにもなくその度合いとスピードが高まっており、その変化は不可逆

的になっています。報告書にある変化の具体的な例としては 

 

① 技術革新の進展や DX 

 

 近年のデジタル技術の革新は非連続の変化を引き起こすきっかけとなっており、自動車産業における

CASE（Connected:車の繋がる化、Automated:自動運転、Shared：シェアリングサービス、Electrified:

電動化）やブロックチェーンや暗号化技術、ビッグデータ、機械学習、仮想現実（VR）や拡張現実（AR）、

６Ｇの移動通信技術、ゲノム解析の進展など破壊的イノベーションを引き起こす可能性のある技術革新

によって市場や競争環境が劇的に変化する可能性が高く、変化への柔軟な対応が求められています。 

 

② SDGs、脱炭素（カーボンニュートラル）への対応 

 

 SDGs を踏まえた経営や脱炭素（カーボンニュートラル）への対応は今や当然のものとなりつつあり、 

企業も対応を迫られています。また、関連するもう一つの大きな流れとして ESG 投資がありこれを企

業が意識しておかないと投資の引き上げというリスクも存在します。 

 

③ 国際情勢と政策の不確実性 

 

 ウクライナ情勢による原油高や資材価格、食料価格の高騰、北朝鮮による弾道ミサイル発射、中国に

よる台湾有事の可能性など予測困難な政治的変化が起きるようになっており、政策の不確実性の高まり

も経済活動に影響を与える要因になります。また、安全保障を理由とする機微技術の範囲の拡大や流出

防止策の強化、自国産業を中心に据えた産業政策が世界的に進んでおり、こうした要因も経済に大きな

影響を与え得る要素であります。 

 

④ 人口減少 

 

 日本の総人口が 2050 年までに１億人を切ると予測されるほど人口減少が急速に進んでおり、それに

伴って国内市場が縮小しています。特に地方での急激な人口減少は、地域経済、社会の維持を困難にす

る恐れがあり、更に労働力人口の減少によって、中小企業、小規模事業者は深刻な人材難に見舞われて

おり、人手不足への対応は喫緊の課題であります。 

 

⑤ 自然災害 

 

 世界的に見ても自然災害の発生回数、被害総額とも拡大傾向にあり、特に日本は人口１人当たり災害

被害総額が他国と比べて高い水準にあります。自然災害はビジネス上の大きなリスクであり、直接的な

被害に加え、取引先の被災、物流の混乱、サプライチェーンの途絶など間接的被害も懸念され、臨機応

変に対応するため、BCP(災害時の事業継続計画）を策定していく必要があります。 

 

⑥ 新型コロナウイルス感染症 

 

 新型コロナウイルス感染症の影響はいまだに大きく、経営環境を急変させている要因の一つと言って

診断士における伴走型支援の在り方について（２） 
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過言ではありません。ただでさえ不確実性が高まっている時代において、今後の見通しをますます立て

にくいものとしています。そしてポストコロナ時代に向けて消費者心理や嗜好の変化、生活様式の変化

などを踏まえて経営環境への対応が必要となります。 

 

 そして報告書は、上記の例のような経営環境が不可逆的に変化する状況の中においては、企業経営の

革新の必要性を説いており、日本経済が成長していくためには地域経済の担い手である中小企業、小規

模事業者の活力を維持しなければなりません。不確実性の高い時代にあってはこうすればうまくいくと

いう必勝の方程式（ビジネスモデル）を見出すことが困難となっており、様々な着想（アイデア）、基

盤（シーズ）技術、人的つながり（ネットワーク）、売り方・買い方（マーケティング）等の経営資源

を余すところなく活用して、付加価値の高い製品を提供し、適切に価格転嫁することにより、中小企業、

小規模事業者のマークアップ率を高める形で中小企業経営モデルを再構築することが必要となります。 

 そのためには中小企業、小規模事業者においても「経営力そのもの」が大きく問われることになり、

経営者自らが、環境変化を踏まえて経営課題を冷静に見極め、迅速果敢に対応・挑戦する「自己変革力」

が求められています。 

 

更に不確実性が高く経営環境の変化が激しい時代において、中小企業、小規模事業者が経営改善や成

長を追求することは限られた経営資源の中において、独力で行うことは難しく第三者による支援が重要

となってきます。基本的に経営者、その支援者が取るべきプロセスとしては、「経営課題の設定→課題

解決策の検討→実行→検証」であり、課題設定を「入口」として課題解決を「出口」とするものになり

ますが、必ずしも一方向に流れるものではなく、課題解決策の検討の過程で課題設定に戻ったり、実行

の過程で解決策の再検討を行ったりというように、行ったり来たりすることになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220315002/20220315002-1.pdf 

 

 

経営者に「自己変革力」が求められているものの、自社の経営問題としての意識を十分に持てず手が

打てないとか、そもそも自社の経営課題は何なのかという意識すらできない中小企業、小規模事業者が

多いのではないでしょうか。そこで「伴走支援の在り方検討会報告書」では変革を求められているのは

中小企業、小規模事業者だけでなくそれを支える経営支援の在り方も、当然変革を求められると述べて

おります。では、中小企業、小規模事業者を支える経営支援はどのように変革をしていけばよいのでし

ょうか。 

 

報告書では①経営課題の設定に対する支援の重要性、②経営者の「腹落ち」の必要性を説いています。

順に説明をすると①については、これまで、直面する経営課題の解決策の検討、実行プロセスにおける

支援が広く行われており、補助金申請サポートのような伴走支援も行われていました。これは従来型の

産業構造の下では課題解決策が大きく外れることがなかったため、こうした支援が比較的有効に機能し

ていました。しかし、経営環境の変化が激しく、複雑さを増した時代においては、企業の直面する課題

は個々別々であるため、経営者が自ら課題を見立てることが難しく、これを誤れば課題解決策も誤るこ

とになり、課題解決策の検討や実行プロセスから支援を行っても効果を望みにくくなってしまいます。

そこで、そもそも経営課題が何であるのかということについての正確な分析から入らなければならない。

また、課題解決に取り組んでいる中で、別の経営課題に直面し、その課題分析を行った上でなければ効

果的な経営改善に至らないといったケースがあり、これまで他のプロセスと比べて支援対象としての意

https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220315002/20220315002-1.pdf
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識が薄かった課題設定プロセスを、課題解決策の検討プロセス等と同様、あるいはそれ以上にしっかり

と支援すること、経営者本人にとっての「本質的経営課題」にまで遡って特定、把握することが求めら

れると述べております。 

 

続いて②についてですが、経営者の「腹落ち」すなわち、多くの課題を乗り越えていくためには経営

者自身に困難な壁に直面してもやり切る意思、状況に応じて臨機応変に対応できる柔軟性、経営者の独

りよがりにならず社内全体を巻き込む統率力等が求められます。リーダーシップ研究者 R・ハイフェッ

ツ（ハーバード大）の考えに基づけば、既存の解決策が応用できる「技術的課題（Technical Problems）」

ではなく、既存の解決策がなく、当事者のマインドセット自体を変える必要がある「適応を要する課題

（Adaptive Challenges）」そのものであり、誰かに言われたことを鵜呑みにして課題解決にあたるの

ではなく当事者である経営者が十分に「腹落ち」（納得）していなければ、その考えや行動を変えるこ

とはできないことを意味しています。経営者が腹落ちすれば、「内発的動機づけ」が得られ、困難があ

っても最後までやり切ることができるようになり、結果として企業・事業者の「潜在的な力」が引き出

され、それが最大限発揮されると述べています。 

 

 上述のように経営者が「腹落ち」（納得）した状態に達すれば、経営課題の解決に向けて「自走化」で

きるようになり「自己変革力」を身に付けたと言えますが、経営者が独力で腹落ちに至ることは容易で

はありません。多くの中小企業、小規模事業者に見られる自己変革を妨げる典型的な障壁（下図を参照）

があります。そこで、第三者である支援者から課題設定プロセスへの支援を受けながら、課題解決に向

けた取組に腹落ちしていくことになり、また、腹落ちに至った後のフォローも支援者が行うことで「自

己変革力」の会得までしっかりとした道筋が描かれたことになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：中小企業庁経営力再構築伴走支援研修導入動画.pdf 

 

ここで、経営が危機に陥っていて、対策を講ずることが待ったなしの状況にある企業、事業者には速

やかな収益力改善支援、事業再生支援、場合によっては廃業を促し、円滑な廃業を支援しつつ、経営者

の再チャレンジを促すことなど経営者が腹落ちするケースばかりではなく、むしろ経営者が嫌がるよう

なことを敢えて迫る厳しい姿勢も必要となる場合もあります。一方、経営者の腹落ちを促すことで企業

の潜在力を引き出すことは、比較的健全に経営が行われていて、事業の成長、持続的発展を目指してい

file:///C:/çµ�å�¶å��å��æ§�ç¯�ä¼´èµ°æ�¯æ�´ç �ä¿®/å°�å�¥è³�æ��/ä¸å°�ä¼�æ¥åº�çµ�å�¶å��å��æ§�ç¯�ä¼´èµ°æ�¯æ�´ç �ä¿®å°�å�¥å��ç�».pdf
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る企業・事業者、経営改善が必要ではあるが一定の時間をかける余裕がある段階にある企業・事業者を

対象とすることが適当なモデルと報告書は述べており、経営者の課題設定力を高め、経営者や従業員の

腹落ちによる潜在力を引き出すためには、支援者による伴走支援によって経営課題の設定プロセスに重

きをおくことで中小企業、小規模事業者の「自走化」を促すと報告書はまとめています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：中小企業庁経営力再構築伴走支援研修導入動画.pdf 

 

 

Ⅰ章目のまとめとして、支援者が課題設定と経営者の腹落ちに支援の重きを置くことにより、経営者

の課題設定力を高め、経営者や従業員の腹落ちによる潜在力を引き出し、中小企業、小規模事業者の成

長力を一層高め、円滑な事業承継を促し、停滞している経営改善を後押しするといった実際の行動や成

果に結びつく可能性を高めるものと考えており、自ら成長や持続的発展を実現できることが期待される

としています。そして、中小企業・小規模事業者の自己変革力・経営力の発揮により、事業による付加

価値を生み出す力を高めることは、従業員の賃金引上げや人材投資といった人的資本への投資余力を生

み出すことにつながり、いわゆる新自由主義の弊害を乗り越え、大企業と中小企業・小規模事業者の共

存共栄、人口減少に打ち勝つ地域経済社会の創出等により、日本ならではの「新しい資本主義」を実現

することが可能となるのではないかとまとめています。 

 

最後に我が国４２１万企業のうち９９.７％を占める中小企業・小規模事業者に対してこうした支援

を行い日本経済の成長を促すことは中小企業診断士の使命であり、我々の存在価値であると私は考えて

います。次回はⅡ章以降の深掘りをしていきたいと思います。 

 

引用：中小企業伴走支援モデルの再構築について 伴走支援の在り方検討会 

【鈴木 洋路】 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/çµ�å�¶å��å��æ§�ç¯�ä¼´èµ°æ�¯æ�´ç �ä¿®/å°�å�¥è³�æ��/ä¸å°�ä¼�æ¥åº�çµ�å�¶å��å��æ§�ç¯�ä¼´èµ°æ�¯æ�´ç �ä¿®å°�å�¥å��ç�».pdf
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前号ではベネフィットコーポレーションとは何か、生まれたきっかけなどをご紹介しました。今号

では米国でベネフィットコーポレーションはどれくらい設立されているのか、どのようなベネフィッ

トコーポレーションが投資対象になっているのかを概観したうえで、ベネフィットコーポレーション

という法制度の背景にある考えの一部をご紹介します。 

 

1. 米国でのベネフィットコーポレーションの設立割合と投資対象上位企業 

 州別の設立割合とデラウェア州のベネフィットコーポレーションに対する分野別投資額を以下に示

します。 

出典 内閣官房 新しい資本主義実現会議 第６回会議資料 

 

上記をみるとオレゴン、ニューヨーク、ネバダでは、2010～2017 年の間に、新規にベネフィット

コーポレーションとして設立、または既存会社形態からベネフィットコーポレーションに移行した会

社が 20％程度であることが分かります。また、投資対象として金融、教育、芸術、食品などの分野の

ベネフィットコーポレーションに資金が集まっていることも分かります。 

 ベネフィットコーポレーションは株主利益最大化をめざす会社ではありません。したがって、デラウ

ェア州でベネフィットコーポレーションに投資している人や組織は、環境問題や貧困撲滅などに関心が

ある、いわゆる「意識が高い」投資家と思いがちですが、実際には下表のように利益追求型の投資家も

投資していることは興味深い点です。 

 

２．ベネフィットコーポレーションの背景にあるもの 

 日本でもベネフィットコーポレーションという新たな法

人形態のための法制度が必要かどうか、2023 年までに「新

しい資本主義実現会議」の場で検討されることになりまし

た。 

 今年４月に新しい資本主義実現会議にベネフィットコー

ポレーションという法制度が提示された際には、「米国の制

度を換骨奪胎しただけで新しさはない」「定款に公益貢献を

謳えばすむ話。エーザイやユーグレナをみればそれがわか

る」、仏国の「使命を果たす会社」の業績低迷を指摘（具体

的にはダノンを指していたようです）するなど否定的意見

が多かったように感じます。 

 この法制度が日本で採用されるかどうかは分かりませ 

んが、ベネフィットコーポレーションの背景には「会社は誰

のものか」という古典的だが新しい問いがあることを理解しておくと、今後の議論をおもしろく聞くこ

ベネフィットコーポレーションについて（２） 
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とができるかも知れません。 

 米国のベネフィットコーポレーションの模範法（いわば法律のひな形です）は、株式会社の所有者は

株主であることを認めています。しかし、そこで想定している株主は、自己のキャピタルゲインやイン

カムゲインを最大化する株主ではありません。そこで想定している株主は、企業の社会的責任（CSR）

を自覚し、その遂行による社会的価値の創出からの自己の利益を得ようとする株主です。乱暴ですが分

かりやすい言い方をすると、模範法は最初から株主への利益配分を抑制するという設計になっています。

「会社は誰のものか」という問いに当てはめれば、何が何でも利益極大化を志向する株主ではなく、CSR

コストを自ら負担して社会に貢献する中から利益を得ようとする、日本的に言えば、社会貢献への志が

高く控えめな株主のもの、ということになると思います。 

 

3. おわりに 

 行政が財源不足などで相対的に力を喪失しつつある一方、社会課題は増大するばかりです。企業の力

で社会課題を解決しようとする流れは今後も一層強まると思われます。中小企業がこの機会をうまく捉

えることができればビジネスチャンスが広がるとともに、何のために経営しているのかという、実際に

はなおざりになりがちな部分について考えを深める好機になるかも知れません。 

 

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 

参考資料３．高岡伸行他「ベネフィット・コーポレーションの制度設計思想とそのサスティナビリテ

ィ・マネジメントへの影響」『日本経営倫理学会誌』第 24 号 

【関澤 充】 
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「世の中お金がすべて」 

 そんな台詞を言ってしまうような銀行マンが某ドラマにでてきたら、きっと数話後にはどこか遠い支

店に飛ばされていることでしょう。しかし、一方で中小企業の経営者にとって資金繰りは永遠の悩みと

言っても過言ではないのではないでしょうか。事業環境が悪く経営成績が悪い場合はもちろんのこと、

経営成績がよく、事業を拡大しようと投資を行う場合も、資金繰りの管理を行うことは非常に重要な課

題になります。経営者は資金支出の中で、納税、人件費の支払い、銀行への借入金返済などを確保した

うえで、事業の運転資金や設備投資などの余力を把握し資金繰りを計画します。その予実管理を行う上

で、資金収支の実績管理とそれにもとづいた予算管理を行うための資金繰り表の作成は必須と言えるで

しょう。 

 資金繰りの管理を行う場合、会計システムに付属している資金繰りの管理機能などを使用することも

選択肢の一つになりますが、資金支出の属性を把握するために、仕訳計上の仕方を工夫する必要が出て

きます。そのため、資金繰りを管理する方法として、会計システムで入力した現預金の元帳を出力して、

そのデータを Excel に貼り付ける方法で資金繰り表の管理を行っていきます。そうした場合、会計シス

テムの使用権限がない担当者も編集閲覧することができ、組織内の業務設計の面からもメリットがあり

ます。 

 資金繰り管理を行うポイントとしてはどういった属性のものがいくら出ているかを把握し、それが経

常的に支出されるものなのか、又は一時的なものなのかを区別し、予算に反映を行ったうえで、資金が

ショートしてしまう場合は、銀行からの借入もしくは経営者からの借入などで資金調達を行うのか、又

は支出の中で削減できるものがないか検討を行う必要があります。また、予算を作成する場合は PL の

予算と違い、予想に反して収支ともに悪い方向にぶれてしまった時には、資金がショートしてしまうた

め、収入及び支出において、保守的な観点で見積りを行い、常に安全なマージンを保つよう心がけるこ

とが必要になります。 

 個人事業主や小規模企業の場合、資金繰りの管理をしなくても感覚で把握できているから必要ないと

感じる方も多いのではないでしょうか。フリーランスのような働き方をされている場合は、その感覚で

問題はないと思いますが、設備投資を行うため銀行から多額の借入を行う事業をされている事業者の場

合は銀行への説明責任の観点から、資金繰り表を報告用に作成することは、銀行からの継続的な融資支

援を行っていただくためにも強い材料になります。 

 今回参考に作成した資金繰り表(ホームページからダウンロード可能)の詳細な使用方法については

Excel ファイルの「説明シート」に記載しております。図１のように「サマリーシート」の中に Cash 

In と Cash Out の項目に区分して実績を把握しています。その実績にもとづいて図２の「予実シート」

では、より細分化した項目で実績が集計されるようになっており、その集計した実績金額などにもとづ

いて予算金額を設定していきます。なお、外貨預金がある場合、日付を入力すると「為替レートシート」

から為替が TTM レートで参照されるようになっているた

め、外貨預金も同様に管理することが可能です。（最新のレ

ートは参照先の URL より、「為替レートシート」へ貼り付け

る必要があります。）銀行へ報告する際には、大きな資金支

出や多額な入金がある場合、コメント欄に定性的な報告を

記載し、その数字になっている背景を経営者目線で説明す

るようにしてください。状況が悪化して、財務分析などが行

われている状況でない時における報告を受けている側は、

入出金の合計欄とコメント欄を中心的に確認することが多

いので、その箇所のみで全体を把握できるように報告資料

の作成をするよう心がけてください。             【図１】      【図２】 

 

※テンプレートの作成にはミスの無いよう万全を期しておりますが、一定の前提のもと作成しているため各社ごとのカ

スタマイズが必要な場合があります。数値の検証を含めてご使用は自己責任でお願いします。本テンプレートの使用に

よって生じるいかなる損害についても、一切の責任を負いかねます。 

ダウンロード URL：https://sindan-k.com/kk/wp-content/uploads/2022/10/資金繰り表_中小企業診断士協会.xlsx 

【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（２） 

https://sindan-k.com/kk/wp-content/uploads/2022/10/資金繰り表_中小企業診断士協会.xlsx
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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、「かながわコンテンツ創造研究

所」に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。 
 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 
かながわコンテンツ創造研究所 通称「かなコン」のご紹介 
 

「中小企業診断士をとったのなら、是非セミナー講師やってもらえませんか？」こう言った突然の依
頼、診断士あるあるの上位に位置するのではないでしょうか？ 

企業内診断士であれば、社内での研修講師や学会やコンベンションでの講師を依頼されることがある
でしょう。独立を志す診断士であれば、商工会議所や中小企業支援センター等でのセミナー講師は是非
とも請けておきたいお仕事です。 
とは言え、中小企業診断士の勉強は受験校のテキストに沿った内容をインプット・アウトプットしただ
け・・・、何を話せばいいのかなぁ？ 
 

「あなただけのコンテンツ」創りをみんなで一緒に行う研究会「かなコン」は、このような診断士あ
るあるに寄り添う研究会です。「何を話せばいいのかなぁ？」是非あなただけにしかできない『コンテ
ンツ』を創り上げてお話ししてください！あなただけにしかない経験がある限り、あなただけにしかで
きない『オリジナルコンテンツ』は必ず創れます。経験×学びで自分だけにしかできない世界を創り上
げてください。 

 
自分オリジナルの内容を創り出して、魅力的に話せる診断士は、あちこちで引く手あまたです！企業

内プレゼンターとして活躍するのも良いですし、独立を志した際には、お仕事を獲得することが比較的
スムーズになります。一方で、もしコンテンツがどこにでもある内容で、話し自体がつまらない場合ど
うなるでしょう？そうです、二度と呼ばれることはありません。 

 
「かなコン」は、２０１５年に神奈川県下の中小企業診断士のコンテンツ制作とプレゼンテーション

能力の向上を目的に生まれました。所員の数は４６名。（2022 年 10 月現在）企業内診断士：独立診断
士はおおよそ１：１の比率です。活動は、月に 1 度の会合を基本としています。毎月第４日曜日１７時
～の３時間。毎回３名のチャレンジャーが、全員の前で４０分程度のコンテンツプレゼンテーションを
行います。そのコンテンツに対して、観客を模したメンバーから様々なアドバイスやフィードバックが
【コメントシート】に記して寄せられます。それらのフィードバックは、そのまま自分のコンテンツの
改善や進化に利用可能です。研修やセミナーの予行演習をする目的で「かなコン」を活用するメンバー
もたくさんいます。 
 

【プレゼンの風景】 

 

会員寄稿記事 ：かながわコンテンツ創造研究所 
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【かなコン】コメントシート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「かなコン」が他の研究会と異なる点は、発表者を先生とせずチャレンジャーとして位置付けている

点でしょうか。診断士は、プロの先生として呼ばれたからには、その時に最大限のパフォーマンスを出

して、お客様満足を最大化する必要があります。だけど、先生としてはまだまだ研鑽の余地がある人た

ちが多いのが現実です。コンテンツを披露する前に、仲間の前で試しておけるとよいですよね。失敗も

しておきましょうよ。ブラッシュアップできれば最高だよね、と考えるのが「かなコン」のコンセプト

です。 

 

ですが、あまり親しくない人に、プレゼンの改善指摘をされるのはツライものです。だから、かなコ

ンは、メンバーが『仲間』であることに強いこだわりをもって運営しています。終了後の飲み会はもち

ろんのこと、ポイント取得のためのコンサル案件の持ち込みや、お花見、ビアガーデンなど診断士のコ

ミュニティとして、他には無い絶対的な「仲間感」がハンパないです。メンバーはみんな人生最高の仲

間です。だからこそ厳しい指摘もしあえる。切磋琢磨できる。最近はゴルフの切磋琢磨も始めています。 

 

≪かなコン運営理念≫ 

診断士の勉強で学んだ内容に、自身の経験や特技を掛け合わせた「コンテンツ」を作り、効果的に伝

える技術を仲間同士で研鑽することで、独自性を持った診断士として人生のステージアップを目指して

いきます。 

 

共感いただける方は、ぜひご連絡ください。『仲間』になりましょう！ 

 

【かなコン所長・かなゴル代表 小倉 正嗣（平 26 会）】 
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 「暑さ寒さも彼岸まで」とはよく言ったもので、

朝晩はすっかり涼しくなりました。あんなに暑か

った夏がうそのようです。 

秋晴れの朝、金木犀のつぼみが大きくなっている

のを見つけました。足元には萩の花も控えめに咲

いています。 

ここしばらく毎日 PC に向かい、読むものといえ

ば、企業のレポート、統計資料などの日々。 

こんな素晴らしい秋晴れの日は外に出て、しばら

く手にしなかった小説など読んでみるのも良い

かな、と思いました。 

 この道や 行くひとなしに 秋の暮れ（芭蕉）  

【関澤 充】 
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