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◆令和 2年を向かえて 

 夏季オリンピックの年が始まりました。とはいえ、いわゆる五輪特需に関して土木工事やビル建築を

手がける方に話を聞くと、既に（特需は）ピークアウトしている話もあり、またインバウンド需要に関

しても「宴の後」への不安が拭えない…という話も聞きます。昨秋の台風被害からの復興も道半ばで、

県内中小企業や小規模事業者が持つ経営課題は、一層複雑かつ難易度の高いものとなると考えます。 

このことは、我々中小企業診断士に求められる役割もより「複雑かつ高度」なものとなることを意味

しており、会員の皆さまや弊協会も県内随一の診断士団体として、かかる期待に応えられる体制を構築

すべく、来年度の事業計画や組織体制の検討を進めており、会員の皆さまには近日実施するアンケート

調査にもご協力いただきまして、忌憚のないご意見をいただけますと幸いです。 

◆令和元年を振り返って 

昨年は、弊協会とかながわ士会の二組織体制がスタートした年でした。かながわ士会との役割分担の

下、スターターキットから現在実施中のマスターコースまで一連の教育プログラムの充実を図り、登録

グループへの活動補助についても見直しを行いました。また、神奈川県からの要請に受けた台風１９号

被害に係る士業合同相談会への相談員派遣など、国家資格者団体としての責も担いました。スプリング・

シンポジウムや秋のオリエンテーションも多数の皆さまにご参加いただき、盛況となりました。上記の

詳細については、個別の記事をご参照いただけますと幸いです。 

こうした取り組みについては協会執行部の限られたリソースで取り回しており、走りながら考えざる

を得ない部分も含め、会員の皆さまから見ると至らぬ点も多々あったかと存じます。引き続きより良い

形に改善していきたいと考えており、上述の会員アンケートの折は是非ともご協力をお願いします。 

◆ウエブサイトのリニューアルを行います 

 現在の弊協会ウエブサイトは、平成 25年 11月にリニューアルしたものです。独立

法人化して２年目という時期でもあり、保証協会専門家派遣事業など協会が実施する

収益事業とその収益事業の受益者たる事業者さまに向けたコンテンツを前に出す構成

でしたが、二組織体制となって診断士資格者の基礎団体への原点回帰を図るためにも、

全面的なリニューアルが必要となりました。 

このため、コンペで選定した製作（維持管理）業者と広報部、公募メンバーによる

プロジェクトチームが作業を進めており、４月５日のリニューアル完了に向け、段階

的に刷新を行っていきますが、第一段階の公開は２月６日の予定です。【井上真伯】 

会長あいさつ 
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 かながわ士会概要 “会員数は約 170 名が登録” 

かながわ士会は、2018年 10月に診断協会の兄弟組織として設立し、2019年 4月（今年度）より本

格的に活動を開始いたしました。初年度から、神奈川県内の「かながわ中小企業支援プラットフォーム」

構成機関（50 機関）から、多大なご支援を頂きながら、中小企業等の経営支援業務に対応させて頂い

ております。 

その取組を支える、かながわ士会の会員数は、2019年 12月末現在、神奈川県診断協会 所属会員約

540名のうち、約 3割にあたり約 170人のメンバーが、かながわ士会にも登録し、「プロのコンサルタ

ント集団」の一員として活動頂いています。 

 

 令和元年度の振り返り “受託金額 対前年を上回る着地予想！” 

神奈川県における、中小企業の現況を振り返りますと、昨年は、台風 15号や 19号の影響で、横浜市

福浦地区や、箱根、相模原を始め、多くの地域で被災された方々が、今なお、復興に向けてがんばって

います。また、中小企業施策関連では、①小規模事業者支援法が改正され、商工会・商工会議所の経営

指導員がより伴走型支援者としての位置付けが強化されたことや、②中小企業経営を資金面で支える補

助金（ものづくり補助金／持続化補助金等）や、③経営改善計画策定のための費用の補助（405事業等）

等も中小企業施策として継続されていることは、我々、中小企業診断士活動市場としては、引き続き景

況でした。そのような背景のもと、かながわ士会の業績概況では、初年度にも関わらず、外部からの受

託金額は、対前年を上回る 68,000千円程度を見込み、当初の営業目標を達成できそうです。 

 

 令和 2年 中小企業を取り巻く状況 “景気中折れの懸念はあるが、診断士市場は引き続き景況“ 

いよいよオリンピック開催の年になりました。野球・ソフトボールや、サッカー、セーリングの競技

などは、神奈川で開催されるなど、海外からより多くの観光客が来日されることで、インバウンド需要

がますます盛り上がることが予想されます。（中国発の新型コロナウイルスの影響は気になるところで、

早期に収束することを切に願っています）。 

また、令和元年度の補正予算が、経済産業省関連だけでも、9,135億円といった大型予算が組まれ、

防災対応や、消費税アップの景気中折れ防止・景気向上施策も組み込まれており、令和 2年度も引き続

き、中小企業診断士が活躍できる場は、広がってきていると感じています。 

 

 令和 2年 かながわ士会の取組 “早期に受託金額 1 億円達成に向けて” 

このような、県内の中小企業を取り巻く状況の中、我々、中小企業支援をミッションとする、かなが

わ士会のコンセプトは、「顧客視点」であることは変わりません。中小企業経営者の方々をリスペクト

し、その視線に沿ったアドバイスやご支援を提供すること。また、県内の各支援団体や金融機関から望

まれる中小企業支援者となり、サービスを提供することを目指しています。 

また、会員の皆様が、かながわ士会に期待頂くことの一つとして、「コンサル機会の増加、活躍の場の

増加」であることは間違いありません。 

かながわ士会の活動領域としては、パンフレットや HP に掲載させて頂いている通りですが、営業目

標である、「早期受託金額 1 億円」達成に向けて、令和 2 年度は、①営業体制の強化、②事業管理／

品質管理の手法確立と運用ルールの確立、③県協会との事務局業務の効率的運用、などの重点業務を行

っていきます。 

 

かながわ士会は、今年、活動 2年目になります。 

「顧客本位・顧客視点」をしっかりと守りながら、さらなる活動の範囲を広げてい

きますので、引き続きかながわ士会の活動に、さらなるご支援と積極的なご参加をお

願い致します。                          【森 智亮】 

 

 

 

 
 

県士会代表理事あいさつ 
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去る１月 7日（火）午後 3時から、神奈川産業振興センター14階 

多目的ホールにおいて、今回で 3回目となる賀詞交歓会を開催しました。 

今回は、ご来賓さま 39名、会員さま 38名のご参加を頂きました。 

冒頭は、井上会長より年始の挨拶を行いました。社会経済情勢と併せ 

て当協会の昨年 1年間の動きを振り返り、改めて当協会の公益性のある 

社会的意義を述べました。続いて、一般社団法人神奈川中小企業診断士 

会の森理事長より、実質的な事業開始年度である当期の活動報告および 

今後の方向性や目標について述べました。 

記念講演は、元ブリヂストン MS・MCタイヤ開発本部フェローの 

浜島裕英さまから、「タイヤは命を乗せている」と題してご登壇頂きま 

した。世界最高峰のレースである F１などレーシングチームを支援され 

たご経験から、我々、中小企業支援に通じる姿勢について学ぶことがで 

きました。また、フェラーリ社における工場開放時の様子をお話しされ、 

従業員やその家族、地域に親しまれる CSR活動についての紹介もあり 

ました。 

第 2部の懇親会では、冒頭に一般社団法人中小企業診断協会会長の 

米田英二さまより乾杯のご発声をいただきました。 

その後、ご来賓の関東財務局横浜財務事務所所長の須田渉さまと独立 

行政法人中小基盤整備機構関東本部の本部長であられる占部治さまから 

ご祝辞をいただきました。 

ご参加された会員さまとご来賓さま、あるいはご来賓さま同士での 

お話しが弾み、清見副会長の中締めで、盛会に終わりました。 

【天満 正俊】 

 

 
 

「11月 4日の中小企業診断士の日」に因むイベントとして、昨年に引き続き「中小企業診断士の日フ

ェスタ」を開催しました。今年度は「ビジネスで困ったときに最初に相談する専門家＝中小企業診断

士！」をテーマに 11月５日（火）横浜そごう前地下広場「新都市プラザ」にて、無料経営相談会/クイ

ズ/のぼり・横断幕による PR/インタビュー・プチレクチャー/パネル掲示/チラシ・ノベルティグッズ

配布等を実施しました。      

■今年度は、夕方の時間帯での PR・相談対応のため、例年よりも開催時間を長く設定。相談しやすい

場づくりや効果的なレイアウト、チラシ・クイズの作成等 PJTメンバーでアイデアを出し合い、進め

ていきました。また、企業経営者への診断士に対するインタビュー、マイクアナウンスや中小企業診

断士チャネルの動画（https://www.youtube.com/channel/UCkxT_hUwdI0fi09C23GiJDQ）など

新しい取り組みでより多くの方々への PRやお役に立つ趣向を凝らしました。     

■当日は、無料相談会来場者 43名、延べ相談テーマ数 52件（売上拡大・創業・補助金・事業承継・

働き方改革・資金調達・他) と大変多くのお話を伺うことができました。また、事業承継や起業・働

き方改革等最新情報クイズ＆診断士に相談したいことアンケートに興味を持って回答頂いた方も昨年

を大きく上回る 91名。更にテクヨコに先駆け診断士娘等身大パネ

ルも初登場。道行く人が記念撮影するなどこちらも大人気でした。 

■これだけ多くの方のご相談を受けることができたのは「過去３ 

年間のノウハウの蓄積」「PJTメンバーの活躍～チームワーク～」 

「経営相談に対する世の中のニーズの高まり」と捉えています。 

今回の経験を踏まえ、来期に向けて、引き続き「診断士の使命と 

は何か？」を思いめぐらせ、実践し、診断士の日フェスタを企画 

して参ります。 

■PJTメンバー/中村哲男（平 1）、村田英嗣（平 27会）、鈴木隆浩・鈴木崇史（平 30会)、   

神原哲也・匂坂俊夫・中嶋宣行・福田幸俊・升田覚 (令１会)【齋木真紀子・山上裕昭】 

賀詞交歓会 
 

「中小企業診断士の日フェスタ」イベント実施報告 
 

https://www.youtube.com/channel/UCkxT_hUwdI0fi09C23GiJDQ
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11/10（日）かながわ労働プラザにて秋のオリエンテーションを開催しました。入会を検討中の中小企

業診断士の皆様や主に春以降入会の会員の方等向けに当協会の活動を紹介するイベントです。 

・第 1部（17:20～19:50）協会・士会概要紹介（井上会長・清見副会長・森士会理事長） /  

会員による活動紹介 / 質問＆相談タイム（名刺交換等）＆参加者紹介  /  

登録 G活動紹介 / 同期会活動紹介 

・第２部（20:00～   ）懇親会（協会関係者・診断士同士で交流を深める） 

■今年度は、「協会＆かながわ士会の活動紹介」「懇親会不参加の方を考慮し簡単な質問＆相談タイムを

設定」「会員活動紹介を企業内・独立診断士の２名にして属性ごとに訴求（企業内：渡邊一弘 会員 

独立&経営者：川名勝経 会員）」など内容の充実も図りました。登録 G説明資料等活動を後押しするた

め配布資料も拡充。また新たにプログラムに追加した登録 G・同期会紹介では、前年の同期会から派生

した登録 G：パラレルキャリア研究会の活動報告なども参加者の興味を大いに引いたと思います。 

結果、第 1部：75名、第 2部(懇親会)：44名と、昨年を大きく上回る多くの方にご参加頂き、盛況と

なりました。登壇者のお話は非常に興味深く、皆様熱心に聞いて頂きました。 

■「今日入会申込書を提出するので同期会に入るにはどうしたらよい

か」「研修に興味がある」などのお声がけも頂き、今年あらためて情報

提供した内容も効果的だったと思われます。また、当日入会者も多く、

早速、翌週のスターターキットへ参加されるなど、協会活動をスタート

されていることを大変嬉しく思っております。 

■お忙しい中、事前のご案内や準備・当日運営にご協力頂いた関係者の 

皆様には、あらためて感謝申し上げます。 

■今回の皆様の感想・ご意見を踏まえ、来期秋のオリエンテーション 

及び 2020 年 4 月 5 日（日）開催予定のスプリング・シンポジウムについても、さらなる内容の拡充

に努めて参ります。                     【齋木真紀子・佐藤隆宣・山上裕昭】 

 

 
 

1．「決算書分析入門１」講座 

実施日  2019年 10月 31日(木)  19:00-21:00 

内容 実在の会社の決算書を読み解き、当該業界の事情、動向、ビジネスモデル等を勘案しながら、

当該企業の経営課題の仮説の立て方を学ぶ 

講師  片桐 新悟 会員 

会場  協会事務所内 会議スペース 

受講者数  21名 (内訳 企業内 60%、独立 40%) 

 20 名の募集に対して 37 名の申込があり、財務関連知識の学

習機会への期待の高さが伺えました。講義では基本的な財務分析

方法の振り返りの後に演習用の財務諸表が配布され、実際に経営

課題を見つける演習が実施されました。アンケートでも「実際の

事例をもとに分析できて良かった」「財務分析からの仮説の立て

方、課題を設定する方法が参考になった」等の意見をいただきました。 

 今回は入門ということであまり実務に接していない方や経験の浅い方の受講を想定しておりました

が、比較的経験のある方から、より高度な内容を期待する声も聞かれました。 

 

2．「診断士スターターキット（第 2 回）」 

実施日  2019年 11月 17日(日) 14:25-17:50 

内容 新入会の会員向けに、神奈川県においてこれから診断士活動を始めるのに必要となる入門的

な情報を提供する 6つの講座を実施 

講師  1限目 私の駆け出し診断士時代 大堀 浩 会員 

2限目 各種支援機関と支援制度 冨森 富士夫 会員 

 

秋のオリエンテーション実施報告 
 

10～12月の会員向け研修プログラム 実施報告 
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3限目 A 診断士のための ITツール入門 牧野 雄一郎 会員 

3限目 B1 知っておくべき法律知識入門 1 加藤 則仁 会員 

3限目 B2 知っておくべき法律知識入門 2 濱田 良祐 会員 

4限目 A 5年目のプロ診断士 牧野 雄一郎 会員 

4限目 B 企業内診断士の活動 増田 竜雄 会員 

会場  かながわ労働プラザ 第 6・7会議室 

受講者数  17名 (内訳 企業内 62%、独立 33%、その他 5%) 

 秋入会の新会員向けに、春のスターターキットと同様のプログ

ラムで実施しました。前回同様、診断士としての仕事の取り方、

独立にあたっての準備、経験談などの内容に注目が集まりました。

講師の皆様、熱のこもった講義をありがとうございました。 

 

3．「実践塾：事例を用いた経営診断プロセス」 

実施日   2019年 12月 2日(月) 19:00-21:00 

内容 経営者へのヒアリングから経営課題を整理するプロセ

スを、実際の事例から学ぶことにより、企業の経営診断スキルを向上させる 

講師  1時限目 介護業界 石松 慶三 会員 

 2時限目 建設業界 荒川 純一 会員 

会場  神奈川中小企業センタービル 14階 多目的ホール 

受講者数  25名 (内訳 企業内 40%、独立 60%) 

 他の研修と比べ、受講者は経歴の長い方や、独立診断士の割合が高かったです。「業界ごとの経営環

境や診断実務の話が参考になりました」「経営課題別の解決策をわかりやすく説明してくれた」などの

声が寄せられ、実務に則した経営診断事例に対する皆様の関心の高さを感じました。 

受講者アンケートや講師の皆様から頂いたご意見を参考に、これからも会員の皆様のご要望にお応え

できる研修を実施していきたいと思います。                 【安永 麻実子】 

 

 
 

 昨月の 12月 7日（土）Lプラザにて、当

研究会主催で中小企業経営者向け AI セミ

ナーを実施しました。中小企業経営者、支援

機関、診断士など 70名を超える来場者で会

場は満員御礼。この冬一番の寒波のなか、寒

さを忘れるほど熱く盛り上がりました。セ

ミナーにご協力いただいた関係者の皆様、

本当にありがとうございました！ 

 

小倉 仁志氏のオープニング講演での「パ

ターン化できる仕事は AIにまかせる」のキ

ーメッセージをうけて、代表の小泉からは

中小企業の経営者向けに AIの動向から経営に生かすための課題、ポイントを紹介しました。志水 竜夫

会員の肩の凝らない AI のネタ講座、小倉 正嗣会員のイスラエル出張報告、平鹿 一久会員の AI を業

務に役立てるための勘所などの講演に続き、さいごの吉本 悟史会員モデレータによるパネルトークで

は講演者が全員登壇し、来場者からの質問への回答も実施しました。 

 

 来場者からは、「ビジネスパーソン向け入門として最適な内容でした」、「AI を身近に感じました」、

「AIの現実的な利用方法がわかりました」などご満足の声をいただけた一方、「具体的事例をもう少し

掘り下げて聞きたい」、「Fantasyについてもっと聞きたい」など次回へのご期待のご要望も頂きました。

研究会としては、これらのフィードバックを参考にして今後も活発に活動してゆきたいと思います。少

しでも AIに興味を持たれた方は、第 3土曜日 PMの研究会に遊びにいらしてください。 

【AIビジネス研究会 代表 小泉昌紀】 

AIビジネス研究会主催「AIセミナー」実施報告 
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2020年 4月 5 日（日）かながわ労働プラザにて、午前「診断士活動プレゼン大会」、午後「スプリ

ング・シンポジウム 2020」を開催いたします。ぜひ、奮ってご参加下さい。 

■診断士活動プレゼン大会 

・今回、初めて実施するイベントです。企業内診断士・独立診断士の個人の方々や登録グループの活動・

有志の皆さんで取り組んできたことなどを協会の皆さまに共有 PR 頂く場として企画いたしました。 

登壇者・審査員も公募。ぜひ当日、観覧頂きたくさんのナレッジを学ぶ機会となれば嬉しいです。 

【濱田良佑・齋木真紀子】 

■スプリング・シンポジウム 2020 

・当イベントは、協会活動を紹介する説明会であり、診断士同士の交流会です。 入会検討中など初め

ての方や、活動の幅を広げたい既存会員の方など、毎年、200名以上の方にお越し頂き盛況となってお

ります。 本年も参加される方々にとって有意義な場になるよう、同期会令１会運営メンバーの皆様が 

企画・準備を進めています。ぜひこの機会をご活用頂ければ幸いです。詳細は HP を順次更新します。 

(昨年 2019 の様子)                    【齋木真紀子・佐藤隆宣・山上裕昭】 

 
 

現場改善は、診断士が指導して終わりというものではありません。 

自社内で改善活動が継続できるよう支援するのが、本来の我々、診断士の役割だと考えています。そ

のためには、実行と知識のバランスをとる必要があります。本研究会では、実行支援はもちろん、知識

の充実に使えるコンテンツを作成していきます。 

■活動の状況 

基礎的な資料を 1人で準備するのは、大変な労力がかかります。私たちのグループでは、これを分担

して作成することで省力化を実現しています。また、作成した資料に関して議論することで、その内容

について、更に理解を深めようと活動しています。これまでの活動としては、「ＩＥ基礎」、「品質管理

基礎」、「原価管理基礎」等のコンテンツを作ってきました。これらを更に充実したものにしていきたい

と考えています。 

■参加のメリット 

・協力して作成した資料は、自由に使えます。 

・今更、聞けない基礎知識を再確認できます。 

■定例会の開催 

 ・毎月第２金曜日 19時～21時 

・原則、神奈川県民センター 

・年会費 2,000円（会議室利用料） 

◆ご興味のある方は、枇榔(びろう)さん宛連絡ください 

   E-Mail：bass44bass44@gmail.com        【 現場改善研究会 代表 山寺哲二 】 

 

4/5(日)スプリング・シンポジウム/診断士活動プレゼン大会告知 
 

登録グループ紹介⑬ 現場改善研究会 

会 

 

mailto:bass44bass44@gmail.com
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湘南診断士ネットは、理論と実践を目指して湘南地区に関わらず、幅広い活動をしております。 

【活動の目的】 

中小企業診断士の研鑽の場を創出し、会員同士が切磋琢することで理論と実践のスキルアップを図

ることを目的にしております。 

【活動の状況】 

①毎月、かながわ県民センターで定例会を開催し、会員自身が講師になって勉強会を行い、実際の企

業支援に基づく事例研究を行っています。 

②また、この定例会では、自身の仕事を紹介しております。 企業内診断士も多いので、普段接する

事の無い業界の話が聞くことができてなかなか有意義です。 例えば、化粧品業界の話とか、宇宙

開発研究の話とか、裏話なども聞く事があります。 

③本年度は、メンバーを４つの班に分けて、分科会として研究を進めています。 今年度のテーマは創

業支援、健康経営、銭湯経営、元気な中小企業のデータベース化で、その研究成果を 2020年２,３

月に発表予定です。 

④現場での実践を行う為に、希望者を募り「ひらつかテクノフェア」への出展などを実施していま

す。2019年 10月 17日～19日に平塚市にて開催されたひらつかテクノフェアでは、ブースを２

コマ借り相談員を派遣して、無料経営相談を実施いたしました。 

また、この場では、相談員によるミニプレゼンテーションを実施して、参加者のプレゼンテーショ 

ンスキル向上にも活用しております。その上、相談者には実務ポイントも付加されます。 

⑤当会の関連活動として実際の研修講師、補助金申請支援活動などに参加できる可能性もあります 

【メッセージ】 

実務経験を積みたい方、診断士活動の幅を広げたい方、向上心と積極性のある方には、うってつけ

の会です。また、年 2回の懇親会も大いに盛り上がります。 １回目のオブザーバー参加は、無料です

ので、ぜひお越しください。                      連絡先 s_naojp@yahoo.co.jp【坂本尚隆】   

 

 

「強み」経営研究会は、2013 年に県協会直轄の知的資産経営プロジェクトとして発足し、2019 年

の協会の組織変更に伴い、登録グループとして名称も新たに再スタートしております。 

知的資産経営とは、会社の「目には見えにくい」資産に着目し、その中の「強み」を生かして会社を活

性化する、中小企業にとって最も基本となる経営手法です。我々「強み」経営研究会では、知的資産の

中から「強み」を見出す【評価/発見】、「強み」を有効利用する【活用】、また知的資産そのものを発展

させる【育成/強化】の３フェーズに分類し、各々の手法の一般化・普遍化を進めながら、研究会メン

バー各自の診断士としてのスキルアップに努めています。 

また座学ではなく実際の企業支援を通じての活動を重視し、過去の活動実績としては、「知的資産経

営報告書」の作成、新規市場開拓支援、事業計画策定支援、会社案内策定支援等、知的資産経営の考え

方や手法をベースに実企業への支援活動を継続的に行ってきています。 

またこれとは別に、企業へのアンケート調査による「知的資産 

経営度」評価も行っており、アンケートへの回答だけで、自社 

の良い点・悪い点が簡易に点数評価できるツールの開発も行っ 

ています。 

右記に研究会への参加メリットを述べています。 

多くの皆さんの加入をお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

【連絡先】代表：寺野 仁 h.tera118@yd6.so-net.ne.jp  

登録グループ紹介⑭ 湘南診断士ネット 
 

登録グループ紹介⑮ 「強み」経営研究会 
 

 

本研究会への参加メリット
１、診断業務の基本となる「会社の強み」に
ついて学べます。またその活用につい
て学べます。

２、実務を通じて実企業へのコンサル経験
が得られます。

３、実務ポイントの取得が容易に行えます。
４、他県診断協会と交流できます。
５、新たな企業診断ツールの開発が行えま
す。

６、真面目な仲間と知り合えます。
（企業内とプロコン比率 ５：５）

 
 

mailto:s_naojp@yahoo.co.jp
mailto:h.tera118@yd6.so-net.ne.jp
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■活動の目的 

生産性向上や売上拡大、新サービス創出につながる IT活用により、中小企業の事業成長に貢献する

ことを目的に活動しています。 

■活動内容 

2019年 4月に発足した研究会です。これまで、中小企業で活用できる「IT ツールの研究」、地域の

「ITベンダーとの交流会」の実施、企業を訪問しての「IT活用支援」等の活動を行ってきました。2020

年も引き続き、研究・交流・支援の 3つを柱に活動を進める予定です。 

■参加メリット 

・企業訪問やベンダーとの交流により、中小企業の IT活用の最新事情や動向が把握できる 

・IT活用支援を通して、実務経験の蓄積と現場に即した ITツールの知見が広がる 

・ビジネス機会創出のヒントが得られる 

【年会費】3千円 【定例会】毎月第 3金曜日 19~21時 @神奈川県民センター 

【連絡先】代表: 後藤 昌治   sho@sun.qee.jp 

 

 

 

マーケティング実践研究会では、マーケティングを

理論、実践の両面から学ぶとともに各メンバーの持つ、

経験や情報を共有、議論し自己研鑽を行っています。 

 

【活動の状況】 

 研究会 HP を窓口として顧客を獲得し、企業様のマ

ーケティング支援を行っていくことを目標に活動を行

っています。毎月１回定例会を開催し、個人の発表に

加えて、売上拡大コンサルティング、研修メニュ、デ

ジタルマーケティングなどのテーマ別にコンテンツづ

くりをしています。 

 

【活動の特色】 

 ベテランの独立診断士が多いこと、海外勤務経験のあるメンバーが多いのが特徴ですが、診断士の経

験年数や独立・企業内に関わりなく、活発な議論や情報交換が交わされます。 

 

【メッセージ】 

 マーケティングを理論・実践の両面から学び経験したい方、将来の独立や海外での活躍を視野に入れ

ている方にはとても学ぶことの多い研究会です。マーケティングという共通の話題を通じて、メンバー

たちのそれぞれの考え方や経験を感じていただくことができます。少しでも興味を持たれた方は、第４

土曜日の 14:00-17:00の定例会に遊びにいらしてください。お待ちしています。 

マーケティング実践研究会 代表 小泉昌紀 masakikoizumi-art@memoad.jp  

登録グループ紹介⑯ ビジネス IT研究会 
 

登録グループ紹介⑰ マーケティング実践研究会 
 

mailto:sho@sun.qee.jp
mailto:masakikoizumi-art@memoad.jp
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～ 組織に頼らない個人のパラレルキャリアを切り開こう ～ 

 

【目的】 

スキルや人脈を多様化させ、働き方・生き方をシフトする。 

【対象】 

(1)企業で働く若手社会人 (2)将来独立をしたい人 (3)複業をしたい人 

【活動内容】 

①全体活動：ワークショップや BBQ、ワインイベント講習など、メンバー同志の交流が目的 

②ゼミ活動：財務会計、データサイエンス、デジタルマーケティングなど 

 

メンバー全員の交流の場を提供し、新たな仲間との出会い、イベントの企画やゼミの発足を促進しま

す。メンバーを巻き込んでやりたいことがある人、核になってくれる熱量の高い人、パラ研の目的に共

感してくれる人、どれか 1つでもあてはまる方の入会をお待ちしています！ 

 

 

◎開催日：毎月第２日曜日 15:00～18:00 

◎場所：横浜駅近隣、川崎駅近隣、都内 

◎料金：月額 980円（税抜）、毎月 1日に課金 

◎申込：ml.parallelcareerlab.com 

◎HP：https://parallel-career.studio.design/  

◎オウンドメディア：https://parallelcareerlab.com/  

◎お問い合わせ窓口：長島、遠藤、岩間、佐藤 

 

  

登録グループ紹介⑱ パラレルキャリア研究会 
 

https://parallel-career.studio.design/
https://parallelcareerlab.com/
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令和の時代の新企画「令和を築く診断士」では、活躍する協会員をご紹介しています。今

回は、会員支援１部執行役員の齋木 真紀子さんに、お話を伺いました。 

 

― 現在の仕事について教えてください 

 ＢtoＢtoC ビジネスの営業領域を中心に事業戦略にもとづく組織創り、研修企画と実

施、コーチング支援・働き方改革等調査研修・派遣業等採用分析・マッチングを専門分野と

しています。単に研修を企画するのではなく、「人との関わりの品質管理・コミュニケーションツー

ル」という考え方を取り入れています。ありたい姿や研修成果の発揮レベルを上司や顧客にも

ヒアリングし、モニタリング結果をフィードバックすることで、組織内のバラツキをなくす管理指導

まで行うことを得意にしています。「企業は人なり・共に成長・活躍支援」がコンセプトです。 

 

― 中小企業診断士を目指したきっかけは何ですか？ 

これまで、採用・研修・評価制度等の人材総合サービス領域で法人営業や企画業務に

携わってきました。その際手薄だった「財務」の勉強の必要を感じ、また、仕事を通じて学ん

だことを、「経営」のフレームとして整理し「見える化」したいという想いもありました。 

新人時代、求人広告の作成で条件や待遇面だけで求人に応募してもらおうとすると、入

社してもすぐ辞める人が多くいました。そこで「社長の事業への思いや社員育成に関する熱

意」を載せると、求めている人が集まり、しかも辞めないという案件が業種・規模を問わずたく

さん出てきました。企業の成長には「企業と社員が共に成長する」考え方が大事だと学び、これが今のビジネスコンセプ

トにもつながっています。 

 

 ― 資格をとった後、どのような想いで神奈川協会に入会したのでしょうか？ 

資格取得後はずっと企業内で、最初の更新をむかえた時、自分のこれからを考えました。ビジネスの視点と共に、診

断士の「社会的な使命」に立ち返ると、やはり地元横浜の経済に貢献したいと思いました。診断士約 500名のパワー

の波及効果が横浜の経済力の底上げにつながると、それが自分にできる地域貢献ではないか考えたのです。そして、

17年に協会に入り、会員支援部の活動にも参加。あらためて診断士に対する地域の期待要望を強く感じています。 

 

 ― 協会で活動して良かったと感じていることは何ですか 

協会はお一人お一人の熱い想いとノウハウ溢れる素晴らしい場だと感じています。専門分野のナレッジ・行動力・学

び合う姿勢など驚くことや見習うべきこと・気づきが多く、刺激を受けていることに感謝しています。 

また、「多様性を楽しめる」貴重な場だと思います。企業にはそれぞれ違う文化があって、ものの見方・考え方・目の

つけどころ、仕事の進め方も違いますし、診断士の皆さんも違う背景・持ち味をお持ちです。 

その多様性をしっかり理解して診断等にあたるのはもちろん、チームで創り出しブラッシュアップできるスタンスがとても

大事だと感じていますし、交流・協働により、新しい視点や発想・推進力が生まれ、成果が出ることを実感しています。 

そして、これからの時代に大事な「共感」という感性を日々磨いているのだと思います。「共感」は、言葉で言うと簡単

ですが、実は難しいことです。さまざまな活動・業務にあたる中で、みんなが違うという前提で臨んでいるか？感じている

か？そんなことを協会での活動を通して実感し、学ばせてもらっています。 

 

― 今後、やりたいことや実現したいことは何ですか。 

変化の速い世の中に自分をしっかりアップデートさせていきたいと思っています。組織活性化と人材育成をサポートす

る中で、顧客の顧客を知る大事さは基本ですから、世の中の動きや業種業態の勢力地図が塗り替わる中、顧客の変

化などの情報をしっかりつかんで、強みや機会を見極め、事業戦略立案や研修プランニングに活用していくためにも診

断士が、最新の各方面の情報、AI・IoT等にもキャッチアップしていくことが大事だと思います。 

これからの時代の新しい働き方、キャリアの有無なく１人１人が活躍できる機会を実現する企業や地域支援を通じ

て、日本を元気にする一翼を担いたいと思います。また、会員支援部の一員として、更なる会員の皆様の様々な交流

やスキルアップの機会を企画し貢献してまいります（女性の診断士・会員の方も増えていただけると嬉しいです・・。） 

診断士の社会的使命から「企業と人が共に成長すること」を目指す齋木さんのビジョンに大変共感するインタビューと

なりました。ありがとうございます。                                   【増田 竜雄】 

令和を築く診断士  「企業は人なり・共に成長・活躍」を目指して 

 

＜プロフィール＞ 
・2012年診断士登録 
・H29会・独立診断士 
・健康経営エキスパー
トアドバイザー 

・会員支援１部 
会員交流・診断士の
日フェスタ、HP リ
ニュアル委員会 

・趣味 中華街アテン
ド・繁華街巡り・歌 
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 川崎市は県の北東部に位置し、横浜と東京の中間にある政令指定都市です。京浜工業地帯の中核を

担い、産業の街としての顔を持つ一方で、150万人を超える人口を抱えるベッドタウンとしての顔も

併せ持っています。今号と次号の２号にわたり川崎市が実施する主な公的支援をご紹介いたします。 

【商店街活性化支援、まちづくり連動事業】 

経済労働局産業振興部 商業振興課様にご協力いただき、商店街の活性化やまちづくりに関連する支

援策についてお話をお伺いしました。商業振興課では川崎市全域を担当する商店街支援係と主に川崎

駅周辺を担当する商業振興係とに分かれ、市内の商店街や商業者の支援を行っています。 

最近の傾向として、店主の高齢化が進む一方で、新しく店を開く若い世代も増えているそうです。

また、横浜と東京に隣接しているということで、商圏が広いということも特徴の一つとのことです。 

▶︎ 商業アドバイス事業 

 商店街や商業者グループ等に対して、抱える課題を解

決するために、無料で各分野の専門家を派遣し、事業活

動や経営上の諸問題に対する方策について、意見交換、

情報提供及び助言等を行います。研究会は１テーマにつ

き３回まで、講習会は１回完結となります。 

▶︎ エリアプロデュース事業 

 商店街が抱える困りごとを解決するために、専門家を

継続的に派遣する伴走型の支援事業です。商業エリアの

活性化のために、専門家が現状確認、方針のアドバイ

ス、実施に向けた取組までを支援し、イベントや PR、

必要な調査などの費用をサポートしてくれます。 

 期間は１年間と長期に渡り、本格実施の前に試行的に

専門家を派遣するプレ実施を受ける必要があります。こ

れまで「ママとシニアにやさしい商店街プロジェクト」

や「安全安心な街づくり事業」などの実績があります。 

▶︎ 商人（あきんど）デビュー塾 

 川崎市内の商店街の空き店舗などを活用して創業を予

定または検討している方を対象に、毎年開催する専門家によるセミナーです。本塾はすくらむ 21（川

崎市男女共同参画センター）と共同の主催で、先輩起業家の店舗ツアーもカリキュラムに組み込まれ

ています。また、保育室が完備されているため、受講中にお子様を預けておくことができ、育児中の

女性も参加しやすくなっています。 

▶︎ 補助金の交付 

「川崎市商店街魅力アップ支援事業補助金」や「川崎市商店街施設整備事業補助金（撤去事業含

む）」等の補助金により、資金面での支援を行なっています。「施設撤去事業」は、街路灯やアー

チ、アーケードの撤去費用の一部を補助してくれます。安全面への配慮からも有用な事業ですが、期

間が限定されているため、老朽化している施設がある場合は早めの検討が勧められます。 

専門家の登録制度についてお聞きしたところ、現在、登録制度はありませんとのことでした。専門

家派遣のある事業では、案件に応じて、過去の実績や紹介、産業振興財団に登録している専門家な

ど、その都度派遣する専門家を選定しているとのことです。 

【渡辺 剛】 

神奈川県内の公的支援レポート  川崎市 経済労働局産業振興部 
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【起業家・ベンチャーの創業・発展支援】 

 経済労働局イノベーション推進室様を訪問し、市が行う創業やベンチャー支援についてハード面、

ソフト面双方からお話をお伺いしました。イノベーション推進室では、起業・創業、ベンチャー支援

や知的財産活用、ウェルフェアイノベーションなど様々な事業に取り組まれています。 

▶︎ インキュベーション、オープンイノベーション施設 

 新川崎・創造のもり地区に「かわさき新産業創造センター

（KBIC）本館」「ナノ・マイクロ産学官共同研究施設

（NANOBIC）」「産学交流・研究開発施設（AIRBIC）」が開設さ

れています。これらの施設には研究開発型のベンチャー企業等が

入居でき、インキュベーション・マネージャーによる支援や、産

学交流を図ることができます。 

 NANOBIC には日本有数のクリーンルームや最先端の設備が整

備されています。これらは入居企業だけでなく、他所に拠点を構

える企業も低価格で機器を利用することができます。そのため、

自ら購入する場合と比べて、初期費用を抑えることができます。 

▶︎ Kawasaki-NEDO Innovation Center（K-NIC） 

 (国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）、川崎市、(公財)川崎市産業振興財団が連携

して運営する 2019年 3月にできた新しい起業家支援施設です。起業まもない会社やこれから起業し

ようとする個人、ベンチャーキャピタル等の支援者が無料で利用できるコワーキングスペースや、創

業セミナーやピッチイベント、交流会など様々なイベントが開催されているイベントスペースがあり

ます。所在地に制限はなく、市外に拠点を構えていても会員になることができます。また、専門家に

よる相談会も随時開催されており、専門家のアドバイスを受けることもできます。 

▶︎ かわさき起業家オーディション 

 川崎発の元気な企業を育てることを目標に、現在は年に４回開催されているビジネスプランコンテ

ストです。2001年にスタートし、すでに 120回以上の開催実績があり、アフターフォローにも力を入

れています。受賞者には「川崎市創業支援資金」の申請への推薦や商工中金「川崎経済活性化融資制

度」の利用など、受賞した賞に応じた特典が用意されています。応募資格は創業または新分野進出を

前提とするビジネスプランで、個人、法人、所在地、国籍等の制限はありません。 

▶︎ Kawasaki Deep Tech Accelerator 

 研究開発型スタートアップの成長支援プログラムで、2018年度に開始されました。民間の支援者が

まだ手を出さないようなアーリーステージにいる会社や個人を対象にして、次の段階に引き上げて、

経済を活性化することを目標にしています。選定されると１社あたり約２名のメンターによるサポー

トを１年間受けられます。 

▶︎ 川崎市中小企業融資制度 創業支援資金（アーリーステージ対応資金） 

 これから創業する方や創業して間もない中小企業の方々への融資制度です。市と市信用保証協会が

協力し、信用保証料の本人負担をゼロとしており、事業の立ち上げから事業拡大期までの資金繰りを

支援しています。 

紙面の関係上、お聞きしたお話の一部しか取り上げられていませんが、これら以外にも様々な取組

が行われています。その他の取組については川崎市のホームページ等でご確認いただき、今後の支援

活動にご活用していただければと思います。 

                                     【渡辺 剛】 

神奈川県内の公的支援レポート 川崎市 経済労働局イノベーション推進室 

AIRBIC 外観 
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私は企業内診断士として若手層の人材育成業務に長く関わってきました。その経験から、働き方改革

が進む世の中で、中小企業が取り組むべき人材育成のあり方を、前号から３回に分けてまとめています。 

 前号では、企業内で起きている若手と上司の人材育成の考え方の違いから、中小企業において目指し

ていくべき「人が育つ仕組みづくり」の考え方を述べました。本号では、白書から見る中小企業の人材

育成の実態とその仕組みづくりの具体的なポイントについて述べさせていただきます。 

 

【重要だけど緊急でない経営課題】 

人材育成が企業の競争力を高めることは誰もがわかっています。しかし、直近の売上に結びつくこと

が見えにくいので、後回しにされることが多く、重要だけど緊急でない経営課題であることが、中小企

業の実態だと多くの方が考えられているのではないでしょうか。 

2018年度の中小企業白書の第２部「人手不足

感の高まり」、第３章「労働生産性の向上」の中

で語られている、現在いる人材を活かす中小企業

のさまざまな取組と分析データから改めて考察

しました。そこから見えてきたのは、人材育成が

後回しにされている実態とは反対の姿でした。 

 

【18 年中小企業白書を読み返して】 

要点を整理すると、次のようなことが言えま

す。「人手不足に対して、中核人材には労働条件

等の改善で対応すればよいが、労働人材確保のた

めには、さまざまな取組が行われている。そのひとつ、多能工化・兼任化を進めると、マニュアル作成・

業務の棚卸・スキルの見える化・ジョブロテ等がその取組上必要不可欠な活動となってくる。その活動

を進めることで、コミュニケーションが増え、職場が活性化し、従業員の業務遂行能力向上につながる

効果が表れる（図表①）。こうした人手不足解消への取り組みが、結果的に人材育成につながり、顧客

や従業員の満足度向上にもつながっている。」 

さらに、取り上げられている中小企業の事例を考察すると、社長自らが業務改善やコミュニケーショ

ン強化を通じた人材育成に取り組んでいる姿がとても印象的に映ります。そして、そこには、人が育つ

中小企業の人材育成策の共通点があることがわかります。 

 

また、過去 3年間の営業利益推移にみた人材育

成の方針比較の調査（図表②）より、儲かってい

る会社ほど、長期的な視点を持って人材育成に取り組んでいることも見て取れます。 

 

【急がば回れ、お金がかからない人材育成】 

研修による成果を急いだ人材育成ではなく、仲間との意見交換や協働を通して、人間として成長して

いく日々の業務の中に人材育成の仕組みを取り入れることの大事さを物語っていると言えるのではな

いでしょうか。まさに「急がば回れ、お金がかからない人材育成」とタイトルをつけた理由になります。 

 

次号では、その実例とご提案について書かせていただきます。本稿は以上になります。ここまでお読

みいただきありがとうございます。                      【増田竜雄】 

 

急がば回れ、お金がかからない人材育成 （2）2018年中小企業白書を読み返して 

 

図表① 2018年中小企業白書より 

≪人が育つ中小企業の人材育成の共通点≫

(1)経営者が人材育成に熱い思いを持っている 

(2)将来必要な人材像から具体化している 

(3)「仕事の改善」に着目する教育の工夫がある 

(4)人が育つ「仕組み」を作り続けている 

図表② 2018年中小企業白書より 
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前号では SDGsの長期経営計画概要を社員の皆様に説明しました。今回は、その実践について、令和

2年新年挨拶式及び新年懇親会を通じて、説明します。 

 

 「皆さん、明けましておめでとうございます。令和になって最初のお正月、いかがでしたか。さて、

今年は当社にとっても、SDGs長期経営計画のスタートの年です。また、東京オリンピック・パラリン

ピックの年でもあります。昨年お約束しましたように、パラリンピックのチケット当選の方につきまし

ては、ペアチケット 1回分を会社で負担するお年玉を差し上げます。まだ当選していない方も、今後の

チャンスを活かして下さい。障害者の皆様も大変すばらしい能力をお持ちです。手先の器用な人、パソ

コンを何台も操作できる人等、貴重な人材を採用させていただきたいと考えています。また、外国人の

方も最初は多少言葉の課題もあるかも知れませんが、能力の高い方も沢山います。さらに、70 歳まで

定年を延長します。お気づきのように、社員数が増えます。SDGs経営に取組むことにより、近い将来、

注文が増加することを見越してのことです。わが社にとって、一番の財産は社員の皆様です。本年も、 

皆様のお力を貸して下さい。どうぞ、よろしくお願いいたします。」（社長の新年挨拶） 

 

 「皆さん、今年はよい年ですね。SDGs 経営のスタート、10 年後のゴールが楽しみです。まだまだ

中小企業さんには浸透されていない現状がある一方、『かながわ SDGsパートナー』に登録の 137の中

には、中小企業さんもかなり含まれています。今後、これに登録できるよう頑張って下さい。私も支援

します。また、SDGsでは地球環境問題が大きなテーマですが、昨年 12月の温暖化ガス削減国際会議

では世界的に統一した目標が得られず、残念ながら今年に持ち越しました。真に SDGsに取組むのであ

れば、日々の実践が大切です。最近省エネルギーで中小企業庁長官賞を受賞した会社の社長さんから、

年賀状をいただきました。『ホームランは狙わずに、内野安打でもいいので、出来ることを少しずつ積

み重ねて環境負荷低減に貢献していきたいと考えています。』と書かれていました。この心がけが大切

であると思います。また、『太陽光発電設置と蓄電池並びに EV 活用システムの導入』もすばらしい長

期目標です。導入計画や補助金活用等のお手伝いもさせていただきます。今年も、どうぞよろしくお願

いいたします。」（中小企業診断士の来賓挨拶） 

 

 「『要求品質の維持と不良率の現状維持』は現場のことをよく知っている社長ならではの目標、あり

がたいです。既に高度な現場力があるから、医療機器メーカーＡ社の一次下請け等取引先との信頼関係

を築いています。新しい人の能力に合わせた分担や OJT 教育が必要になります。工場の皆さんの分担

替えも発生する可能性もあります。さらに AIの活用が中小企業でも進んでいます。そこで、まずは皆

さんの多能工化に取組みたいと考えています。ベテランの皆様には、これまでの技術・技能の伝承をお

願いします。訓練の時間も必要ですね。AIの導入により業務の効率化を図り、訓練の時間を設けたい。 

皆さんの習熟度が高まれば、新規注文への対応や、残業時間の減少につなげられます。また、『災害時

の自社の事業継続』については、まず皆さんとご家族の安全が第一、次に取引先への状況報告が大事

です。そのために災害時を想定した実践的な訓練を行います。必要な情報は機密保持に注意しながら

クラウドを用いて外部保管するようにします。さらに倉庫を増設して在庫を多くするように、取引先

と相談しながら改善します。今年も元気な工場、皆さんで頑張りましょう。」（工場長挨拶） 

 

 「乾杯タイムの前にひとこと。今年も仕事と子育てに頑張ります。女性が働きやすい職場で、大変

ありがたいです。子供の教育にも役立つかと思って、英会話やパソコンを習っています。SDGsの話

を聴いていたら、私の出番かな？とちょっぴり思いました。『地域社会との共助』もありますね。昨年

11月に町内会の防災訓練があり、子供会として参加、非常食作りのお手伝いをしました。ということ

で、皆様お待たせいたしました。SDGs乾杯とご唱和願います。」（懇親会での社員代表の乾杯挨拶） 

 

次回は、地域社会との共生から、地元商店街さんの SDGsへの取組みをご紹介いたします。 

 

（参考）かながわ SDGsパートナー：https://www.pref.kanagawa.jp/docs/bs5/sdgs/partner.html  

  

【横田英靖】 

ＳＤＧｓと中小企業（第３回） ～ ＳＤＧｓ経営の実践 ～ 

 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/bs5/sdgs/partner.html
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2019 年は大型の台風が関東に上陸し、自然の驚異を身近に感じた年でした。とくに台風 19 号は箱

根に 1,000mm 近い豪雨をもたらし、多摩川を氾濫させるなど神奈川県にも大きな被害をもたらしま

した。自然災害やトラブルはいつ起こるかわかりませんが、事前に BCP を策定しておくことで、被災

時における事業の早期再開や取引先を失うリスクを低減するなどの効果が期待できます。 

 

では、現在の中小企業の BCP対策はどうなっているでしょうか。中小企業白書内のデータを見ていき

ます。まず中小企業の BCP の策定状況ですが、「策定している」と回答している会社は 16.9%であり、

「名称は知っているが、策定はしていない」が 53.2%、「名称を知らず、策定もしていない」が 29.9%

とまだあまり対策が進んでいないことがわかります。また従業員が少ないほど「対策している」と回答

した会社の割合は低くなっています（2019年版「中小企業白書」第 3-2-44 図）。 

 

次に BCPを策定しない理由ですが、もっとも多い回答が「人手不足」で、「複雑で、取り組むハード

ルが高い」、「策定の重要性や効果が不明」と続きます（2019 年版「中小企業白書」第 3-2-48 図）。
この回答より、本業の活動が忙しいため、リスク対策の優先順位が低くなっていることや、そもそも従

業員を本業以外の仕事に割くことができない状況にあること、災害対策の必要性を感じていないことが

わかります。 

 

今後の BCPの策定予定を見ると、過去に被災経験がある会社、ない会社双方とも「策定予定だが時期

は未定」「策定は考えていない」の２つの回答で９割超を占めており、策定に積極的ではない姿が浮か

び上がってきます。（2019年版「中小企業白書」第 3-2-49 図） 

 

こうした実態はあるもののリスク対策は重要です。被害にあった時にその重要性に気付かされますが、

被害にあってからでは手遅れです。したがって、BCP策定の重要性を感じていない会社に対し、その重

要性を説明し、納得して動いてもらうことや、必要性を感じていてもどうすれば良いか分からずに、手

を拱いている会社を支援することは有効だと考えられます。事業を早期に再開できれば、例えばサプラ

イチェーンの断絶を防げるなど日本のものづくり全体にとってもプラスの効果をもたらすことが期待

できます。 

 

最後に白書内で紹介されている事例を見てみます。事例では、熊本県にある天草池田電機株式会社(従

業員 212 名、資本金 5,890 万円)の BCP 対策が紹介されています。同社ではコンサルタントの指導

を受けながら約８ヶ月をかけて BCPを策定。熊本では 2016年に大きな地震がありましたが、BCPを策

定していたおかげで業務を早期に再開することができました。また BCP 策定の副次的な効果として、

策定に必要な作業を従業員自らが行うことで意識が高まり、今では積極的に改善提案を行うなど従業員

が自発的に行動するようになったそうです。（2019年版「中小企業白書」事例 3-2-12） 

【渡辺 剛】  
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 中小企業（ガソリンスタンド）経営者も、ＩＴ化の流れとは無縁でいられず対応に苦労しており、中

には上手く活用に成功した事例もあることをご紹介しましたが、ではどうやって中小企業はＩＴ化を図

っていく（ＩＴ企業と付き合っていく）べきか、今回もガソリンスタンドを例にお伝えしていきたいと

思います。 

ＰＯＳ機器を導入せずガソリンスタンドを運営するのは、今どき困難でしょう（クレジットカードは

使えない、レシートも出ない、では顧客は離れてしまいます）。 

ただ、ＰＯＳ機器さえ導入すれば、とりあえず最低限の運営を行うことは可能になります。個人経営

の１店舗であれば、あとはパソコンで収支計算をする程度で十分かもしれません。 

しかしながら、いわゆる「企業」としての体をなし、「生業」ではなく「経営」を行っていくには、

それだけでは不十分でしょう。決算にあたって人手を考えれば会計ソフトの導入も必要になるでしょう

し、給与計算ソフトや資産管理ツール等も、規模によっては必要かもしれません。 

さらに企業成長、規模拡大を目指し経営を続けていくのであれば、売上実績管理や顧客分析ツールの

活用、自社に特化したシステムの開発等も考えなければならなくなります。 

ここで重要なのは、会計ソフトのようなパッケージシステムを利用するにせよ、自社向けのシステム

を開発するにせよ、そこに携わるＩＴベンダーとの付き合い方です。 

システムには目に見える形はありませんので、その価値は使用した際どれだけ業務が効率的になった

か、で測られることになります。当然、使用する前に価値を測ることができないため、利用者（経営者）

はシステムに対し❝高額❞という概念を抱きがちです。また、開発を委託する場合は相場がわからず、❝

不当な額を請求される❞と感じることも多いようです。 

そのような背景があり、ガソリンスタンド経営者のＩＴ企業との接し方は、概ね懐疑的な態度になっ

ています。どこの業界にも悪徳業者は存在しますが、大方は善良な企業です。まして一定規模を有し上

場している企業であれば、価格は提供する価値に対し適当なものと言っていいと思います。ＩＴ企業も

同様です。パッケージシステムは開発に要した工数を販売予測数量で割り、単位当たりの利益を乗せ販

売価格を決定しますし、システム開発は顧客と打合せを重ね要求される機能の詳細を詰め、工数を算出

して利益を乗せ、提示しています。 

経営者にとって大切なのは、パッケージシステムであれば、その機能は自社が求める価値を提供して

くれるか細かく質問すること、システム開発であれば、自社が要求する機能を細かく伝えることです。

ガソリンスタンド経営者には、機能についての確認を疎かにし、価格ばかりを求めた結果、後々ＩＴベ

ンダーとトラブルになる事例が散見されます。 

結局、ＩＴ企業もそこで働いているのは人なので、お互いが気持ちよく接することのできる環境がな

ければ、よい（価値のある）システムを経営者が得ることはできないと言えるでしょう。値引き交渉を

するな、ということではありません。価格云々の前に最も重要な❝機能❞について、特にガソリンスタン

ド経営者には、考えていただきたいと思う次第です。 

【林 一樹】 
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【一般社団法人 神奈川県農業会議】 

 一般社団法人 神奈川県農業会議 渡邊主幹より、農業会議の役割等についてお話を伺いました。 

神奈川県農業会議は「農業委員会等に関する法律」に基づく農業委員会ネットワーク機構（都道府県

機構）として、県知事より指定を受けた法人です。市町村農業委員会会長、市町村、農業団体の代表者、

学識経験者が会員となって構成されており、農業・農業者の代表として農業・農村の健全な発展、とり

わけ農地利用の最適化に向けた活動を展開しています。 

個別の経営への主な支援としては、新規参入希望者又は新規参入者からの相談に応じるため、窓口を

設置し、市町村の農業委員会への紹介を通じて、農地の流動化を進めています。法人化の支援その他農

業経営の合理化支援業務を行っています。 

※農業委員会とは、「農業委員会等に関する法律」に基づき市町村に設置される独立の行政委員会で、

選任委員によって構成される農業者の代表機能を有した合議体組織です。 

○かながわ農業経営相談所 

2018年よりかながわ農業経営相談所を開設しました。県内の農業者の法人化、事業継承、経営の規

模拡大の相談に応じるため、中小企業診断士をはじめとする専門家派遣に取り組んでいます。現在、中

小企業診断士５名の専門家が登録しています。 

2019年度は、農業者からの販路拡大や経営計画策定等の相談があり、専門家派遣を行いました。尚、

専門家登録は、登録申請の後、面談、会議にて決定がされます。 

○中小企業診断士に期待すること 

農業者への相談役として、数字に基づいた最適なアドバイスを期待しています。 

【齋藤友一】 

 

 

 

令和２年を迎え、初めての会報となりました。賀

詞交換会に始まり、本年も当協会は積極的に活動

を推進してまいります。 

 オリンピックイヤーとなり、経済の好循環が期

待されます。皆さまの周りにも、いろいろと変化が

起きているかもしれません。 

 中小企業診断士の果たす役割も増えていくこと

と思います。その一助として情報の発信源になる

よう、本号を編集したつもりです。多くの会員の皆

さまにお読みいただければ幸甚です。 

【林 一樹】 
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