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去る 6 月 20 日に開催された令和 3 年度定時総会および直後の臨時理事会において、代表理事・会長

を拝命しました天満正俊です。今年度も、定時総会は前年度同様に新型コロナウイルス感染症の影響に

より Zoom ウェビナーを通じての開催となりました。書面にてすべての議案について決議いただき、

会員の皆様のご理解ご協力の下で無事終了し、令和 3 年度事業を本格的に開始できましたことを、深く

感謝申し上げます。 

会長職を拝命するにあたり、改めて県協会の強みとは何かを「知的資産経営の概念」をもとに再考し

ました。県協会の強みは大きく 3 つあると思います。 

1 つ目は「人的資産として、多様な人材が集まる集団であり、その多様性が掛け合わさる事で、県協

会内外に新たな提供をできる点」です。平成 24 年度の期首に一般社団法人化した当時の会員数は 230

名であったものが、令和 3 年度の期首には 500 名を超える会員組織となりました。より多くの皆様に

会員として参画いただいていることで、県協会で行う様々な事業において、会員のみなさま一人一人が

持つ得意分野を持ち寄り、事業を進化させる可能性を大いに秘めていると思います。 

2 つ目は「構造資産として、ヒエラルキー構造のないオープン＆フラットな運営であることから、各

会員が成長を続けることができる点」です。私は、県協会に入会して 10 年目になりますが、県協会に

入会してから、多くの先輩会員から多くの事を学びました。この“先輩”とは、会歴だけでなく診断士歴

や専門分野歴や社会人経験歴を含みますが、県協会には先輩会員が後輩会員を主従利害無く育てる風土

があり、会員の皆様同士のコミュニケーションを通じて、個人のみならず県協会にも新たな視点や知見・

知恵を与えてくれることだと思います。 

3 つ目は「関係資産として、対外的な公的組織としての認知度があること

から、県下公的機関に対して、診断士にしかできない視点かつ公的組織とし

ての立場で公益アプローチができる点」です。コロナ禍とそれに随伴する経

営環境の変化で、行政機関においても実効性ある施策展開にあたり「診断士

にしかできない視点」を求められていると実感しています。 

これら 3 つの強みを活かしてチャンスを捉え、県協会の活動(すなわち会

員満足度の向上につながる活動)を活発化させたいと考えています。 

我々執行部が一丸となって、会員の皆様に積極的に県協会活動にご助力頂

き、よりよい県協会にしていきます。ご協力の程、何卒、宜敷くお願い申し

上げます。【天満正俊】 
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去る 6 月 20 日（日）、令和 3 年度の定時総会が開催され、今年度の新体制が発足しました。そこで
会報 107 号から数回に亘り、県協会各部のご紹介をします。今回は「公益推進部」と「会員支援 1
部」にご登場いただきます。 
 
【公益推進部】 
 
【活動内容】 

県協会の中期経営方針である「社会の要請に応える」と共に、公益に資する事業を「実践したい」
という会員の強いニーズに応えるために 1 年間の PJT 活動を経て 6 月の総会決議にて新組織として発
足しました。 

地域経済の発展と複雑化する社会課題の解決のために 自治体関係の皆様からのご要望、ニーズに
600 名近い多様なスキル、知見を持った中小企業診断士にて対応して参ります。 

組織発足前も以下事例のような対応をさせて頂いておりましたが、共創の精神で皆様と対話をさせて
頂きながら更にこれを進化・発展させて参ります。 
◼ 従来対応事例： 商店街活性化各種支援、工業調査支援、指定管理者事業支援、その他政策支援 
 
【湯山 隆】 理事・部長 
◼ 県協会入会年度     令 1 会 
◼ プロフィール（略歴） 

神奈川県小田原市生まれ。小田原高校、横浜国大卒業と学校を出るまで
は神奈川県に育てて頂きました。企業内では拠点長や事業責任者として
全国で、海外でも 30 数か国の関係先の経営者の方達と自身の方針とし
て直接面談を行い、共通の大目的達成のために対話による共創・協業を
積み重ねて参りました。 

 
◼ これまでの協会活動 

令和元年度 神奈川県中小企業診断士会 執行役員 
令和二年度 神奈川県中小企業診断協会 執行役員 

 
◼ ご挨拶 

数年前に 36 年ぶりで地元に戻って参りました。その後 県協会に入会。 
神奈川県に生まれ育てて頂いた恩をお返し出来るように これまでの経験をフルに活かしながら皆
様と共創・協業し公益に資する事業を進めて参りたいと考えております。 
自治体関係の皆様、神奈川県診断協会としての公益事業推進に注力する方針・方向性にご関心をお
持ちになって頂けましたら 是非お声掛け下さい。 

 
【斎藤 優子】 理事 
◼ 県協会入会年度     平 30 会 
◼ プロフィール（略歴） 

千葉県出身、現在は神奈川県秦野市鶴巻温泉在住。大学卒業後、IT 企
業においてシステム開発に従事し、主に自治体向けパッケージサービス
の企画・開発・プロジェクト推進に従事してきました。 

 
◼ これまでの協会活動 

令和元年度 神奈川県中小企業診断協会 広報部執行役員 
令和二年度 神奈川県中小企業診断協会 広報部執行役員 

 
◼ ご挨拶 

千葉県出身ですが、半生以上を神奈川県で過ごしてきたため、神奈川県に対する郷土愛が強いです。
この度発足した公益推進部の初代メンバーとして、地域経済の発展や課題解決のために、協会会員
の皆様とともに少しでも貢献できるよう、活動を推進していきたいと考えております。 
どうぞよろしくお願いいたします。 

令和３年度 県協会各部の紹介 
 



 

２０２１．８．１ No,１０７ - 3 - 

【鈴木 隆浩】 執行役員 
◼ 県協会入会年度     平 30 年会 
◼ プロフィール（略歴） 

神奈川県在住 10 年。法人向け OA 機器・IT サービス販売に従事後、
マーケティング部門にて官民連携/異業種連携のプロジェクトや施策
を推進。 

 
◼ これまでの協会活動 

令和二年度 神奈川県中小企業診断協会 執行役員 
 
◼ ご挨拶 

普段の仕事柄、多くの町に訪問させていただき、地域の課題や活力向上について自治体の職員様や
地域の方々とお話をさせていただく機会が多々あります。私自身、プレイヤーとして自身が住んで
いる地域の活力向上に貢献できればと考えておりますので、どうぞ宜しくお願い致します。 

 
【水野谷 眞史】 執行役員 
◼ 県協会入会年度     令１会 
◼ プロフィール（略歴） 

福岡県小倉南区出身。中学２年から大学を卒業するまで鎌倉で生活を
送りました。大学を卒業後、社会経験の多くを都内の印刷関連企業で過
ごしましたが、地元で働く機会はほぼ皆無でした。神奈川県協会に入会
したのは、これまで何も貢献することがなかった地元に対して、中小企
業診断士の立場から多様な応援できればと考え、次の世代に何ができ
るかを考えていきたいと思います。 

 
◼ これまでの協会活動 

県協会・士会に入会して２年強、いろいろなお仕事をさせて頂きまし
た。その中でこれまで経験がなかった中小企業診断士として、微力ながら県協会の仕事の一翼を担
うことが出来たと思っております。 

 
◼ ご挨拶 

このたび公益推進部の創設に伴い執行役員となりました（名前は「みずのや」と読みます）。これ
まで実務面であまり考えて来なかった公益に処する事業ですが、是非「地元企業が活躍出来る神奈
川」になるよう皆様とともに考え、出来ることを調査・研究・提言して行きたいと考えております。
今後はぜひ多くの皆様と一緒に仕事が出来ればと思いますので、どうぞ宜しくお願い致します。 

 
【竹本 正人】 執行役員 
◼ 県協会入会年度     令３会 
◼ プロフィール（略歴） 

岡山県出身です。令和２年５月までは、精密機器メーカーで BtoB の IT
ソリューション営業に 35 年間従事していました。その間、担当した企
業の業種は、食品製造・卸売業、電気機器メーカー、アパレル製造小売
り、印刷業と多岐にわたります。定年後、一度再就職をしましたが、こ
の度晴れて独立開業しました。得意分野としてはマーケティング・販路
開拓です。 
 

◼ これまでの協会活動 
 協会には昨年 10 月に入会しました。特に協会活動の経験はありません。 
 
◼ ご挨拶 
 今回、公益推進部の創設にともない執行役員となりました。診断士としてはまだまだ新米です。特に
令和 3 年入会の会員の皆様とは一緒に少しずつ成長できればと考えていますのでよろしくお願いいた
します。 
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【会員支援 1 部】 

 理事２名、執行役員 10 名。各 PJT では協会でメンバーを公募し、事務局を結成しています。 

また、同期会や登録グループの皆様とも共に活動を進めています。 

 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です。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。その診断士約６００名のパワーの交流・診断士活動の支援をすす

めていきます。 

 昨年、オンラインを活用した新しいイベント・交流・活動の形を創り出しました。リアル・オン

ラインでの効果的な開催形態・コミュニケーション方法構築も更にチャレンジしていきます！ 

 

※テクニカルショウヨコハマ相談員は９月に公募を予定しています！ぜひご参加ください！ 

 

【活動内容】”つながりたい”に応える 

1. 診断士の認知度向上/活動 PR 

(１) テクニカルショウヨコハマ出展 

 会員の皆様の活動機会の創出、および協会プレゼンスの向上をはかるため、本年度もテクニカルシ

ョウヨコハマへ出展を行います。過去の出展経験・ノウハウを活かし、新たな取り組みとともに更な

る活性化を図ってまいります。動画・出展者セミナー・ミニセミナー・広報 PR・経営相談など毎年多

くの会員の皆様が参加されています。 

 

(２) 中小企業診断士の日フェスタ 

「11 月 4 日は中小企業診断士の日」と制定されて 6 年目。「フェスタ」というコンセプトを進化さ

せ、今年度もより多くの方に「中小企業診断士の社会的役割と活動」「(一社)神奈川県中小企業診断協

会」を PR できるよう内容を拡充、自治体や支援機関他士業からの後援や連携も推進、実践し、皆様

に問いかけ、診断士の日フェスタの企画を進めていきます。「診断士の使命とは何か？」を思いめぐら 

し企画を進めていきます。 

 

(３) 外部連携（支援機関等） 

テクヨコや診断士の日イベント他、支援機関の連携を強化しています。さらなる診断士の PR につと

めていきます。 

 

２．診断士活動支援・会員交流 

(１) 診断士活動プレゼン大会 

 活動成果発表とそれを通した人脈作りの場。また、診断士に必要な広い視野の醸成やスキル向上の

場です。会員個人、登録グループ、有志で登壇いただき、視聴者の方にも投票いただく形式です。 

 

(２) 登録グループ 

 登録グループは会員が自由に集まり、自由に活動する場です。一定基準を満たしたグループに対し

ては、活動費用の一部を補助や実務ポイント取得支援をいたします。協会と登録グループのコミュニ

ケーションを活発にして、登録グループがより活動しやすい環境を整備していきます。 

 

(３) 会員マーケティング 

600 名に達する会員の皆様やニーズを知るために会員分析やアンケート分析を進め、施策立案に反

映いたします。 

 

３．新入会員支援・会員交流 

(１) かながわスプリング・シンポジウム、 

 毎年 200 名を超え盛況のシンポジウム。入会検討者へは、組織＆診断士活動の魅力のさらなる PR

を推進。引き続き登録グループ PR の場・既存会員との交流の機会として企画の充実を図ります。 
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(２) 秋のオリエンテーション 

「企業内」「独立」の会員活動発表などの企画が好評。各登録グループ PR もプログラムに追加し、秋

入会の方がスムーズに協会活動に参加できるようさらなる内容の拡充に努め、交流の機会を創りま

す。 

 

(３) 同期会支援 

 2７年続く神奈川県協会独自の伝統。今期は「令３会」が発足。「協会活動の起点/人脈形成/学び合

う機会」をテーマに毎月の定例会や活動を通じ交流を深めてまいります。また、企業内診断士・独立

診断士・独立準備中、経営者、他士業、起業家等年次＆経験＆専門分野も多様な会員の皆様に合わ

せ、さらなる定例会の内容拡充や活動内容の発信強化、先輩会員や理事・執行役員の交流を推進し、

診断士活動のスタートアップを支援。共に成長を目指します。 

 

【イベント風景・記事/2019～2021】2020 年３月以降はコロナ感染防止を徹底し実施しています。 
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【齋木 真紀子】理事・部長 
◼ 県協会入会年度     平 29 会 
◼ プロフィール（略歴） 

株式会社リクルート新卒入社。人材総合サービス/営業変革推進等の法人
営業＆マネジメント・新規事業企画等従事。独立。平成 24 年登録。 
【専門分野・得意分野】 
・人材領域全般（採用/育成/評価/派遣業務/組織 MGT/コーチング） 
・営業変革推進 (調査診断/研修企画実施/プランニング/モニタリング） 
 

◼ これまでの協会活動 
H29 会シンポジウム懇親会盛上げ担当・テクヨコ相談員 2018 
2018/３～会員支援部執行役員・HP リニューアル委員会・2020/6～理
事 
健康経営支援Ｐ（働き方改革 TL）・かながわ士会 PM 
 

◼ ご挨拶 
更なる会員の皆様の様々な交流や外部への診断士の PR・連携の機会を共に企画実行してまいりま
す。これからの時代の新しいビジネス・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。 

 
【渡邊 一弘】理事  
◼ 県協会入会年度     平 30 会 
◼ プロフィール（略歴） 

総合電機メーカーのシステムエンジニア、新事業企画などを経験した
後、独立 
【専門分野・得意分野】 
・SDGs への取組みによる企業価値向上・経営改善支援・事業承継支援 
・製造業の生産性向上・原価企画・品質管理 
 

◼ これまでの協会活動 
2020 テクヨコ運営事務局（ミニセミナー担当） 
会員支援１部執行役員（診断士活動プレゼン大会担当） 
 

◼ ご挨拶 
今年度からは理事として、会員の皆様の診断士活動および協会活動がより充実したものとなるよう
に、相互交流のできるイベントの企画・運営に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 
【阿部 暁子】 執行役員/テクニカルショウヨコハマ 2022 出展 PJT 
◼ 県協会入会年度     平 28 会 
◼ プロフィール（略歴） 

20 年間 IT ベンダーにて小売・サービス業向けの諸管理システム、 
情報分析システム等の開発およびマネジメントを経験した後、独立。 
【専門分野・得意分野】 
・マーケティング戦略、事業計画策定支援 
・小売業(アパレル等専門店)、サービス業、観光業 
 

◼ これまでの協会活動 
テクヨコ 2020、2021 出展事務局 
健康経営プロジェクト、飲食店研究会、他 

 
◼ ご挨拶 

テクヨコ 2022 出展にむけて運営事務局を主に担当します。2 年ぶりのリアル開催に加え、オン
ライン開催を同時出展します。 
企業経営および会員サービスに貢献できるよう努めてまいります。 
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【鈴木 崇】執行役員/テクニカルショウヨコハマ 2022 出展 PJT 
◼ 県協会入会年度     平 30 会 
◼ プロフィール（略歴） 

群馬県出身、北海道大学法学部卒。地方銀行・コンサルティング会社 
勤務後、事業会社の社長秘書を経験。2013 年診断士資格取得。 
【専門分野・得意分野】 
・事業計画作成（経営改善計画・補助金申請等） 
・新規事業開発 
 

◼ これまでの協会活動 
2019 診断士の日フェスタ事務局、2020 テクヨコ事務局 
かながわコンテンツ創造研究所、再生承継研究会所属 
 

◼ ご挨拶 
with コロナの難しい時代、中小企業診断士は様々な形で社会に貢献できると考えております。テ
クヨコのイベントを通してしっかりと発信します。 

 
【福田 幸俊】 執行役員/中小企業診断士の日フェスタ PJT 
◼ 県協会入会年度     令１会 
◼ プロフィール（略歴） 

機械商社にて、飲料、製鐵、発電プラントとその関連設備の営業として 26
年携わった後、2019 年 1 月に独立開業しました。 
【専門分野・得意分野】 
・販路開拓と新事業進出、それに必要な資金調達を得意としております
が、幅広い経営全般の相談も受けております。 
 

◼ これまでの協会活動 
14 士業合同相談会相談員、診断士の日フェスタ運営委員、 
テクヨコ運営委員、 
（士会）補助金支援プロジェクト・プロジェクトリーダー 
 

◼ ご挨拶 
診断士の日フェスタを担当させて頂きます。 
診断士は世間への貢献度で他の士業に劣らないが、経営者を除く一般の方との接点が少なく、知名
度ではが劣ると思います。診断士の日フェスタを利用し、一人でも多く知ってもらいたいと考えて
います 

 
【薮田 拓也】執行役員/中小企業診断士の日フェスタ PJT 
◼ 県協会入会年度     令 2 会 
◼ プロフィール（略歴） 

衣料品販売・製造、ハローワークでの勤務を経て、2019 年中小企業
診断士登録、2020 年独立。 
【専門分野・得意分野】 
・求人、人事、マーケティング 
・卸売業、小売業、サービス業 
 

◼ これまでの協会活動 
2020 診断士の日フェスタ、2021 テクニカルショウヨコハマ 
2020 スプリング・シンポジウム 
 

◼ ご挨拶 

令和 3 年度南関東ブロックスキルアップ研修プロジェクト、 

2021 診断士の日フェスタを担当させていただきます。診断士の知名度と能力向上の為に尽力 

してまいります。 
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【佐藤 隆宣】 執行役員/登録グループ支援 

◼ 県協会入会年度     平 30 会 

◼ プロフィール（略歴） 

大学卒業後、数社にてシステム開発やデジタルマーケティング業務を 

経験。現在は保険会社にてデータ分析関連の業務に従事。 

【専門分野・得意分野】 

・デジタルマーケティング全般 

・データ分析、KPI 設計・管理 

 

◼ これまでの協会活動 

令和元年より執行役員として協会運営に携わらせていただいています。 

 

◼ ご挨拶 

登録グループ支援を担当させていただきます。 

会員の皆様の診断士活動をサポートしてまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 

【杉本 靖英】執行役員/診断士活動プレゼン大会・登録グループ支援 

◼ 県協会入会年度     平 30 会 

◼ プロフィール（略歴） 

大学卒業後、重工業メーカーに勤務。管理会計業務、海外赴任を経て、 

現在はプロジェクトマネジメント関係の業務に従事しています。 

【専門分野・得意分野】 

・これまでの業務経験から製造業×管理会計が得意分野です。 

 

◼ これまでの協会活動 

平 30 会として翌年のスプリング・シンポジウムの準備・運営に 

携わらせていただきました。 

 

◼ ご挨拶 

診断士活動プレゼン大会と登録グループ支援を担当させていただきます。 

協会活動の経験は少ないですが、執行役員という貴重な機会をいただきましたので、協会会員サー

ビスの質の向上に貢献できるよう努力いたします。 

 

【岩舘 侑子】執行役員/会員マーケティング 

◼ 県協会入会年度     令２会 

◼ プロフィール（略歴） 

精密機器メーカーにて研究開発、方針管理、新規事業の企画・推進等に 

従事。2020 年中小企業診断士登録。 

【専門分野・得意分野】 

・データ分析（統計解析、機械学習） 

・コア技術を活用した新規事業の創出 

 

◼ これまでの協会活動 

かながわスプリング・シンポジウム オンライン運営 

令２会同期会運営 

 

◼ ご挨拶 

会員マーケティング（調査・アンケート分析等）を担当させていただきます。 

まもなく 600 名に達する神奈川県協会会員の皆様の多様なニーズに対応した施策立案に貢献でき

るよう努めてまいります。 
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【上原 航平】執行役員/スプリング・シンポジウム・秋のオリエンテーション 
◼ 県協会入会年度     令１会 
◼ プロフィール（略歴） 

IT ベンチャー企業数社にてシステム開発、マネジメントを経験した後、 
コンサルタントとして独立。2018 年中小企業診断士登録 
【専門分野・得意分野】 
・プロジェクトマネジメント支援、補助金支援 
・IT 導入(ウェブシステム)、ウェブマーケティング、データ分析 
 

◼ これまでの協会活動 
テクヨコ 2020 事務局、令 1 会副会長、会員支援１部執行役員 
 

◼ ご挨拶 
秋のオリエンテーション・かながわスプリング・シンポジウムを担当しています。オンライン配信
も同時に手がけることで神奈川県協会の魅力を幅広く伝え、会員増加に貢献するイベントを実現し
たいと思います。 

 
【宮原 崇】執行役員/同期会支援 
◼ 県協会入会年度     令１会 
◼ プロフィール（略歴） 

鍛造金型メーカー、重工業、計装機器メーカーに勤務 
平成 31 年日本工業大学大学院中小企業診断コース卒業 
【専門分野・得意分野】 
大学卒業以来、一貫して製造現場を活動のフィールドにしてきました。
今では、商品企画に始まり、マーケティング、生産準備、廃止までの 
一連に強みがあります。 
 

◼ これまでの協会活動 
登録グループ「診断士プロボノネットワーク」設立 
 

◼ ご挨拶 
令 3 会同期会の運営の協力をさせていただいています。 
KPI の設定はいただいていませんが、“新人翌年継続率”を設けようと考えています。 
大所帯の令 3 会会員を満足させる楽しい場の提供に努めます。 

 
【箱山 玲】執行役員/同期会支援 
◼ 県協会入会年度     令２会 
◼ プロフィール（略歴） 

メディア企業で人事、新規事業開発を約６年ずつ経験後、昨年から 
法務に従事しています。2020 年（令和２年）診断士登録。 
【専門分野・得意分野】 
・法務、人事（人事・評価・賃金制度構築） 
新規事業立ち上げ（調査・調整～体制・運用構築） 
 

◼ これまでの協会活動 
令２会（副会長） 
かながわスプリング・シンポジウム 2021 事務局（令２会として） 
 

◼ ご挨拶 
同期会「令３会」支援を担当いたします。 
新入会員の皆様が円滑に活動できるよう、定例会等で協会活動を丁寧にご案内し、人脈づくりや学
びの場を提供してまいります。 
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■日程 

・2021 年 9 月 5 日(日)14 時～17 時（各発表は 20 分間です） Zoom 

※詳細・無料視聴申込⇒https://sindan-k.com/support/achievement/ 

事前に視聴申込していただければ、当日出入り自由です。 

■プログラム 

・発表①「農食産業の現状課題把握とグループ取組概要」 

かながわ農食支援グループ/小林祐介会員  

・発表②「経営者診断士が語る中小企業の DX・IT 支援とは !?」松井洋治会員  

・発表③「三浦湘南プロジェクト活動のご紹介」藤井寿隆会員  

・発表④「『はばたく中小企業 300 社』を読み解く―キーワードで見る成長戦略」 

湘南診断士ネット/山本 邦博会員 

・発表⑤「付加価値提案に繋がる銀行へのトスアップ」金谷浩司会員  

・発表⑥「起業家×診断士×地域のシナジー効果」藤村希会員   

■PR メッセージ 

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

た。昨年初開催！好評につき第２回開催となります。 

各表彰の他、視聴者投票で最も興味深い発表を行った「視聴者賞」も決定。各ナレッジや最新情報も共

有できます。ぜひ視聴頂き、多くの気づきや情報 GET・学びの有意義な機会となれば嬉しいです。 

当協会未加入の中小企業診断士、試験合格者、養成課程修了者の皆様も視聴可能です。 

ぜひご活用いただければ幸いです。       ■担当 執行役員 杉本靖英 

スタッフ 綱川光明/宮本由美子/溝呂木聰

【杉本 靖英】 

 

 

 

■日程 

・2021 年 11 月７日(日）17 時～19 時 30 分 

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

 かながわ労働プラザ B ホール（ＪＲ石川町駅徒歩 5 分）＋オンライン 

■プログラム(17:10〜19:50) 予定 

・会長挨拶・組織紹介・会員活動紹介（企業内/独立）・登録グループ紹介・ 

委員会活動・研修他協会イベント等紹介・同期会紹介・質問＆交流等 

■PR メッセージ 

・入会検討中の方＆入会歴の浅い会員・活動を強化したい会員への情報 

提供を目的としたイベントです。 

・本年は、昨年に引き続き新型コロナウイルス感染症対策のため、会場での 

感染症対策を実施するとともに、リアル&オンライン開催(インターネット 

同時配信)で行います。 

・様々なバックグランドと活動経験をもつ会員の体験談、「オープン＆ 

フラット/多様で豊富な実践の場/登録Ｇ/地元に貢献/研修機会」など魅力を発信、今後の診断士活動へ

の有意義な情報を提供、診断士活動や当協会について理解を深める内容としています。 

・懇親会はございませんが、個別のご相談や質問などをうかがう時間も設定の予定です。 

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

なりました。皆様の参加をお待ちしております。 

（参考） 

・オールかながわ https://sindan-k.com/about/all-kanagawa/ 

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

■担当 執行役員 上原 航平 

【上原 航平】 

秋のオリエンテーション 2021(リアル＆オンライン)開催告知 （会員支援１部） 

9/5(日)診断士活動プレゼン大会(Zoom)視聴申込受付中（会員支援１部） 

会 
 
 

https://sindan-k.com/about/all-kanagawa/
https://sindan-k.com/joinus/recommend/
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「令和を築く診断士」では、活躍している協会員の方々をご紹介しております。今回は、令和 3 年に

協会に入会した、独立診断士の小島智世さんにお話をお伺いしました。 

 

〇質問：『中小企業診断士になるまでの経緯についてお聞かせください』 

 

―中小企業診断士の資格を取得しようと思ったきっかけは「経営の体系だっ

た知識が欲しい」と思ったからです。 

資格取得以前に勢いで独立したことがあり、その時は経営の知識も経験も

ない状態でノリと勢いで会社を辞め、独立をしました。結果的に知識・経験

不足に加え、メンタル面も弱かったため、挫折し再就職をしました。 

再就職して元気になると、また独立への思いが強くなりました（笑）。ただ、

一度失敗をしているのできちんと経営のことを学びたいと思い、そこで「中

小企業診断士」の資格を取得しようと思いました。 

経営コンサルタントの資格を取得し、自身をコンサルしたいと思ったので

す。一度決心をしたら、あとはストイックに、一年ほど仕事をしながら猛勉

強しました。 

 

スキマ時間を全部勉強で埋めるという意味ではオンライン上で全てが完結

できるスタディングは非常に使い勝手が良かったです。結果的に令和元年度の一次・二次試験に気合で

ストレート合格しました。 

そして二次試験に合格後すぐ仕事を辞めました。勢いです（笑）。独立に向けた事前準備など、特に

やるべきことも思いつかず、とりあえず自力でお金を稼ぐ土俵に行かないと始まらないと思い、そうい

う状況に自分を追い込んだという感じです。真似をすることはおススメしません（笑）。 

 

とはいえ、何を仕事にしようか、何から始めたらいいか分からず、元々見るのが好きだった Youtube

で、自分のチャンネルを始めました。初めは自分語りのようなコンテンツを配信していたのですが、視

聴者の反応や質問に回答していくうちに需要と供給のようなものが成立し始め、チャンネル登録者も増

え始め、結果的に今は Youtube を集客の入り口とした個人のライフコンサルタントが仕事になってい

ます。 

 

診断士としては令和 3 年の 2 月に実務補習 15 日コースを受講し 5 月に資格登録が完了したばかり

で、具体的な活動としてはこれからという状況です。元々は自分自身の知識取得ための資格取得でした

が、実務補習で実際に企業診断をしていくうちに診断士の活動そのものを仕事にしたいと考えるように

なりました。 

個人の方の人生の相談をしている中でも、独立志向の方や今お勤めの会社や、ご自身で運営されてい

る事業の悩みにつながってくることも多いので、今後、診断士の資格を活かしながら、経営面での問題

解決や創業サポート的な形へもサービスの幅を広げ、活動の場を増やしていけたらと考えています。 

 

〇質問：『なかなか珍しい経歴ですよね。私もスタディングを利用しました。小島さんは、スタディン

グの合格者インタビュー動画にも出ているので、お会いする前から存じあげておりました（笑）。次の

質問は R3 会と最も若い世代なので、協会に期待することはどのようなことでしょうか？』 

 

―ありがとうございます。スタディングより合格者インタビュー出演者募集の打診があったときは真っ

先に手を上げました。元々、受講中からインタビューCM の存在は知っていたので受かったら絶対に出

たいと思っていました。 

私は周りに診断士をしている個人的な知り合いが全くおらず、全く未知の世界、そして本能的にこう

いう世界は人脈が命だと感じたので顔を売っておこうと思いました（笑）。 

当然、実際の仕事に繋げるという意味では実績や経験ありきだと思いますが、北村さんのようにイン

タビューCM を見て知っていてくださった方や、SNS 等を通じてお声掛けいただく方もおり、新たな人

令和を築く診断士（小島智世会員） 
 

＜プロフィール＞ 
 令 3 会独立診断士 
 研究会：PIT、はとば

会、経営デザイン実践
グループ 

 趣味：DJ・ヨガ 
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間関係のご縁のきっかけになっているので、出演して良かったです。 

協会に入ったのも多くの診断士の方とリアルに繋がりたいと思ったからです。やはり実際にお会いし

て話すと、他の方の活動状況や考え方、専門性などから少しずつ次の道や、診断士としての活動の実態

が見えてきているように感じています。 

 

資格を取ったものの、どのように立ち回ればよいのか分からないというのは、私だけに限らず多くの

会員に共通する悩みだと思います。そのような血の通った人間的なコミュニケーションを土台に、様々

な学びと交流の場になることを協会には期待しています。 

 

コロナ禍でリアルなコミュニケーションが難しく、オンラインだと盛り上がりづらかったりと、課題

はあると思いますが、こういう時代だからこそ診断士の需要は高まっているとも感じます。この機会を

捉えて双方向で高め合いながら皆で診断士として飛躍すると共に、混乱の社会にキラリと光る道を示せ

る診断士ネットワークの母体になる協会であったら理想だなと思います。 

 

〇質問：『ありがとうございます。確かに需要が高まる中で、協会の役割はより重要になると思います

ね。最後に現在の活動内容と、今後の目標・ビジョンなどについてお聞かせください』 

 

―現在は診断士としての活動は入り口も入り口で、これと言った仕事があるような状況ではありません。

とりあえず叩ける扉はなんでも叩いてみようと、協会の集まりや研究会など時間がある限り参加してい

ます。 

その中で痛感していることは、やはり知識と経験不足です。資格取得に慢心せずに謙虚な気持ちで学

び続けることが大事だと感じました。また、令 3 会の FB グループで管理者になり、オンライン飲み会

部を旗揚げしたので、横の交流の場作りを積極的に行っていきたいと考えています。そういう手当たり

次第な活動から何か次につながる道が開けたらいいなと思っております。 

 

今後の目標としては、組織改革から社会改革を達成することですね。かなり壮大なのですが、それに

人生かけていいと思えるくらい長期的なビジョンを描いています。個人的に「組織」にとても興味があ

ります。組織とそれを構成する人材の内側から潜在的な能力を引き出して、自主的にポテンシャルを最

大限に発揮することが可能な組織づくりのサポートをしたいです。 

従業員一人一人が健康に働けて、組織として健全に運営できる体制が整い、結果として収益向上・事

業拡大など企業の発展につながるようなサポートを出来るようになることが目標です。そのようにして、

理想的な組織運営のモデルのようなものを現実化しながら、ゆくゆくは社会全体が健康的なものになっ

たらいいな、というビジョンを描いています。今の社会はあらゆる面で不健康だと常々思うので、そう

いうことを考えるとモチベーションが湧きます。 

 

また、おそらく、これは私一人でできることではないので、同じビジョンを描ける診断士の方や、他

の士業の方とも連携が取れるようなチームを結成できたらと思います。 

まずは、今、まだまだ自分は未熟だと思うことは多々あるのでこれからも頑張ります。 

 

〇「令和を築く診断士」にふさわしい、貴重なお話ありがとうございました。 

 長期的なビジョンをしっかりとお持ちなので、これからすごいスピードで成長していくと思います。 

 私も R３会同期、かつ YouTube を仕事の入り口に使っているので、共通点が多く非常に学びの多い

インタビューとなりました。ビジョン達成に向けた仕事をいつかお手伝いできればと思います。 

 ありがとうございました！ 

【北村 之寛】 
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前号に続きまして、経験豊富なベテランの協会員より、経験談や診断士へのメッセージを頂戴しまし

た。今号は、コンサルティング会社を経営されている傍ら、協会登録 G の『ビジネス IT 研究会』を主

宰されている後藤昌治さんです。 

 

＊＊＊＊ 

 

まず、現在のお仕事について教えてください。 

―2016 年より MSG コンサルティングの代表を務めています。 

業務の内訳は、セミナー・研修関係が５０％、コンサルティング／アドバイザー

業務２５％、スポット的に IT 関連の公的な業務をやっています。 

診断士として、いろいろと勉強はしてきましたが、やはり自分の得意分野である

ＩＴ領域での仕事を伸ばしてきました。 

セミナーでは IoT 関連の技術研修、データ分析・AI が中心ですが、中小企業の

デジタル化の流れの中で、中小企業へツールを拡販したい IT ベンダーさん向け

の教育なども多くなっています。 

コンサルティングでは、他の診断士さんとチームでコンサルをする中でＩＴ領域

を分担したり、IDEC（横浜企業経営支援財団）の専門家として企業支援に携わっ

たりしています。業種では製造業が多く、IT・IoT 化による現場改善支援、情報

セキュリティ関係が中心です。コンサルの入口が IoT でも、データが 

つながっている業務領域、たとえば、電子帳票化（紙の帳票をタブレットで入力

する）など、中小企業の IT 全体が広くスコープにはいってきます。このところ

のデジタル化の流れもあり、例年と比べ繁忙感がありますね。 

 

 

コンサルタントとして大切にされていることは何ですか？ 

―『IT で解決するべき課題は何か』と事業者へ『問う』ことです。 

経営者自身が IT で何をしたいのか、必ずしも、わかっていない場合もありますから、IT ツールを入れ

たいと相談があったときに、そんな質問をします。たとえば、IT で在庫管理を改善したいという相談

があったときのことです。実際に現場を見てみると、在庫量が多く、管理には問題がありそうでした。

しかし、よく検討してみたところ、在庫管理ではなくて生産工程管理がデジタル化されていないことが

根本的な原因とわかりました。経営者は現場が困っていることをそのまま課題と捉えがちですが、根本

的な課題を一緒に考え、気づいてもらうことが大事なのですね。 

 

次に、IT の成熟度を見て、現場で実際に使えるものを提案するようしています。たとえば、事業者が

ERP を導入したいという相談でも、その会社が使いこなせるか、実はエクセルのほうがよいのでは、と

いうケースもあります。あまりコストが高くつくものは現実的ではないので、費用対効果もあわせて検

討します。IT の成熟度については、受注から納品までの業務プロセスをスルーして調べ、おおよその

見当をつけるようにしています。 

 

その他、『ベンダーさんのツールを入れたけれど使えない、どうすればいいか』、といった相談がしばし

ばありますが、使い方も含めて腹落ちする前に、先にいれてしまったというケースが多いようです。Ｉ

Ｔ領域ではツールをいれるだけでなく、導入した後も、どう活用していくか、事業者のみなさんと一緒

に考えていくことが大切ですね。よく知られているとおり、中小企業の IT で大きな課題は人材が育っ

ていないことです。ツールをいれた後も一緒に使い方を考え、その過程で、人を育てるようにこころが

けています。私たちのコンサルティング・支援活動には終わりの時期がきますが、導入したツールは会

社の中でノウハウをためて永続的に活かしてもらいたいと思っております。 

 

 

診断士の匠「ＩＴコンサルティングの勘どころ」 

 

＜プロフィール＞ 

 2015 年診断士登

録 

 （株）日立製作

所、（株）アイタ

ス、（株）日本翻訳

センターを経て、

2016 年に独立、 

 現在、MSGコンサ

ルティングオフ

ィス代表 
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また、IT のコンサルでは忍耐力も大事です。まず、事業者の皆さんは IT にあまり時間を割けません。

提案を理解してもらってから実行に移るまでに半年、１年、時には２年もの時間がかかることもありま

す。コンサルサルティングの中においても、こちらから先回りして答えを出したりせず、会社の人にま

ず考えてもらう、そして、それを修正していくというプロセスで力をつけてもらうようにしています。

また、IT 化の進め方がわからない、という悩みもよく聞かれますので、進め方・手順から始まって、ひ

とつひとつ丁寧に解説・検討しながら進めるようにしています。時間がかかる IT コンサルにおいては、

信頼関係づくりも大事です。経営者は IT 領域を会社の若手に任せることが多いものですが、親身にな

ってコミュニケーションをとることで、ジェネレーション・ギャップも解消していきます。 

 

もうひとつ、大切にしていることは IT 用語をわかりやすく説明することです。ある IoT のセミナーで

通信プロトコルという言葉を使ったところ、『プロトコルとはなんですか』という質問がありました。

事業者の皆さんは『わかっているようで、わかっていない』ことが多いものです。そうした経験も踏ま

えて、できるだけ、やさしく説明することを心がけています。 

 

 

2016 年に起業されていらっしゃいますが、きっかけは何だったのでしょうか？ 

―最初は大企業で働いていたのですが、もっと、自分の裁量で仕事をしたいという想いが高じて、社長

との距離が近い中小企業に移り、ビジネスを自分で進める経験を積みました。今、振り返るとそこで、

独立・起業への意欲がでてきたように思います。その後、起業の準備のために、再度、転職し、その会

社内の情報システムのコンサルタントとしてシステム企画を担当しました。ちょうどその時期に、経営

知識の補充のために中小企業診断士の資格に挑戦し、その過程で中小の製造業者を実際に診させていた

だき IT 領域でお手伝いできることがありそう、という感触をつかみました。 

 

 

登録 G『ビジネス IT 研究会』を主宰されていますが、良い機会なので、ご紹介いただけますか？ 

―旧『ものづくり PJ』から発展解消してできたグループです。中小企業が実際に使える IT ツール・仕

組みを研究し実践することをテーマにしていまして、①まずツールや仕組みの勉強会、②事業者にツー

ルを紹介できるように IT ベンダーと交流すること、③IT 支援を実践し実務ポイントを取得すること、

の 3 本柱です。こうした取り組みに興味がある人は一緒にやりましょう。 

 

 

最後に、診断士へのメッセージをお願いします。 

―自分も独立して 4 年目で決して経験豊富と言えませんが、日頃の支援で大切にしていることが、いく

つかあります。まず、これは先輩診断士からの教えでもありますが、多少未経験の分野があっても飛び

込んでみることです。診断士の仕事では多かれ少なかれ、未知の領域があるのは常です。経験がないこ

とを理由に積極的に入らない方もいらっしゃいますが、経験は自ら作っていくものです。とにかくやっ

てみることが重要です。資格取得までに多くの知識・理論は学んできていますが、コンサルティングの

現場での振る舞い方は、実践して初めてわかります。具体的な方法として、先輩診断士に同行すること、

協会・士会の諸制度を活用することもお勧めですね。もうひとつは、支援先のみなさんと一緒になって

課題に取り組むことです。仮に自分が解決できるとわかっていても、一緒に考えて道筋をつけることで、

人や組織は成長するものです。困りごとの解決はもちろんですが、人材育成を通して企業の成長を応援

するのも大切だと、お伝えしたいです。 

 

＊＊＊＊ 

IT 領域を中心に貴重な経験談や、診断士へのメッセージをいただきました。IT を専門とされる方は、

もちろんですが、独立を予定されていらっしゃる方、独立して間もない方にも参考になるアドバイスだ

ったのではないでしょうか。 

後藤様には取材へのご協力を御礼申し上げるとともに、今後とも、益々のご活躍を祈念しております。 

【宮村康彦】 
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最近、私の支援先企業の社長から「販売力を強化したいが営業の人材がいない。ホームページを営業

マンに仕立て上げたい」との相談を多く寄せられるようになりました。 

そこでこれから、４回に分けて、販路開拓に役立つホームページの活用の考え方と、中小企業に対す

る支援の手法を紹介していきます。なお、ホームページの活用の仕方は、BtoB と BtoC で大きく異な

りますが、今回は、BtoB 企業向けのホームページ活用支援を対象とします。 

 

１．なぜ、今、ホームページを取り上げるのか？ 

コロナ禍で対面営業での接点が減り、営業活動にも支障が出ています。対面営業が無理ならオンライ

ンしかありません。そうなると接点はホームページやソーシャルメディアになります。 

特に、販路開拓の起点となるホームページの役割は大きくなります。そこが不備のままで取引先から

の信頼は得られるでしょうか？ 新規の引き合いを獲得できるでしょうか？ 

ホームページは急には育ちません。放置されていたホームページを、急に引き合いが取れる営業マン

にするのは無理です。だからこそ、今すぐに見直しが必要なのです。 

 

日本政策金融公庫が中小企業経営者に調査し

たところ、経営基盤強化に向けての注力分野の

１位は「営業・販売力の強化」、２位は「人材の

確保・育成」となっています（図表１）。 

もしも、ホームページを営業マンの代わりに

働かせることができれば、中小企業の経営課題

の１位、２位の項目に対して、問題解決の一助

となることができます。 

 

２．中小企業におけるホームページの実情は？ 

中小企業でもホームページを持つことが当然の時代になっています。しかし、多くの中小企業ではア

クセス数が伸びず、ホームページからの問い合わせは滅多にないという話を良く聞きます。ホームペー

ジが「会社案内」程度の役割しか果たしていなく、販路開拓には役立っていないのが実情ではないでし

ょうか。 

 

３．これまでのホームページにおける課題は何か？ 

それでは、ホームページが有効に機能し

ていない原因は何でしょうか？ 

考えてみましょう。 

主な課題を図表２に挙げます。 

 

①ホームページの目的があいまいのまま 

「綺麗に作って公開すること」だけが目

的になっている例が多くあります。 

ホームページから発信する情報は、「訪問者に影響を及ぼすもの」でないといけません。 

あなたの会社のホームページ（情報）を見た訪問者に、次にどのような行動を取って貰いたいのか？

ここをはっきりさせることが、「ホームページの目的を定めること」になります。 

 

②ターゲットが明確でない 

誰に対する情報発信なのか、ターゲットがあいまいということも多くあります。ホームページを作成

し、コンテンツを追加する前に、ターゲット設定を行わないと、ターゲットに合わせて、どんなコンテ

ンツを作成すべきなのかが分からなくなっていまいます。 

③ターゲットにアピールするための「自社の強み」があいまい 

ターゲットに対するメッセージを明確にするためには、まず、「自社の強み」を知る必要があります。

今すぐ見直そう！販路開拓に役立つホームページの活用支援（第１回） 

図表１　経営基盤強化に向けて注力する分野

1位 営業・販売力の強化 68.0%
2位 人材の確保・育成 47.9%
3位 販売価格引き上げ・コストダウン 24.1%
4位 財務体質の強化 23.2%
5位 新商品等の開発 19.7%

注：３つまでの複数回答、n = 585

出典：日本政策金融公庫「2021年の中小企業の
景況見通し」2020年12月11日

図表２　これまでのホームページにおける課題
No 課題
① ホームページの目的があいまいのまま
② ターゲットが明確でない
③ ターゲットにアピールするための「自社の強み」があいまい
④ ターゲットに対するメッセージが分かりにくい
⑤ PDCAサイクルが回せていない
⑥ ソーシャルメディアやデジタルマーケティングの活用が進んでいない
⑦ ホームページを設計、開発、運用する人材がいない
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自社の強みがターゲットにとって的外れだと、どんなに美辞麗句を並べても取引先に刺さりません。 

 

④ターゲットに対するメッセージが分かりにくい 

ホームページに書かれているメッセージが、自社の視点に偏っていて取引先のメリットが不明だった

り、他社と比較して差別化されていなかったり、不十分な点があると、取引先の納得が得られません。

また、事例などのストーリー性がない抽象的な言葉では、取引先の記憶に留まりません。 

 

⑤PDCA サイクルが回せていない 

ホームページは作って終わりではありません。成果を出すためには「PDCA サイクル」を回して、コ

ンテンツを改良していく必要があります。そのために、目標設定を行ったうえで、Google Analytics な

どの解析ツールを用いて計測する必要がありますが、ここまで出来ている企業は少ないのが実情です。 

 

⑥ソーシャルメディアやデジタルマーケティングの活用が進んでいない 

ホームページを作成し、情報を発信したら、次は、訪問者の数を増やすことが重要です。ターゲット

に当社のホームページの存在に気付いて貰う仕組みが作られていないと訪問者は増えません。 

近年、様々なデジタルメディアを駆使して、見込み客の獲得と育成を図っていくデジタルマーケティ

ングの考え方が出てきていますが、中小企業においては、まだ活用が進んでいません。 

 

⑦ホームページを設計、開発、運用する人材がいない 

2021 年度版中小企業白書を見ると、半数以上の中小企業において、デジタル化の企画や IT ツール

を導入できる人材が確保できていません(図表３)。このデータから、ホームページを設計、開発、運用

を行うにあたっても、人材不足が大きな課題であることが分かります。 

 

４．中小企業のホームページ活用支援の在り方 

コロナ禍によって、中小企業もホームページやデジタルマーケティングの活用を求められています。

国の施策としても、中小企業・小規模事業者に対するデジタル化・IT 活用の専門的なサポートを充実

させるために、2020 年度から「中小企業デジタル化応援隊事業」の取組みも開始されました。これら

制度も活用して、我々中小企業診断士が本分野における知見や経験を深めて、中小企業の販路開拓の取

り組みに貢献していきたいと考えます。 

 

＜次回以降の予告＞ 

今回挙げた課題に対して、次回以降、解決の方向性と、中小企業に対する具体的な支援手法を紹介し

ていきます。次回は、「ホームページを一人前の営業として働かせよう」と題して、現行のホームペー

ジのリニューアル手法について紹介します。 

【小川 直樹】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出展：2021年度版中小企業白書　第2-2-19図「IT人材の確保状況」

図表３．中小企業におけるIT人材の確保状況
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今年度、「事業再構築補助金」という新たな補助金が登場し注目されております。 

事業者様より支援依頼の機会を頂き、事業計画書の策定支援や添削から事務的な準備の支援（電子申請

の入力サポート、必要書類の準備等）まで携わってきました。これから、複数回に渡り、実際に私が経

験したことから補助金支援の際のポイントを紹介していきます。 

 

・必要なのは経営者と一緒に取り組む姿勢：「伴走型支援」 

 診断士が 1 人でどんなに素晴らしい計画書を作り、採択されたとしても、実行するのは経営者である

ことを忘れてはいけません。実際、客観的に計画書を読んだ時に「果たして、本当にできるのか？ 社

内の体制や課題がちゃんと書かれていない」という場合があります。社内の体制やその会社にとっての

ミクロの視点での外部環境等、必ず診断士だけでは分からない要素があり、やはり経営者と一緒になり

計画書を作ることが採択後のことも踏まえて何よりも大事なポイントです。これを、私は「伴走型支援」

と定義し、常にこの姿勢を忘れずに支援しております。 

 

・「伴走型支援」で求められる「御用聞き」の姿勢 

 経営者に伴走して取り組むためには、当然、信頼関係が求められます。信頼関係を構築するためには、

単に協力して下さいと伝えるのではなく、何かあった時には遠慮なく相談して下さいと、適宜伝えてそ

れに応える姿勢（御用聞き）がポイントです。例えば、補助金を申請するためには、事業計画書を作る

こと以外に電子申請の入力、必要書類の準備、認定支援機関への依頼等、多岐に渡ります。 

実際に動いて頂くのは経営者のことが多いですが、必ず疑問や悩みが出てくるはずです。その際、「事

務局に確認して下さい」と言うのではなく、診断士が主体となり事務局に確認して応える、経営者と一

緒に動く姿勢が、信頼関係を築く第一歩になります。 

 

・計画の策定・共有が「安心感」に繋がる。 

 締切間際になり、必要書類が足り

ないと分かり焦る、事業者様にも迷

惑を掛けてしまう恐れがあります。

それを防ぐため、まず最初に申請ま

での予定を策定・共有することが必

要です。（右図は私が実際に策定し

た予定表です。）特に、事業者様に

協力頂きたい部分は具体的に分か

るようにし、適宜依頼することで、

負担の分散にも繋がり計画的な準

備ができます。全体の計画があれ

ば、今どの段階であるのかお互いに

進捗確認もでき、何か変更があった

時にも協力しやすいかと思います。

逆に計画が無い場合、今の進捗が分からず、予定通り進んでいるのか事業者様にも共有できず、締切が

近くなるに連れて不安にさせてしまいます。不安な状態で、締切間際に追加で必要書類を言われた時、

どのような思いを抱くか、想像できることでしょう。こうならないためにも、全体の計画を策定し共有

することが、事業者様の「安心感」に繋がります。 

 

＜まとめ、次回の予告＞ 

 これからの連載に当たり、今回はテクニック的な部分ではなく、それ以前の部分で「伴走型支援」の

形や姿勢面を中心に紹介しました。次回は、事業計画書を事業者様と一緒に作る上で考えるべきポイン

トを中心に紹介していきます。 

【金谷 浩司】 

 

 

伴走型支援・補助金支援のポイント 

月 火 水 木 金 土 日

31 1 2 3 4 5 6

全体MT

（方針、質問）

全体MT

（方針、質問）

7 8 9 10 11 12 13

全体MT

(計画書確認等）

14 15 16 17 18 19 20

全体MT

(計画書確認等）

計画書添削

（中間）

21 22 23 24 25 26 27

全体MT、計画書

添削（最終）
計画書完成

28 29 30 1 2 3 4

提出 提出期限

　事業者様

電子申請入力・質問事項検討・必要書類の準備（申告書等）

数値計画検討・銀行確認・ミラサポ・質問検討・必要書類準

・質問事項検討・必要書類準備・計画書の確認

銀行に計画書提出（中間） 計画書の確認

必要書類最終確認
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の出現により、世界は一変し価値観やライフスタイルの変

化、そして日本経済にも大きな影響を及ぼしました。内閣府の発表によりますと、2020 年度の国内総

生産（GDP）は物価変動の影響を除いた実質で前年度比 4.6%減となり、2008 年度のリーマン・ショ

ック時の下げ幅（３・６％減）を上回り、記録が残る１９５６年度以降で最悪となりました。また、実

質ＧＤＰのマイナス成長は、2019 年度に続き 2 年連続となり、名目ＧＤＰの成長率でも４・０％減で、

８年ぶりにマイナスとなりました。 

そのような中、業績を伸ばしている中小企業も存在しており、連載を通して成功を収めた中小企業の

特徴に迫ってみたいと思います。 

 

・指標にみる中小企業の影響 

 

 では、実際に内閣府発表の2020年の業況判断DI（実績）を見ますと、改善が7.2%、横ばいが25.4%、

悪化が 67.4％で、2019 年の業況判断 DI（実績）は、改善が 15.9%、横ばいが 50.1%、悪化が 34.0%

となっておりますので「改善」－「悪化」の企業割合が 2020 年▲60.2 と、前年度（2019 年▲18.1）

から 42.1 ポイント低下しています。 

また、最近の神奈川県内の中小企業景気動向調査（令和 3 年 4-6 月期）では全業種の業況 DI は、4-

6 月期が▲44.5%、1-3 月期が▲50.6%、前期比 6.1 ポイント上昇と回復の兆しが見えるものの、依

然として改善している中小企業よりも悪化している中小企業が多いことが見て取れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：公益財団法人神奈川産業振興センター（KIP）ＨＰより 

 

 更に業種別に見ると、製造業では、4-6 月期が▲36.1%、1-3 月期が▲48.4%と前期比 12.3 ポイン

ト上昇し、建設業では、4-6 月期が▲29.1%、1-3 月期が▲14.3%と前期比▲14.8 ポイント低下し、

商業・サービス業では、4-6 月期が▲53.5%、1-3 月期が▲60.3%と前期比 6.8 ポイント上昇し、前

年比で、製造業、商業・サービス業では回復の兆しが見えますが、製造業の方が商業・サービス業に比

べ改善しているペースが速く、建設業については 4-6 月期で落ち込み以降、見込も悪化が予想されて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：公益財団法人神奈川産業振興センター（KIP）ＨＰより 

 

 

 

 

 

 

コロナ禍だからこそ、成功を収めた中小企業の特徴 
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出典：公益財団法人神奈川産業振興センター（KIP）ＨＰより 

 

商業・サービス業の各々別では、卸売業は 4-6 月期が▲51.0%、1-3 月期が▲57.0%と前期比 6.0

ポイント上昇し、小売業は 4-6 月期が▲51.1%、1-3 月期が▲57.9%と前期比 6.8 ポイント上昇し、

飲食店は 4-6 月期が▲91.4%、1-3 月期が▲96.1%と前期比 4.7 ポイント上昇し、サービス業は 4-6

月期が▲39.9%、1-3 月期が▲46.7%と前期比 6.8 ポイント上昇が見られますが、サービス業以外は

軒並み平均を上回る数値で、特に度重なる緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の発令により自粛を余

儀なくされた飲食店で平均の倍の数値になっています。 

規模別では、小規模企業が▲54.6%、中規模企業が▲35.8%と規模の小さい企業ほど悪化の割合が

高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・まとめ 

 以上、指標を確認しても前年度よりは、どの業種でも回復の兆しが見られるものの未だ悪化の企業数

が多く、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）による日本経済への影響は大きく、先行きも不透明

な状況であります。 

しかしながら、どの業種においても改善と答えている企業は少数ながら存在しており、新型コロナウ

イルス感染症（COVID-19）の影響により業績を上げた企業も存在しております。次回以降では業績を

改善した企業について書いてみたいと思います。    

                              【鈴木 洋路】 
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 この連載では、アフターコロナを見据えた、中小企業や金融機関のリアルタイムでの動きについてイ

ンタビューをもとに掲載していきます。 

 第 1 回目は、私が「事業再構築補助金」の事業計画作成をお手伝いさせていただいた事業者さんにつ

いてご紹介します（特定を避けるため若干内容は変化させております）。 

 

①A 社の概況とコロナの影響 

 中堅ゼネコンをメイン取引先とし、商業施設の内装工事を主業とする建設会社である。 

 オリンピックに向けて、都内での受注が好調であったが、コロナの影響により受注はピーク時の半分

となってしまった。 

 

②コロナ禍の中で助かったこと 

 A 社は、全ての職人を自社で雇用していた。そのため、受注が半減しても固定費として職人の給与を

支払わなければならない状況であった。そのような中で、『雇用調整助成金』は現在進行形で助かって

いる制度である。中小企業にとって、雇用の維持は非常に大きな課題であり、この制度は A 社のような

固定費型の企業には非常に有用なものである。アフターコロナに向けた根本的な解決手段ではないが、

「雇用の維持」をできるということは非常に大きなメリットである。 

  

③アフターコロナに向けた一筋の光 

 ただし、アフターコロナに向けた具体的なビジョンは特になかった。 

 売上は半減したので、当然赤字である。雇用調整助成金で赤字幅を縮小させ、キャッシュアウトして

しまう分をコロナ対策融資で補填するような状況である。 

 多くの企業にとって、コロナ対策融資を受けて借入が増加し、一方で売上が減少し対事業規模におけ

る融資残高の増加は、今後大きな問題になっていくと思われる。そのため、アフターコロナに向けて具

体的なビジョンを持ち、増加した借入の返済計画を事業計画に落とし込むことは非常に重要である。 

 A 社については、長い業歴の中で「不動産を持っていること」「多くの従業員がいること」、つまり潤

沢な経営資源があることが、『事業再構築』へ向けて前向きに進むきっかけとなった。 

 このような状況下で、新たな事業に着手できるということをポジティブに捉え、新事業の事業計画を

立案し、申請をした。その過程で、売上減少分を新事業でカバーすることで雇用を維持できる点、増加

した借入を返済していくためのキャッシュフロー計画が立てられた点、などあくまで計画ベースではあ

るものの、そのような方向性が見えたことが安心感となった。 

 

④重要なのは「あるべき姿」の設定と課題解決策 

 A 社は、もし事業再構築補助金が採択されなくても、新事業には

取り組む予定である。 

 当然補助金を貰えるに越したことはないが、重要なのは「あるべ

き姿」を具体化でき、その方向へ進む具体策（課題解決策）が見え

ていることである。 

 今回、これらが見えたことで、非常に前向きになれたとのことで

ある。経営者がポジティブになれることも非常に重要なことである。 

 

 以上が、A 社のインタビューをもとに作成した、「アフターコロナを見据えた企業の動き」でありま

す。あるべき姿の設定、現状の認識、問題の把握、課題の設定、基本的なことですがこれらが非常に重

要ですね。 

次回は、金融機関の考える「アフターコロナ」について紹介していきます。 

 

 

【北村之寛】 

 

 

アフターコロナを見据えた企業・金融機関の動き 
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 AI、IoT、5G といった新たなテクノロジーが次々と生まれる一方、コロナ禍という大きな環境変化

も起こり、企業の DX（デジタルトランスフォーメーション）は喫緊の課題となっています。本連載で

は経済産業省が昨年 12 月に発表した「DX レポート 2」を軸に、現在、クラウドベンダーでマーケテ

ィングに携わる筆者の経験も交え、DX の本質から具体策を考察します。 

 

・そもそも DX とは？ 

 まず、はじめに、そもそも DX とは何でしょうか？ 2019 年「DX 推進指標とそのガイダンス」に

よれば、下記の通り定義されています。 

“企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズ

を基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企

業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立する” 

 

最近ではシステムベンダーの売り文句として「IT ツールを導入して従来のアナログ・手作業を DX し

ましょう！」といった言葉をよく目にしますが、いわば、これはまだ「デジタイゼーション＝単なるデ

ジタルへの置き換え」であり、DX（デジタルトランスフォーメーション）の前段階にあたるものと言

えます。DX が意味するところの本質はあくまで、①デジタル技術を活用して、②不確実な状況に素早

く対応できる体制・文化へと企業を変革し、③顧客に新たな価値を提供する、ことにあります。 

 

・DX に取り組んでいる企業はわずか 5％という現状 

 「DX レポート 2」で発表された調査データによると、DX 推進に関する取り組みについて、2020 年

時点においても実に約 95％の企業が、未着手～一部部門での実施にとどまっているとの現状が示され

ました。これをもう少し深堀りすると、経営的視点では「危機感・必要性の欠如」「適切なガバナンス」

「DX 人材の育成・確保に関する成熟度」、また IT 視点では「経営のスピード・アジリティ（機敏性）

に対応した IT システムの構築」「事業部門のオーナーシップ」に課題があるとされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 個々の課題については、また次回以降で詳しく見ていきたいと思いますが、ここで私たち中小企業支

援者が何より危惧しなければならないのは「経営者自身の危機感の欠如」であると考えます。国内にお

いては少子高齢化による生産年齢人口の減少、またグローバル的視点においてもデジタル化で大きく遅

れを取っている状況であり、競争力が失われている現状を認識し行動を始める必要があります。 

 

・コロナ禍で見えた解決策の方向性 

 このように我が国の DX は遅れている状況ですが、今回のコロナ禍によってひとつの解決策の方向性

が見えたようにも思います。それは「経営トップの判断」です。 

昨年の緊急事態宣言発出により、テレワーク導入企業は 1 ヶ月で 2.6 倍にまで大幅に増加しました。

これはいかなる状況にあっても、強力なリーダーシップがあれば大きな変化を短時間で起こすことは可

能であるという証左でもあります。「危機感を認識し」「やればできる」というマインドのもと、次回以

降で具体的な DX の進め方を探っていきます。 

【田中 将統】 

 

「ＤＸレポート２」から読み解く中小企業のデジタルトランスフォーメーション 

出典：DX レポート 2｜デジタルトランスフ

ォーメーションの加速に向けた研究会（令和

2 年 12 月 28 日） 
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神奈川県協会の会報である「コンサルかながわニュース」は、これまで会報委員の皆さんや、県協会

の各部からの寄稿記事を掲載してまいりました。一方で、2020 年度の会員アンケートの結果から、「自

分で情報発信をしたい」と考えている会員の方が一定数いらっしゃることも分かりました。 

 

そこで今般、ご自身の研究テーマや活動内容等についての記事を発表する場を、会報の中に設ける

ことと致しました。多くの皆さまにご参加いただくことによって、会報をより多様な情報発信の場にす

ることが期待できると考えております。 

 

記事のテーマについては問いません（当然、①公序良俗に反しないこと、②他者・他機関等への誹謗

中傷を行わないこと、③特定の営利団体・宗教団体等への勧誘を行わないこと等、社会通念上相当であ

ると考えられる条件はございます）。 

執筆いただく記事の分量は、原則約 1,400 文字（Word で A4 1 枚程度）です（内容によってはご

相談に応じます）。 

なお、寄稿いただいた記事について、内容の変更をお願いする場合がありますので、あらかじめご

了解ください。 

 

次回、10 月号から掲載を開始したいと考えておりますので、ご興味のある会員の方は、以下の内容

について、メールで、kikaku@sindan-k.com まで送付をお願い致します。10 月号掲載の締め切りは

10 月 11 日（月）23:59 までとさせていただきます。 

ご質問等がございましたら、上記メールアドレスにお問い合わせ下さい。 

 

① 氏名（ふりがな） 

② 診断士番号 

③ 記事の原稿 

 

皆さま、奮ってご応募下さい。どうぞ宜しくお願い致します。 

【広報部 鷹野慎太朗】 

 

 

 

 

 

会員の皆様、今年の会報は、7 月より鷹野執行役

員を中心に７人体制でスタートしました。不慣れ

なメンバーですが、皆様にフレッシュな情報をお

届けしたいと思います。 

コロナ禍も 2 年目に入り、身近なところでも感染

例が聞かれるようになりました。コロナのある日

常で自粛疲れもありますが、今一度、気を引き締め

て感染対策をしっかりと講じて日々の活動に取り

組みたいと思っております。一日も早く、もとの自

由な生活を取り戻したいですね。 

      【宮村康彦】 
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