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日頃は協会活動にご理解賜り、有難うございます。 
 新年度に変わり、4 月 3 日に神奈川スプリング・シンポジウムを開催しました。神奈川県協会への加
入をご検討されている診断士の方にご参加頂きました。そして、今年度の新入会員の方は、今後とも、
末永く宜敷くお願い申し上げます。 
 
 当協会は、「新たに診断士ワールドに飛び込む」方に対して、様々な、「学びの場」を提供しています。
これらの場には、コンサルティングスキルの習得や知見を拡げるだけでなく、小規模・中小企業に寄り
添う支援者としてのマインドを感じ取る事ができます。現在の中小企業診断士には、「一方通行で企業
を指導する先生業」の姿勢では通用しません。あくまでも、中小企業基本法に記載されている診断士の
役割を寄り添って支援する姿勢が重要であると考えます。テクニックよりも重要な「クライアントを尊
重し親身に真摯に応える」姿勢が、支援企業や支援機関の信頼を獲得できる重要なファクターですので、
これから、または将来、診断士業として独立される方は当協会の活動に多く携わって頂き、診断士とし
ての素養に磨きをかける一助となれば幸いです。 
 
 当協会は、一般社団法人化する以前から起算すると、(一社)中小企業診断協会の神奈川支部として発
足し、今年度で 65 周年を迎えます。私は 2011 年に当協会に入会し 11
年目を迎えました。当時は会員数が 200 名強であったものが、現在では
580 名を超えるに至りました。期首会員データを確認しましたところ、
10 年を超えて当協会に継続加入して頂いている会員は 110 名(うち 26
名は 20 年超)でした。諸先輩方には、⾧年にわたり協会活動にご協力と
ご理解を賜り、感謝申し上げます。 
 
 諸先輩方が築いてきた協会活動の歴史を礎に協会活動を更に発展させ
るとともに、当協会が、会員のみなさまにとっての「サードプレイス」と
なる様に運営していきたいと心掛けています。 
 
 

【天満正俊】 

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）２０２２への当協会としての出展は、今回で１６回目
となります。本年は初のリアル&オンライン出展を行い、リアルでは無料経営相談と経営セミナーを実
施、オンラインでは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３５名、事務局
メンバー５名、計４０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対
策実施の下、今回は令和 3 年 2 月２日（水）～４日（金）にパシフィコ横浜にて開催となりました。ま
た 2 月 2 日（水）～2 月 10 日（木）までの期間は公式 HP にてオンライン展示が行われました。リア
ル&オンライン開催ということで、リアル出展単独・オンライン出展単独の時よりも開催前の準備作業
は倍の量がありました。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、前年
に引き続き、Slack を活用しての準備となりました。 
 
＜主な取り組み＞ 
・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 上でオンライン実施も準備。 
・事前の広報に力を入れ、以下の取組を実施しました。 
 －当協会 Facebook アカウントにて週２～３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 
・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 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                            
 

リアル&オンライン双方へ誘導可能なチラシ        画像は FaceBook 投稿の一部 
                                            （この記事は 3000 人以上の方に 

お読みいただきました） 
 
 

令和３年度 テクニカルショウヨコハマ 2022 の報告（会員支援 1 部） 
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協会 HP にて公開したセミナー動画の一欄           リアルセミナー一覧（2/2・2/3 分） 

             
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、山本邦雄会員による「中小企業が導入すべき DX プラッ
トフォームとは」を作成・配信し、多く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 1297 回（3/21 現在）の再生をいただくことが
できました。 
 

リアル開催についてはまん延防止措置下でもあり、来場者数は一昨年の 1/3 以下であり、周囲のブ
ースもほとんどが無人という環境でした。経営相談については一昨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、セミナーからの誘導が功を奏し多
くの相談を頂くことができました。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」とのお声をいただいており、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、協会として継続して真摯に対応する予定です。 
 

初のリアル&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が、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、多くの方の協力を
いただき、様々な取り組みを行うこともできました。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。 

事務局メンバー 
藤井寿隆・藤野武史（令２会） 
伊藤裕之・堀江康彦・三嶋沙織（令３会） 
会員支援１部  
執行役員/阿部暁子・鈴木崇史、 
理事/齋木真紀子・渡邊一弘 

【阿部暁子・鈴木崇史】 
 



 

２０２２．４．30 No,１１０ - 4 - 

 
 

2022 年 4 月 3 日(日)かながわ労働プラザにて神奈川スプリング・シンポジウム 2022 を開催しまし
た。毎年、同期会が中心となって企画運営を行う、入会を検討中の中小企業診断士の皆様や既存会員の
方に向けて当協会の活動を紹介する春のイベントです。今回は前年度の同期会、令３会が中心となって
イベントの企画・運営を行いました。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
ました。かながわ労働プラザおよびリモートからの発表を Zoom webinar によるインターネットで配
信するとともに、ブレイクアウトルームを活用したオンライン相談会を実施しました。 
 
■プログラム(14:00～17:00)  
第１部 
・会⾧挨拶［天満会⾧］ 
・神奈川への招待［清見副会⾧］ 
・かながわ士会紹介［貝吹理事⾧］ 
・新入会員支援[齋木理事・平鹿理事] 
・同期会紹介[北村会員] 
・入会更新について[坂本事務局⾧] 
第 2 部 
・活動紹介パネルディスカッション[パネラー:牧野会員、金谷会員 モデレーター:織田会員] 
・登録グループ/委員会活動紹介[17 登録グループ、６委員会] 
第３部 
・Zoom 相談会・交流会（ルーム覧:「入会相談(企業内診断士向け）」、「入会相談(独立診断士向け）」、
「同期会」、「資格取り立て診断士ルーム」、「独立開業したい診断士ルーム」、「ベテラン診断士ルーム」、
「かながわ士会」、「入会事務手続き」、「パネラー部屋」、「AI ビジネス研究会、」、「マーケティング実践
研究会」、「神奈川飲食店研究会」、「神奈川医療介護経営研究会」、「かながわ☆ガチコン研究会」、「かな
がわ再生承継研究会」、「かながわサポートセントラルチーム」、「かながわ☆はとば会 」、「健康経営支
援プロジェクト」、「湘南診断士ネット」、「強み経営研究所」、「パラレルキャリア研究会」） 
 
■『「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、新人診断士が最も興味のある「診断士の歩き方」を伝えるコン
テンツを用意し、入会検討者の皆様のニーズにこたえる。同時に、「オープン＆フラット」で会員同士
が立場や年齢を超えてコミュニケーションをとれる環境や、やりたいことに取り組める雰囲気、充実し
た研修制度、良さを伝え「神奈川で診断士の第一歩を踏み出すこと」をアピールしました。 
■登録グループ/委員会活動紹介活動紹介では、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。17 登録グループ、６委員会が活動内容を参加者に伝えました。 
■相談会は Zoom のブレイクアウトルームに協会、入会手続き、先輩診断士の相談、士会、同期会、登
録グループなどテーマ別に 20 ルームを設け、参加者が自由に行き来できる形式としました。 
■243 名(うち入会検討者 136 名)の事前登録があり、第１部、第２部のウェビナーに 203 名(ユニー
ク参加者数)が参加しました。Zoom 相談会・交流会はのべ 154 名が参加し、多くの入会検討者が交流
を図れたと思います。 
■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、秋のオリエンテーション、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。        【上原航平・岩舘侑子】 
■HP もあわせてご参照ください https://sindan-k.com/support/newface/ 

 
 
 
 
 
 

 

スプリング・シンポジウムの報告（会員支援１部） 
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登録グループ
は、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、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
ご紹介も兼ねて、
登録グループの
活動概要をご紹
介。 

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 名以上の
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。【佐藤・杉本】 
 

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
2019年設立のフレッシュな研究会で、多様なメンバーと精力的に活動しています。未来のビジネスづくりに興味がある方募集中で
す!参加要件は「解決できていない経営課題・業務課題がある」ことだけ。意欲があれば経験不問です。もし、この紹介文を読んで
興味を持ったら、オブザーバーとして遊びに来ませんか?お待ちしています。

EMS認証取得支援プロジェクト
環境経営マネジメントシステムに関心のある人、経験者などを全力でサポートし、エコアクション21の審査員資格取得及び実際の審
査の課題解決を応援します。私たちは、環境課題について、世界的な潮流や国内での現実を学びながら、中小企業経営者の環境
経営を支援し、SDGｓの実現に貢献します。

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。海外ビジネス未経験の方も歓迎しています。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。

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。見学・お試し参加歓迎。医療・介護関係の知識を身に着けたい、実際の支援を行いたい方を募集しています。

神奈川飲食店研究会
通常行う創業や経営改善などの診断も、ターゲットを絞り込んだ具体的な討議は、他の業種に対しても活かせる部分があると感じて
おります。企業内から独立の方、将来的に飲食店の診断業務をやってみたい方など様々な方の参加をお待ちしています

かながわ☆ガチコン研究会
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。見学・お試し参加歓迎。医療・介護関係の知識を身に着けたい、実際の支援を行いたい方を募集しています。

かながわコンテンツ創造研究所
診断士の資格を超えていく!必要なのはオリジナルコンテンツだ!私たちは、診断士として社会に貢献していくため、自分のオリジナルコ
ンテンツを磨き、魅力的にプレゼンテーション出来ることを目指しています。まずは、気軽に覗きに来てください。診断士の皆さんのが必
死に作ったオリジナルコンテンツを発表し、皆が真剣に聞き、真剣にダメ出しし、真剣にアドバイスするそんな熱い会です。

かながわ再生承継研究会
中小企業のゴーイングコンサーンを支援する我々中小企業診断士にとって、事業の再生と承継に関する正しい知識を身に着け、実践
していくことは、責務であると考えます。求める人物像:やる気・責任感のある人。知識や経験は不問ですが、入会後の自助努力は
必要。独立・企業内不問。将来的に独立を考えている人は勿論、企業内でも診断士活動を通して世に貢献したいと考えている人。

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。ブログ
記事・定例会の発表内容は中小企業施策にとらわれずに、経営管理、マーケティング、ものづくり、IT関係、法律など幅広く取り上げ
知識の共有をはかっております。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!　はとば会は診断士の「4ｔｈ　Ｐ
ｌａｃｅ」。イベントにより会員以外の士業仲間を誘っての参加も可能です!

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。

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。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。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
企業にとってITは成⾧するためのひとつの手段です。でも、とてもパワフルな手段です。私たちは、ITのビジネスでなく、 ビジネスをITで
サポートすることを大切なミッションと考えています。それが「ビジネスIT研究会」の名前に込めた思いです。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。
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【専門道場とは】 
 

「専門道場」は今年度新たに開始した研修企画で、今回はその 2 回目が開催されました。昨年度から
継続して実施している「新実践塾」が事例を通じて現場力を磨く参加型講座なのに対し、「専門道場」
は専門力の深掘りを狙いにした講義形式の講座を目指しています。 

診断士が「今」関心をもっているテーマを取り上げ、その分野に知見のある方を会員から募って講師
になっていただいています。 
 
【第２回専門道場の概要】 
 

今回のテーマは「ネットショップを立ち上げたい、と相談された時の対応」です。村上知也会員に講
師を務めていただき、2 月 8 日（火）19 時からオンライン（Zoom を利用）で開催いたしました。 

コロナ禍の下で、ネットショップには業種を問わずに切実なニーズがあるのではないでしょうか。同
時に、専門知識がないとどこから手を付けて良いかも分からないハードルの高さがあります。この難し
いテーマに、村上会員はときに実例を交えながら、ときにマーケティングの基本と関連付けながら大変
わかりやすい解説をしてくださいました。 

講義を通じて、ネットショップでは目標設定や段階的な展開が重要なこと、それを経営者に理解して
もらうことが支援のポイントになることが良く理解できました。また、開設方法の比較、費用構造、お
勧めの開設方法など実践で役立つ情報も満載で、密度の濃い 1 時間となりました。 

申し込み者は 41 名。定員を設けなかったこともあり、スターターキットを除くと今期最大の人員で、
今年入会の会員から 2005 年入会の方まで幅広い年次の方にご参加いただきました。 

アンケート結果も大変好評で、「小規模事業者の身の丈にあった具体策ばかりで参考になった。」「EC
サイトを超えたコンサルの心得的なことも伺うことができ大変勉強になった。」といったコメントをい
ただきました。 
 
【今後に向けて】 
 

今年度「専門道場」を実施して、専門力深掘りという方向への手応えを感じることができました。本
講座は来年度も継続の方向で検討していきたいと考えています。 

充実した研修が実現できたのは、講師の熱意に負うところが大きかったと感謝しています。会員が講
師を務めてくださり、想いのこもった講義をしてくださることが神奈川県協会の研修の素晴らしいとこ
ろです。来年度、テーマ募集、講師募集の際は、皆さんからのご応募を心からお待ちしています。 

勿論、受講生としての応募もお待ちしています。 
皆様にとって有意義な研修となるよう来年度も企画・準備を進めてまいりますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 
【平鹿一久】 

 
 
 

 
新実践塾は、9 月から毎月 1 回の開催で、今回の第 5 回目で今年度の最終回を迎えました。 
前半は事例を中心とした講義、後半は事例にそった課題についてグループワークという構成も定着し

てきました。WEB 会議システム（Zoom）のブレイクアウトルームを利用したグループワークでは、皆
さん熱心に発言いただいています。講師のご尽力のおかげで、各回にわたって、実践的な講義と活発な
グループワークが好評をいただきました。 
5 回目の概要をご紹介します。 
 
＜第 5 回＞ 
開催日:1 月 23 日(日)、講師:染谷 勝彦 会員、受講申込人数:19 名 
テーマ:「事例で学ぶ事業再生・経営改善入門」 
 

本格的に事業再生に取り組むにあたって、事業再生の意義と診断士としての心構え、金融機関との付
き合い方、改善の取り組み方等について講義いただきました。さらに、実践的な設定のケースを使い、
グループディスカッションを通した受講者同志の掘り下げと、染谷講師の経験を踏まえた纏めにより理
解を深めました。 

受講者からは、「経営者や従業員と真剣に向き合い寄り添っていくかが最重要だということを改めて
認識した」「机上のケーススタディ思考ではなく、その施策が本当にできるか?との視点での真剣味が
不足していたと気づかされた」といった反響をいただきました。 

【内田稔】 
 
 

専門道場（第２回目）の報告（会員支援２部） 

新実践塾（第５回目）の報告（会員支援２部） 
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令和 3 年度のマスターコースは「中小 M＆A における中小企業診断士の役割」というテーマで全 4
回にわたる講義を開催しました。コロナ禍前より認識が広がり始めた中小 M＆A ですが、令和 3 年 4
月に「中小 M＆A 推進計画」が取りまとめられ、8 月には M＆A 支援機関に係る登録制度が制定される
など、政策的にも注力されている分野です。今年度のマスターコースでは中小 M＆A を取り巻く現状と
今後中小企業診断士に求められる役割を理解し、支援の実践に繋げられるよう基本的な知識を学びまし
た。 

お申込み受付開始よりご好評いただき、最大定員の受講申し込みとなり、第１回、第２回は感染拡大
予防に十分注意しながら会場で開催し、受講生同士の横のつながりも深めていただきました。第３回、
第４回はまん延防止等重点措置の発令によりやむなくオンラインでの開催となりましたが、ブレイクア
ウトルームを活用したグループワークでも活発に意見交換がなされました。欠席者や復習を希望される
方に向け、各回の講義を期間限定で録画配信も行い、テーマ選定や各講師の講義、運営など、講座全体
を通じて受講生には大変好評をいただきました。会員支援２部では来年度もマスターコースの企画・開
催を予定しています。ご興味のある方はぜひ会員支援２部からのお知らせをチェックしてくださいね! 
 
― 令和 3 年度マスターコース「中小 M＆A における中小企業診断士の役割」各回の概要 ― 
＜第 1 回＞ 
開催日:11 月 27 日(土) 会場:神奈川県中小企業センタービル 13 階 第１会議室 
テーマ①:「中小 M＆A の現状と施策の理解」 

講師:関東経済産業局産業部 中小企業金融課課⾧ 堀内 雄介 氏 
テーマ②:「M＆A 支援機関の業務」 

講師:神奈川県事業承継・引継ぎ支援センター 統轄責任者 平野 雅之 氏 
テーマ③:「中小 M＆A の実例と中小企業診断士に期待される役割」 
  講師:株式会社きらぼしコンサルティング コンサルティングユニット プリンシパル 小澤 征也 氏 
  講師:かながわ信用金庫 経営サポート課 田中 武志 氏 
 
＜第 2 回＞ 
開催日:12 月 19 日(日) 会場:神奈川県中小企業センタービル 13 階 第１会議室 
テーマ①:「中小企業診断士が支援者を担う際のポイント」 

講師:株式会社バトンズ パートナーコンサルティング部 中山 あかね 氏 
テーマ②:「中小 M＆A 支援における勘所」 

講師:ピナクル TT ソリューション株式会社 代表取締役社⾧ 世良 聡 氏 
 

＜第 3 回＞ 
開催日:1 月 29 日(土) 会場:Zoom を用いたオンライン開催 
テーマ①:「中小 M＆A における財務 DD の勘所」 

講師:公認会計士 植村 泰弘 氏 
テーマ②:「中小 M＆A における法務 DD の勘所」 

講師:渥美坂井法律事務所 弁護士 鈴木 則央 氏 
テーマ③:「中小 M＆A における事業 DD の勘所」 
  講師:コンセイユ・モビリエ 代表 井上 真伯 氏 
 
＜第 4 回＞ 
開催日:2 月 12 日(土) 会場:Zoom を用いたオンライン開催 
テーマ①:「M＆A の事例の紹介とグループディスカッション」 

講師:エキスパート・リンク株式会社 代表取締役 藤田 隆久 氏 
テーマ②:「ケーススタディとグループディスカッション」 

講師:株式会社レヴィング・パートナー シニアコンサルタント 原田 総介 氏 
【荒井ゆき】 

 

マスターコース（第３回～４回）の報告（会員支援２部） 
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今回は、独立して 4 年目を迎える丸田佐和子様にお話を伺いました。 
丸田様からは、仕事内容だけでなく日頃から意識していること等、読者の皆様も大変参考になるお話を
頂きました。是非、最後までご覧下さい。 
 
●今のお仕事内容について教えて下さい。 

前職にて地方銀行に勤務し、融資や経営改善を中心とした法人営業の経験
をしました。その経験を活かし、補助金や融資の支援等、資金調達の支援をメ
インに行っております。また、神奈川県の公的機関で創業・ベンチャー支援に
携わっており、事業がしっかり軌道に乗るよう販路開拓等、経営者と伴走し
て支援を行っております。この他には商工会議所や信用保証協会の専門家派
遣のお仕事にも携わっております。 
 
●「経営者と伴走して」という言葉が印象的でしたが、伴走する上で特に意識
することはありますか。 
1 つでも多く、経営者が気付いていない客観的な視点での提案や助言を意識
しております。 
顧客からのオーダーに応えることも大事ですが、経営者との対話を通じて課
題に対して多角的な視点で提案できるのではないかと考えることも大事で
す。例えば、事業承継の相談を受けた際、事業承継の提案と併せて会社の事業
計画を後継者と一緒に伴走して考えました。事業を承継するまでのプロセス
である事業承継計画を考えることも大事ですが、事業承継した後、どんな会
社にしたいと考えているのか、つまり会社の事業計画自体を考えることは非常に重要です。 

このように、当初の顧客からのオーダーだけでなく一緒に伴走して対話を重ねることで見つかった経
営課題に対する提案も行い、より付加価値の高い提案ができるよう意識しております。 
 
●神奈川県中小企業診断協会の魅力を教えて下さい。 

風通しが良く周りの診断士との距離が近い組織であり、自然体で活動できるのが魅力です。 
同期会（平 30 会）の繋がりも強く、コロナ前は懇親会を行う等、同期同士で交流を深めておりました。
今も同期とは仕事で繋がりがあり、同期会で知り合った女性診断士が私と住まいが近いこともあって、
意気投合し今も一緒に仕事をしたり情報交換したりしております。この他の同期も皆さん強みがあるの
で、他の会員にも声を掛けながら仕事ができることは今の私の財産です。神奈川県の協会を通じネット
ワークが広がり、今の仕事にも生きております。 
 
●今後の抱負について教えて下さい。 

コロナ禍で資金繰りが厳しくなる企業が増えると思うので、私の強みを活かし 1 社でも多くの企業
の資金調達や経営改善の支援ができるように頑張りたいです。私は独立して約 3 年になりますが、今ま
では目の前のことを何でも前向きにチャレンジしておりました。3 年が過ぎ多くのことを経験できたの
で、今後は原点に戻り自分の強みを活かした支援にシフトしていきたいです。 
 
●今後独立を考えている診断士に向けたメッセージを教えて下さい。 

仕事を円滑に行うためにも人脈形成が大事だと思います。人にもよるかもしれませんが、独立したら
孤独に感じる場面があります。何かあった時、仕事の相談ができる仲間がいることは非常に励みとなり、
誰かに相談しながら仕事を進めることで違う視点での意見やヒントが得られたり、効率が良くなるだけ
でなく、結果的に事業者様のためにもなることが多いです。案件の紹介だけでなく、仕事を円滑に遂行
するためにも人脈形成が大事であると思います。 

 
●終わりに 

丸田様のお話を通じて、「伴走支援」という言葉が特に印象的でした。経営者に寄り添い、経営者と
一緒に伴走しながら支援をすることが大事だと強く感じました。また「伴走支援」は、経営者に限らず
同期の診断士等、診断士と一体となり支援する形もあると気付きました。 

【金谷 浩司】 
 

令和を築く診断士（診断士・経営者が一体となった伴走支援） 

＜プロフィール＞ 

 2017 年診断士登録 
 独立診断士 
 丸田コンサルティングオフィス代表 

 起業家や地域企業の新事業展開にお

けるビジネスプラン作成、資金繰り、

販路開拓を中心に幅広いサポートを

行っている。 
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診断士として⾧くご活躍されている先輩から、その経験やノウハウを学ぶ『診断士の匠』。今回は経
営コンサル・アライアンス SOAR の代表で独立診断士の折笠勉さんにお話を伺いました。 
 
・現在の主なお仕事内容を教えてください 
 最近は東北の復興支援案件に携わっています。私は医療介護業界がバ
ックボーンなので、震災で被害を受けた地域に戻ってきたお医者さんの
建物や機械など環境を整える支援をしています。 
 そのほか、神奈川士会で補助金関連のお仕事や、信用保証協会の案件、
福祉サービスの第三者評価などを行っています。 
 
・診断士になったきっかけは? 
 もともと、病院の臨床検査を請け負う中小企業で役員をやっていたの
ですが、ある時に大口の案件を大手さんに持っていかれ会社が傾きかけ
たことがありまして。そのときに経営のことを何も知らないなと自覚し
ていろんな研修会に参加していたのですが、そこで診断士の方に出会っ
てお話を聞いているうちに「これはいい!」と思ったのがきっかけです。
次の日には予備校に申し込んで通い始めていました（笑）。 
 
・独立されたのはいつですか? 
 開業は 2014 年、62 歳のときです。年齢的には若くないですが、中小企業の経営者として財務から
人事までオールラウンドの対応が求められ、その時の経験と試験勉強で学んだことを実践して「ちゃん
と手を打てば会社は潰れない」という実感を持っていたので、そういった経験は自分の強みとして活き
ていると思います。 
 
・診断士として仕事をするうえで、大切にしているポイントはありますか? 
 仕事のポートフォリオを作ることが大事だと思っています。ひとつの仕事に偏りすぎると波があるの
で、たとえば私の場合は保証協会や補助金の仕事などいくつかの柱を作り、収益を安定化させていくこ
とを心がけています。 
 
・ポートフォリオを作るために、仕事の幅を広げるコツはありますか? 
 なるべくニッチな専門性を持っておくのがよいと思います。私は名刺の表に「医業経営コンサルタン
ト」と入れていますが、そうすると過去に出会った人から、ある日、急に医業系の相談がくることがあ
るんですよね。また逆に私も、名刺交換で「○○の専門家」など書いてあると一応取っておいて、自分
があまり詳しくない業界の案件がきた際に相談したりして経験を広げていきます。 
 中小企業診断士という肩書は、言うなれば「普通免許」のようなもので、仕事を頼む方からすると「大
型」とか「自動二輪」とか、そっちの方が知りたいはずですから。 
 
・神奈川県協会の魅力を教えてください 
 私は東京と千葉の協会にも入ったことがあるのですが、それらと比べると神奈川は人間味があって、
とてもフラットな雰囲気があると感じています。協会にはこれまでお世話になってきたので、私も今後
は若い人を育てるお手伝いをしようと思い、実務補習の指導員や登録グループの神奈川医療介護経営研
究会で医療業界の話を伝えています。 
 
・これからの若手診断士にメッセージをお願いします 
 若い人は、どんどん前に出てゆくギラギラ系になってほしいと思います。中にはそういうのを嫌う人
もいますが、いくら頭が良くても推進力がないと前には進まないので、ぜひギラギラしてほしいです。
そこで失敗して覚えて、角が取れてくるとバランスのいいコンサルタントになれるはずです。 

【田中 将統】 

診断士の匠（ニッチな専門性を武器に仕事の幅を広げる） 

＜プロフィール＞ 
 2012 年 診断士登録 
 経営コンサル・アライア

ンス SOAR 代表 
 独立診断士 
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【はじめに】 
コロナ第 6 波はピークを越えたようですが、サプライチェーンの混乱や物価上昇などの影響もあり、

各種支援機関において資金繰りの相談は依然として多いようです。今般、齋木会員支援１部理事ととも
に、金融支援含め幅広く経営支援を担う横浜市信用保証協会様より、事業者様の状況・景況感などをお
伺いしました。ご対応いただいたのは同協会で専門家派遣事業を所掌されている経営支援部経営支援室
⾧真谷様、課⾧補佐の谷治様です。 
 

＊＊＊＊ 
 
－貴協会の方針・特色など、ご紹介お願いします。 
 

横浜市信用保証協会は、信用保証協会法に基づいて設立された認可法人で、中小企業・小規模事業者
が借入をするときの「公的な保証人」となり、事業資金の調達をスムーズにする役割を担っています。
全国で 4 番目に発足した歴史のある保証協会で、市内に 4 拠点を構えています。2021 年度にはコロナ
禍で厳しさを増す事業者への支援を強化するため、経営支援室を新設（総勢 21 名）しました。 
 

また、総事業者数に対する保証供与先の比率（保証利用度）は全国平均では約 40%であるのに対し
市内では約 35%にとどまっていることから、市内での保証利用度を高めることが課題のひとつと捉え
ています。そこで、当協会に親しみを持ってもらい、認知度を高めるため、イメージキャラクター「ハ
マ福」を制作しＰＲ活動を強化しています。 
 

 

 
 
－保証供与の動向から、最近の事業者様の経営状態をどう見られていますか? 
 

保証承諾金額は 2018 年まで減少傾向にありましたが、2019 年度は風災害の保証制度利用等により
増加に転じ、2020 年度はゼロゼロ融資等コロナ関連の保証制度の利用が急増したことにより保証承諾
額は約 5500 億円と増加、保証債務残高も対 2018 年度でほぼ 2 倍の約 6500 億円と積みあがりまし
た。 
 

2022 年度は伴走支援制度を中心に推進していますが、前年度までに当面の資金手当てはほぼ済んで
いる事業者様が多いこともあり、資金需要は当面そう伸びないと見ています。 
 
 
 
 
 

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（４） 
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一方、代位弁済金額は、ここ数年、減少傾向にあ
り、2021 年度見込みでも 35 億円と低い水準で
す。資金が行きわたっており事業者がコロナ禍に
耐えているとみています。2022 年度以降の見通
しは立てづらい状況ですが、方向感としては、増
えると想定します。国際情勢不安、物価上昇等か
ら資金繰りに厳しくなる事業者が増え、リーマン・
ショック時以来の増大となることも懸念していま
す。当協会としては、経営支援によって、事業者の
倒産をどう抑制するかが課題となります。 
 

業種別では、売上減少幅が大きい飲食店では協
力金の助けもあって廃業や倒産は比較的抑えられ
ていますが、飲食店向け卸売業などで倒産件数増
加の兆しもあり注意しています。 
 
 
－経営支援の中でも、専門家派遣事業に注力していると伺っていますが、どのような状況でしょうか? 
 

金融機関経由で申し込みのあった事業者の支援に、診断士にはいってもらい、経営改善・事業計画策
定支援を行います。2020 年度は資金繰り支援を優先したため専門家派遣は抑制的な運用でしたが、
2021 年度では従来比、倍増ペースの約 200 社まで派遣先を増やしています。横浜・野毛の老舗料理店
「叶家」のようにコロナ禍で一度閉店したものの、営業再開にこぎつけた事例も出てきています（神奈
川新聞 2021 年 10 月 19 日付）。今後ともさらに専門家派遣を増やしていきたいと考えています。 
 

専門家派遣は、他の支援機関からも同様に提供されていますが、当協会の専門家派遣事業の特徴的な
ところは二点あります。一点目は、本業の経営改善支援と同時に金融支援を行えるというところです。
新規融資を入れるだけでなく、場合によってはリスケをしながら、経営・事業を立て直すというアプロ
ーチで事業者から評価されています。経営サポート会議（いわゆる、バンクミ―ティング）も用意して
います。二点目は、専門家派遣の終了後にフォローアップをしっかり行い、専門家とともに、継続的な
関係を構築していくことです。3 年間は定期訪問するフォローアップ支援をメニュー化しています。 
 
 
－いま、お伺いした専門家派遣以外にも、診断士の日フェスタ、テクヨコなどで幅広く連携させていた
だいております。診断士との連携の状況や期待などはいかがでしょうか? 
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まず、広報活動での連携強化です。たとえば、専門家派遣
事業については、利用した事業者様から高い評価を受けてい
るにもかかわらず、利用実績は累計で 1 千社にも届かない状
況です。経営者は一般に、経営は自分一人でやるものと思いが
ちで、社外からアドバイスを受けるという発想はあまりみら
れません。そこで、診断士からアドバイスをもらうことが常識
で、その入り口として専門家派遣を利用する、というふうに周
知していきたいと思います。専門家派遣事業に限らず、その他
の施策も含め、いろいろな支援機関が声を上げ、各種イベント
なども通して、時には共同で啓蒙活動を推進していきたいと
思っております。 
 

次に、専門家派遣事業での連携をさらに深めるために、診断士の方々に期待するところについて二点
述べます。一点目は、当協会の強みは経営支援と同時に金融支援ができることです。そのため、事業分
析に加えて、資金繰りの把握・改善にも目配りしたアドバイスをいただけると大変ありがたいです。具
体的には事業者へ資金繰りの重要性についての説明や資金繰り表の作成の指南なども考えられます。二
点目は、実行支援までの踏み込んだ対応です。たとえば、売上を伸ばしたいので HP を活用しようとい
う場面にしばしば遭遇しますが、小規模な会社であれば、HP を持っていない、持っているが更新して
いないということが多いです。そこで、簡易なツールを紹介するなどして、作成をガイドしていただく
と事業者に喜ばれると思います。 
 
 
－最後に、診断士へ一言、お願いします。 
 

当協会は、信用保証と経営支援を通じて、中小企業の「明日」を応援し、横浜経済の活力ある発展に
貢献していきます。しかしながら、当協会が単独でできることは限られています。診断士の皆様の力も
お借りして、ともに、事業者様を支援していきたいと思いますので、今後とも、ご協力のほど、よろし
くお願いします。 
 
＊＊＊＊ 
 
【おわりに】 

横浜市信用保証協会様が金融や市内事業者の経営に対して、大きな役割を果たしていることを再認識
いたしました。また、専門家派遣をはじめ、診断士の活用にも前向きなお話をいただきました。事業者
様への広報活動などでも、連携させていただく機会も多くなりそうです。弊職も保証協会の動向につい
て、引き続き関心をもっていきたいと思います。 
 

最後に、年度末の慌ただしい時期にご対応いただいた、真谷室⾧様、谷治補佐様のご厚意に御礼申し
上げます。 
 

【宮村康彦】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

専門家派遣の利用者アンケートから 
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前回は、現行ホームページを集客に役立つサイトにするために、見込客と定めた読者に向けて、価値
のあるコンテンツを作成し、情報発信するための手法について紹介しました。今回は、見込客となる読
者を増やすために、検索エンジンや SNS からの流入を増加させるための手法について紹介します。 
なお、これまで同様、BtoB 企業向けのホームページ活用支援を対象とします。 

 
１．アクセス分析により自社サイトの現状を見える化する 
実店舗ならば、出店にあたって、毎日の来店者数を観察して目標との差異を分析すると思います。さ

らに来店者の店内行動を観察して棚割りを見直すと思います。ホームページでは、ツールさえ導入すれ
ば、ほぼ自動で、ホームページへの来訪者数やホームページ内での来訪者の行動を分析することができ
ますので、ツールを使わない手はないと思いませんか? 
 
主なアクセス分析で重要になるアクセス数、直帰

率、コンバージョン率といった指標を図表１にま
とめておきます。これらは Google アナリティクス
を用いて計測することができます。これらの指標
から現状の課題を把握して、それを基にコンテン
ツを見直した上で、その効果を、定期的に指標を測
定し、確認するといった改善のサイクルを回して
行きます。 
 
改善のための重要な施策は、①検索エンジン対策

を行って、サイトへの流入を増やすこと、②訪問客
をランディングページから直帰させないこと、③
ランディングページから問合せや資料請求ページ
などへの導線を確保することです。 
ランディングページや製品・サービスページに見

込み客が興味を引く記事を配して、問い合わせや
資料請求に至る導線を確保して行きましょう。 
 
なお、自社ではアクセス分析を行える人材がいな

い場合は、我々専門家にご相談頂くことをお勧め
します。ホームページへのアクセス分析ツールの
導入から計測結果の分析と改善の提案まで一気通
貫で支援することが可能です。図表２に主な診断
項目を挙げます。 
 
２．軸となるキーワードを決めて記事を増やす 
自社のキーワードを決めるにあたっては、ラッコキーワー

ドや Google キーワードプランナーなどの無料ツールを活
用することができます。 
 
図表３の例では、ラッコキーワードを使って、メカ設計を

手掛ける企業が、キーワード候補を調べている例です。メカ
設計といったビックワードでは競合が多いので、他のキー
ワード候補が必要です。 
 
ツールを用いて、検索ユーザが、メカ設計とセットで検索

したキーワードを調べることができます。例えば、エレキ設

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４回） 

図表１．アクセス分析で重要になる指標
指標 概要

ユーザー Webサイトを訪れたユーザーの数
新規ユーザー 指定した期間における初回ユーザーの人数
ページビュー数 Webサイト内のページが表示された回数
直帰率 1ページだけ見て離脱した割合
離脱率 そのページからユーザーが離脱した割合
オーガニックサーチ 検索エンジンからの訪問件数
コンバージョン率 「コンバージョン数÷セッション数」で求められ

る割合

評価内容

ターゲット
ホームページのターゲット（企業、担当
者）を明確にしているか?

ターゲットへの情報
提供

自社の強み、アピールすべきポイントが
明確か?

目標成果の設定
ターゲットとなるユーザーにどんな行動をし
て欲しいか明確か?

検索エンジン対策
ユーザが調べたいキーワードをタイトル、
記事に盛り込んでいるか?

外部リンク
自治体、商工会議所などに外部リンク
を設定してもらっているか?

コンテンツSEO
検索流入を増やすために、よくある質問
やコラム記事を設置しているか?

広告
リスティング広告、リターゲティング広告な
どによる集客施策が出来ているか?
製品・サービスを端的に表現するコピー
が真っ先に目に入るか?
顧客の課題や悩み事とその解決策を記
載されているか?

評価項目

コンバー
ジョンの
獲得

各ページ

目標設定

集客力

図表１．アクセス分析で重要になる指標 

図表２．主なホームページ診断項目 

図表３．キーワード候補の選定 
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計といったワードです。この中から、当社に合うキーワードを選んで記事を作成すれば、検索エンジン
からの流入を期待することができます。 
キーワードが決まったら、記事にキーワードを含めながら、記事の量を増やして行きましょう。   

ホームページ立ち上げ直後は、題材となる情報を集めて、記事の量を増やすことに注力します。 
 
３．Youtube、Facebook などを使って新たな流入経路を確保する 
ホームページの記事においては、今までは画像とテキストで組み合わせたコンテンツが主流でしたが、

最近では、YouTube を用いた動画コンテンツが増えてきています。 
 
動画は、画像やテキストでは太刀打ちできない「動き」という強い武器を持っています。特に、製造

業の場合は、Youtube を使って、自社の製造工程を動画で紹介することが、お客様からも分かり易いで
すし、検索エンジン対策としても有効です。 
 
また、従来、SNS は消費者向けビジネス（BtoC）で活用されて来ましたが、最近では企業向けビジネ

ス（BtoB）でも成功事例が出てきています。特に、Facebook は他の SNS と比較するとビジネスでの
活用が多いこと、Facebook 広告はターゲティング精度が、検索キーワード広告よりも高いことから、
ターゲット設定を明確にすれば、安価な広告費用で、見込み客作りに活用できます。 
 
４．シリーズのまとめ 
 ここまで、販路開拓に役立つホームペ
ージの活用支援のポイントを紹介して
きました。全体の流れを図表４にまとめ
ておきます。 
 
アフタコロナの営業活動においては、

ホームページによる情報発信を上手に
使うことは、ますます重要になるでしょ
う。私も、引き続き、本分野において、
中小企業のお役に立てるように、ご支援
に注力していきます。 

【小川 直樹】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表４．シリーズのまとめ 
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連載記事を担当するのは、いよいよ最後となりますが、最後に私が読者の皆様にお伝えしたい内容で
締めくくりたいと思います。コロナ渦、より資金繰りに苦しむ会社様が増えるのではないかと思われま
す。 

如何に売上計画を考えるのかが大事なポイントになります。経営者の方には売上計画を考えることに
抵抗があり自転車操業の状態も少なくないと思われます。しかし、コロナ渦では売上計画を考えないと
経営自体に大きな影響を及ぼすリスクもあり、今後は経営者・診断士が伴走して売上計画を考える必要
があります。今回は、経営者・診断士共に売上計画を考える上で大事にするべきポイントを、金融機関
での勤務経験も踏まえて紹介していきます。 
 
●まずは、過去の実績を振り返る 

未来の売上計画を考える場合にも、まずは過去の決算書を振り返ることが大事です。その際、直近 1
年分の決算書だけでなく、直近 3 年分の決算書を確認します。ただ確認する場合にも単に数字をにらめ
っこするだけでは意味がありません。実際に手を動かしながら、例えばエクセルで比較できるように表
にする等を行います。手を動かし表にすることで、気になる点が出てくるはずです。気にするべき点と
しては例えば数字が極端に増減している、比率が大きく変化している点です。数字が大きく変化してい
るということは、何か原因があるはずであり、その原因が経営を見直す上で欠かせないポイントになる
ことがあります。したがって、未来の売上計画を考える上でも、まずは過去の決算書より自社の状況を
見直すことが最初の一歩となります。 
 
●3 通りで考える数値計画の妥当性 

売上計画を考える上で一番の柱となるのは売上高です。「売上高＝客単価×客数」であり、客単価の金
額について金額の高低で正解がある訳ではありません。一方、客数については集客次第で売上高に大き
く影響を及ぼすので、より正確に考える必要があります。より正確に考えるためにはどうすれば良いの
でしょうか。答えは、「low・middle・high」の 3 通りで考えることです。よくありがちなのは、客数
までは具体的に考え売上計画を算出しているものの、客数の妥当性が曖昧であり、この場合の客数は
「high」だけで考えている傾向があります。ポイントになるのは、「low」「middle」でも客数を考える
ことです。ここまで考えることで、客数を低く見た場合の売上のイメージが分かり、固定費分を賄える
のか、あるいは固定費を賄うため、客単価の向上や客数を伸ばし売上高を増やす必要がある等、事前に
対策を考えることができます。 
 
●供給サイドから考える数値計画の妥当性 
 上記にて、3 通りの視点で売上計画を考えることを説明しました。上記は需要サイドから客数を考え
ましたが、供給サイドから実現できるかどうかを考える、つまり今の社内のキャパシティで需要分を対
応できるのか確認します。例えば、製造業であれば今の機械がフル稼働の状態で、需要が今後伸びてい
くとしても、今の機械だけでは供給できなくなることもあります。また、サービス業でも同様です。歯
科医院が、顧客からの口コミで客数が増加していくと考えても、1 人の歯科医師が対応できる患者数に
は限界があります。このように、どんな事業であれ、供給サイドから本当に想定している客数を対応で
きるのかも考えることが重要であり、今の社内体制では難しい場合には人員の増強や新規設備の導入等
も考える必要があります。当然、それに伴い経費が増えるので収支のバランスから妥当であるのかも考
えます。 
 
●終わりに 
 連載記事の最終回でしたが、⾧引くコロナ禍を踏まえて今後欠かせない視点である売上計画の考え方
を紹介しました。今回で全てを詳しく説明することはできませんでしたが、特に意識するべきポイント
について説明しました。まだ、新型コロナウイルスの⾧期化が続くと予想されますが、コロナ禍でも負
けない企業として売上計画をしっかり組み立てることは欠かせないです。経営者・中小企業診断士が一
緒になり売上計画を考えることで、より精緻な売上計画を作り、経営者自ら売上計画を作ることの必要
性を肌で感じて頂ければ私も嬉しい限りです。                  

 【金谷 浩司】 

コロナ禍で求められる売上計画のポイント 
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これまでの連載記事で、第 1 回目は補助金を活用しコロナ禍を乗り越える企業、第 2 回目はコロナ
禍における金融機関の考え方、第 3 回目は経営改善でコロナ禍を乗り越える企業の紹介をしてきまし
た。最終回となる今回は、中小企業支援の現場における今後の課題について、金融機関の目線を加えな
がら解説していきます。 
 
①補助金を活用しているのはごく一部の限られた企業 

コロナ禍において、様々な補助金の予算が組まれております。実際に私の顧問契約先の企業も事業
再構築補助金を活用し、この危機を乗り越えようと努力しております。一方で、そもそも補助金を活用
できない企業も多く存在しております。 
まず、「そもそもどんな補助金があるか知らない」「どうせ貰えない」などの言葉を非常に良く聞きます。
積極的に情報収集をしている、補助金について詳しい人が身近にいる、といった企業でないと補助金を
活用しようという考えには辿り着かず、実際にそのような企業は少数派です。一方で、毎年のように補
助金を活用している企業もあり、「知っている」「知らない」が非常に大きな差異を生んでおります。 
また、補助金を活用したいが資金の目途が立たないという企業も、私の周りには多いです。補助金は一
旦全ての費用を支払った後、入金となります。しかし、現状で借入過多という判断で金融機関から新規
融資を受けられない、リスケをしており金融機関から融資を受けられない、という企業は多く存在して
おります。つまり、補助金を活用するためには、相応の自己資金がある・金融機関からの融資が受けら
れる、というハードルを越える必要があり、これがコロナ禍において体力がどんどん減少している企業
にとっては大きなハードルとなっております。 
 
②中小企業に対する情報の提供 

補助金を含め、様々な中小企業支援の政策が打ち出されております。一方で、「知っている」「知らな
い」で差異が生まれているという事実があります。そこで、まず中小企業支援の現場における課題とし
て、それぞれの企業にマッチした情報を提供していく体制を作ることが必要と考えられます。資金繰り
に悩む企業・売上拡大に悩む企業・事業承継に悩む企業・デジタル化に悩む企業、など様々な問題を抱
える企業があります。それらにマッチした補助金であったり、融資制度であったりというものは存在し
ます。情報を一気に拡散し、多くの企業に届けることは難しいかもしれませんが、中小企業診断士 1 人
1 人ができることは多いと思います。地道な作業になるかもしれないですが、中小企業診断士だけでな
く、メインバンク・顧問税理士などが顧客企業に対する情報提供を意識すれば、少しずつ変化していく
と考えております。 
 
③必要なのは抜本的経営改善 

補助金は、あくまで経営を良くするための手段です。補助金という手段が取れない企業も多く存在
します。そのような企業にこそ深く関与し、抜本的な経営改善を実施していくことが、中小企業診断士
として私がやりたいことでもあり、今後多くの中小企業が抱える課題であると考えております。「ゼロ
ゼロ融資」の返済が開始されると、非常に多くの企業が資金繰りに悩むと思われます。事業規模がコロ
ナ前と変わらない、むしろ小さくなっている企業も多い中で、借入負担だけは大きくなった企業が大体
数存在しております。金利が掛からないとは言え、ゼロゼロ融資が赤字の補填に利用されたという企業
は多く、元金を返済することができないという事態は至る所で発生すると考えられます。 

まだ補助金を活用することで危機を脱却できる可能性がある企業は良いですが、このような企業は
少数派であり、多くの企業が膨らんだ借入を、悪化した外部環境の中で返済していかなければなりませ
ん。金融機関目線では、既に多くの企業が「借入過多」という状態であり、実際に新規与信に対しては
非常に慎重になっているという実情があります。キャッシュが枯渇した場合は、新規融資ではなく、リ
スケ（条件変更）を迫られるケースが多発すると思われ、実際にそのような企業が既に多く発生してい
るとの情報もあります。一度リスケをしてしまうと、新たな融資を受けるのは非常に大変です。今後、
このような事態が発生し、抜本的な経営改善を必要とする企業がこれまで以上に増加すると考えられま
す。『抜本的な経営改善』、これが中小企業支援の現場において感じる最も大きな課題であり、この課題
を解決できる中小企業診断士を目指し今後も精進していきたいと考えております。  

 【北村 之寛】 

中小企業支援の現場における今後の課題 
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今回は企業自身が並々ならぬ努力を重ねて業況を改善させた企業について、J-Net21 の「コロナ禍で
がんばる中小企業・商店街」より成功を収めた特徴とともにコロナ禍で特に影響を受けた業界である宿
泊業、飲食業を紹介致します。 
 

では最初に『愛犬と泊まれる高級リゾートで「ブルーオーシャン」』に参入した「株式会社湯元舘」
です。ここは、1929（昭和 4）年に雄琴温泉最初の旅館として開業し、1964（昭和 39）年に株式会社
化した老舗旅館。グループ全体で滋賀県と京都府に 6 軒の宿泊施設を運営し、2019（令和元）年のグ
ループ売上高は 23 億円を超えていました。ところが、コロナ禍により海外からのお客様が全体の 4 分
の 1 を占めていたが一気にゼロになった上、国内の団体旅行もゼロになり、旅行会社を経由しての予約
は激減し一定数の予約が入らない日は休業する事態となってしまいました。 
そこで、愛犬家でもある支配人が設計段階から関わり「愛犬と泊まる湖畔の温泉リゾート」をコンセプ
トにした「びわ湖 松の浦別邸」（滋賀県大津市）をオープンさせました。遊休施設となっていた企業
の保養施設を購入して活用したそうで、コロナ禍により宿泊客が激減したなかでの新規事業に対して慎
重な意見もあったが、入念な市場調査に裏打ちされた自信もあり、コロナ禍の真っただ中でのオープン
に踏み切ったそうです。 
 
 その結果、京阪神地区の富裕層を中心に宿泊客が 
多く訪れ、稼働率はほぼ 100％で、リピーターも多 
く、リピート率は 35％ほどとのことです。宿泊中 
の愛犬の写真を自身の SNS にアップしたり、1 泊 
の予定を急遽 2 泊にしたり、チェックアウトの際に 
次回の予約を入れたりするお客様がいて、期待して 
いた以上の満足を提供することや、高級なサービス 
に見合った価格設定をしたこともあり、京都の奥座 
敷・湯の山温泉にある「翠泉」（京都府亀岡市）と、 
ともにコロナ禍での収益の原動力となったようです。 
 
 また、以前からデジタル化の取り組みを推し進 
めており、コロナ禍においても、業務の効率化と 
生産性向上、サービス向上のためのデジタル化の 
取り組みを中断することなく進めており、厨房 
から食事場所まで配膳する自動搬送装置や、予約の 
段階で宿泊客の情報が厨房のモニターに表示される 
システムなどを導入して業務の負担軽減や、食材の 
受発注システムを導入し経費の削減を図ったり、 
脱衣所に設置したセンサーと部屋のキーに搭載した 
IC チップにより、温泉の混雑状況を各部屋でお客 
様のスマートフォンからリアルタイムで確認できる 
サービスを導入することで、よりお客様に快適に過 
ごして頂けるようなことも行っており、どんどん高まってきているお客様が求めるサービスレベルに合
わせて、ハード・ソフト両面でのレベルアップを継続していくそうです。 
 
 このようにコロナ禍により観光業界が壊滅的な被害を受けた中、徹底的な市場調査を行ったうえで機
会を捉え、自社の強みの一つである老舗旅館として高級路線へのブランディングを行い、旅館業の弱み
である労働集約的な部分をデジタル化に推し進めることで業務の効率化を図り、診断士が企業診断を行
う時に使う、クロス SWOT の「強み×機会」と「弱みを克服して×機会」を実践して乗り越えた良い例
と言えるでしょう。 
 
 

コロナ禍だからこそ、成功を収めた中小企業の特徴（第 3 回） 
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    続いては、『弁当と総菜のテイクアウトで V 字回 

復』の「だしダイニング楓」です。ここは、老舗の 
水産加工品メーカー「にんべん」が展開している、 
「だしアンバサダー」に 2018 年 11 月に認定され 
たことを機に、料理研究家として活動を開始した田 
口舞純（たぐちますみ）氏が個人事業主として川口 
駅西口で喫茶店に 6 年間貸していた夫の実家の 1 
階を改装して 19 年 4 月、娘や仲間と開業。 
家族のために手間ひまをかけて、お母さんが作るよ 
うな、だしを利かせた栄養バランスのよい家庭料理 
を提供している飲食店です。 

 
 

新型コロナウイルス感染症拡大のニュースが流れるようになったころから、外食自粛ムードが漂い始
めて夜間の団体予約などが減少し強い危機感を覚え、緊急事態宣言が発令された 4 月は、3 月比で売り
上げが半減。5 月と 6 月も同 25％の減収となり、大きな打撃を受けたとのことです。 
 

 消費税が 10％に上がった 19 年 10 月から、カレ 
ーは持ち帰りできるようにしていたため、テイクア 
ウトサービスを本格的に始める素地はできていた 
こともあり、緊急事態宣言が発令された翌日の 4 
月 8 日に早くもテイクアウトのみの営業にシフト 
し、弁当だけでなく総菜のニーズもあると感じてい 
たことから、夕方には総菜販売を強化したそうで 
す。そして、同時にコスト削減も怠らず、きんぴら 
ごぼうは泥つきのごぼうを洗って手で刻んだり、か 
ら揚げは問屋から仕入れた鳥肉の脂や筋を取り除 
き、1 つずつグラム数を計りながら切り分けるなど、

店内で下処理する工程を増やして支出を抑えたそうです。さらには単価を見直し、売れるメニューに絞
って販売し、こうした自助努力の結果、7 月に V 字回復を達成。8 月も昨年実績を上回る売り上げにな
っていたとのことです。 
 

また、当初から事業計画の作成などで伴走支援を受けてきた埼玉県よろず支援拠点の助言を得たり、
同拠点の PR 専門家にブランディングのポイントやプレゼン時の注意点などのアドバイスを受けなが
ら、川口商工会議所女性会が２０年 2 月 19 日に主催したウーマンビジネスコンテストに参加。大賞
と、来場者の投票で最も支持を得た事業者を称えるオーディエンス賞をダブル受賞したこともあり、多
数のメディアでこの実績が紹介されたことが集客効果を生み、リピーターや新たな顧客獲得につながっ
たようです。 
 
 そして「だしダイニング楓」では、地元の川口駅西口周辺の市場調査を実施してコンビニの袋を下げ
た高齢者が多いことに気づき、調べてみると「孤食」「栄養の偏り」「不規則な食生活」という 3 つの問
題を抱えていることが分かり、高齢者を巡る 3 つの課題—孤食・栄養の偏り・不規則な食生活—の解決
に尽力するとともに新型コロナを通して店の存在意義を見つめ直す好機となったそうです。 
 
 ここでも市場の調査を実施しており、ニーズを探ることはとても重要であることがわかります。また、
コストの削減や公的機関による適切な支援を受けることもコロナ禍で疲弊した時には事業を立て直す
ためには効果的であることがわかります。最後になりますが、SWOT による現状分析、ニーズを把握す
ること、効率化やコスト削減による無駄の排除、公的機関による支援等、診断士として基本的に理解し
ていることを事業者の目線で考え適切にアドバイスすることでコロナ禍という未曾有の危機でも乗り
越えられることが分かりました。                        【鈴木 洋路】 
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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。最終回と
なる今回は、DX の先にある持続的成⾧に向けた中⾧期的取組みについて見ていきます。 
 
・IT 投資を「協調領域」と「競争領域」に分別する 
 DX の最終的なゴールは単なる「業務のデジタル化」ではなく、「デジタル活用による持続的な競争優
位の確立」です。これを実現するためにはまず、IT 投資を「協調領域」と「競争領域」に分けて考える
ことが必要であると、DX レポートは述べています。 
 協調領域とは、たとえば経費精算や備品購買など、必要ではあるが独自性を持つことにあまり意味の
ない業務を指します。競争領域はこれとは逆に、生産や販売・サービスなど、他社との差別化要因とな
り売上や利益を生み出す業務です。DX を進める大きな流れとしては、協調領域は徹底的に効率化・低
コスト化し、貴重な予算や人材を競争領域に投入することで成⾧を図っていくという方針になります。 
 
・協調領域は「標準化」「共通化」を目指す 

これまで日本のシステム開発は、受託開発によるオーダーメイドの自前主義が主流でした。しかしこ
の方式は時間もコストもかかるため導入ハードルが高くなり、これが日本の IT 化を遅らせている原因
のひとつであると筆者は考えています。一方最近では、勤怠管理や経費精算などの業務システムがクラ
ウドサービスとして広く提供されるようになったため、これらを積極的に活用することが効率化への道
筋であるといえます。 
 このとき留意したいのが、カスタマイズは極力避けパッケージによる標準化を図るということです。
よく「ウチのやり方は特殊だから、このシステムじゃ無理なんだよね…」と、IT 導入に消極的な話が聞
かれます。しかし効率化・コスト削減を進めるのであれば、既存の業務フローにシステムを合わせるの
ではなく、パッケージに合わせて業務フローを変えていくといったアプローチも必要になります。だか
らこそ、DX は情報システム部門だけの話ではなく、経営層や事業部門も一体となって取組む必要があ
るのです。 
 またもうひとつ最近では、業界内の他社や地域と協調領域を形成して共通プラットフォーム化すると
いった流れも出てきています。たとえば競合する小売店同士で共同配送の仕組みを構築するといった取
組みは、コスト削減のみならず CO2 削減など社会課題の解決にも貢献します。特に中小企業では、個々
の投資余力が小さくても共同投資によって充実したプラットフォームの形成が期待できるので、今後の
重要検討課題といえます。 
 
・競争領域は「スモールスタート」「データドリブン」で進める 
 協調領域はどちらかと言えば社内的・汎用的な性質を持つため、IT 化を進めることは比較的容易で
す。対して競争領域は、顧客や社会の課題を見つけ新たな価値提供を行うことが求められます。この領
域においては、まず課題がどこにあるのか、どのような提案が有効なのかを捉えることが難しかったり、
またその課題は日々目まぐるしく変わっていったりと、不確実性が高い点が特徴です。 
 そこで重要になるのが「スモールスタート」「データドリブン」という考え方です。課題を発見した
ら、まずは小さくても仮説としての製品・サービスを早期に市場へ投入し、データを取りながら検証す
ると同時にその結果を用いて改善を繰り返す。そのサイクルを、効率的にスピード感を持って進められ
る体制作りが重要となります。 
 そのために必要なのが、外部との連携・パートナーシップの構築です。アジャイル（素早い）な開発
体制、と口で言うのは簡単ですが、実際にそのような変革を社内で行うことは一朝一夕ではいきません。
変革を確実に推進させるためには、対等な立場で活動してくれる企業や、必要な技術・ノウハウを提供
してくれる IT ベンダーとのパートナーシップが不可欠となります。 
 

以上、経済産業省「DX レポート２」の要点まとめでした。この記事が皆様の支援企業における DX
推進の一助となれば幸いです。 

【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 
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新年度もスタートし、新型コロナウイルス感染
症まん延防止等重点措置も解除になり、今年こそ
は以前の日常生活が取り戻せるような年になって
欲しいと願っている私ですが、この１年会報委員
として執筆の活動をさせて頂き沢山のことを学ば
せて頂きました。これもひとえに協会の協力があ
ってのことと感じております。次回の会報からは
新メンバーによる会報で新しい連載がスタートす
る訳ですが、この１年新型コロナウイルス感染症
の影響で Zoom による打ち合わせだけで、会報を
出せたことに委員のみな様には感謝をさせて頂く
と同時に会員のみな様には１年間ご購読を誠に頂
きありがとうございます。                
【鈴木 洋路】 
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