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 まず、新型コロナウイルス感染症に罹患し、治療中の方におかれましては、１日も早いご快復を祈念

申し上げます。また、不幸にして御逝去された方におかれましては、衷心より哀悼の意を申し上げます。 

上述の通り、新型コロナウイルス感染症（以下、コロナと略します）が猛威を振るう中で、今年度が

スタートしました。諸活動が大幅に制約を受けており、4月 5日のスプリング・シンポジウムも期限を

定めず延期となり、かながわマスターコース（事業再生講座）も全 5 回中 2 回で打ち切りを余儀なく

されました。皆さまには大変ご迷惑をお掛けしましたこと、改めてお詫び申し上げます。 

【令和 2 年度のスタートにあたり】 

 日本は、コロナによる影響で、太平洋戦争の敗戦直後に匹敵するか、あるいはそれを超えるかという

厳しい経済状況に突入したと考えます。当然ながら神奈川県の中小企業・小規模事業者も生きるか死ぬ

かという厳しい状況に置かれているところも多いものと推察します。我々診断士は支援者としてかかる

状況に向き合わねばなりませんが、まずは支援者自身がコロナに罹患しないよう努めることが肝要で、

それができなければ支援者自らが持続性を持ち得ないためです。よって、弊会がそうしたリスクを作る

ことは許容されないため、上記の行事中止等のほかに、協会事務所の執務態勢も見直しを図りました。

会員の皆さまには大変ご不便をおかけしますが、事情拝察のうえご寛恕の程お願い申し上げます。 

 しかし、こうした状況だからこそ、弊会として事業活動を着実に前に進めていく必要があり、例年と

同様に令和 2年度の事業計画検討を進めております。昨年と同様のお集ま

りいただく説明会はコロナ対策のために困難ですが、近日中に事業計画の

説明資料を配布いたしますので、ご高覧をいただきまして、忌憚のないご

意見をいただければと存じます。頂戴したご意見も可能な限り反映して、

定時総会に諮りたく存じます。 

【禍転じて福と為すために】 

 コロナ対策をキッカケとなり、テレワークやテレビ会議が広く普及しつ

つあります。禍が契機とはいえ一気に進捗することは、ポストコロナ不況

の経済再建において追い風とかと考えます。ただし、依然として ITが使え

ない方もいらっしゃって、そうした方への対策も必要不可欠です。よって、

6 月 20 日に予定する弊会定時総会について、5 月 9 日付理事会で法規制

も含め確認検証を行い、書面決議ベースで開催することといたしました。

事情拝察の上ご理解ご寛恕の程よろしくお願いいたします。【井上 真伯】  

会長あいさつ 
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新型コロナウイルス感染症の拡大で、世界中に未曾有の危機が

訪れている。今私たちはどう動くべきなのか、井上会長にお話を

うかがいました。 

 

－中小企業の経営状況と今後の予測について教えて下さい― 

去る 3月 13日、KIP（神奈川産業振興センター）の令和 2年 1-

3 月期中小企業景気動向調査結果が公開された。2 月実施の調査

ゆえに、新型コロナウイルスの影響を心配する一方、（まだ延期で

なかった）オリンピック需要に期待する数値であった。この１年、

景況ＤＩはマイナスだが悪化幅は縮まっていた。令和元年 5 月調

査から８月調査の悪化幅は 7.6ポイント、11月調査では同じく 5.6ポイント、直近の 2月調査では同

じく 1.9ポイントであった。感染拡大の影響が反映される次回調査では相当悪化するだろう。 

2 月に入って売上の落ち込みが顕著となった。中華街の客足が 8 割減り出したという話が 2 月の中

頃で、現在も売上の減少に歯止めがかからない。一方、従業員の一時帰休や仕入の抑制は動き始めたば

かりで、買入債務が減らない中で、売上債権の減少によりキャッシュポジションは大幅マイナスであろ

うと予測される。3月 1日夕方の安倍首相の記者会見から資金繰り対策が動き出し、翌日以降に申込が

殺到しているのはご存じの通りである。市役所等の事前相談でセーフティネットの承認をもらうのに１

週間、金融機関での申請面談にまた１週間、審査に既に融資取引がある場合でも 1ヶ月、新規の融資取

引だと 1か月半を要し、融資実行までに２か月かかる状態に陥っている。 

こうした動向は、日本商工会議所が 3月 21日に発表した新型コロナウイルス感染拡大が中小・小規

模事業者の経営に与える影響に関するレポートでも示されている。92.1％の企業が、すでに経営への影

響が出ていると答えている。具体的には次の影響を挙げている。 

・製品・サービスの受注・売上減少、客数減少：72.7％、 

・イベント・商談会等の延期・中止に伴う受注・販売機会の喪失：42.5％、 

・従業員や顧客の感染防止対策等に伴うコスト増：26.1％、 

・サプライチェーンへの打撃による納期遅れ：24.8％、 

・資金繰りの悪化：23.1％ 

全産業合計の業況 DIは前月比 16.4ポイントの悪化だ。過去最大の下げ幅だ。経営相談内容は｢資金

繰り｣が 79％で、業種では｢飲食業｣(29％)｢小売業｣(15％)が上位を占めている。 

 

こうした景気動向調査よりも、実際の中小企業・小規模事業者の実態はより悪いと考えるべきだろう。

３月末に資金ショートを起こした企業が出ており、４月末、ＧＷ連休明けとますます資金繰りが厳しく

なっていくはずである。東京五輪延期も決まり、景気浮揚のキッカケが見えない現状を踏まえるなら、

月単位の話ではなく、半期とか年単位で厳しい状況になることを覚悟せざるを得ない。 

学校の休校や保育園･幼稚園の休業も長引いており、パート労働者が出社できない状況も続いている。

普段より少ない人員で回す現場はかなり疲弊しているはずだ。巣ごもり消費でウーバーイーツ等の新サ

ービスが伸びているというものの、オンラインで発注はできても、物流やサービスのラストワンマイル

の現場は中小企業・小規模事業者や個人のパート・アルバイトが担っているのが実態であるからだ。 

かかる現状から、国が打ち出す施策は必要な全ての方へ届いていないとみるべきだろう。月末に仕入

代金が払えないと企業は生き残れない。仕入決済に手形を切っていたら２回の不渡で倒産してしまう。 

※インタビュー後、政府より不渡 2回でも銀行取引停止処分としないよう金融機関へ要請が出された 

 

３月末に支払いショートが起きれば、それが『資金繰りの負の連鎖』を生む。具体的には、販売先の

売上減で仕入先に仕入代金が払えない→仕入先も入金がないので仕入代金や経費が払えず、給与の遅配

を余儀なくされる→従業員やオーナー経営者は給与が入らないと住宅ローンやクレジットカード決済

代金が払えない→これらが支払えない間はカードを使った決済ができない…というものである。 

では、キャッシュレスはどうだろうか。先日支援先と食事をした店で、使えるはずのペイペイが使え

ない。機械は故障していないのに使えないと言われた例があった。資金繰りが厳しくなると、１週間後

の入金でなく目先の現金が欲しい。店は現金じゃないと売らない…となる。今日の支払をしたいからだ。 

未来志向で、ファクトと向き合う   ～中小企業診断士が今取り組むこと 
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東日本大震災の時は、これ以上悪くならない状況で復旧･復興に向けた支援が動き出したが、今回は

先が見えない状況が続いている。感染状況が改善されなければ移動制限も始まるだろう。台風 19号の

時、新幹線・鉄道や高速道路も早めに止めている。自粛で済まなくなると、ダメージはより大きくなる。 

日本における感染だけが終息しても、需要は回復しない。モノ作りでもサービスでもすでに国際的に

深く水平分業が進んでいるからだ。日常生活の中に影響は広がっていくだろう。 

３月に弁護士から聞いた話では、事業者は当面の資金の確保に走っており、今現在の相談は少ないと

言っていた。資金が確保しきれなくなり、どうしようもなくなってから相談に来ると。横浜地裁も期日

取消を行い、神奈川県弁護士会の対面相談も止まった中、より混乱した状況が起きてくるのだろう。 

金融機関は貸せるところには目をつぶって運転資金を貸している状況だ。２年間消費税未納の飲食店

にも一千万円貸しているという話を聞いた。とりあえず水を一杯飲ましている感じだ。次はない、大事

に使えよということだ。今後も売上が減るのは目に見えている。外出禁止、出社自粛、巣ごもり、クラ

スター防止で飲食に行けない、外に出ないので服も買わない。４、5月が最初の踏ん張りどころだ。 

 

―私たちがとるべき活動の心構えについて教えて下さいー 

 

自分がクラスターになるような行動をとらないことは当然だが、中小企業診断士ができることは限ら

れる。あくまで「支援」だ。全世界で売上が減る中で、支援先の営業部員ができないことを私たち一人

の診断士が頑張ったからって変わらないし、簡単に答えが出ないことも多いはずだ。 

まずは、可能な限りの止血をして、輸血をできるようにすること。売上を少しでも減らさないように

するにはどうすべきか、人員を減らしても仕事を回せるようにするにはどうすべきなのか、一見すると

場当たり的な対応になるかもしれないけど、良い方法を一緒に考えて、ひとつひとつ解決することだ。 

次に、「寄り添う」ことだ。解決できなくても寄り添うことだ。4月から民法が改正されて、経営者保

証の原則解除が進む中でも、銀行はリスケ先でも目をつぶって貸している。社長がサインして借りられ

るなら借りたほうがいい。奥様のサインで済むなら借りたほうがいい。リスケを何度もしていると、税

金を払っていても通常は借りられず、売上が減ると途端に資金繰りに窮する。第三者が連帯保証人にな

ってくれとすがられることもあるかもしれない。 

極端な話、「俺が死ねばなんとかなるかな」と思う経営者も出てくるだろう。死んでまで取る責任は

ない。無責任に未来があるとか、なんとかなるとは言えないけど、できることをやっていきましょうと

一緒に歯を食いしばって精神的に受け止めることはできる。リーマンショックの際は、経営者との打ち

合わせの後、一緒に焼鳥屋に行って愚痴を聞き、翌朝また頑張ろうという気になってもらうなんてこと

もあった。会社でカップ酒を酌み交わす…なんてことがあってもいいのではないか。事業者さんのガス

抜きをしてあげる感じだ。直ぐに打開策が見出せない中で、彼らを支援する私たちがメンタルをやられ

ないようにするためのバランスのとり方も大事だ。 

 

コンサルごっこでは話にならない。そもそも「中小企業・小規模事業者の経営はしんどいものだ」と

いう覚悟を持って、「診断士の価値」を上げてほしい。私たち自身が本物になる機会だ。他士業は手続

こそできるけど、手続抜きで寄り添うことは難しいかもしれない。私たちは独占業務が無い分メンター

になれる。愚痴だけを聞いてあげることもできる。とはいえ、間違っていることに起因した窮境状況は

非常時であっても救済されないから、支援者として言うべきことは言わないといけない。 

こういう時だからこそ支援者として診断士が「真価を問われている」とも言えるだろう。この１年間

企業に寄り添えば実力をつけるチャンスになる。社長にだって、人として人に見せたくない姿がある、

言いたくなる愚痴がある。そんな社長の隣にいて、あの時話を聞いてくれたなぁという、つかみどころ

がない貢献だってある。 

 

企業内診断士でも基本はプロコンと同じだ。役所や支援機関から相談は受けないけど、企業内の立場

で、診断士として持っている知見を活かしてほしい。サプライチェーン復旧だったり、支援施策や補助

金の利用だったり、自分の会社の中でどうすればいいのか考えてほしい。社長は駆け回っているはずだ。

社員を休ませるけど補助金どう申請すればいいのか…。だから、施策の知識は持っていてほしい。結果

使わないとしても調べておくべきだ。そして、自分の会社の中でできることにつなげてほしい。 

自身の周辺の人達を安心させることも大事だ。過剰な情報量や不正確な情報内容に踊らされることが

出てくる中で、ひとかどの専門家として、ファクトの分析をして周囲を落ち着かせてほしい。キーとな
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る人がバタつくと会社が浮つくものだ。診断士は 30～50代が多く、ある程度の経験と会社内の立場も

あって部下もいる方も多いだろう。上司として、部下やお客様を不安にさせないことが大事だ。診断士

の知識や経験を活用して、できることが限られる中で、最善を尽くす。持ち場でベストを尽くすことを

忘れないでほしい。 

プロボノとして活動をすることもある。本業を投げうって相談員に手を上げるということではなく、

本分を尽くすこと。その上で、診断士であることで人とは違う部分を発揮してほしい。そうした時に横

のつながりが生きてくるはずだ。 

診断士の横のつながり・ネットワークは、普通に企業に勤めている人は持っていないものだ。ライバ

ル会社の人とでも、プロコンとでも情報交換をしてほしい。同期会や登録グループの場も上手く活かし

てほしい。診断士は他士業に比べても横のつながりがあるので、その情報を活かしていただきたい。 

 

―私たちが将来に向けて取り組めることを教えて下さいー 

 

行政機関も現場が大変なことになっているのはわかっているが、いろいろなことが未整備で動けてい

ない。社会的要請として、国家資格者団体として、協会は相談があったモノは受けたいと思っている。

協会自身がやれることは限られているが、目先の資金調達の後、私たちの真価が問われるのは復旧・復

興支援の時だ。その動きの中で我々の出番が出てくるはずだ。世の中に貢献しないといけないとして、

自分たちがどこまでやるべきなのか、やってはいけないのかをはっきりさせていきたい。 

気持ちが後ろ向きになりがちな時だからこそ、前進して、松明を点けていく役割が必要だ。今回は、

特定の業種に復興需要があって伸び始めることは考え難い。東日本大震災の際は建設業から復旧・復興

をキッカケに回復していったが、新型コロナウイルス感染症が終息するとしたらどの業種が伸びるのか、

その時に考えるのでは遅い。そういう研究は今現在すべきことかもしれない。出口戦略、スタートダッ

シュのアクションプランを考え始めておくことは大事ではないか。非常時から平時に移行する時の手の

付け方や動き方を考えておくことだ。 

そうしてまとめた成果物を協会にお示しいただき、相応な内容と認めうるならば、協会として県に政

策提案することもできよう。会員が考えたことを協会で取り上げてＷＥＢに載せたり、同期会の中でい

ろいろな横のつながりを活かして考えたりするのもよい。世の役に立つとはそういうことではないか。 

 

診断士として何をすべきかどう動くべきかを考えさせられるインタビューでした。 

※本インタビューの取材は、令和 2年 3月 29日に「Zoom」を利用して行っております。   

【増田 竜雄】 
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2007年から毎年、「テクニカルショウヨコハマ（以下、テクヨコ）」のビジネス支援ゾーンにブース

出展を行っています。今回は 14回目の出展となり、例年と同様に無料経営相談と小規模経営セミナー

（以下、ミニセミナー）を実施しました。 

令和第１回目の節目の開催となった今回は２月５日(水)～７日(金)の３日間、例年どおりパシフィコ

横浜で開催されました。会場面積 13,300㎡、出展者数 830社・団体、出展小間数 655小間、入場者

数 32,995人と、入場者数はやや減少したものの、前回とほぼ同様の規模で実施されました。 

 

無料経営相談                         

例年同様、チームごとにお互いをフォローしながら、無料経営

相談を実施しました。基本的にはチームごとの活動となりますが、

テーマによってはチーム間でも連携するなど、相談者にとって有

意義な相談となるよう注力しました。 

また、経営相談を受けた相談者の方には事後アンケートを実施

しました。今後の活動への参考とするため、経営相談に対する満

足度のほか、来場理由や相談テーマなどもお聞きしました。 

 

ミニセミナー                             

今回のミニセミナーは前回よりも枠数を増やし、１枠 25 分

（セミナー・質疑応答 20分、入れ替え５分）で行いました。   

ミニセミナーは、来場者の方に役立つ情報を発信するという

目的が大前提ではありますが、「終始何かをやっているブース」、

「活気のあるブース」という印象を演出して来場を促すことも重

要なポイントと考えています。 

例年開場直後と終了直前は来場者が極端に少ないためミニセ

ミナーを実施しない年もありましたが、ブースが閑散としてしま

うため、今回は３日間すべての日程で開場から終了時刻ギリギリ

まで、間断なくミニセミナーが実施されているようにしました。 

 

経営相談会、ミニセミナーの実施結果 

経営相談 37件、ミニセミナー聴講者 205名、出展者セミナー聴講者 29名となり、多くの経営者や

企業関係者、支援機関の方々と交流することができました。前年に比べ経営相談件数とミニセミナー聴

講者は減少しましたが、新型コロナウイルスの影響で来場者が減少したことが一因と考えられます。た

だ、経営相談の多くはミニセミナー聴講後から誘導することを考えると、ミニセミナーから経営相談へ

のコンバージョン率は約 17.5％と、割合としては決して悪くない結果だったといえます。 

今回はテクヨコ出展活動以来初の事前相談予約案件がありました。また、日本弁理士会様から知財の

活用方法についての経営相談者を紹介されるなどの新たな動きもありました。 

         

今後に向けて 

本プロジェクトは、当協会で最も重要な活動の１つです。毎年、新たな取組みや改善活動を行ってい

ますが、同時に課題も存在しています。 

相談員のスキルアップ、会員同士のネットワーク形成という参加目的を満たす機会とするため、準備

ミーティングや当日運営の工夫、経営相談・ミニセミナーのさらなる質の向上に取り組んでいく必要が

あります。「当協会のブースに行けば有益な情報が得られる」、「親身なアドバイスが得られる」という

期待感や実感を持ってもらえるよう、経験者のノウハウ活用や、過去の気づきや改善点をしっかりと引

き継いでいく必要があります。このような取組みを続けていくことで、当協会全体の課題としての中小

企業診断士のプレゼンスおよび価値の向上を実現していければと考えています。 

 

【濱田 良祐】 

 

テクニカルショウヨコハマ経営相談 
 

【経営相談の様子】 

【ミニセミナーの様子】 
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定例会のヒトコマ 

自慢のトップページ！ 

 

 

協会会員と執行役員による 7 人の診断士 

2019年 6月にホームページリニューアル委員会を立ち上げ、2020年 2月 6日に無事新しい県協会

のホームページ（以下、HP）に移行することができました。当プロジェクトには、会員から田中将統さ

ん、和田崇さん、園田泰造さん、杉山義明さんと、会員支援 1部から齋木真紀子さんと佐藤隆宣さん、

広報部から白井克昌さんに参加頂きました。会員の皆さまからは、HPやソフトウエア等の製作やマー

ケティングに関する豊富な経験と知識をインプットしてもらいました。会員支援１部からは、協会の実

際の活動に則したページを作るために多くの力を借りました。また、井上会長や理事会の皆さまにも、

貴重なご意見やサポートを頂きました。この場を借りて皆さまに改めてお礼を申し上げます。まことに

ありがとうございました。（HPのトップ画面のフッター動画から、委員会の様子が垣間見えます！） 

 

ターゲットの設定から顔の見えるホームページへ 

 HP のリニューアル案は前期からありましたが、具体的な検討はプロジェクトを立上げてからで、リ

ニューアルが「何故」や「誰に向けて」といったところの議論からでした。HP にとっても、かながわ

士会の立ち上げによる、組織体制の変更が大きなポイントでした。以前の HPは、企業・診断士・会員

のターゲット毎にトップページが分けられており、重点が置かれていた企業向け情報発信には見直しが

必要でした。新しい HP では、協会会員をター

ゲットとして、情報発信を通じて協会活動を盛

り上げるために、内部で実際に活動している人

の顔が見えるページを目指しました。全ての診

断協会の HP も調査しましたが、この点では類

似業態等を含む他組織とは一線を画す、オリジ

ナリティのある神奈川県協会らしい HP が出来

たのではないかと考えています。 

 

 

プロジェクトの苦労と重視した点 

 委員会の活動は月一回県民センターに集まり、毎回二時間を超える議論になりました。なかでも、構

築業者選定のための、RFP（提案依頼書）の作成には想定以上に時間を要しました。最終的にWordで

6ページになりましたが、「会社の様に集中して数日間で仕上げ

る」ことのできない難しさがありました。この点は、他のプロジ

ェクトや研究会等と共通するでしょうか。今回、仕様面では運用

のしやすさを重視しました。以前はあまり馴染みのないコンテ

ンツ管理システムでしたが、今回は WordPress を採用しまし

た。これは、将来的に幅広い人に HPの運用に携わってもらうこ

とで、頻度の高い更新や様々な情報で HPの賑やかさを出してい

きたいと考えたためです。 

 

これからの展開について 

新しいホームページでは、全体のレイアウト調整やページ数の増減等で、運用の自由度が格段に高く

なりました。サイトオープン後にも、新型コロナウイルス対策やバーチャル神奈川スプリング・シンポ

ジウムのページが、タイムリーに追加費用なしに作成が出来ました。今後は、HPのブログやお知らせ

機能を活用し情報発信の頻度を高めることで、会員の皆さまに県協会の活動をより知ってもらい、「参

加しよう！」という行動につなげていくことが目標です。また、アクセス数アップの取組みを続け、外

部の人にも県協会のことをよく知ってもらい、新規会員の獲得やイベントの集客に貢献していければと

考えています。そのためにも、各協会プロジェクトや登録グループからも、積極的にブログ記事やイベ

ント情報の提供をお願いします。また、我々広報部からも積極的にスクープを取りに行くために、記事

を作成する“ライター”の募集も検討・準備しています！ 

【池田 篤】 

 

ホームページリニューアル 
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会報事務局からのご依頼は、第 2回「決算書分析入門」講座(3月 8日予定)についての開催報告でし

たが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から同講座は次年度に延期しましたので、代わりに令和

元年度に開始した研修サービス全体についてご報告します。 

1. 開催した研修 

・スターターキット(6月 9日、Lプラザ)  

私の駆け出し診断士時代、知っておくべき法律知識入門他、全 5講座、参加者 56名 

・実践基礎講座(9月 17日、KIP多目的ホール) 事業承継講座 参加者 45名 

・決算書分析入門第 1回(10月 31日 診断協会ミーティングスペース) 介護企業 参加者 21名 

・スターターキット 2 (11月 17日、労働プラザ) 

支援機関と各種支援制度、プロ診断士としての活動経験他、全 7講座、参加者 16名 

 ・実践塾:経営診断プロセスを学ぶ (12月 2日、KIP多目的ホール) 介護業、建設業 参加者 26名 

2. 受講者満足度総平均 3.2 (4点満点、スターターキットは質問項目が異なるため集計から除く) 

3. 振り返り結果 

(1) よかった点 

・企画したすべての講座を開催できたこと(第 2回決算書分析入門は除く) 

・Googleのツールを活用し、事務局の業務効率が図れたこと 

(2) 今後に活かすべき点 

・内容が多岐にわたり、全体の統一感がやや希薄であったこと 

・受講案内における講座の意図、レベル感の説明がやや不十分だったこと 

・講師選定に難航したこと 

 

研修サービスは令和 2 年度も行います。皆さまのご意見や振り返りの結果を踏まえてよりよい研修

を目指していきます。                                 

【清見 哲郎】 

 

 

1. 本講座の目的 

中小企業を巡る経営環境は激しく変化し、事業再生が必要になるケースは今後増えていくと予想

されます。一方、実践においては、豊富な経験・スキル・知識を駆使して、総合的な取り組みが要

求されるため、この分野のエキスパートを目指す方のスキル向上に資する目的で企画しました。 

2. カリキュラム、受講者 

① 事業再生総論、②事業再生各論(経営)、③事業再生各論(法律)、➃事業再生各論(会計)、➄ケー

ススタディの 5回(毎月 1回開催)とし、12名の方にご参加頂きました。(③、➃は社外講師) 

3. 開催状況 

第 1回は 1月 13日(土)に協会会議スペースにて開催しました。県士会の井上真伯講師により、

「事業再生総論」のテーマで、「再生支援者としてあるべき姿」を皮切りに、「事業再生支援の進め

方」、「事業者の実態把握についての留意点」、「事業再生における着地点の考え方」をご説明頂きま

した。参加者からは「ケーススタディで気が付きましたが、社長インタビューで現状を正しく聞き

出す力が如何に重要であるか改めて認識しました」、「テーマとは違いますが、清算、自己破産につ

いても詳しく知りたかった」との声が寄せられました。 

第 2回は 2月 15日(土)に神奈川産業振興センター13階会議室にて開催しました。県士会の平田仁

志講師により、「事業再生各論(経営)」のテーマで、「405 事業で求められる経営改善計画について」

を講義の導入として、「デューデリジェンス」、「改善策の進め方」等についてご講義を頂きました。

参加者からは、「革新的戦略の選定において、講義と事例が実践的で参考になりました」、「もう少し、

講義の時間、演習の時間が欲しかった。1 日では、難しいかもしれませんが。ただ、大変勉強にな

りました」との声が寄せられました。 

 

残念ながら、第 3回以降は新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う協会方針により中止としました。

今後、状況を見ながら、仕切り直しをする予定です。               【清見 哲郎】 

令和元年度研修サービスまとめ報告 
 

マスターコース「事業再生講座」 開催報告 
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補助金・・・。中小企業診断士になると、急に中小企業支援の身近な施策の一つとなります。 

補助金の特性、申請要件などは、実はわかっているようで、わかりづらいもの。 

私たちは、そんな身近な施策である補助金の研究を通し、補助金を理解し、中小企業診断士としての 

活動の一助となるよう進めています。 

〈活動内容〉 

① 会員それぞれ、各種補助金のテーマを決め、研究、発表する。 

② 実際の申請支援を通し、成功事例、失敗事例を情報共有する。 

③ 今後、補助金セミナーを行う場合の汎用性のあるコンテンツ作成。 

〈メリット〉 

・補助金の見識を深めることができる。 

・補助金の申請支援を会員同士共同で行うことにより、経験を踏める。 

・補助金関連のセミナーを行う場合のコンテンツを利用できる。 

 

〈こんな方は、是非どうぞ〉 

・中小企業診断士になったはいいけど、どう活動していいかわか

らない。 

・補助金に興味があるけど、どこから始めたらいいかわからない。 

・気軽に研究会に参加してみたい！！！ 

定例会 第 3 週金曜日 19 時～21 時 

場所  かながわ県民センター ９F、10Fフリースペース 

会費  なんと無料！！！ 

オブザーブ参加希望の方は、和田まで メールアドレス insight-partner@xqj.biglobe.ne.jp 

【代表 染矢 裕】 

 

 

【概要】令和２年４月に、独立診断士（プロコン）７名が立ち上げたグループで、企業から受注した経

営改善や官公庁から受託したプロジェクト、セミナー等に取り組んで行きます。 

当Ｇは研究会ではなく、コンサル事業の実践・推進グループです。一緒に取り組む、独立診断士から企

業内診断士まで、新規会員を募集します。企業内診断士の方とは土日の活動になります。 

【活動の目的】  

企業から受注した経営改善、課題解決や健康経営の推進および官公庁から受託したものづくり支援、

データ解析、健康づくりなどの講演・セミナー案件に、新規募集会員と一緒に取り組んで行きます。こ

れにより企業の生産性向上、経営成績の改善に貢献するとともに、実践を通じて診断士の一層のレベル

アップを図って行きます。 

【活動の状況】 

毎年５月に定例会を開催し、当年度の受注目標、活動内容やスケジュールを開示し、事業分野ごとの

参加希望者を募集・登録します。 

全てが受注案件なので、案件情報は受注のつど参加希望者にメールで一斉配信し、参加者を募集・選

定します。参加者が決まると、案件のリーダーと一緒に、分担して活動して頂きます。 

【活動の特色】  

長年プロコン塾を手掛けるベテランのプロコンが立ち上げた、コンサル事業の実践・推進Ｇです。企

業や官公庁から案件を受注してから活動が始まります。実践を通じて、企業内からプロコンまで、日々

新たな発見があると思います。 

■定例会開催日 毎年５月 その後、受注のつど案件情報を希望登録者にメールで一斉配信 

■主な活動場所 かながわ県民センター、対象企業の最寄り地区センターなど 

■年会費 なし 

■人数（企業内・独立比）現在７名 (０：７) 全員が立ち上げメンバー 新規会員募集中 

代表者 久保田 弘 h-kubota@myad.jp 

担当者/連絡先 大堀 浩 hiroshi.oohori.2015@globis.ac.jp       【久保田 弘】 

登録グループ紹介⑲ かながわ補助金研究会  

登録グループ紹介⑳ 経営デザイン実践グループ 

https://mail.yahoo.co.jp/?action=compose&to=insight-partner%40xqj.biglobe.ne.jp
mailto:h-kubota@myad.jp
mailto:hiroshi.oohori.2015@globis.ac.jp
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■登録グループとは 

(一社)神奈川県中小企業診断協会において、中小企業診断士としての実践、特定のテーマの追求、会

員の技術・スキル向上、相互の人的ネットワーク形成等を目的として、協会会員の皆様がその自由な意

思の下に集まったグループであり、協会に届け出をしたものを指しています。 

■登録グループの意義 

中小企業を取り巻く環境が大きく変化していく中で、登録グループの意義は、その構成員の自由意思

に基づいて設定した様々なテーマの目標に取り組むことで、中小企業診断士としての役割を果たしてい

くことです。一方、協会は法人組織として対応すべき領域を中心に活動をしています。このように、協

会と登録グループはそれぞれ中小企業診断士の組織として、中小企業の活性化、地域の振興等、社会が

要請する共通の目的に向けて、連携と相互補完をする存在です。 

■登録グループの構成要件 

(1) 登録グループは協会会員(準会員を含む)、最低 3 名以上で構成。  

(2) 各登録グループの構成員は、全体の 4 分の 3 以上が県協会の会員。  

(3) 登録グループの新設は、構成要件を満たせば、所定の新設届提出→理事会決議にて発足となります。 

■登録グループに参加したい方へ        https://sindan-k.com/support/group/ 

現在、25グループ活動中（HP上に全 G掲載中。興味がある Gにぜひオブザーブ＆お問合せを！） 

■登録グループを立ち上げたい方は kaiin@sindan-k.com迄【会員支援部/齋木 真紀子･佐藤 隆宣】 

登録グループ名 曜日 時間 代表者 

事業革新研究会 第１土 13:00～15:00 山永 峯造 

海外ビジネス研究会 第１土 17:00～19:00 片桐 新悟 

EMS認証取得支援プロジェクト 第１土  17:10～20:00 岡田 章 

神奈川実践 IT研究会 第１日 10:00～12:00 村上 知也 

現場改善研究会  第２金 19:00～21:00 山寺 哲二 

神奈川ものづくり応援隊 第２日 10:00～12:00 島崎 浩一 

パラレルキャリア研究会 第２日 15:00～18:00 長島 三氣生 

湘南診断士ネット 月１回日 17:00～20:00 南部 裕史 

川崎・横浜北地域創成ネットワーク 第 2木 19:00～21:00 吉井 弘治 

健康経営支援プロジェクト 第３水 19:00～21:00 野村 剛正 

ビジネス IT研究会 第３金 19:00～21:00 後藤 昌治 

かながわ補助金研究会 第３金 19:00～21:00 染矢  裕 

かながわサポートセントラルチーム 第３土 14:00～16:00 辻 徹 

AIビジネス研究会 第３土 14:00～17:00 小泉 昌紀 

「強み」経営研究会 第３土 17:00～19:00 寺野 仁 

マーケティング実践研究会 第４土 14:00～17:00 小泉 昌紀 

かながわ農食支援グループ 第４土 17:30～19:00 小林 祐介 

かながわコンテンツ創造研究所 第４日 17:00～20:00 小倉 正嗣 

かながわ再生承継研究会 奇数月土 14:00～17:00 染谷 勝彦 

たまがわ経営研究会 奇数月日 15:00～17:00 林田 敏夫 

つぎ夢経営研究会 奇数月日 17:30～20:15 高久 広 

経営デザイン実践グループ お問合せ下さい 久保田 弘 

登録グループの活動へ参加しよう！＆新規で立ち上げよう！ 

https://sindan-k.com/support/group/
mailto:kaiin@sindan-k.com
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１．中小企業における事業継続力強化の考え方 

 大規模地震・火山の噴火・風水害・感染症・テロ等の災害に対する被害を事前に想定し、その準備を

行うことの難しさは、最近の大規模地震・大型台風・新型コロナウイルス感染拡大で示されました。こ

れまで大企業を中心に、「BCP（事業継続計画）」が策定され、それが有効であった場合もありますが、

想定と現実は多くの場合相違しており、状況に応じた迅速な対応が求められています。また、中小企業

にとっては、事前に BCPを作成し文書化することの難しさがあります。 

 中小企業においては、①災害対策にかける資金的余裕がない、というハード的な課題、②BCP策定が

難しく、仮に立派な計画を作っても実効性に乏しい、というソフト的な課題があり、国は文書作りに基

づく BCP策定を見直し、より実践的で効果の高い「事業継続力強化計画」（参考 1）を経済産業大臣が

認定することを柱とする、「中小企業強靭化法」（中小企業等経営強化法等の一部を改正）を、令和元年

７月に施行しました。なお、「事業継続力強化計画」の認定申請書は比較的作成が容易であり、認定事

業者の公表や「ものづくり補助金」等での加点評価があります。また、本法は中小企業の自然災害に対

する事前対策を促進することが、当初の目的となっておりましたが、4月 30日に成立した令和 2年度

補正予算に基づき、感染症対策を含む中小企業強靭化対策事業が実施されることになりました。 

 

２．新型コロナウイルス対策に関する小規模企業の事例 

 平成 20 年 10月に作成の「中小企業のための 新型インフルエンザ対策ガイドライン ～命を守り、

倒産をまぬがれるために～」（参考 2）は、今回の新型コロナウイルス対策とかなり類似しています。

これに準じてマスクをストックしていたある小規模製造業では、従業員対策を重視した上で、自社の新

型コロナウイルス対策を社会的感染拡大に伴い随時強化し、それをホームページで公表しています。 

現在、新型コロナウイルス対策につき、経済産業省のホームページの特設ページで「新型コロナウイ

ルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」が随時更新されていますが、この情報が必要な中小企業の

皆様に届いていないのではないか、という思いから、これを SNS で拡散しようという官民一体となっ

た、「奇跡のラストワンマイル」運動が行われています。これに加えて、この小規模製造業では、「奇跡

のラストワンマイル・サプライチェーンチャレンジ」として、自社の動画を撮影し YouTube で発信、

仲間の会社の動画と合わせて、ネットワークを拡大しています。 

「海外からのものの調達がしづらくなっている今、日本国内の製造業の技術と設備で必要なものを作

るため、小さな会社でも何が出来るか情報発信していくことが大切である」というのが社長の考えです。

この社長は、日頃からネットワーク作りや地元との連携を大切にしています。この「サプライチェーン

チャレンジ」が各地域で拡がり、また地域間連携のネットワークが大きくなることを期待しています。 

 

３．有事の際に大切なことと、平時の心掛け 

 有事の際に大切なことは、①社員、②お客様、③仲間を大切にして、④事業継続への希望を持つこと

です。お互いに大変な思いをしている経営者同士の絆、そして何より社長が現状を直視して、前を見て

元気を出すことが大事です。上記の社長は、「ゆで蛙になるくらいなら、現状を変えるためにもがいて、

ものづくり企業に出来ることで、少しでも世の中の役に立つことをしたい、ものづくり以外でも様々な

業種で、自社の強みや出来ることを発信して、本当に必要な人に情報を届けることに共感してくれる企

業が増え、このリレーがどんどん拡がっていってくれたら嬉しいです。」と言っています。 

また、商工会議所・商工会が運営する無料の商談サイトである、「ザ・ビジネスモール」では、緊急

販路開拓支援として、「BM SOSモール」を 5月末までの予定で開設しています。資金面でのつなぎ融

資と同様、本業が回復するまで、自社の経営資源を活用して可能な新規事業はないか、経営者が社員と

一緒に考えることにより、前を見て少しでも元気を出すことができるのではないでしょうか。 

 杉並区の「好味屋」というパン屋さんは、新型コロナウイルス対応の高校休校に伴い、購買販売はゼ

ロになりました。「好味屋を助けて下さい！」と、苦しい台所事情を明かすポスターを店に張り出した

ところ、卒業生の一人がツイッターにポスターの写真を投稿し一気にネットで拡散し、高校生や卒業生

らが大勢詰め掛けた、とマスコミで報じられていました。「いつもお世話になっていたから。何とか続

いてほしい。」、「力になりたくて、また買いに来たい。」との声が事業継続につながりました。 

また、昨年開催された、「中小企業強靭化対策シンポジウム」では、東日本大震災で家族や住居・店

特集記事 「中小企業の事業継続に向けて」  ～想定外への対応～ 
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を失い、閉店しようと思っていた魚屋さんが、瓦礫の中から顧客リスト（観光客の土産物送付先）を偶

然にも見つけ、閉店を留まり再スタートしたところ、全国から応援のメッセージとともに、リピートオ

ーダーが相次いだという事例が紹介されました。 

先の小規模製造業も含めたこれらの事例から、心のこもったものづくりやお客様対応に加え、それぞ

れの日頃の絆が、有事にも活きてくると言えるのではないでしょうか。このような心掛けで平時から仕

事に取組むことが、事業継続のためにも必要と考えられます。 

 

４．初動対応と現場・現実からの情報発信 

 自然災害では、発生直後の現場からの情報発信や、現実を考えた初動対応が大変重要になります。例

えば、阪神淡路大震災の際、ある中小企業の工場長は、発生直後に家族を同乗させ道路が混乱する前に、

いち早く現場にかけつけ、初動対応を行いました。東日本大震災では、八戸の第二魚市場が浸水にもか

かわらず被害が軽微であったため、活気を取り戻そうと、沖に出ていた漁船を迎え、震災後わずか 5日

間で市場を再開しました。これらの事例は発生直後のとっさの判断や、現場からの発想により実現でき

たものですが、日頃からの仕事に対する使命感がないとなかなかできるものではありません。 

 また、発生時刻や経営者・従業員の状況もまちまちであり、平時のように全員が揃うという前提では

ありません。通信網が混乱する中、安否確認や現場状況の迅速な情報発信と共有化、並びに取引先への

状況報告が必要となります。そのためには、インターネットを用いたクラウド型のグループウェアの活

用が有効と考えられます。また、セキュリティ対策を考慮した上でのクラウドを用いたデータ保存や、

簡易型自家発電設備の設置も併せて検討するのがよいと思われます。 

 

５．平時の準備 

 新型コロナウイルス対策に取り組んでおられる多くの皆様は毎日が大変な状況と思いますので、現在

の紙ベース資料や電子データについてはひとまとめにしたままで、一段落してから整理することにより、

次の有事に活かすことができると考えられます。また、自然災害を前提に行われた、「中小企業等強靭

化対策事業指導人材向け研修会」では、従業員 20名の会社の下記の事例紹介がありました。 

・年に 2 回全従業員を集め、災害発生時における自社の対応の段取りを皆で話し合いながら、模造紙  

に書き出し、段取り一覧表（やることリスト）を事務所に張り出します。 

・さらに、手順実行を効果的に行うための事前対策を全員で話し合い、対策担当と完了予定を決め、解

決すべき課題一覧表（やっておくリスト）を作成、対策完了状況は年度末に社長が確認します。 

・この他に作成した文書は、非常時連絡先リストと、各担当の個人的メモ（手順等）だけです。 

 会社の規模にもよりますが、まずはこの例のように、できることからスタートすることが大切です。 

また、災害や被害の想定を毎年変化させて、年に 1回程度、実践的な防災訓練を実施することも必要

です。可能であれば取引先と一体となった総合訓練も有効であり、一層の協力関係が築けます。 

さらに、周辺地区や同業組合等と一体となった防災への取組みを行い、ソフト面での BCD（業務継

続地区）を構築することや、遠距離にある他地域との連携を図ることも必要と考えられます。 

 

６．中小企業の事業継続に向けて 

 自社の現場・現実は、その経営者及び従業員が一番よくわかっています。また被害発生後の状況把握

には、マスコミからの全体的な情報ではなく、自社や周辺地区のピンポイントの情報が必要です。有事

の際、確実な情報に基づき、国・自治体・支援関係者の力を借りながら、経営者が最善と思われる判断

をし、苦しくても従業員が力を合わせてついてくる、事業継続のためには、日頃の良好な労使関係や、

困った時のお互いの助け合い、関係者間の絆が大事です。 

 全員参加で日頃から防災について考えることは、平時の経営課題の解決にもつながります。今は新型

コロナウイルス対策で大変と思いますが、関係の皆様の支援をお借りし、また、会社全員の知恵とチー

ムワークでこの困難を乗り越え、以前よりも強靭な企業体質になることを祈念しております。 

 

（参考 1）事業継続力強化計画（中小企業庁） 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.htm 

（参考 2）中小企業のための新型インフルエンザ対策ガイドライン（東京商工会議所） 

https://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=4607 

【横田 英靖】 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.htm
https://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=4607
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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、独立診断士の荒

井由紀子さんに、お話を伺いました。 

 

― 中小企業診断士としてのビジョン・現在のお仕事について教えてください。 

  「自身の専門性、バックグランドを活かせる場所に立ちたい」を念頭に活動をしています。 

大学卒業後、製薬会社で研究開発職につきました。長男が幼稚園に入園を機に退職し

専業主婦となり、２人の子育てをしていました。しかし、子育てもしっかりしたい、荒井由紀

子として何かこれをやっているのだというものを一つぐらい持ちたいと考えていた時に出会ったの

が、中小企業診断士の資格でした。多くの人と接する機会がもて、幅広い知識を学べる点

に魅力を感じ、中小企業診断士になることを目指しました。 

  

― 現在のお仕事について教えてください。 

登録後は、独立診断士として創業支援・再生支援・研修講師の活動をしています。昨

年度までは特に女性やシニアの創業支援、ベンチャー企業支援に力を入れて活動してきま

した。これまでいただいたお仕事は受験生時代の縁や登録後の縁で紹介される案件が殆ど

で、縁の大切さを感じています。 

また、医療経営士２級を取得し、医療経営士神奈川研究会の事務局も務めていま

す。その関係でご紹介頂く医療経営支援の案件もあります。 
 

一般社団法人 日本医療経営実践協会 医療経営士とは

http://www.jmmpa.jp/about/ 

 

 ― 神奈川県協会の醍醐味を教えてください。 

入会 1 年目に会報委員として協会活動に関わってきました。地元神奈川で様々なバックグランドをもつ前向きな方

と知り合えるのが神奈川県協会の魅力です。また、ここ一年は会員向けの研修やセミナーが充実してきており、先輩診

断士の貴重な話が聞ける場も充実してきたと感じています。 

 

― 診断士活動のスタンスを教えてください。 

 自分が依頼された案件はどのようなことであっても、全力を出してやりきることが大切だと思っています。自分が経験し

たことのない分野でも良い機会だと思ってやってみる、楽しみながらやってみる、そして、目の前にある案件に誠意を持っ

て取り組めば、必ず次につながります。自分が取り組みたいこと、やってみたいことを出会った人に伝えていくことで縁がで

き、道が拓けていきます。 

 

― 今後の展望、やりたいことや実現したいことは何ですか？ 

今後は自身の特性を生かした場所での活躍を実現していきたいです。 

１つ目に医療分野での支援により注力していく考えです。そのために 2020 年 4 月より公益財団法人 横浜企業

経営支援財団 IDEC にて医工連携推進コーディネーターとして活動をしています。専門領域、業界の知識・経験を

活かして、横浜市内の中小ものづくり・IT 企業、ベンチャー企業、研究者、大学、医療機関をコーディネートしていくこ

とで、医工連携に取り組んでいきます。 

２つ目に、今年度は事業再生の仕事にも注力していきたいです。2019年 9月に経営革新等支援機関に登録を

しました。創業支援と再生支援は一見全く違うジャンルと捉えられがちですが、双方を経験することでいずれの支援につ

いても相乗的に力がつくと感じています。 

 

『医工連携』とは 

単なる医学と工学の連携ではなく、医療と工業（産業）の共創により、新規事業を生み出すこと。 

 

今回のインタビューは、時節柄「Zoom」で行いました。荒井さんの温かみのある話し方が web からも伝わってきまし

た。インタビューにご協力頂きました荒井由紀子さん、ありがとうございました。ますますのご活躍を期待しています。 

                                   【齋藤 友一】 

令和を築く診断士  「専門性、バックグランドを活かせる場所」をさがして 

＜プロフィール＞ 
・2017年診断士登録 
・H29会 
・独立診断士 
・経営革新等支援機関 
・医療経営士 2級 
・２児の子育て奮闘中 

http://www.jmmpa.jp/about/
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日本中で空き家が増えています。商店街の空き

店舗、耕作放棄地等の空き畑、私は日本の活力を

落とす「三空（さんあき）」だと考えています。 

2018 年に行われた総務省住宅・土地統計調査

では、普段から人が居住しない空き家は846万戸、

空き家率 13.6％になっています。 

 

（１）地域により実情が違う空き家問題 

神奈川県では、空き家戸数は約 48万戸、全国 3

番目の多さ、空き家率は 10.8％、全国３番目の少

なさです。県内の市町村別空き家数と空き家率を

表したのが、神奈川県のホームページに掲載されている右上のグラフです。三浦半島、県西部の相模湾

沿岸地域と丹沢の麓地域で空き家率の高さが目立ちます。 

人口の都市集中や人口・世帯の減少、毎年 100 万戸以上供給される新築に有利な融資制度等が生み

出す空き家は、居住環境に悪影響を与え、周辺の不動産の資産価値を下げ、地域の魅力を低下させます。

人口が減少すれば税収も減り、いずれ交通や買い物等の利便性も低下していきます。市町村の中で負の

連鎖が回り始めることから、2014年に空き家対策特別措置法が成立し、空き家対策は市町村の重要な

施策となりました。2018年からは空き家バンク等も運用されるようになっています。 

 

（２）空き家が「コミュニティのつながり・新しいまちづくり」を生み出す。 

一方で、空き家が地域のまちづくりに寄与する事例や新たな企業体も出てきています。私が住む町の

中心部にある築 80年の古民家、海にも山にも歩いて 15分、クラウドファンディングで資金を集め、

明確なコンセプトのもと改装を行い、宿泊やスペース活用ができる施設に生まれ変わろうとしています。 

その進め方は、不動産会社が一方的に進めるのではありません。地域住民、地域活性化を図りたい起

業家、想いのある事業に投資したい投資家、物件を愛するオーナーが、さまざまな意見を出し合う場を

共有して共感を生み出す。共感を集めるだけでなく、クラウドファン

ディングでお金も集める。いろいろな形で自分が当事者になれる「参

加型」で進んでいくのです。その中心には、事業のコンサルティング

からコミュニティづくりを進める 30 代のプロデューサーがいて、自

治体や金融機関・地域住民をつないでいる。行政や大手建設会社が行

う手法とは違う新しいまちづくりの現場がそこにはあります。 

 

（２）新しい働き方「面白そうじゃん、一緒にやろうよ」との親和性 

その 30 代のプロデューサーがそうであるように、テーマに共感し

合うつながった人々と価値を生み出す、“会社に戻って上司に相談して”

ではない働き方が若い世代を中心に支持を集めています。コミュニテ

ィという世界を自分達で作り、プロジェクト単位で仕事を回す。さま

ざまな人とのつながりを武器に価値を生み出していく。こうした働き

方と、これからの「まちづくり」はとても親和性があると思うのです。 

 

（３）中小企業診断士にできること 

 そこで求められるのは、地域や空き家の特色をふまえ、その空間をどう活用するか、付加価値を生み

出す存在です。これは、中小企業診断士の本来求められる力に通じていないだろうか。そして、診断士

には３つの活躍パターンがあると考えています。ひとつめは、顧問先・支援先の遊休資産の有効活用を

提案するアドバイザーとして、２つめは、地域活性化のため当事者としてこうした資産を利活用する起

業家として、３つめは、地域のさまざまな関係者をつないで価値を創り上げるプロデューサーとして、

です。私は地域に根差す診断士を目指し、３つめの仕事ができるように自己研鑽を積んでいきます。 

【増田 竜雄】 

 

地域の「空き家問題」を中小企業診断士の目線で考える 

 

神奈川県ホームページより 

築 80年、改築前の古民家 
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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、３回に分けてまとめています。 

 前々号では、中小企業で目指すべき「人が育つ仕組み」の考え方を、前号では、仕組みづくりの具体

的なポイントを述べました。本号では、これまでの内容をふまえた事例についてみていきます。 

 

【グッドサイクルに持ち込む】 

働き方改革を進めると、人的余力が少ない中小企業では、逆に企業力を弱めることにつながりかねな

いと危惧する声もあります。しかし、これをチャンスととらえ、重要だけど緊急でない経営課題「人材

育成」に取組むことを社員に伝えていきます。そして、研修による成果を急いだ人材育成ではなく、日々

の業務を通した仲間との意見交換や協働による人間として成長する人材育成の仕組みを目指します。

“売上が上がったら”の人材育成ではなく、“人が育って儲かるグッドサイクル”に持ち込みましょう。 

 

【事例 仲間との話し合い】 

「人間が育つ仕組み」とは、「制度づくり」「人づくり」「チームづくり」の３つから成り立ちます。

今回は、グッドサイクルの起点となる社内コミュニケーションを活性化させる「チームづくり」の工夫、

「仲間との話し合い」について事例から考えていきます。 

 

（事例、Ａ社：従業員 10名、年商約 3億円、造園工事業） 

Ａ社はＳＤＧｓの動きが出てくる10年以上前からＣＳＲ活動をビジネス

につなげるべく取り組んでいました。自分たちの技術やノウハウをお客様に

高く買ってもらうにはどうしたらいいか、ＣＳＲの取組を会社の収益につな

げるにはどうしたらいいのかを話し合い、考える場を作ってきました。社員

の安全も健康も収入も自己実現も含めた「やりがい」を大事にしたかったか

らだと社長は当時を振り返ります。やりがいのある仕事や活動への意見を引

き出す工夫や場づくりが人材育成につながると信じていたそうです。 

その話し合いの場は月１回、1日の仕事を目いっぱい終わらせた後、夕食付きで、残業代も払ってい

ます。お客様の声を共有し、やりたいこと・やるべきこと等の意見交換をします。そうした中から本業

の活性化につながる多くのＣＳＲ活動が実現したし、業務改善の方法が整備されていました。 

自分たちで考えたことがお客様から評価され褒められ成果になる経験が、社員のやる気や貢献意欲を

高めていたと社長は言います。社長の地域愛とアットホームな社風もあり、平成不況で多くの同業者が

撤退する中、売上の継続的増加と好業績な同業者の 2倍近い営業利益率で稼ぐまでになっています。 

 

（Ａ社の検証からの気づき） 

 Ａ社の状況を検証すると次のようなことが言えます。 

 ①話し合いについて 

・経営理念と一致する活動や業務改善の方法等を話し合う。 

・社員の自発的な行動変化につながる行動計画まで話し合う。 

・最初は場の意味を理解できずに文句等も出るが、成果が出始めると理解が深まる。 

・うまくいったことだけでなく、うまくいっていないことも話し合う。 

・継続は力なり。 

・業種や企業規模で現実的な工夫が必要。 

②話し合いの成果 

・お客様から褒められる経験が社員を伸ばす。 

・やる気や一体感を生み出す。 

・社会貢献や環境変化への適応力を高める。 

 

３回にわたり、中小企業の人材育成について、現代の若者の考え方をベースに新しい時代の方法論のポ

イントを述べさせていただきました。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 （3）  事例研究 
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これまで製造業を事例として、SDGsについて説明してきました。今回は地元商店街の取組みを通じ

て、コロナウイルス対応も含め地域社会との共生を考え、SDGs が目指すところは何かをまとめます。 

 

 「令和２年のスタートから僅かな期間で、大変なことになりましたね。地元商店街さんでも相変わら

ず元気なお店がある反面、厳しいお店も見受けられます。会社は医療機器メーカーの一次下請け、ポン

プメーカーの二次下請けということで、工場は止められないようですが、最近の地元の状況はいかがで

しょうか。」（中小企業診断士） 

 

 「会社は３月から時差出勤体制になりましたが、主人の会社は緊急事態宣言が出されるまでは通常勤

務でした。子供達の学校が突然休校になり、ママ友仲間に相談し、助けてもらうことにしました。日頃、

地元町内会の子供会で親子一緒に活動し、子供達も顔を知っている仲間同士なので違和感はありません

でした。もちろん、私も何日か休暇をいただき、シフトを組んで対応しました。また、空き店舗を活用

したコミュニティカフェを利用させていただきました。日頃、地元商店街や地域の情報発信基地になっ

ており、食事メニューやキッズスペースもあります。ここを子供達のために開放していただいたのはあ

りがたかったです。」（女性社員） 

 

 「医療機器メーカーからの特急注文もあり、工場は止められない。大事なのは、うちの社員。マスク

が底をつきそうになった時、商店街の女将さん会がマスクを手作りし、婦人服店で販売、本当に助かっ

た。また、女将さん会の中には馴染みの居酒屋さんもあり、これまでは時々みんなで行ったけれど、今

は昼食用の弁当や持帰りのつまみを作ってもらっている。家族の評判もよく、また安心してもとどおり

の生活ができるようになったら、今度は家族でも行くことを約束されちゃった（笑）。」（工場長） 

 

 「うちは医療機器メーカーの一次下請けなので助かったけれど、仲間の会社は大変。我が社の SDGs

長期計画も見直したい。困った時はお互い様で、当社の生産体制も限界があるので、今後医療機器メー

カーとも相談し、信頼できる仲間の会社との調整を考えている。このあたりは町工場が集積し、そこに

人々が集まり商店街も発展してきたという長い歴史がある。祭りや防災訓練は、町内会を中心に、工場

も商店街も住民も一体となり毎年やっている。SDGsの『11．住み続けられるまちづくりを』に昔から

取り組んできた。私にとっては故郷であり、自慢のまち。」（社長） 

 

 「商店街では、『一店一エコ運動』や高齢者福祉施設への出張販売、それに店主が自らの専門知識や

技術を伝授する、少人数制の無料ミニ講座『まちゼミ』、セミナーやワークショップを通じて参加者同

士が交流する『まちバル』をこれまではやっていました。また、子供達の絵を商店街各所に展示する『ア

ートフェスタ』、子供の日の商店街ならではの長い綱引き、七夕の手作りの笹飾りや夏の夜市等、子供

達が楽しめる行事を青年部が中心となり、長年行ってきました。私は結婚してからここに住みましたが、 

人々が温かく大好きなまちです。」（女性社員） 

 

 「いざという時に助け合える、地域の絆はすばらしいです。これこそ正に SDGsの実践です。商店街

さんも是非、『かながわ SDGsパートナー』に登録しましょう。第１回では、日本の『共助』のよさを

世界に拡げるのが SDGsの心、第２回では、SDGs は近江商人の三方よし、をお伝えしました。地域社

会では既にこの考え方ができています。また、第２回及び第３回では、SDGs経営のスタートと 10年

後のゴールについて、お話しました。既に実践されていることや、新たに計画に織り込んだことを着実

に行うことが大切です。新型コロナウイルスに人類が打ち勝つためには、かなりの時間を有すると思わ

れます。特に発展途上国への影響が心配でありますが、取引先の医療機器メーカーに高品質の部品を納

入することが、社会的にも重要であり SDGsの実践になります。またもとどおりの生活ができるように

なりましたら、『まちゼミ』で SDGsを取り上げ、そして『まちバル』でさらによいまちを目指し、皆

様で大いに語りましょう。新型コロナウイルス感染拡大の早期収束を祈念しながら、４回にわたる

SDGsの連載を終了いたします。どうもありがとうございました。」（中小企業診断士） 

 

【横田 英靖】 

ＳＤＧｓと中小企業（第４回） ～ 地域社会との共生 ～ 



 

２０２０．５．１ No,１０２ - 16 - 

 

 

【JA グループ神奈川 営農サポートセンター】 

 神奈川県農業協同組合中央会(以下 JA 神奈川県中央会) 営農企画部長 兼 営農サポートセンタ

ー長 由良部長を訪問し、営農サポートセンターの取組みについてお話を伺いました。 

 

【JA神奈川県中央会の役割】 

JA神奈川県中央会は、県内の JA（農協）、連合会（JA県信連・全農かながわ県本部・全共連県本部

県厚生連他）を会員に、ＪＡ・連合会事業の健全な発展の支援を目的に、農業協同組合法に基づき設立

されました。昨年 9月には農業協同組合法の改正により、新たな中央会として非出資の事業連に組織変

更しました。 

ＪAグループ神奈川（県内のＪＡ・連合会の総称）は、約 31万人の組合員で構成される組織で、神

奈川農業の振興はもとより、県民の食料を守る活動や地域社会に対する貢献など幅広い事業・活動を行

っています。中央会は、代表・総合調整・経営相談の３つの機能を持ち、会員の経営および組織・事業

の支援や業務監査、教育などの事業を行うほか、行政庁への政策要請を行うなど公共的な役割も果たし

ています。 

また、県内農業やＪＡ事業運営への県民理解を広めるため、TVK番組「旬彩ナビ」(毎週日曜日：午

前 9 時 ～ 9 時 3 0 分 ： 毎 週 月 曜 日  午 前 1 0 時 ～ 1 0 時 3 0 分 再 放 送

h t t p s : / / w w w. j a k a n a g a w a . g r. j p / j a g k / k n av i . h t m l）の提供も行っています。 

 

【営農サポートセンターの役割】 

平成 29 年度より、「農業者の所得向上」実現のためにＪＡグル

ープで進めている「営農・経済改革」の取り組み支援を目的に、JA

神奈川県中央会事務所内に中央会・各県連(県信連、全農県本部、

全共連県本部)担当者をメンバーとする「営農サポートセンター」

（3月現在 13名）を設置・運営しています。 

具体的には、「営農・経済改革の実践」、「営農支援にかかるＪＡ

人材育成」、「新たな販売の企画・展開」、「農業金融の充実・強化」、

「農業経営管理支援」の 5つを柱に事業を展開しています。特に県

下共通の重要課題については、ＪＡ担当者をメンバーとするに課題

別研究会開催しています。現在、課題別研究会は①かながわ農業の

あり方（販売力の強化） ②営農支援あり方（営農支援体制の整備） 

③労働力確保支援（担い手の育成、労働力確保）④有害鳥獣対策 ⑤

共同利用・運営（施設の共同利用）をテーマに、対応策・課題解決

策等の具体化・展開を進めています。 

30 年には、ＪＡが保有するデータを活用して「生産・販売状況

の見える化」（気付き）と「経営状況の見える化」（経営改善）が行

える「営農サポートシステム」を整備しました。現在県内２JA で

システム運用がされ、農業者の経営分析を通じた農業経営改善の提

案等を進めています。 

また、直売所・スーパー・市場などあらゆる場面で神奈川県産農畜産物が優先的に選ばれる、「優位

販売」を新たな販売戦略に、「かながわじゃん」の統一キャッチ・ロゴ・キャラクターを通じた、県内

での販売展開を進めています。また、テーマソングやダンスも制作しています。 

 

【中小企業診断士に期待すること】 

 「農業者の所得向上」に向けＪＡでは様々な取り組みを進めています。そのなかでも特に農業経営改

善が重要な取り組みとなっています。農業者の経営実態をみると経験則によるところが多く、まだまだ

客観的なデータに基づく経営の分析・改善は十分でなく、またＪＡにおける改善提案ができる担当者の

確保や対応体制も整備がされておりません。意見交換の機会を通じ知り合えた神奈川県中小企業診断協

会の方々から農業経営の分析や改善提案手法等のアドバイスをいただきながら経営改善手法の確立と

担当育成を進めていけたらと考えています。                   【齋藤 友一】 

農政関係者のところに行ってきました④ 

https://www.jakanagawa.gr.jp/jagk/knavi.html
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2019 年度は平成から令和へと代わり、時代が大きく代わった一年でした。元号が変わったことによ

り社会や経済の実態が急に変わったわけではありませんが、気持ちは大きく変わったのではないでしょ

うか。2019 年版中小企業白書内でもこのことには触れられていて、「平成の約 30 年間を振り返ると経

済・社会の構造は大きく変化し、今後この変化は さらに大きく速くなることが見込まれる。中小企業

経営者は、このような社会変化の中で、柔軟に変化に対応し自己変革を続けていく必要がある」（2019

年版「中小企業白書」第３部第１章）とされており、時代の変化に対応できるよう自己変革を求めてい

ます。 

 

 そして第３部第１章で「人口減少」、「デジタル化」、「グローバル化」を切り口に、社会・経済の変化

が中小企業に与える影響について分析しています。詳しくは本文を見ていただきたいのですが、人口減

少というマイナス面はあるものの、デジタル化、グローバル化という追い風も吹いているというもので、

これらのチャンスを積極的に経営に取り入れて、発展させていこうという内容となっています。また、

人口減少は一朝一夕に解決できる問題ではないため、人口減少を前提としたビジネスモデルを構築して

いく必要があるともされています。 

 

事業を継続していくためには時代に合わせて変化していくことが大切なわけですが、「引合いは必ず

しも少なくないが、目の前の仕事をこなすのに精一杯で、業務改善や新事業展開に関する手を打ててい

ない、という中小企業像が浮かび上がる」（2019年版「中小企業白書」第３部第１章第１節）と分析さ

れており、業務改善や新事業展開に手が回っていない状況が伺えます。そしてまさに今、予想もしてい

なかった大変大きな変化に直面しています。そのような企業に対し、私たち中小企業診断士ができるこ

とはまだまだありそうです。 

 【渡辺 剛】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会報委員として 99号より今号（102号）まで会

報の制作に携わらせていただきました。 

2019 年度は平成から令和へと時代が変わった

年でした。そして、現在のコロナウイルスの影響で

社会や生活、仕事の進め方などあらゆることが大

きく変わると予想されており、後から振り返って

みて、時代の転換点として記憶に残る 1 年となり

そうです。 

 会報委員としての役目は今号で最後となります

が、コロナウイルスの影響から早く抜け出せるこ

とを願いつつ、次のメンバーに引き継ぎたいと思

います。1年間ありがとうございました。 

                  【渡辺 剛】 

中小企業白書からみる中小企業の動向 ④ 
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