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【令和３年度のスタートにあたり】 
ひたすら新型コロナウイルス感染症への対処に追われた令和２年度が終わり、新年度に入りました。

依然としてコロナ禍は収まらず、神奈川県も 4月 20日に「特措法に基づくまん延防止等重点措置」を
発出するに至り、多くの県内の中小企業・小規模事業者では、1年超に亘って事業運営に多大な影響を
受け続けているゆえ、コロナ収束または業容回復が先か、資金枯渇が先か…という極めて厳しい状況に
置かれているところも多いものと推察します。かかる状況の中、我々診断士は支援者として窮境状況に
陥りかねない事業者を支援するにあたり、いうまでもなく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ません。よって、弊会自らがそうした
リスクを作り出すことは許容されないため、「かながわスプリング・シンポジウム」はライブ配信のみ
での実施となり、協会事務所の執務態勢も昨春からの時短（開所時間を 10～16時）の継続など、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。 
【本年度も定時総会は書面決議で計画中です】 
本年度もウィズ・コロナという外部環境が継続する前提で、令和３年度

の事業計画検討を進めております。昨年度と同様に、近日中に事業計画の
説明資料を配布いたしますので、ご高覧のうえ忌憚のないご意見をいただ
きたく存じます。事業計画へ皆さまから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。 

6 月 20 日の定時総会について、直近の社会情勢を勘案し、昨年に続き
書面決議ベース＋ＺＯＯＭウェビナーツールを活用する形で開催せざるを
得ないと考えており、昨年度を通じ実施したライブ配信やリモート会議で
蓄積したノウハウを活かし、より円滑に実施できるよう準備中です。会員
の皆さまへは、近日中に上記の開催形態を採って定時総会を開催すること
に関してご意見をお伺いいたしますので、ご回答およびご協力の程、何卒
よろしくお願い申し上げます。【井上真伯】 

会長あいさつ 
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テクニカルショウヨコハマ（以下、テクヨコ）２０２１への当協会としての出展は、今回で 15回目
となります。本年は初のオンライン出展を行い、無料経営相談と経営セミナー動画の配信を実施しまし
た。当会会員から公募した相談員 26 名、事務局メンバー9 名、計 35 名が経営相談・ミニセミナー・
広報の 3つのチームに分かれ、協力して運営を行いました。 
 
 テクヨコは神奈川県下最大級の総合見本市（工業見本市）です。新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、今回は令和 3年 2月 15日（月）～26日（金）に初の完全オンライン開催となりました。オン
ライン開催への出展に対しては従来のリアル出展時よりも開催前の準備作業が一層重要になってくる
こと、またコロナ禍下において対面での準備作業や取り組みが困難であるため、今回は多くの新しい取
り組みを行いました。 
 
＜新しい取り組み＞ 
・相談員等メンバー同士の連絡手段に slackを採用 
情報共有や意見交換、連携を取りやすくして、準備作業が円滑に進むように配慮 

・全てのミーティングでは zoomを活用してオンラインで実施 
・従来のブース出展に代わる、テクヨコ出展ページ（PRページ）にて出展 
・当協会WEBサイトに、経営セミナーの動画配信および経営相談予約コーナーの設置 
 （URL：https://sindan-k.com/support/tech-yoko/） 
・経営セミナーは 5～10分程度の動画にまとめ、当協会WEBサイトから配信 
・無料経営相談は、zoom上でオンライン相談を実施 
・事前の広報に力を入れ、以下の取組を実施しました 
 －井上会長のラジオ出演（1月 20日にかわさき FMにて放送） 
 －当協会 Facebookアカウントにて週 2回の記事掲載 
 －当協会WEBサイトの新着記事にて広報 
 －過去のブース来訪者および各支援機関へチラシ郵送 
 －各相談員による経営相談への事前勧誘 
 －テクヨコWEBサイトの TOPページに掲載されるバナー広告 
・支援機関連携では、各支援機関とWEBサイトの URLをリンクし合うなどの連携 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    テクヨコ出展 PRとしてラジオ番組に出演          Facebookにて情報発信 
       （画像は収録時の様子）               （画像は投稿の一部） 
 

  

テクニカルショウヨコハマ 2021 実施報告 （会員支援 1 部) 
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    協会 HPにて公開した                        テクヨコ出展ページ（PRページ） 

セミナー動画の一部 
 

また、従来同様にテクヨコ主催者が提供する出展者セミナーに参加しました。今回は当該セミナーも
テクヨコWEBサイトからの動画配信となり、小川直樹会員による「お客様に刺さる！オンライン商談
の『７つのポイント』」を作成・配信し、36名の方に出展者セミナーを視聴いただきました。また、協
会 HP（テクヨコページ）内で配信した経営セミナー動画は 1,250回（2/1～2/28）の視聴をいただく
ことができました。 
 
経営相談については前年までのように当日のセミナー来場者に直接声をかけるなどのプロモーショ

ンができない状況でしたが、相談員のみなさまの尽力により相談予約を獲得することができました。5
件のご予約をいただいた中で、相談者の方からは、「役に立った」、「話をすることができて大変良かっ
た」との感謝のお声をいただきました。そして、テクヨコ終了後にさらに相談に乗っていただきたいと
のご依頼もいただきました。ご依頼いただいた事業者様には、協会として今後継続して真摯に対応する
予定です。 
 
初のオンライン出展ということで、動画作成や経営相談の実施方法、事前の PRなど多くの課題も見

つかりました。今回、相談員として手を挙げていただいた会員の皆様をはじめ、多くの方々のご協力を
賜り様々な取り組みに挑戦し、無事に開催することが出来ました。この場を借りて御礼申し上げます。 
 
 テクヨコ出展 PJ に限らず、中小企業の経営者に「神奈川県中小企業診断協会のサイトを覗けば、何
かしら有益な情報や相談できる機会が得られる」という認知をしていただけるよう、次年度に向けて、
経験者のノウハウや気づき、改善点をしっかりと引き継いでいきます。このような取り組みを続けてい
くことで、当協会全体として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きたいと考え
ています。 

【会員支援 1部 濱田良祐】 



 

２０２１．４．１ No.１０６ - 4 - 

 
 

2021年 4月 4日(日)、かながわ労働プラザで「かながわスプリング・シンポジウム 2021」を開催
しました。 
本シンポジウムは、当協会への入会を検討中の中小企業診断士の皆様や既存会員の方々に向けて、毎

年同期会が中心となって企画運営を行い協会活動を紹介する春のイベントです。今回のイベント企画並
びに運営は、前年度の同期会、令２会が中心となり実施しました。 
当日は、新型コロナウイルス感染症対策のためオンライン開催のみで行い、会場での無観客イベント

をインターネットで配信し、相談会をリモート形式で実施しました。 
 
■プログラム(14:00～17:30)  
・会長挨拶［井上会長］ 
・協会活動紹介［清見副会長］ 
・士会活動紹介［森理事長］ 
・同期会紹介[金谷令２会会長] 
・入会手続き・更新案内 [坂本理事] 
・セミナー『独立奮闘記』[染谷会員] 
・パネルトーク［モデレーター：勝川会員(令２会)、 
パネラー：池田会員、丸田会員、升田会員］、 

・登録グループ活動紹介 
・委員会活動公募案内、新規活動紹介[濱田理事、伊藤理事] 
・リモート相談会 
 
■『「資格は取ったが、これからどうしたらいい？」にこたえてゆく「かながわ
スタート」オール神奈川の魅力を発信』をコンセプトとして、新人診断士がも
っとも興味のある「診断士の歩き方」を伝えることができるテーマのセミナー、
パネルトークを用意しました。 
 
■登録グループ活動紹介では、限られた時間の中で多くの登録グループの活動
を紹介するために１分間 PRとしました。計１５グループが活動内容を参加者に伝えました。 
 
■相談会は zoomのブレークアウトルームに協会、入会手続き、士会、同期会、登壇者とテーマ別に部
屋を分け、相談したい内容によって参加者が自由に行き来できる形式で行いました。 
 
■企画段階では、リアルとオンラインでの開催を予定していましたが、新型コロナウイルス感染状況に
鑑み、オンラインのみの無観客イベントでの実施となりました。今までのイベントオンライン配信の経
験を踏まえて、事前に配信体制を増強して臨みました。結果、オンライン参加者が 163 名、登壇者や
運営担当の令２会を含めると、参加者総数２００名以上の方にご参加いただき盛況となりました。 
 
■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、来期神奈川スプリング・シンポジウムについてさらな
る内容の拡充に努めて参ります。 
 
■HPもあわせてご参照ください https://sindan-k.com/support/newface/ 

 

かながわスプリング・シンポジウム 実施報告 （会員支援１部) 
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【会員支援 1部 齋木真紀子・上原航平】 
 

 
登録グループは、当協会の会員を中心に結成されているグループのうち当協会が認定したグループで、

地域や特定の支援テーマを核とした活動を行っています。 
現在は、コロナ禍においてリアルな場での会合が難しくなっている状況ではありますが、各グループ

ともWeb会議ツールなどを活用して、オンラインでも積極的に活動を行っています。 
今回は、新規会員の皆さまへのご紹介も兼ね、登録グループの活動概要をご紹介させていただきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

登録グループの紹介・一言 （会員支援１部) 

 

登録グループ名 活動概要・コメント

AIビジネス研究会
AI（人工知能）の研究・創造・発信を通じて、かながわのAIビジネスをリードし、きたる激
動の2020年代に中小企業の経営革新に貢献できる存在になることを目指しています。ぜひ
オブザーバーとして遊びに来てください。お待ちしています。

EMS認証取得支援プロジェクト 中小企業の環境マネジメントシステム（エコアクション21）構築・運用支援を通して、中 小
企業の企業価値向上（発展）と社会の環境負荷低減に貢献したいと考えています。

海外ビジネス研究会
研究会内外でネットワークや人脈づくり、メンバー間相互のスキル アップ、ならびに海外ビジネ
スを手掛ける中小企業様の支援を目的としています。ご興味のある方は是非定例会にオブ
ザーバー参加ください。お待ちしています！

神奈川飲食店研究会
ター ゲットを絞り込んだ具体的な討議は、他業種にも活かせる部分があります。企業内の方
から独立診断士まで、将来的に飲食店の診断業務を考えている方など、様々な方の参加
をお待ちしています。

かながわ再生承継研究会
中小企業の再生承継支援に関する総合的な知識を基礎と し て、 実践的な支援策の研
究を主な活動と し ま す。 将来的には、 他士業の同テーマの研究会と の合同開催も 視
野に入れつつ、 交流の機会を作り たいと 考 えています。

かながわサポートセントラルチーム
中小企業施策の研究を土台としつつ、様々な研究テーマを持ち寄り、互いに切磋琢磨する
研究グループとして活動しています。ご興味のあるかたは、一度定例会にオブザーバー参加く
ださい。

神奈川実践 IT 研究会
中小企業診断士として個人としてのIT力を高めることと、中小企業に対しての実践的なIT
支援力を高めることの2つを目的としています。このご時世もあって、中小企業支援にはITは
必須となりました。一緒にIT支援力のアップをはかりましょう。

かながわ農食支援グループ
これからの農業は「マーケティング」「６次産業化」をサポートできる人材、つまり、農食に明る
い中小企業診断士が潜在的に必要とされている分野と言えます。診断士としてこの分野に
関わり、サポートしたい方のご参加を是非お待ちしております！

かながわ☆はとば会
様々な業界に精通する診断士仲間と交流できること、情報が得られることは、資格取得のメ
リットで す。はとば会は、 診断士の波止場として、人とのご縁が診断士活動に活きる、良質
人脈を築き保つ場です。ぜひご参加ください！

かながわ補助金研究会
補助金のアレンジャーとして中小企業に対し、最適な補助金を推奨し、 補助金の活用を通
して中小企業の発展に貢献します。まずは知識面のスキルアップを中心に活動しています。
基本的に緩い組織ですので、お気軽にお声がけ下さい。

神奈川ものづくり応援隊
ものづくりが好きな方の参加をお待ちしております。
お試し参加歓迎。相性が合えば入会ください「来る者は拒まず、去る者は追わず」です。情
報の専門家も多数参加しています。ものづくりのIT、IoT、AIに興味ある方は是非！

川崎・横浜北地域創成ネットワーク
主に川崎・横浜を中心とした地域の中小企業の皆様の経営向上へ向けた支援を目的とし
ます。中小企業に対する実践的支援を、無償または有償で行っています。自ら主体的に活
動してくれる方を求めています。

経営デザイン実践グループ
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。
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いかがでしょうか。各グループとも、基本的に初回はオブザーブ参加が可能になっていますので、ご

興味を持たれたグループがある方はぜひ一度参加をしてみてください。連絡先は、県協会ホームページ
内の各登録グループの紹介ページに記載されています。 
 
また、3名以上メンバーが集まれば、ご自身で新たに登録グループを設立することも可能です。ぜひ

積極的に登録グループ制度を活用して、充実した診断士活動を過ごしていただければと思います。 
 

【会員支援 1部 佐藤隆宣】 

登録グループ名 活動概要・コメント

健康経営支援プロジェクト 私たちのグループでは、企業経営の本質的な根幹である『人』に焦点をあて、企業の組織
風土のあり方を見直し、人財育成を 主とし、従業員の幸福を考えた経営をサポートします。

現場改善研究会
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。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も作成していきま す。

事業革新研究会
中小企業の事業経営の改善・再生・経営革新等の事業計画書作成を目的とします。今は
金融機関OBのメンバー中心ですが経験業種は広く受け入れます。今後独立をめざす方や
企業内診断士も大歓迎です。

湘南診断士ネット
中小企業診断士の研鑽の場を創出し、会員同士が切磋琢磨することでスキルアップを図る
ことを目的にしています。尚、会員は湘南地区に限定しておりませんので、積極的にご参加く
ださい。

診断士プロボノネットワーク
2020年に設立したばかりのグループです。 毎月の収入がある企業内診断士だからこそ、出
来る診断士活動を目指しています。プロボノ案件獲得に向けての活動と、診断士としてスキ
ルアップするべく切磋琢磨をしています。

たまがわ経営研究会
多様な能力を持つ企業内、独立診断士等の相互交流により能力の向上を図り、グループ
の総合経営支援力をもって社会に貢献する活動を目指しています。自ら学びたい、他の診
断士と情報交換したい方は是非ご連絡下さい。

つぎ夢経営研究会
単なる交流だけではなく、更新ポイント獲得の診断案件をお互い持ち寄るプロジェクトが多
数あります。来る者拒まず、去る者追わずの精神で運営しています。出入りの自由です。初
回の見学参加は無料ですので、お気軽にご参加下さい。

「強み」経営研究会
「知的資産経営」という企業の強みに着目した、中小企業に適した経営手法を学び、また
実際に企業支援を行う事で、スキル向上を図っていきます。企業内の 方は実務支援を通し
てポイントの取得も行えます。やる気のある方の参加をお待ちします。

パラレルキャリア研究会
『データサイエンス』を複業にしたい人の会員制能力開発コミュニティです。データサイエンスをコ
ンサルティングやデジタルマーケティングに活かしたいなど、データサイエンスに興味をもったメン
バーが集まっています。ご興味のある方はぜひご連絡ください。

ビジネス IT 研究会
生産性向上、売上拡大や新サービスにつながるIT活用により、中小企業の事業成長への
貢献を目的に活動 しています。企業にとってITは成長するためのひとつの手段です。意欲の
ある方の参加をお待ちしています。

平29会 平成29年に神奈川県中小企業診断協会に入会したメンバーの相互研鑽の場として活動
しています。多士済々の同期との情報交換に参加してみませんか？

マーケティング実践研究会
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し、
議論を深めることにより自己研鑽を行っています。興味を持たれた方は、オブザーバーとして
遊びにいらしてください。お待ちしています。

神奈川医療介護経営研究会
プロとして医療介護経営の支援を行っていくことを目指す中小企業診断士と、医療業界で
活躍する一般の方々が互いに情報交換、研鑽を行う場です。一緒に研究し、知見を深め
合う仲間をお待ちしています。
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2年目を迎えた令和 2年度の会員向け研修は、その前年度の振り返りを踏まえながら、協会の中期経
営方針と整合をとり、「実践力の向上」をテーマに開催しました。 
Ⅰ．主要な施策 
(1)講義に引き続き、提示された課題についてグループディスカッションを行う新実践塾の開講 
(2)「オンラインセミナーの勘所」のようなニーズが高いと思われる研修の企画・開催 
(3)すべての研修のオンライン化と受講者への録画の提供(視聴期間は研修終了後の概ね 1週間) 
(4)関東経済産業局経営支援課様のご厚意による「税制セミナー」の開催 
(5)受講者満足度が高い研修の講師謝金の積み増し 
(6)講師の協会内公募 
(7)講師と研修事務局のコミュニケーションを図ることに拠るより満足度の高い研修運営 
Ⅱ．実施概要 
(1)スターターキット 開催日 8/1(土)、当日受講者 47名 
狙いは、主として新入会員向けに、神奈川で診断士活動を始めるための基礎知識の習得です。 
毎年、ほぼ同じ内容で行う「法律知識」と「支援機関」については編集者を公募し、協会の標準テキス
トとして内容を再編成しました。今後、毎年充実させていく予定です。 
 タイトル 講師 
1 知っておくべき法律知識入門 大堀会員 
2 各種支援機関と支援制度 滝沢会員 
3 診断士のための ITツール入門 松岡会員 

(2)新実践塾 
会員よりテーマを募集し、希望や意向等を分析・反映して全 5回のテーマを決めました。 
それに基づき、講師の公募を一括して行いました。 

 タイトル 開催日 講師 当日受講者 
1 中小企業の事業承継支援 11/14 高岸会員 10名 
2 中小・小規模ものづくり企業の経営改善支援 12/6 山﨑会員 15名 
3 非対面ビジネスモデルに転換するためにネットシ

ョップを作りたいと相談されたときの対応 
1/10 村上会員 19名 

4 経営相談や診断時に事業承継について相談された
ときの対応 

2/26 向井会員 17名 

5 フラワーショップの経営革新 3/21 大堀会員 11名 
(3)ニーズが高いテーマについての個別企画 

 タイトル 開催日 講師 当日受講者 
1 オンラインセミナーの勘所 8/1 村上会員 36名 
2 決算書分析入門 2(IT業界) 9/22 中井会員 13名 
3 税制セミナー  

支援ツールに『税制』をプラスしてみませんか 
3/19 関東経産局 

三上様 
57名 

Ⅲ．まとめ 
令和 2 年度研修で特筆すべきはすべてオンラインで開催したことです。当初は、オンラインでどこ

までできるか不安もありましたが、回を追うに従ってノウハウが溜まり、新実践塾のグループディスカ
ッションも問題なく開催できました。今後に向けての大きな財産となり、「集まれないからオンライン」
ではなく、その利点を積極的に生かしていければと考えています。 
すべての講師の方が、後輩会員を育てたいとの熱意の下に、ビジネスを度外視？して、講義の周到な

準備と研修事務局との打ち合わせに多くの時間を割いて頂きました。その為、ほとんどの研修において、
受講者の高い満足度が得られ、改めて、この場をお借りしてご尽力に心より御礼申し上げます。 
 研修の課題は会員ニーズを的確に捉え、それを具現化することです。令和元年から 2年間の試行錯誤
を経て、会員向け実践力向上研修の一つの型を確立しつつあるとの手応えを感じています。令和 3年度
は、会員ニーズを踏まえ、目的を明確にして、更に充実させていきます。 

【会員支援 2部 清見哲郎】 

令和 2 年度研修サービスの実施報告（年間のまとめ） （会員支援２部) 
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【はじめに】 
長期化するコロナ禍の下、診断士の皆様が日々事業者様への支援活動に取り組まれている中で、資金

繰りの相談が増えてきていることと存じます。 
改めてここでお伝えするまでもなく、資金繰りの支え手は主に地域の金融機関です。しかし現在、金

融機関がどのように支援し実際取り組んでいるかを、私も含めた経験の少ない診断士にはあまり知られ
ていないと思います。そこで今号から数回にわたり、県内の中小企業を主要な取引先とする地域金融機
関に、コロナ禍での支援取り組み状況や中小企業診断士への期待をお伺いし、会報でご紹介することに
致しました。 
初回は、首都圏に１６４店舗（１３５拠点、２０年９月末時点）、うち県内では、相模原市を中心に

３６店舗を有するきらぼし銀行様を紹介します。きらぼし銀行は、首都圏に地盤を持ち、東京都民銀行・
八千代銀行・新銀行東京の 3行を母体に 2018年に発足した新しい銀行で、「東京きらぼしファイナン
シャルグループ」の中核銀行です。同グループは傘下にコンサルティング・出資・証券等の機能を分担
する 15のグループ会社を保有しており、一体となって幅広いサービスを展開されています。 
 

 
2月中旬に井上会長と共に、きらぼし銀行営業統括部長の佐藤雅史様、経営企画部広報グループ長の

細谷徹様にお話を伺った内容を、以下の通り報告します。 
なお、文中に特に断りがなければ 2月中旬時点の情報です。また図表は上記を含め「東京きらぼしフ

ィナンシャルグループ・ミニディスクロージャー誌 第 7期営業の中間ご報告」より転載しております。 
 
＊＊＊＊＊ 
 
きらぼし銀行のビジョンは、首都圏地域 NO1。どのような銀行を目指してらっしゃるのでしょうか？  
経営理念として、「首都圏における中小企業と個
人のお客さまのための金融グループとして、総
合金融サービスを通じて、地域社会の発展に貢
献します」を掲げ、お客様から真に愛される地域
NO１の都市型地銀グループを目指しています。 
具体的には、金融サービスのみに留まらない「金
融にも強い総合サービス業」をコンセプトに、グ
ループ会社の「きらぼしコンサルティング」を活
用して、創業・承継・Ｍ＆Ａ・ＩＴ・人材・海外
展開など、事業者様の多様な課題やニーズに応
えていきます。 
「きらぼしコンサルティング」は銀行や外部人
材等からなる約８０名の職員がおり、すでに独

コロナ禍、中小企業の支援に注力する地域金融機関について 
 

 
（2020 年 9 月末現在） 
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立したコンサルティング会社として活動できるような、地銀最大級の陣容に成長しています。コンサル
ティングを活かした多様なメニューをパッケージ化して営業店での展開を図っています。 
次に、「対話を起点としたビジネスモデルの構築」を掲げ、お取引先様との対話を起点に、提案を行い、
信頼を得ることを重視しています。本業支援等にかかる提案を行う「ファーストコール先数」を KPIに
設定し、2020年 3 月期は、対目標比 2倍超のファーストコールを達成することができました。また、
金融支援を超えた総合的なサービスを提供するために、メイン行としての取引先数を増やすことを推進
しています。メイン行となることで、地域の事業者様を支える責務を果たしていきたいと考えています。 
 
公的機関など社外との連携の状況はいかがですか？ 
公共団体等が実施している中小企業向け支援施策について事業者様はご存じないことが多いものです。
そこで、いわば、水先案内人として、事業者様へ最適な支援施策をピックアップして提案しています。 
 
 

その裏付けとして、公的支援機関への人材出向や、自治体と包括連携協定を締結するなど、連携体制を
構築してきました。また、産学連携では、東京都立大学や日本大学芸術学部との実績があります。 
 
事業承継やＭ＆Ａではどのような取り組みをされていますか？ 
「きらぼしコンサルティング」を活用し、経営者の思いを後継者へ伝えるために、税制面だけではなく、
資本・会社体制のあり方まで含め提案しています。外部の専門業者に過度に依存せずグループ内でＦＡ
（ファイナンシャルアドバイザー：Ｍ＆Ａにおいて、買い手または売り手の代理人として携わる）業務
を担うことで、ノウハウや人脈も蓄積してきています。Ｍ＆Ａ専業ファームとは違って、前捌きの事業
支援から事後の統合プロセスへの支援、経営者の思いを定着させるところまで一貫したサービスを提供
できるところが強みです。更にグループ内にファンドの組成・運営等に関する業務を行う「きらぼしキ
ャピタル」があり、事業承継ファンドを機動的に活用できる体制も構築しています。 
 
創業支援に特に注力されていると伺いましたが？ 
「創業支援といえばきらぼし銀行」の実現へ向けて支援体制を強化しています。 
グループ内に専門部署を設置し、創業者・起業家に対して、金融相談はもちろんのこと、事業計画作成
サポートや、特にベンチャー系では、創業後のネットワークの構築、いわゆる「クラブ化」などのバッ
クアップをしています。最近の取り組みとしては、東京ベンチャー企業選手権大会への協賛、本店のコ
ミュニティ・スペースでベンチャー企業を対象にしたビジネスプランのブラッシュアップ大会の開催が
あります。また、金融支援においては、入口の資金提供だけでなく、「きらぼしキャピタル」でスター
トアップ企業に対するファンドも保有し出口戦略も用意しています。 
 
また、海外ネットワークも充実しているとも伺いましたが？ 
「タイムマシーンモデル」として、日本の成熟した技術を海外拠点へ移転し新たな事業展開を行う手法
を、事業者様へ提案していきたいと考えています。 
支援体制は、中小企業が高い関心を持つアジア地域において強化してきました。上海（中国）とホーチ
ミン（ベトナム）にコンサルティング会社を設立し、また韓国大手銀行との提携などのネットワーク強
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化によって、現地企業とのアライアンス、ビジネス・マッチング、クロスボーダーＭ＆Ａ等の機会を提
供していきます。 
 
コロナ感染関連の支援で大変な繁忙感があると思いますが、現在の取り組み状況はいかがですか？  
昨年 2 月から緊急特別対策融資の取り扱いを開始し、3 月に審査期間を原則 3 営業日以内にした
「COVID－19きらぼしファンド」を創設し「休日相談窓口」も設置しました。5月からいわゆるゼロ
ゼロ融資（セーフティネット保証による、実質無利子・無担保、限度額 3千万円）が始まり、申し込み
が殺到しましたが、感染第 1 波がほぼ収束した夏にピークアウトしました。直近では第 3 波の到来と
融資限度額が 6 千万円まで引き上げられる中で、ゼロゼロ融資の申し込みが 3 月に期限を迎える予定
です。期間終了まで案件増加が想定されますが、真摯に対応していきます。 
また、借り換え等で目先の資金繰りは耐え凌げるものの、コロナ禍の長期化に伴い運転資金の不足分が
借入額に上乗せされるなど、さらに苦しくなるケースも見受けられます。そこで、昨年 7月に専門部署
を設置し営業店と一体となって、事業面だけでなく、経営者のメンタル面まで含めて寄り添うべく伴走
型の支援を始めました。 
一方で、コロナ禍を奇貨として、長年の課題の解決に向けた動きもあります。これまでのビジネスモデ
ルでは対応が難しくなる中、事業承継に真剣に向き合い始めた経営者もいらっしゃいます。以前は抵抗
感が強かったような提案が、今は現実的な選択肢として議論できるケースもあります。たとえば、ＰＥ
（プライベート・エクイティ）ファンド等と組んで、企業価値を高めた上で事業承継やＭ＆Ａなどを議
論の俎上にあげることが出来るようになりました。また事業承継は、これまでは株式価値や相続税対策
に議論が偏りがちでしたが、コロナ禍をきっかけに事業のあらゆる側面を検討する本来の形になってき
ました。 
 
事業者支援のプロセスの一部において既に診断士を活用されていらっしゃると伺いましたが、伴走者と
して診断士が充分機能しているかなど診断士への期待や要望がございましたら、お知らせ下さい。 
まず、銀行側は診断士ができること、診断士の保持しているネットワークなどの情報が不足していて、
取引先の事業者様へ診断士を紹介する際に、かならずしも充分な説明ができているとはいえない状態で
す。診断士も銀行も目指すところは事業者様の支援と、方向は同じで、お互いに補完しあえる部分があ
り、もっと知り合う必要があると思っています。例えば他の専門家との連携事例ですが、メインバンク
化の取り組みに絡んで多くの借入先がある時に、どのように整理していくかのノウハウを弁護士や税理
士に提供することで、双方の事業機会の拡大につながっています。診断士とも、このような取り組み事
例のように紹介しあうような場があれば互いに有益ではないかと思います。 
 
＊＊＊＊＊ 
 
【おわりに】 
 
取材を通じて、きらぼし銀行様には、コロナ禍の厳しい事業環境の中で、融資だけなく本業を支援す

るノウハウや体制が既に整い、その基盤が事業者様には大きな支えになっていると理解しました。今回
のお話を通じて地域金融機関の活動や強みの多くを、私も含めた診断士が知らないことに気付き、診断
士へ広報する必要性をあらためて感じた次第です。 
金融機関とお互いに理解しあうことで、双方でビジネスチャンスを見出し、延いては地域への貢献に

もつなげていくことができると思います。ただし診断士が地域金融機関のパートナーとして評価される
には、企業診断・事業計画策定等、診断士ならではの本来のスキルを更に磨く必要性も強く感じました。
私自身も大変勉強になり有意義な取材でありました。 
最後に、取材にご対応いただきました佐藤様、細谷様、および取材依頼の窓口となっていただいた公

共・政策法人部兼連携推進部の石井貴子様に、改めて感謝を申し上げます。 
 

【宮村康彦】 
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「令和を築く診断士」では、様々な分野で活躍している協会員の方々をご紹介しています。 
今回は藤村希会員にお話を伺いました。 

 
＜プロフィール＞ 
・ 2017年 株式会社ロコっち（以下ロコっち）設立 
・ 2018年 診断士登録 
・ Ｈ30会  独立診断士 
・ 2019年 2030SDGsファシリテーター登録 
 
―現在のお仕事について教えて下さい。 
 地域活性化プラットフォーム「ロコっち」の運営です。具体的
には、地域メディアの運営とビジネスサポートの２つの事業を行
っています。 
 ロコっちは、私が大企業で働きながら通っていたグロービス経
営大学院のビジネスプランの授業から発展したものです。当時は会社業務、大学院での学習、育児と体
力的にも時間的にも厳しい時期で、必然的にオフはジモトのたまプラーザで過ごすことが多くなってい
ました。しかし得られるジモト情報は決して十分ではなく、その不便を解消しようと、「ジモトがもっ
と好きになる発見サイト ロコっち」をオープンしました。現在は、事業者の方に広告掲載いただきな
がら、イベント、店舗、教室、地域活動等の情報をジモト民が発信しています。 
 ビジネスサポート事業では、メディア事業でつながりができた事業者に、コンサルティング、HPの
制作、ITサービス導入、事務代行などのサービスをオールインワンで提供しています。経営計画策定、
補助金申請、業務改善サポートなど正に診断士が得意とする業務も行っていますし、事業者のニーズに
応じて各種のセミナーも実施しています。 
 ロコっちでは、「ジモト」という言葉を多く使っています。地方出身者で故郷を持つ人からは、「私の
故郷は〇〇県で、ここは地元ではない」と言われることもしばしばですが、少なくともここで生まれて
育っている子供達には今住んでいる街が故郷であり、地元です。親世代にも子供たちと同じようにジモ
ト民として今住んでいる場所を愛して欲しいという願いを込めて「ジモト」を世代や仕事や立場を超え
て地域住民を結び付けるキーワードとしています。 
 
 ―藤村さんの場合は、最初に診断士ありきではなかったようですが、診断士資格を取得したきっかけ
は何だったのでしょうか。 
 実は診断士については良く知らなかったのですが、グロービス経営大学院時代に、地方で活躍してい
る先輩から、地方では診断士が社会的な尊崇を受けているという話を聞いて、その気になってしまった
と言うところです。大学院で学んだ内容も多かったので、幸いにも短期間で合格することができました。 
 
―今後のビジョンを教えて下さい。 
 ロコっちの事業は、たまプラーザとセンター南は直営です。その他の拠点は、手を挙げて頂いた方と
フランチャイズの関係になっています。今後も同じ形態で事業を拡げて行くことを考えています。また、
先にお話したように、単なるメディア事業ではなくビジネスサポート事業も一体として展開することに
よって、診断士としての強みも生かせるのではないかと目論んでいます。 
 2019 年に SDGs のファシリテーター登録をしました。2030SDGs カードゲームを使って SDGs の
普及活動をしていますが、自分と世界との関係について私自身も学ぶ点が多くありました。それは自分
とジモトの関係と非常に似ているので、地域でも SDGsの考え方を広げていきたいです。 
 
―神奈川県中小企業診断協会に属する後輩診断士に向けたメッセージをお願いします。 
 診断士同士だけでなく色々な人とのネットワークを大切にして欲しい。また、診断士資格を取得して
いる方は、相応の力をお持ちの方が多いと思われるので、出し惜しみせず、自らの責務として事業者の
支援を行ってゆきましょう。                       【髙木 富士夫】 

令和を築く診断士 (藤村希会員) 
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今回から新しい企画として、経験豊富なベテランの協会員の方々を紹介する「診断士の匠」をスタートすることとなり

ました。お一人目は島崎浩一さん。現在、株式会社 HTA コンサルティングの代表取締役としてご活躍されています。 
 
まず現在のお仕事について教えてください。 
株式会社 HTA コンサルティングにおいて、経営コンサルティングに従事しています。主なクライ
アントは製造業の大手企業と中小企業で、売上比率は 7:3 位です。コンサルティング内容
は設計部門や製造部門の生産性向上や品質向上です。当社では約 20 名の中小企業
診断士や技術士と契約しており、案件を受注する際にその都度、当該分野に知見のあるコ
ンサルタントを集めて、支援に取り組んでいます。 
 
御社の強みについて教えてください。 
私が仕事を受ける時は、必ず定量的な成果をコミットします。例えば設計のリードタイムをこ
れだけ減らすとか、品質コストをこれだけ減らすとか、その目標値や期限を明確にして、できる
までやり切ります。その時に大切なのは、大手企業だったら工場長、中小企業だったら社長
を必ず改善プロセスの中に巻き込んでいくことです。これまで受注したほとんどのケースでは目
標を達成できましたが、中には期限内に目標に届かないケースもありました。そのような場合
でも、工場長や社長に改善のプロセスをきちんと見てもらい、理解してもらっていれば、そこで
契約を打ち切るということにはならず、「あと 1 年やって欲しい」ということになるのです。そして
結果的に、目標を達成するまでやり切ることができるのです。 
 
これまでにメーカー、コンサルティング会社を経て起業されていますが、キャリアチェンジのき
っかけは何ですか︖ 
私はもともとものづくりの仕事に興味があってメーカーに就職しました。特にロボット・メカトロニクスの技術に興味がありま
して、本当はものづくりの会社を起業したいと思っていました。結局、いろいろと事情があって、製造業での起業は断念し
たのですが、その代わりに特に中小企業を支援したい、技術的なコンサルタントになりたいという気持ちが強くなりました。
私はもともと技術屋だったので、経営のことはよく理解していなかったのですが、自分が働いていたメーカーの経営が傾い
ていくのを目の当たりにしまして、やはり経営戦略を間違えると会社は潰れてしまうということを実感しました。そこで中小
企業診断士の資格を取得して、独立に備えたのです。その後、メーカーの早期退職制度に応募し、ものづくりのコンサ
ルティング会社に転職して経営コンサルタントとしての経験を積み、現在の会社を起業することになりました。 
 
コンサルタントとして大切に考えていることは何ですか︖ 
コンサルティングをする時は、経営者の目線で考えて、現場の目線で実行することが大事だと考えています。経営者目
線で戦略的に考えることは大変重要なのですが、実行は現場がやることになります。その時に経営者目線だけで「在庫
半減」と唱えたところで、どうやっていいのか現場の人は分からない訳です。「具体的にこういうふうにやりましょう、このライ
ンのここをやりましょう」というようにブレイクダウンしてあげないと成果は出ません。一方で現場目線だけですと、視野が狭
くなりすぎてしまいます。やはり両方の目線で考えることが必要だと思います。 
また、クライアントに「これをやってください」と言って終わるのではなく、一緒に実行していくことが重要です。現場では放っ
ておいたら何も進みません。クライアントは「自分たちでやります」と言いますが、1 年後に見てみたら、日常の仕事が忙し
くて全く手がつけられなかったなどということはよくあります。そんなことが 1 回でもあると、２回、3 回と絶対といっていいほ
どに繰り返して発生します。したがって工場長や社長を巻き込んで、きちんと日常の業務・仕事に落とし込んでやっても
らいます。コンサルタントというよりも、その会社の部長になったつもりで目標を決めて、定量的な成果をコミットして一緒
に実行することが必要だと思っています。 
 
最後に若手診断士へのメッセージをお願いします。 
大手企業出身でコンサルタントになった人は、今まで培った大手企業での知識をベースに、それをクライアントに押し付
ける方が比較的多いように思います。大事なことは、クライアントの力を引き出すことです。もちろん知識を持っていること
は悪いことではないのですが、その分野での技術・経験はクライアントの方がはるかに豊富な蓄積があるため、知識だけ
でクライアントと勝負しても絶対勝てません。クライアントの話をよく聞き、ゴールに向かって相手の力をうまく引き出し、最
終的には相手に自発的にやってもらうことが大事です。私がお手本を見せることはありますが、基本的にはクライアントに
自分でやってもらう、そうすることで成果達成と一緒に人材育成が出来る訳です。私がいなくなったら元に戻ってしまった
のでは意味が無いので、仕組みと人材を残していくことが、企業支援には大切だということをお伝えしたいですね。 
 

豊富な実務経験と高いプロ意識に支えられた、まさに匠の技の秘訣をお伺いすることができました。会員の皆さまの
今後の診断士活動にも大変参考になるのではないでしょうか。島崎様のさらなる幅広いご活躍をお祈りしております。 
 

【鷹野慎太朗】 

診断士の巧 「仕組みと人材を残すことがプロの仕事」 

 

＜プロフィール＞ 
 1998年診断士登録 
 三洋電機、日本ビク
ター、テクノ経営総
合研究所を経て、
2011年起業 
 現在、株式会社 HTA
コンサルティング代
表取締役社長 
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前回に続き、今回はコーチングスキルを活かした人材育成の手法について紹介致します。この手法は、
例えば部下・後輩の育成、顧問先・支援先企業における人材育成、子育て等に活用できます。特別な手
法ではなく、意識次第ですぐ日常で活用できることなので、参考にして頂けると幸いです。 
 
【「分かりました」で終わらせない】 
 例えば職場の上司・部下とのやり取りで、上司から部下に「～さん、～して下さい。」と指示を出し、
部下は「はい、分かりました。」という対話の場面はよくあります。部下から「はい、分かりました。」
と言われたら、上司は「分かったと言っている以上、大丈夫。これ以上は言う必要がない。」と思われ
がちです。しかし、部下も 1 人 1 人個性があります。中には、以前上司と２人で一緒に行なった業務
だから分かると思うものの、本心では 1 人で取り組む初めての業務だから不安だと感じているかもし
れないのです。そのような状態の部下に業務を任せ、結果的に上手く遂行できなかった時、場合によっ
ては上司から部下に叱責することもありえます。するとこの上手く遂行出来なかった経験を引き金に、
部下のモチベーションが低下し、結果的に部下自身の育成スピードに影響を与える場合があるのです。 
 
【『復唱』することがコーチングでは鍵】 
 先程の上司・部下とのやり取りの中で、どう改善すれば良いのでしょうか。それは、「分かりました」
で終わらせるのではなく、『復唱』すること、つまり上司から伝えた内容を部下からも口に出して上司
に伝えることが重要なポイントです。『復唱』することで、部下は自分の理解度を整理でき、上司も部
下が自分の言ったことをどれだけ理解しているのか、理解できます。これが上司・部下双方間での対話
を通じた人材育成であると私は考えます。日常業務が忙しい中、上司から部下に業務を依頼する場合、
この『復唱』は手間の掛かることかもしれませんが、これが長期的には確実な業務の遂行、部下の育成
にも繋がるのです。 
 
【『復唱』が特に重要なのは、初めて挑戦すること・経験が浅いことに挑戦する時】 
 それでは、『復唱』することが特に求められるのはどういう時でしょうか。私が経験上、意識してい
たのは、初めて挑戦する場合、まだ経験が浅いことに挑戦する場合、特に『復唱』して貰うように意識
しました。初めて挑戦することや、まだ経験が浅いことに挑戦する場合、誰しも多少なりとも不安に感
じるはずです。その時に、『復唱』する機会を与えると、自分が理解していること・理解していないこ
とが整理できます。その上、聞いている上司も即座に部下の分からないことが把握でき、部下の分から
ない所に集中した説明指導ができます。つまり、部下の弱点を中心に人材育成が効率的にできます。日々
漠然と、業務を部下にただ指示を出すだけの依頼よりも、部下の育成スピードを速めることができるは
ずです。 
 
【『復唱』自体は特別な手法ではなく、意識次第で変わる。】 
 この『復唱』手法は何も特別な方法ではありません。読者の皆様の中にも既にご存じの方もいらっし
ゃるかもしれませんが、重要なことはやはり意識することです。私個人の意見では、この意識が実は１
番難しい点なのではないかと思います。まずは試しに『復唱』してみる、これぐらいの気持ちで取り入
れてみるのが良いかと思います。例えば、ご家族と接する際に『復唱』を意識してみる、そしてご家族
との対話で『復唱』を意識した経験を、次に職場や顧問先・取引先とのやり取りに取り入れて活用して
みる。このことで更なる定着が図れると思います。 
 その意識のスタートは、『復唱』を通じた人材育成の初めの一歩になると思います。 
今回、2回に渡りコーチングスキルについて紹介してきました。冒頭申し上げた通り、コーチングは職
場内での部下・後輩の育成、顧問先・支援先企業での人材育成、子育て等、様々な場面で活用できるス
キルです。私自身も日々模索中であり、これからも常に考えるテーマなので、日々実践を重ねていきた
いと思います。 

【金谷 浩司】 
 
 
 

コーチングスキルについて 
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１．横浜市の外資系企業の特徴 
 横浜市の外資系企業に関する連載記事も今回が最終回である。まだまだ浅薄な分析しかできておらず
物足りない思いはあるが、ここで横浜市の外資系企業の特徴を取りまとめてみると次のようになる。 
（１）横浜市の外資系企業の業種は卸売業が多い。 
（２）他の地域と比較すると欧州の企業が多く、特にドイツの企業が多い。 
（３）ドイツの企業の業種も卸売業が多い。 
（４）外資系企業が立地している地域はみなとみらい地区と新横浜周辺に集中している。 
（５）近年は情報・システム・ソフトに係る業種の進出が増えており、当該業種ではアジア企業の存在 

感が際立っている。 
 
２．ドイツの卸売業が多い理由 
 ドイツの企業が多い理由は、前回の記事で新幹線の新横浜駅と東京横浜独逸学園の存在が大きいこと
を挙げた。これは見方を変えると、外資系企業で働く外国人が子弟の教育環境を重視していることを物
語っている。つまり外資系企業を誘致する場合には、経済的な利便性だけでなく教育や宗教などの文化
面にも留意しなければならないということが類推される。 
 ドイツの卸売業が多い理由は、同国の製造業の地理的な条件に基づく経営戦略も大きく関係している。
日本国内では卸売業だが、親会社のある本国では製造業を営み、EUを主要な商圏として世界にビジネ
スを広げているような企業が多い。重要な生産拠点や研究開発拠点は、できる限りドイツ国内または EU
内に置き、日本を含むそれ以外の市場には製品の流通機能を置くという傾向が強い。これは、知的財産
を保護し、メイド・イン・ジャーマニーのブランドを維持するという目論見があると推測できる。この
点については、日本企業が海外進出する際には経営戦略の範とすべき点である。勿論、業種により企業
の経営戦略には大きな差が生じている。具体的には、一部のドイツ系自動車メーカーは大規模なアッセ
ンブリー工場をアジアの主要国に配置しているような事例があげられる。 
 
３．みなとみらい地区の意義 
 みなとみらい地区の外資系企業の集積を見ると、やはり将来を見据えたインフラ整備の重要性に着目
せざるを得ない。同地区開発の基本計画である「横浜市都心臨海部総合整備計画」が発表されたのは
1979年であり、その後、半世紀近くに亘って様々な紆余曲折を経ながら横浜駅東口から桜木町にかけ
ての広大なエリアで大規模な開発が進められている。 
 財政逼迫の中で、現在の PPP(官民パートナーシップ)や PFI(民間資金を活用した社会資本整備)の先
駆けとなる「民活法」（「民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法」）
などを活用しつつ、造船ドックと貨物の引込線だった地域を国際見本市場、国際会議場、ランドマーク
タワー、大型客船ターミナル等の複合的な国際ビジネスの基盤に変容させようとしている。 
 都区や市レベルで比較すると横浜市が全国 4位の外資系企業数を保持していることは先に述べたが、
みなとみらい地区の開発がこの外資系企業の集積に大きく与っていることは明らかであろう。 
 
４．情報・システム・ソフト（以下 IT系という）の外資系企業の動向 
 近年 IT 系の外資系企業は、特にアジア企業の進出が多く、みなとみらい地区でもそれなりの存在感
を示している。横浜市は、外資系企業の誘致に積極的な地方公共団体を政府及び独立行政法人日本貿易
振興機構（ジェトロ）が一丸となって支援していく「地域への対日直接投資サポートプログラム」の支
援対象自治体に選定されおり、手厚い施策がこれらの IT系の外資系企業の横浜進出に寄与しているこ
とは言を俟たない。 

IT 系の外資系企業の業務内容を見ると、依然日本からのオフショア開発受注が大きな比重を占めて
いることは間違いないが、日本だけでなく米国企業等とも取引を行っている企業も多い。技術水準も高
く最新の開発言語によるアプリケーション開発等においては、日本企業が後塵を拝するケースさえ出て
来ているようである。 
 横浜市は、これまでと同様に、今後も多くの外資系企業を引き付ける誘因を持ち続けるであろう。ま
だまだ時間はかかるであろうが、国際ビジネスが旧に復した時には国内外の企業の国際展開を診断士と
して支援できるよう周到な準備をしておきたい。               【髙木 富士夫】 

横浜市の外資系企業（第 4 回） 
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「統計を活用した意思決定の手法」として、前回は多重共線性（Multi-Co-Linearity：マルチ・

コ・リニアリティ 通称：マルチコ）のチェック方法についてご紹介しました。これまで単回帰分
析、重回帰分析、多重共線性への注意、といった分析手法の解説をしてまいりましたが、実務におい
てデータ分析をする場合、こうした手法以前に気を付けないといけないポイントがいくつかありま
す。今回はそのポイントやヒントについてご紹介します。 

 
前回の連載までは、神奈川県における各市の住宅の平均価格を説明する要素について探った結果、

住民の課税所得と幼稚園学級数で、住宅の平均価格がある程度説明できるということが分かりまし
た。実務では、例えば「どの広告媒体を使えば、この商品の売上が最大化するのか調べて欲しい」と
いう課題が上司から与えられることもあるかもしれません。皆さんが仮にこのような課題が与えられ
たら、まずどのようにアプローチするでしょうか。じつは実務上では、データ分析に入る前のプロセ
スが非常に重要なのです。 

 
上司から「どの広告媒体を使えば、この商品の売上が最大化するのか調べて欲しい」という課題を

与えられたと仮定すると、この上司の真意はどこにあるのでしょうか。仮にこの上司が宣伝部長で、
新発売の商品を宣伝するにあたり、どの広告媒体に資金を振り分けるのかを考えているのであれば、
「この広告媒体に投資するのが最もリーズナブル」と回答するのが、上司のニーズに沿った対応にな
るでしょう。 
しかしこの上司がマーケティング部長だったらどうでしょうか。有限である資金を広告に配分する

のか、パッケージングに配分するのか、他のプロモーション手段に配分するのか、実はもっと幅広い
視点からの回答が聞きたいのかもしれません。またもしその上司が社長だったら、マーケティングに
資金を振り向けるべきなのか、サプライチェーンの構築に資金を振り向けるべきなのか、工場のオペ
レーション改善・生産性向上に資金を振り向けるべきなのか、そのような視点からの回答が聞きたい
かもしれません。つまり、上司の立場によりニーズが異なるため、導き出す課題への回答方法も違っ
てくるのです。 

 
したがって、最初に行うべきことは「誰が、何のために、何を知りたいのか」というニーズを的確

に把握することです。次にそのニーズを満たすためのフレームワーク、つまりニーズを満たすための
要因・評価軸を決めます。そして最後にその評価軸に沿って評価するにあたり必要なデータは何かを
決めていくというプロセスを踏むことが必要になります。 

 
そしてここまでのプロセスを上司と確認し、文書の形で残しておくことが重要です。俗に言う上司

と「ニギる」ということですが、これをきちんと文書の形で確認しておくことによって、上司からの
ちゃぶ台返しによる手戻りや、作業の途中で何をしたらよいのか分からなくて迷子になってしまう、
というような状況を回避することができます。 

 
この作業は言葉で言うのは簡単ですが、実務的には相当骨の折れる作業です。現実問題として、上

司も最初の段階では、何が知りたいのか、ぼんやりとしかつかめていないこともあります。その段階
で上司と合意して進めたとしても、分析が進むにつれ、上司のニーズがだんだんとはっきりしてき
て、その分析の方向性が変更されてしまうこともあるかもしれません。そんな時は「まじっす
か・・・」と言いつつ天を仰ぎ、遠い目をせざるを得なくなるかもしれませんが、仕方ありません。 

 
そんな場合でも、きちんと最初の段階で文書の形で残しておくことにより、「当初の方針はこうだ

ったが、こういう変更をした」というプロセス・目的変更について、上司にも認識してもらうことが
できます。このプロセスを踏まないと、「あいつはいつもピントのずれた分析をするから、俺が直して
やった」というふうに、上司の記憶が都合よく書き換えられてしまい、自分の評価が下がるという、
サラリーマンとしては極めて恐ろしい結果になりかねません。くれぐれも気を付けましょう。 

 

統計を活用した意思決定の手法 
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さて、次に注意すべき点です。データを入手することが出来たとしても、いきなり Excelを立ち上
げて分析してはいけません。データにはノイズと言われる「欠損値」や「外れ値」があります。これ
らをきれいに整理してからでないと、正しい分析ができません。次に、そのやり方について見ていき
ましょう。 
 
可視化して全体感をつかむ 
データ分析をする時にまずは全体感をつかむ必要があります。下のグラフはどちらも平均値 12、標

準偏差 6.33です。数値だけで見るとまったく同じですが、見た目はまったく違いますよね。数字だけ
を見ると、データの傾向はまったく違うのに、同じ分布だと勘違いしてしまいます。そうなると分析の
方向も異なりますし、当然出てくる結論も異なってきます。まずはヒストグラムや散布図等を作って、
データを可視化し、全体感を確認しましょう。 
 

 
欠損値を探す 
データセットを入手したとしても、すべてのデータが揃っているとは限りません。データの一部が

欠けているかもしれません。これを「欠損値」と言いますが、これらのデータをそのままに放ってお
いたままでは適切な分析できない可能性があります。 
例えばデータセットが Excelの形で入手できたとして、データセットによっては、欠損値がまった

くの空白になっている場合もありますし、空白（スペース）が入力されているケースや、「－」が入力
されているケースもあります。これらの欠損値はきれいにしてあげる（データクレンジングといいま
すが、これは後述します）必要があります。データの数が少なければ、これらの欠損値を目視で確認
できるかもしれませんが、データの数が多ければ手作業で探し出すのは大変です。 
それぞれのデータセットによって、欠損値に何が入力されているか確認した上で、Excelの関数を

使って、欠損値を特定しましょう。 
 
もし欠損値に何も入力されていなければ、 
=if([セルの位置]=””,1,””) 
 
もし欠損値に数値以外の文字（スペースや「－」が入力されていれば、 
=if(isnumber([セルの位置]),””,1) 
 
といった関数を使うと、欠損値がある場合は「1」が出力されますので、Excelのフィルター機能

を使って欠損値を特定することが出来ます。 
 
 
外れ値を探す 
外れ値とは、データセットの中で、他のデータに比べて大きすぎたり、小さすぎたりするデータで

す。大きすぎたり、小さすぎたりする値が混じっていると、平均や分散がそれらの数値に引っ張られ
て、正しい姿が見えにくくなる可能性があります。データセットの中に外れ値が混ざる原因は、デー
タ取得時のミスや、偶然（非常に低い確率で）得られたデータといった理由が考えられますが、何ら
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かの有意義な理由によって、その数値が出力されたという可能性もあります。 
 
こうした外れ値を検出するためには、やはりデータを可視化することが大切です。先程使用したグ

ラフを見てみましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
このデータセットは平均 12、標準偏差が 6.33というのは前述の通りですが、こうしてグラフの形

で見てみると、40という数値を出しているデータが一つあります。これは平均 12から大きく外れて
いますね。このデータが間違いなのか、何らかの意味があるのか、それを判断するのはこのデータだ
けから読み取るのは非常に難しいですが、データソースにあたってみると意外な発見があるかもしれ
ません。 

 
データクレンジング 
データセットの分析を行う前に、上述の欠損値や外れ値について、修正もしくは除外することによ

って、データセットをきれいに整理する必要があります。これをデータクレンジングと言います。単
純に除外して良いかどうかは、ケースバイケースなのですが（外れ値に大きな意味がある場合もある
ため）、概ね以下のような手順で行います。 

 
① データソースにあたって、なぜそのような値が出ているか確認する。 
② データソースにあたっても理由が分からない場合、その数値は除外する。しかし、もし除外

したらデータの数が少なくなりすぎる場合は、平均値で埋める（その場合は、必ず分析に注
釈を入れる）。 

 
終わりに 
データ分析から意味のある結論を導き出し、組織として成果を上げようとする場合は、すぐにデー

タ分析に着手するのではなく、まずは上司とのニギリ、そしてデータクレンジングといった前処理を
丁寧にする必要があります。料理と一緒で、このような丁寧な仕込みをすることによって、出来上が
りのプロダクトの質が大きく変わってきます。実務ではぜひ気を付けていただければと思います。 

 
さてこれまで 4回にわたり、統計を活用した意思決定の手法について紹介してまいりましたが、こ

の記事が、皆さまの実務における業務品質向上の一助となれば望外の喜びです。最後までお付き合い
いただきましてありがとうございました。 

【鷹野慎太朗】 
【参考文献】 
はじめての統計学 鳥居泰彦（日本経済新聞社） 
ビジネス統計学 上・下 アミール・D・アクゼル他（ダイヤモンド社） 
文系のための理系的問題解決 多田実（オーム社） 
Excelで学ぶ経営科学 多田実・大西正和他（オーム社） 
本物のデータ分析力が身に付く本（日経 BP） 
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公の仕事がしたい  
小職は独立診断士として 3回目の春を迎えた。現在は、国や地方自治体、商工会議所等の支援機関の

仕事についている。独立前の企業内診断士時代は、中小企業と自社利益最優先でお付き合いをしていた。 
所属する大企業の利益をうみだすために、取引先の中小製造業から調達する製品のコスト低減を目指す。
そのためには、中小製造業者に安定した品質、最適な納期、リーズナブルな価格を要求してきた。これ
はあくまでも大企業の立場での仕事であったからだ。独立後は公の立場で、中小企業を支援していきた
いと考えて、公の支援機関を通じ中小企業支援の仕事に携わることになった。 
 
台風の被災企業を支援せよ 
 2019年秋、台風 15号、19号で甚大な風水害の被災があり、小職は横浜市、川崎市、そして、栃木
県の中小企業相談窓口で支援業務に携わった。補助金等を活用して折角購入した設備や仕事場が、天災
により水浸しで生産がストップせざるおえない状況になった企業経営者の支援に多くの時間を割いた。
できるだけ早く補助金が下りるように支援を行うためであった。 
 
東京オリンピック開催に向けてテレワーク？ そして新型コロナウイルス対策 
 2020年に開催予定の東京オリンピックに向けて、外国からの選手や観客が来日し、東京都内、首都
圏は大勢の人出で交通渋滞と物流の停滞が予測されていた。その解決手段として、テレワークの導入や
時差通勤を推進する流れがあった。2019 年は都内及び首都圏の企業を中心に在宅勤務（テレワーク）
拡大が叫ばれるようになった。小職は都内の中小の印刷業界がテレワークを推進するプロジェクトに参
画した。テレワークを導入して助成金の獲得を目指していた。下町の小規模印刷会社の経営者を訪問し
た。その会社ではテレワーク出来る業務は印刷のデザイン（設計）業務くらいと考えていた。しかし、
お客様からはデザインの仕事はその会社の社内でやってもらわないと困ると言われていた。また、デザ
イン担当の従業員に話を聞くと、業務としてデザイン以外に納品物の授受や経理などの事務作業も担当
しているため、会社に出社する必要があるという。また、10 名未満の会社では就業規則の届け出義務
もないため、就業規則もなかった。まずは、通常の就業規則を作成し、その後で、テレワークを追記す
ることが、助成金給付の条件ということになり難航した。この話は新型コロナウイルス感染症の前のこ
とである。現在は、大企業を中心に、新型コロナウイルス感染症対策として、否応なしに、在宅勤務（テ
レワーク）の世界になってしまった。今でも、中小企業は大企業と比べて、テレワークが遅れてしまっ
ている。優秀な人材確保の観点からもテレワーク導入企業が有利である。このままの状態を放置してい
くと、大企業と中小企業の格差は益々大きくなってしまう。 
台風被災企業、テレワーク導入企業の支援、新型コロナウイルス感染症対策の中小企業支援と大忙し

な時を過ごした。会社員時代では経験できない中小企業診断士としての生きがいを感じる日々を、現在
まで過ごしてきた。 

 
「ありがとうございました」が次の仕事への原動力 
小職の普段の仕事は主に３つのカテゴリーである。第一に、起業家・創業者の支援活動。第二に、販

路開拓・ビジネス・マッチングの支援。第三に、地元の中小企業の経営支援の仕事である。 
どの仕事でも、常に全力投入を心がけている。そして、頼まれた仕事は基本的に断らない。2年目は

心を休めることができた休日（仕事の無い日）は 1日もなかった。会社員時代では考えられない多忙な
日々を過ごした。時間に追われ、仕事の締め切りに追われ、心に余裕がなくなることもあった。 

 
「仕事の報酬は次の仕事である」 
そんな中でも、支援した中小企業の経営者から「ありがとうございました。助かりました。」と言わ

れることが一番うれしい。その言葉をいただけると、次も頑張るぞという気持ちになるのだ。 
「仕事の報酬は次の仕事である」これが、中小企業診断士としての信条であり、基本の考え方である。 

また、いくら仕事が忙しくても、自分の知識、スキルアップのための勉強は続けていかないといけない
と考える。独立後、いろいろな分野の仕事にめぐり会えた。これからも未知の分野の仕事にも挑戦して
いきたい。新たな出会いを求めて走り続けたい。               

【滝沢 典之】 

人生のやりがいを求めて中小企業診断士人生を歩む（第４回） 
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 4月 6日に、令和 3年度中小企業診断士試験日程が発表されました。正式発表は官報公告後のため、
現時点では実施予定の日程です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：一般社団法人中小企業診断協会ＨＰより一部抜粋 
 
昨年実施された中小企業診断士試験は、1次の試験日程がオリンピック開催にあわせ前年度より前倒し
に実施されたことや、コロナ禍の影響で開催時の対応方法変更が直前まで数多く発生する等イレギュラ
ーな年でした。今年も昨年に引き続きコロナ禍の影響が予断を許さない状況が続きいているため、急遽
日程変更を余儀なくされる事態が起る可能性もゼロではありません。今年受験予定の方は、官報公告後
の正式発表をご確認いただくだけでなく、試験実施までの期間中にも定期的に開催内容や日程などの関
連情報をご確認下さい。 
 
本年度の特徴は、前年度までと比較すると一次試験実施から二次合格発表までの期間が約 2 ケ月間伸
びたことです。今年の中小企業診断士試験予定と直近 2年を比較した図を、下記に作成しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年の 1次試験実施予定日は 8月 21日と 22日と、昨年 7月実施から後ろに約 1ヶ月半ずれます。し
かし 1次合格発表までの期間は前年度迄と同程度の期間で、合格発表予定は 9月 21日です。 
また 2次筆記試験は 11月 7日開催予定で、1次試験からの準備期間は昨年より短かいですが 2019年
と同程度に設けられています。 
本年の特徴的な部分（赤←→部分）は、2次筆記試験実施後から結果発表迄の期間が長期化したことで
す。筆記試験結果発表は、来年 1月 14日です。この 2次筆記試験実施から結果発表迄の期間が前年度
より伸びたことが、試験期間全体が長期化した大きな原因のようです。 
その後の口述試験実施は 1月 23日、2次合格発表は 2月 2日であり、期間は他年度と同程度です。 
ここから推測されることは、1次試験は昨年までと同程度の対応で変化は少ないが、2次筆記試験にお
いては今までとは何らかの変化が生じることにより、採点に時間がかかる可能性があるのかもしれませ
ん。また関連情報として 3 月 30 日の日刊工業新聞が、「経済産業省・中小企業庁が中小企業診断士制

最近の診断士試験を覗いてみました！ 

中小企業診断士試験期間比較
7月 8月 9月 10月 11月 12月 翌年1月 翌年2月

一次試験 合格発表 二次・筆記 筆記結果 二次試験・口述 合格発表

8月3日（土）＆4日(日） 9月3日(火） 10月20日（日） 12月6日(金） 12月15日(日） 12月25日(水）
一次試験 合格発表 二次・筆記 筆記結果 二次試験・口述 合格発表

7月11日(土）＆12日(日） 8月25日(火） 10月25日(日） 12月11日(金） 12月20日（日） 1月5日(火）
一次試験 合格発表 二次・筆記 筆記結果 二次試験・口述 合格発表

8月21日（土）＆22日（日） 9月21日(火） 11月7日（日） 1月14日(金） 1月23日（日） 2月2日(水）

2019年

2020年

2021年
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度の見直しを行い、早ければ今年の診断士試験から検討する」という内容の電子版記事を掲載していま
した。具体的には 1次試験合格者への名称付与を行なう予定との記載がありましたが、残念ながらこれ
以上の情報は現時点（4月 9日）では、まだどの記事にも掲載されておりません。いずれにせよ、ＧＷ
明けから 1次試験の試験案内配布がスタートするため、その頃には詳細が発表になるとおもわれます。
今判明していることは、本年は診断士試験制度が大きく変化する年になりそうだということです。今年
受験される皆さまへ、本年は昨年にくらべて試験期間が長期化しました。長期戦はモチベーション維持
が大変になると想定されます。勉強時間の充実だけでなく、メンタルケアの時間確保も大事です。体調
にお気をつけて試験期間中は心身共にご調整ください。既に診断士の皆さまへ、先の診断士制度見直し
の記事には更新研修についての記載もございました。制度見直しの正式発表が後日ございましたら、何
の対処が必要かを知るために一度内容をご確認いただくのが宜しいかと思われます。今回は、本年度の
試験情報について、ご参考までに現時点で判る範囲でお伝えいたしました。      【仲田香織】 
 
 
 

 
昨年から約 1年に渡りメンバーと共にお伝えしてきた本年度の会報は、今回で終了いたします。次回か
らは新メンバーによる新たな連載企画でお届けする予定です。振り返れば初回の顔合わせは、コロナ禍
の第 1回緊急事態宣言下の中、ＺＯＯＭ会議でスタートしました。その後もコロナと共に月日が流れ、
最終の今回もコロナの中で発信することになりました。今年に入ると 2回目の緊急事態宣言、4月初旬
には関西だけでなく京都・沖縄・東京がまん延防止等重点措置の適用を受けることになりました。4月
下旬には、神奈川・千葉・埼玉・愛知も追加予定とテレビニュースやＳＮＳから日々頻繁にコロナ対策
情報が流れています。医療関係者だけでなく高齢者向けのワクチン摂取も 4月からスタートしました。
今年もまだコロナ禍は続いていく様相を呈しています。何時の日か、あの頃は大変で特殊な時期だった
と振り返れる日が遠からず来ることを思い描きつつ、日々の皆様の健康と健やかな毎日を過ごされるこ
とを陰ながら願い編集後記とさせていただきます。一年間ご一読いただきありがとうございました。 
 

【仲田香織】 
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