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新年のご挨拶 

 

会長 田中 博道 

 

旧年中は一般社団法人鹿児島県中小企業診断士協会の活動にご支援・ご協力

をいただき、ありがとうございました。 

 

当協会も関係機関をはじめ、中小企業者や小規模事業者からのより一層の信

頼を得られるよう諸活動に積極的に取組んでいく所存です。会員および関係各

位の今までにも増してのご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

コロナ禍の下にあったこの 2 年、生活やビジネスにおいて環境変化の荒波が

押し寄せています。全体として停滞が続く中にあっても製造業では資源関連や

輸出関連を中心に回復基調が見られてはおりますが、観光立県鹿児島において

は宿泊業・飲食サービス業および生活関連サービス業では厳しい状況が続いて

おります。 

 

その中においても鹿児島市天文館地区に令和 4年 4月に「センテラス天文館」

が新規オープン、１～4階は商業施設「鹿児島初出店を含め約 80店舗」、4～5階

は「まちなか図書館」、5～6階はオフィスと屋上庭園・多目的ホール、7～14階

は「ダイワロイネットホテル」、15 階は城山観光の「レストラン」となります。 

 周辺地域を含め天文館にかっての賑わいが戻ってくることが期待されます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

エントランスホール「アーケード側入り口」 

   待ち合わせ           ‼‼‼ 
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             「腰高とら」 三春張子 （福島県郡山市） 

 

 

 まさかまさか、コロナが 3年目に突入することになるとは思ってもいません

でした。ほとんどのみなさんも同じような感じではないでしょうか。しかし

事業者としては「今年はなんとか乗り越えないといけない」と思うのも、これまた

一緒だと思います。そのうちにまた昔の「金融円滑化法」みたいな特別な救

済措置が、出てくるのではと予想されていますが、一般的に言うと今後 1 年

ないし 3 年間は、コロナに苦しめられて過剰債務を抱えた事業所さんには、

生き残りをかけた勝負の年の連続になりそうです。 

 自戒を込めて言えば、私たちは今後、単に事業をコロナ前に戻したり、現

状維持にとどまるだけではなく、コロナ後の将来の経済・社会動向をしっか

りと見据えて、「自社の強みや弱み」を今一度分析・整理し、思いきった経営改

革を実践していく必要があるのではないでしょうか。私の事務所も、失敗を恐

れずに思い切ったチャレンジをしていきたいと思います。 

 上の写真は、私の趣味で集めている郷土玩具の一つですが、福島県郡山市

の三春地区で作られている三春張子の「腰高とら」です。日本の張子の虎とし

ては「出雲の張子の虎」と並んで有名な玩具で、平成 10 年の年賀切手の図案

に採用されました。目がギョロリとして牙をむき、しっぽを高く上げた迫力

のある虎です。 
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【 Ｚ世代 × コロナ禍 ＝ マサカ 】 

瀬戸口 晴子 

 

コロナ感染拡大第６波の襲来で、年明け早々、昨年に引き続き県協会の新年会・研修会を急遽中止せざ

るを得なくなった２０２２年。久しくご拝顔の機会も無い儘ですが、会員の皆様のご健勝とご活躍をお

祈りいたします。本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

～２０２１年を振り返って～ 

 

かつて新卒入社時に “新人類”と呼ばれ、今や “旧人類化”が進行中の昭和女子としては、なにかにつけ

て、「イマドキのワカイコは スゴいなぁ～」と驚愕したり敬服したりする機会が増えてきた昨今。 

学生で起業するなんて特殊な方の話★と思っていたらららー。マ☆サ☆カ☆ 我が家の姪ッ子ちゃんが

大学３年生にして休学＆起業、二十歳にして株式会社の代表取締役社長になりました。 

 

そんなキャラでは全く無かったので、最初に聞いた時は びっくり仰天     したけれど。。。 

経営学もマーケティングも テキストの熟読や講義の受講より、経営者としての実践が何よりの学びだ

ろうし、重責ある立場こそが 実力を養うだろうし。自分の学生時代には全くあり得なかった選択肢だけ

に、普通の女子大生でもそんなことが実現できるようになった日本の未来に期待したくなります。 

 

姪ッ子が学んでいる慶應義塾大学 湘南藤沢キャンパス（SFC）のＨＰを覗いてみたら、曰く「多様で

複雑な社会に対してテクノロジー、サイエンス、デザイン、ポリシーを連関させながら問題解決をはか

る。そのために設立され、既存の学問分野を解体し、実践を通して 21 世紀の実学を作り上げることが私

たちの目標」「福澤諭吉は『福翁自伝』において、事をなすに極端（エクストリーム）に想起し大胆かつ

無鉄砲に実践することを勧め」「元来私が家におり世に処するの法を一括して、手短に申せば、すべて事

の極端を想像して覚悟を定め、マサカのときに狼狽せぬように後悔せぬようにとばかり考えています」

との由。とすれば、姪っ子の起業も至って自然に思えてきました。 

 

この２年、コロナ禍で大学の講義も５歳から続けてきた Cheer の部活動も全てオンラインとなって、

いわゆるキャンパスライフもリアルでは満喫することが出来ず、「折角の貴重な大学生活なのに本当に可

愛そう★」と同情していたけれど、、、そんな逆境だからこそ、却って新しい事に果敢に挑戦するエネルギ

ーが生まれたのかもしれません。オンライン開催の学祭で「ミス慶應 SFC」のファイナリストとして「や

るからには！」と様々なＳＮＳやメディアを駆使してベストを尽した結果、見事グランプリを受賞し、ミ

スとなった御縁から学外活動や人脈が次々と広がって起業へと繋がり、オンリーワンの人生を切り拓き

始めたのです。 

 

コロナ禍での自粛生活が続き、経済も人々も動くに動けず、停滞し後退しているようでいて、そんな中

で、これまでの社会の価値観や常識がドラスティックに地殻変動し、後世 振り返ったら 明治維新のよ

うにスゴイ時代変革の最中に、今、私達は居るんだろうなぁ～と、あらためて思い至りました。 
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伯母（私メ）や祖父母（私の両親）の心配をよそに、ＳＮＳから覗き見る姪っ子は飄々と社長ライフを

楽しんでいる模様。「もしうまくいかなかったら、、復学して就活するかも～」と軽やかです。 

「どんな会社？一体なにをやってるの？」と親に問われても、Ｚ世代が Ｚ世代向けに情報発信してい

るため、スマホ持ってない親世代にとっては既にインビジブルでアンタッチャブルな世界。「スマホなん

てとても使いこなせないし、悪用されると怖いからイラナイ」と言われて、色々うまく伝えきれない事が

増えてきたもどかしさは、同じ遺伝子を持つ身だけに「明日は 我が身カモ★」とチョット切ない予感。 

 

フト氣がつけば、初老と言われる年代になっているにもかかわらず、子供が居ないので未だに“親の娘”

氣分、かつ 別居婚なので“身軽な独身”氣分のまま。 いつの間にか身体は急激にガタボロという老化現象

に焦りながら、このまま、「話題や価値観が合って共感でき 居心地の良い同世代とばかり話してると、ヤ

バイのでは！？」と あらためて危機感も感じ始めました。 

   

そんなきっかけから始めたＺ世代リサーチ。勤務先や同窓会で出会う若手は どうしても似通った常識

を持ちがちなので、敢えて異業種たとえば各種ショップやネイルサロンやマッサージ店で出遭うＺ世代

女子スタッフに雑談しながら何気なくヒアリングしてみると、予想以上にライフスタイルも価値観も稼

ぎ方も生き方も十人十色で、驚きの連続。触発されることも多々あり、興味深くて新鮮なのです！ 

 

そもそも、生まれた時から情報が溢れるネット社会の中で育ち、物心つく頃にはスマホがあった世代

が、私たち昭和レトロ世代と同じ人間のハズがありませんものネ。「老いては子に従え」は儒教の三従か

ら出た性差別的な俚諺ながら、まさに今は 老若男女ともに 「デジタルネイティブ世代達の発想や行動

に学ばねば！」としみじみ感じる今日此頃です。私たちも、マサカの花を咲かせましょう！ 

 

＜ 現在フォロワー23,000 人 ☆ 姪っ子 Instagram より ＞ 
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年頭雑感（昨年を振り返って） 

 

                                  黒坂 和民 

令和 4 年を迎え、改めて昨年度関心を持った出来事を振り返って見た。 

昨年も一昨年に引き続きコロナに始まりコロナで終わった１年であった。昨年の世相を表

す漢字一文字は「金」であった。選択の根拠は、昨年の１０大ニュースのトップがオリンピ

ック、パラリンピックの開催であり、日本は過去最多の金メダル数を獲得していることに起

因している。一方、コロナ感染者数が 1 日 2 万人超と連日最多更新を続け、開催延期や中

止の声が多数を占める中で強行された大会は、無観客での開催となり臨場感も一体感もな

い不自然な大会となった。ただ、幸いな点は懸念された大きな混乱もなく無事閉会式を迎え

ることができたことである。 

作家の高村薫氏は観戦記の中で、これほど心の踊らないオリンピックはなかったと、又、

ＩＯＣ委員の金満体質やスポンサー企業に牛耳られた商業主義が明るみに出るなど、不都

合な真実があらわになった大会でもあり、多くの不実に満ちた大会だったと述べている。多

くの国民が納得する感想である。 

 

国政に於いては、菅首相が退陣し総裁選の結果、岸田文雄氏が選出された、第１００代目

の首相である。又、直後に行われた衆院選挙で自民党が絶対安定多数を確保している。自民

党の一党支配体制は安定が続きそうである。 

大きな話題となった秋篠宮家の騒動は、真子さんの入籍で決着を見たが、成長を温かく見

守ってきた国民からの祝福の声を受けることなく、生活の場所と定めた米国に追われるよ

うに旅立たれた。平穏で穏やかな環境での生活を願われたが、異国の地に於いても注視の対

象となる宿命である。何よりも日本脱出と解される後味の悪い印象を国民に与えたことは

残念である。 

 

昨年もまた企業の不祥事が続出している。中でも「みずほフィナンシャルグループ」の問

題は金融システムへの信頼を揺るがせた失態である。その原因は坂上社長（当時）の言葉に

ある「本質的にすべて経営の問題である」に集約される企業統治のお粗末さである。合併で

誕生した企業では派閥色が残りやすく、野崎浩成氏（東洋大教授）は、行内融和を優先しす

ぎていたのがこの敗北につながったと述べている。又、検証を実施した第 3 者委員会は「危

機対応力が弱く、問題解決の姿勢も弱い、企業風土の問題と断じている。 

 

文化、スポーツ面では大谷翔平選手の活躍や松山英樹選手のマスターズ優勝が特筆すべ

き話題であった。又、将棋界での藤井聡太さんの最年少４冠達成も「藤井時代」の到来を告

げる快挙であった。 

社会面の話題としては、中国では消費や労働の意欲が乏しい「寝そべり族」の若者が増え、
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日本では生まれた家庭次第で人生が決まるという「親ガチャ」が話題になった。ちなみに成

長と幸福度を両立させている北欧諸国と日本を比較すると「貧困所帯」「社会の腐敗度」「他

者への信頼度」などが日本は飛び抜けて低いことが判明する。中でも「他者への信頼度」は

スエーデン 522.2（先進国平均 214.1）に対し、-62.0 と際立って低い。京都や大阪で相次い

だ放火大量殺人事件の発生につながる現象として、格差社会の進展を顕著に物語っている

データと言える。 

作家の五木寛之氏は新型コロナウイルス禍を経て、これからは「3 密」ならぬ「3 散」の

時代になるだろうと述べている。即ち、「拡散」「分散」「逃散」である。ＳＮＳ、リモート、

難民（漂流者）がキーワードとなる。 

令和 3 年も我が国の財宝である多くの才能が失われた、改めて哀悼の意を表したい。 

昨年末９９歳で大往生された瀬戸内寂聴さんは、作家兼僧籍の身分で悩める人々の心の灯

台として存在感を示された。孤立感、閉塞感が深まる格差社会に於いて、持ち前の明るさ、

奔放さで多くの人々を引き付けた魅力的な生涯であった。 

 

コロナ禍で厳しい事業環境が続く中に於いて、企業の倒産件数は 7 千件台で昨年を下回

っている。一方で休、廃業の件数は 3 万件を超え増加している。尚、新規上場は前年より 35

社多い 137 社で、平成 6 年以来 15 年ぶりの高水準となっている。業種別では、ＩＴ関連の

上場が活発であり、引き続き企業の上場意欲は旺盛との事である。 

中小企業にとっては後継者問題が深刻であるが、解決策として中小企業に特化したＭ＆

Ａや事業再構築計画等、事業継続再生活動が一段と進行するものと思われる。 

 

先の見えない不安な時代が続きますが、希望をもって過ごしたいと思います。 

末筆ながら同士の皆様の健康と活躍を祈念致します。本年も宜しくお願い申し上げます。 
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SDGｓブームに思う 
久留 正成 

  

最近、ＳＤＧｓがブームになっています。 

 

マスコミではＳＤＧｓについての報道が増え、日経新聞ではＳＤＧｓの言葉を 

見ない日はないくらいになっています。 

 大手企業は、ESGの一環で SDGｓを推進しています。 

過去、大手企業は環境問題への取組みをサプライチェーンに要請してきまし

たが、さらに SDGｓについても要請をし始めています。 

 銀行・証券業界でも、世界的な責任投資原則に従いＳＤＧｓ関連の投融資を

促進しています。 

 各業界でも SDGｓ宣言をして、業界事業所での普及を図り始めました。 

 鹿児島県も鹿児島市もＳＤＧｓ宣言し、取組みを始めています。 

 現在、鹿児島市のＳＤＧｓ推進パートナーは 162事業所が登録しています。 

  

 そのためか、私の運営するNPO法人へも SDGｓ講座の依頼が増えています。 

 

 しかし、まだＳＤＧｓ宣言、事業や活動とＳＤＧｓの 17目標との紐付け、

できるところから実践レベルです。 

 

 これまで、TQC、IT、ISO、環境などがブームになった時期があります。 

長く続けているところもありますが、当時のはやり熱に動かされ、その後多

くがしぼんでいます。 

今回のブームが、ＳＤＧｓウオッシュで終わらないことを願っています。 

 

SDGｓ13番目の目標である気候変動については、地球全体の大きな課題で

30年前から世界的に大きく取り上げられていますが、世界的な調整・連携が円

滑でなく、日本でもリスクではあるがコスト高要因として後回にされ続け、現

在では何十年に 1回という異常気象が毎年続き、災害が大きくなっています。 

鹿児島県では、環境経営に取組む事業所はまだ 1-2％です。 

 

中小企業でも、経済面だけでなく環境面、社会面を考えた「発信型四方良し」

である SDGｓを、リスク対応やイメージアップだけではなくチャンスとして捉

え、前向きに取り組む時期がきていると感じます。 
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水が差せない「空気」 

浦島和衛 

 6 回目の寅を迎えたが、馬齢を重ねているだけで知らないことが多いことを思い知らさ

れた。地学の先生だった年長者と話しをしていたら「冬至は日中が短いのは確かだが日の

出が遅く日の入が早いわけではないよ」と教えられた。調べてみると今回の冬至は 12 月

23 日、鹿児島では日の出は 7:14、日の入は 17:20、しかし日の出は 1/2-16 が 7:18 と遅く、

日の入は 11/27-12/8が 17:14と早い。1ヶ月以上も差があるなんて知らなかった！！！ 

 私は環境マネジメントシステム（EMS）の審査員もしており、20年以上 EMS認証取得

企業が環境目標を達成できているか現地審査を実施して助言をする立場であるが、その評

価基準は CO2 排出量の測定値が目標値であることが多い。しかし、気候変動（地球温暖

化がメイン）に関して CO2 主犯説に対して懐疑的になっている。大気中の CO2 濃度が

1958 年以来増え続けている（マウナロアでの実測値）ことは確かなようだが、気温がそれ

に比例して上昇していることは不確かである。確かに都市部においてはヒートアイランド

現象と思われる温度上昇が実感されるが、1979 年から観測されている衛星データでは 40

年間の平均気温の上昇は 0.2℃だという。その内で人間活動による CO2 排出量の寄与度は

どの程度か？自然変動（60 年周期説が有力）による分とどちらが大きいのか？いずれにし

ても観測をもう何十年か続けないと結論は出せそうもない（なにぶん 1970 年代までは地

球寒冷化が主力だった）。 

それにも拘らずこのところの化石燃料悪者説は極端である。2050 年カーボンニュートラ

ル目標はどう考えても無理がある。すべての車を EV 化するというが電気を作る元をどう

するのか？再生可能エネルギー（？）を生み出す装置製作には必ず CO2 が発生する（メ

インは化石燃料）。太陽光発電・風力発電のように安定した発電ができない装置のバック

アップ電源には原発・化石燃料などによる安定発電が必須である。即ち、高性能・大容量

の蓄電池（それでもロスが出る）が実現されない限り、再生可能エネルギーを活用するた

めに今以上のエネルギーが必要になる（CO2 排出量は増える）ということである。化石燃

料で済ませるものは化石燃料に任せた方が効率が良いということになる筈だが・・・ 

 コロナ騒ぎも似たようなところがある。発明者が使っちゃいけないという PCR 検査に

よる陽性者を感染者として扱い、症状の出てない人まで巻き込んで大騒ぎをしている。少

なくとも日本においてはワクチン（しかも検証不足の）が必要なレベルの死者が出てない

（この数字も当てにならないようであるが）にも拘わらず、殆ど義務化に近い勢いである

（ワクチン非接種であると公言できない雰囲気）。 

山本七平の「空気の研究」を再読してしまった。「コロナ」も「温暖化」も日本と同じ

く世界も空気に支配されるようになってはいないか？ 
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教育ビジネスの将来 

 

今別府 忍 

 

世間では YouTube を利用したスキルの習得がひろがっているようです。ゴルフ仲間はスイング

理論やアプローチの方法など YouTube にすべて出ていると言います。顧問先の社長は Excel の最

新機能の習得は YouTube で事足りると言います。 

学生も社会人も YouTube を開けばあらゆる種類のスキルアップ講座を無料で受けることがで

きるようです。一昔前であれば、一部の奇特な方がボランティア精神で、あるいは自己顕示欲か

ら自らの知見を無料で公開しているケースはありましたが、YouTube 上の講師は視聴者の視聴回

数に応じて広告収入を得られる仕組みですからビジネスとして成り立っているわけです。 

e ラーニングは、インターネットや社内 LAN の普及を背景に 2000 年頃から大企業中心に導入

されてきました。従来はコンプライアンス研修や PL 法、景品表示法など新たな制度の施行にあ

わせた研修が中心で、“やった感”を出すため、あるいはアリバイ作りとして実施されていた感が

ありましたが、新型コロナ禍により、学生はリモート授業、社会人はテレワークや在宅勤務が定

着する中、Zoom 等のビデオ会議システムや YouTube 等を使って本格的にブレイクするとみられ

ます。 

そうなると、各分野に、例えば東進ハイスクール（当時）の林修先生のようなカリスマ講師が

現れて勝者総取りのような状況になるかもしれません。受講者の立場からすれば、退屈で無名な

講師より著名なプロ講師が行う講義の方が魅力的でしょうし、学校や企業側も経費を抑えること

ができるというメリットがあります。結果、大多数の研修講師は確実に仕事が減るでしょう。 

一方で学校の教師は授業の準備から解放されます。教師が不要になるのではなく、準備に充て

る時間を生徒や学生一人ひとりと向き合い、ビデオを題材とした討議の準備などに向けることが

できるようになります。教員には今以上にコーチングとファシリテーションのスキルが求められ

るようになります。 

さて、中小企業診断士の中には研修講師を業務の一つとされている方も多いでしょう。筆者自

身、提供メニューの一つですが 2020 年以降、新型コロナの影響で激減しました。昨年は唯一、統

計スキルの研修を担当させていただきました。筆者は、統計の専門家ではない代わりに、企業で

の経験を踏まえ、会社で使える実践的な知識やグループ演習をウリにしていますが、昨年度はつ

いにオンライン研修となりました。画面を通しての研修にはなかなか手ごたえを感じることがで

きませんでした。本稿の執筆中に恐る恐る YouTube をのぞくと同様の講座もしっかりとありまし

た。しかも洗練されたスライドを使ってプレゼンがうまい・・・。 

このように研修講師を業務の一つとするわれわれ診断士も他人事ではありません。グループ討

議やアクションラーニングなどの相互作用を重視する研修や対人スキルの研修などは依然として

リアルの優位性が高いと言えますが、知識やスキル系の研修は YouTube やビデオ等に取って代わ

られるものと見られます。日経新聞によると専門士業の中で最も AI に置き換わられる可能性が低

い資格とされる中小企業診断士ですが、こうした流れにも対応してく必要があるようです。 

以上 
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信  念     

  月 野 木 勝 彦 

  【 天、共に在り‐中村哲さん 】 

ＮＨＫ出版 中村哲著 「天、共に在り」（初版２０１３年）を読んだ。 

中村哲氏は、元々は精神科医であった。１９８４年（昭和５９年）５月から

アフガニスタンとパキスタンの国境付近のペシャワールで、ハンセン病の治療

にあたった。また、アフガニスタンの医療過疎地で診療所を開設し、感染症の

医療に従事した。 

２００３年（平成１５年）３月、アフガニスタンのマルワリード用水路の開

設の工事に着手した。対症療法的な治療では、根本的な解決にはならない、清

潔な水、食料の確保こそが、病気を防ぐ解決になるという意志に到達したから

である。 

７年の歳月を経た２０１０年（平成２２年）２月完成を宣言した。アフガニ

スタン東部のクナール州ジャリババからナンガラハル州ガンベリ砂漠の最終点

まで２５．５㎞、直接灌漑面積３１２０ha である。２０１９年（令和１年）時

点では、１万６５００ha の農地を潤し、６５万人の生活を支えている。 

反政府武装勢力＝タリバン対アフガン政府＝欧米軍という単純な構図ではな

い、空爆、誘拐・殺害と治安が悪化している状況下で、地元の協力・意気・誠

意の支持を得て用水路建設は続けられたのである。 

２０１３年（平成２５年）には、ガンベリ砂漠の森は静寂が支配し、樹間を

心地よい風がそよぎ、小鳥がさえずる。中村氏は、生殺与奪の権を持つ大自然

の前に、人間がつつましく生命を営む様子に、「天、共に在り」という実感と安

堵を覚えると著している。 

また、「主役は人ではなく大自然である。人はそのおこぼれに与かって慎まし

い生を得ているに過ぎない」と実感したことを述べている。 

中村氏は、緑の大地をつくる道程における幅広い人脈の協力が事業に結晶し

たことについて言及し、平等や権利を主張することの以前に存在する「人とし

ての倫理の普遍性」を確信し、善悪を超える神聖な何かを感得した旨を述べて

いる。 

遡って精神科医生活時代に得た最大のものの一端として、般若心経の「現象

はすなわち空、空は即ち現象」の空ついて、「空とは虚無ではない。そこに豊か

さと真正さを秘めた何ものかなのである」と紹介している。 

本書の終章では、「人は自然の一部である。それは人間内部にもあって生命の

営みを律する厳然たる摂理であり、営みである」と説いている。 
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現実の過酷な状況下で奮闘した偉人亡中村氏の軌跡に触れられたことを感謝

し、ご冥福をお祈りいたします。 

 

【 ガンジーの信仰 】 

ミャンマーで、軍がクーデターにより政権を掌握し、民衆の反対運動を銃口

で抑圧している。この報道に接し、ガンジーの非暴力（非殺傷、アヒンサ）、非

服従運動とはなんであろうか、と思い、中公文庫「ガンジー自伝」を読むに至

った。 

正直、読み続けるのに難儀し、読み終わるまで大分時間を要した。ガンジー

自身が自分の信条や意見を積極的に開陳せず、事実関係を客観的に綴っている

ことが多いためであろうか。 

最初は、インドではなく南アフリカでインド人居留民の地位向上に活動した

ことを知り、自分の無知を恥じた。 

 

心に残った次のガンジーの言葉を書き出してみたい。 

「普遍的な、そしてすべてに内在する真実の精神に直面するためには、人は

最も微々たる創造物をも、同一のものとして愛することが可能でなければなら

ない。」 

「しかもそれを追求するには、あらゆる生活の分野から離れていてはならな

いのである。」 

「人は、自由意志から、自分を同朋の最後の列に置くようにならないかぎり、

救いはない。非殺傷は謙譲の極限である。」 

 

私は、これらを次のように読み取った。 

すべての人々には、神の一部である魂（真実の精神）があり、この実社会の

現実生活の場で（隠遁ではない）、修練（謙譲、自己浄化）により、魂をめざめ

させることができる、と。ガンジーの根底には、インドの土着の信仰が息づい

ており、敬天愛人の思想に通ずるものがあると感じた。 

また、ガンジーは、権力者に対する交渉も丁寧で、封書にしたためて自分の

考えを伝え良い結果を得たことも多く、権力と対峙して激しく闘争するという

ことではなかったように思う。 

 

【 高橋洋一氏に学ぶ 】 

高橋洋一氏の著書から、教えていただいたエキスを以下に述べる。 
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１．言葉の定義をおろそかにしないこと、あいまいにしないこと。 

①マネタリーベース・・・世の中に出回っているお金と、日銀当座預金を  

合計した額。 

マネーストック・・・マネタリーベースに金融機関の預金を足した額。 

  ②インフレ・・・一般物価水準が持続的に上がること。モノよりお金が多

い。 

   デフレ・・・一般物価水準が持続的に下がること。お金よりモノが多い。 

   実質金利・・・名目金利－インフレ率（事前の予想インフレ率）。 

 ２．論説は、経済理論（歴史に耐えてきた理論である）に裏付けがされてい

るか。理論名が示されているか。経済の真実は、シンプルで、原則の中に

ある。新聞や経済誌に惑わされるな。 

  ①フィリップス曲線・・・失業率が低いときは、インフレ率が高くなり、

失業率が高いときは、インフレ率が低い。反比例する。 

  ②マネタリーアプローチ・・・ドルの量と円の量のバランスで為替レート

は決まる。円のマネタリーベースに対しドルのマネタリーベースが多け

れば、ドルの価値が下がり円高になる。ちなみに、円安・株高→輸出・

消費・設備投資の伸長→賃金の上昇⇒名目ＧＤＰ成長率の伸長。 

  ③マンデル＝フレミングモデル・・・政府が行う経済対策である財政政策

の公共投資は、金利の上昇を招き、円高、輸出減、輸入増につながるお

それがあり、単独で行う財政政策に効果はない。 

 ３．「川を上れ」「海を渡れ」・・・視野を広く、マクロな視点で。 

  ①「川を上れ」・・・時間をさかのぼれ、先例をあたれ。 

  ②「海を渡れ」・・・海外の例を参照すること。 

   したがって、英語は重要。世銀、ＩＭＦ，ＯＥＣＤのサイトを参照して、

エクセルでデータを活用する。 

 

【 渋沢栄一の経済道徳合一主義 】 

青
せい

淵
えん

回顧録
かいころく

抄（渋沢栄一自伝。角川ソフィア文庫。渋沢栄一）により、渋沢

の開発した事業を次に掲げ、経済道徳合一の思想にも触れたいと思う。 

出資者を募り、人材を発掘し、政府と交渉し、日本という国の発展のために、

理念を高く掲げ、苦境を乗り越えてきた渋沢の功績である。 

なお、渋沢は、大正１３年、米で成立した排日移民法に関して、国民外交の

必要性を説き、日米委員会の設置を主張し、米国人の正義人道心に訴えて、解

決を期したことを付言しておきたい。 
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１． 紡績事業・・・大阪紡績株式会社設立（合併して東洋紡績。会社組織

の紡績事業）。 

２． 鉄道事業・・・日本鉄道会社設立（当初試みた東京鉄道会社は中途解

散。後国有化）。 

３． 人造肥料製造事業・・・東京人造肥料会社設立（合併して大日本人造

肥料株式会社）。 

４． 理科学工業隆盛の基礎である研究事業・・・財団法人理化学研究所設

立。 

５． 海運事業・・・共同運輸会社設立（三菱汽船会社と合併して日本郵船

株式会社。日本郵船は外国航路を開く）。 

６． 株式取引所制度・・・東京株式取引所設立。 

７． 慈善事業・・・養育院の創立（後、東京市養育園へ）。 

８． 実業教育の創始・・・商法講習所設立（後、東京高等商業学校から東

京商科大学へ）。 

９． 商工業団体の組織化・・・東京商法会議所設立（後、東京商工会から

東京商業会議所へ）。 

１０． 銀行業務の発展・・・第一国立銀行の創立。東京銀行集会所組織。手

形交換所設立。                                                 

１１． 機械煉瓦製造事業・・・日本煉瓦製造会社設立。      など。 

 

渋沢は、その国や地方の風俗人情を察するには、その公共物を見るとよいと

言っており、なるほどと頷かされる。 

物質と精神とを調和させることの大切さを説き、経済道徳合一を唱えている。 

他人を陥れて、己だけの利益を追求するのではなく、道理正しい経済を進め

ることを説く。 

道徳を伴った知恵が進めば、次第に国や社会の都合をまず考えるようになり、

いたずらに一個人の都合のみを主張することがなくなるであろうと言っている。 

経営改善の支援業務の際に、私が大事と思うのは、経営理念はどうか、なぜ

その商品やサービスを売るのか、従業員と一体となって経営しているか、とい

う点であり、利益を得るには、その背後にある精神が重要であると考えている。 

松下幸之助をはじめ偉大な経営者は、ここの精神、道徳ということを大切に

している。 

 

渋沢が、次のような生命観を述べている。 

長寿を保つといっても、なす事もなく、いたずらに命をむさぼるのはよくな

い。命ある限り、国家社会のために尽くせ。６０歳を過ぎたら、摂生を重んじ、
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物事に満足して、心の平和を保つように努め、懊悩苦悶せずに過ごす。 

英国の医者スミス著の「百歳不老」にある「６０歳に達したからといって、

すべての俗事を放擲して、無為と哀愁のうちに余生を送ってはならない」とい

う考え方に、渋沢は同感していた。 

本年の正月で私も７０歳になる。渋沢の言を肝に銘じようと思う。 

 

【 見えない侵略 】 

読売新聞取材班著『中国「見えない侵略」を可視化する』（新潮新書）を参考

にして、国際情勢分析のキーワードを次に掲げる。 

千人計画・・・外国人研究者を厚遇し、外国の研究成果を中国に取り込む。 

デュアルユース技術・・・民生でも軍事でも活用できる技術で、軍事的・経済

的優位性を確保できる振興・機微技術。 

軍民融合・・・民間の先端技術を活用して軍備増強を図る国家戦略。 

国家情報法・・・中国の企業、中国人職員は、公安当局などの要請に従わなけ

ればならない。 

エコノミック・ステートクラフト・・・経済活動を自国の影響力を拡大する

手段・武器として国益を追求する経済外交策。関連に「債務の罠」。 

経済安全保障・・・先端技術の保護や安全なサプライチェーン確保の取組み。 

 

拙 歌 

青き空みどりの草木流れくる風もこの今生きをればこそ 

世紀の遺書を読んで 

謂はれなき罪に問はれて刑死せし益荒男いかに苦しかりけむ 

あきらめとうらみを抱き益荒男は願ひぬ国の立ち直らむを 

明治天皇と昭和天皇の御製 

大君の歌のしらべぞおほらかになほくありける学びてしがな 

パラリンピック 

諸腕のなき背泳ぎの女子選手銀メダルとりなみだ出でくる 
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              最強の組織づくりをめざして 

                               奥 浩昭 

定年退職後に自分の経験やスキルを活かすべく設立した会社が第８期の事業年度に入り

ました。企業経営の本質的な目的は「豊かな社会づくりに貢献する」ことであり、企業は

社会の求める製品やサービスを継続して供給し、社会的責任を果たさなければなりませ

ん。これを支援すべく下記の手段に沿って活動をさせていただいています。 

 

              ＜企業経営の目的と手段＞ 

 

 

いままで数多くの企業の支援に携わってきましたが、方策の具体化が弱いためＰＤＣＡ

サイクルを回しきれず、せっかくの学習機会を逃してしまい成長発展につながっていない

ことに遭遇します。 

経営診断を行うと利益を上げるために売上高を増大させたい、原価を下げたいとという

トップの強い思いはありますが、それを達成するための組織力の弱さが目につきます。組織

力は会社が成長発展するための基盤であり、事業の成果である利益の最大化と資本の充実

につながります。いくら良い経営計画を立案しても遂行しなかったら絵にかいた餅になっ

てしまい、従業員の不満やストレスのみが残ってしまいます。 

組織力は戦略能力と遂行能力により決定されるため、経営計画の策定時には戦略の策定

に加えて、遂行するための具体化までをセットで支援することが大事と考えています。その

ためには、ロジカルシンキングによる課題方策を策定し、当事者が納得するまでコミュニケ

ーションを図り方策ごとにスケジューリングを行い実行度合いの見える化を図っています。
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そして、毎月、６ヶ月後、１年後に良かった点、悪かった点を評価し、次につなげるしくみ

が大事です。これによりＰＤＣＡサイクルが回り、その評価が次年度の計画へつながってい

くことで、経営がスパイラルアップされていきます。このように継続して学習能力が発揮さ

れるしくみをつくることが成長発展につながると思っています。 

 

 

 

一方で世の中の動きを見ると、いまだコロナ禍は収まらす政府をトップにいろいろ

な施策が実行されていますが、戦略能力だけが強く遂行能力の弱さが目につきます。す

なわち学習能力が発揮されず、過去の教訓を活かせず次に進むという最強の国家組織

には程遠い状態が続いており、民間であれば存在価値が危うい状態に陥っています。

我々、中小企業診断士が企業だけでなく行政も含めいろいろな組織の組織力強化の支

援を行うことが日本国の成長発展につながると思っています。 

今年も当社の社是のもと、支援活動を続け社会貢献をしたいと思っています。 

 

敬天愛人 
             

以上 
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事業再構築補助金支援の勘所 

 

福岡正人 

 

2021 年の診断士業務のなかで、最も話題となったもののひとつが事業再構築補助金だと思

います。 

事業再構築補助金は既に４回の公募が終了していますが、今年度は、あと１回５次公募が残

されています。また、2022 年度も予算計上されているようですので、引き続き診断士への

支援要請があるものと思われます。 

ちなみに、本投稿文は、私が、令和３年 11 月に、宮崎銀行の行員向けセミナーに登壇した

際の内容をまとめたものです。鹿児島診断士協会の皆様にもご参考になるかと思いまして、

私がこれまでの４回の支援のなかで経験した、採択を目指すためのポイントや、注意点など

を書かせていただきました。 

 

まず、ご参考までに過去 4 回の弊社実績を示します。 

下表のとおり、のべ 11 回申請し、1 発採択が 5 件、2 度目の申請で採択されたのが 2 件、

４次の結果待ちが１件となっております。他に、計画書は作成したけれども申請に出せなか

った案件が１件あります。 

 

時期 業種 補助事業内容 採択結果 

１次 飲食業 宅配ピザ 採択 

１次 小売業 食品製造業 採択 

１次 宿泊業 レンタルオフィス 採択 

１次 製造業 新製品の製造 不採択 

２次（再チャレンジ） 製造業 新製品の製造 採択 

２次 建設業 障害者福祉事業 採択 

２次 小売業 食品製造業 採択 

２次 飲食業 ベーカリーショップ 不採択 

３次（再チャレンジ） 飲食業 ベーカリーショップ 採択 

３次 建築業 製材業 不採択 

４次 建設業 小売業 申請済 

未定 農業 流通業 未申請 
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まずは、補助金相談を受けるうえでの導入部分に関することをお話させていただきます。 

クライアントから最初に相談を受ける際に、とりあえずは、その事業者が事業再構築補助金

を狙える要件を満たしているのかを確認することが必要です。クライアントから相談を受

けた際に、即座に回答ができるかどうかはクライアントからの信頼を得るうえでは重要な

ことです。そこで、最初にチェックするべき基本項目として、これだけ押さえておけば取り

敢えず OK という７つの項目を示させていただきます。 

 

① GBIZ ID を取得済みか 

② 売上減少要件を満たしているか 

③ 事業再構築の大筋が固まっているか 

④ 新規性要件を満たしているか 

⑤ 銀行から資金調達できるか 

⑥ 従業員は何名か 

⑦ 収益納付に関する注意喚起 

 

① まずは、GBIZID の取得の有無です。GBIZID とは電子申請のためのアカウント、つま

り申請サイトにログインする権利ということになります。これを取得していなければ

電子申請ができません。申請は申請書と印鑑証明を GBIZID 事務局に郵送するだけで

すので簡単ですが、登録手続きに 2 週間程度かかりますので、早めに申請することが

望ましいです。ただし、事業再構築補助金の申請期限間近になって GBIZID が取得で

きていなくとも、暫定アカウントというのを取得することで応募可能という救済措置

が設けられていますので、あまり心配いりません。 

 

② 次に、売上減少要件を満たしているかどうかを確認します。売上減少要件の詳細は第４

次公募要領の 15 ページに詳細が書いてありますので、ご存知ない方は、公募要領をご

確認いただければと思います。私の経験上、経営者は月次試算表を見ていない方が多い

です。見ていたとしても前年比で捉えていない経営者がほとんどです。社長から口頭で

ヒアリングしただけでは、本当に売上減少要件満たしているのか怪しいので、私の場合

は、クライアントの許可を取って、直接担当税理士から試算表を入手するようにしてい

ます。どちらにせよ、申請の際には売上減少要件の証拠資料として、決算書や、法人事

業概況説明書、別表１などとともに月次試算表を添付する必要がありますので、まとめ

て税理士から直接入手するのが望ましいです。 

 

③ 次に、そもそも、事業内容がある程度固まっているのかどうかについて確認します。 

たまに、「補助金があるから何かしたいのですけど、何がいいでしょうか？」というよ

うな相談を受けることがあるのですが、自分がやるべきことを自分で決められないよ
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うな方からの相談は断った方が無難です。事業を実行するためには経営者の判断力と

行動力が非常に重要ですが、経営者に判断力が伴っていないと、支援者としても経営者

の優柔不断さに振り回されたり、不採択の場合に責任転嫁されたりするリスクが高い

ので、非常に苦労することになります。 

また、やりたいことは決まっていたとしても、土地の確保や、設備が決まっているかど

うか、納期が間に合うか、相見積がとれるか、などを確認しておくことも重要です。特

に、建物費と中古品は 3 者見積が必須で、それが準備できなければ採択がとれたとし

てもその後の交付決定がおりませんので、事前に相見業者の業者名まで分かっている

かなどを聞き出しておくことが望ましいでしょう。 

 

④ その次に、製品やサービスが新規性要件を満たしているかを確認します。これについて

は、何を持って新規性というのかについて、Q&A で解釈が出ています。ここに Q&A

の記載事項を簡潔にまとめてみました。 

まず、コロナ禍前に製造などの実績がなければ OK としています。これは、３次公募か

ら要件が緩和されました。当初は過去５年間程度に製造などの実績がないことが要件

だったのですが、コロナ禍以降に新たに取り組んだことであれば、既に実施していたと

しても新規性要件を満たすものと見做すようになったということです。あと、試作段階

にとどまっていて売上実績が無ければ新規性要件を満たします。それと、従来販売して

いた製品を改善したものは新規性要件を満たします。ただし、主要な設備の変更と定量

的に性能・効能が異なることを事業計画に記載しなければならないという規定があり

ます。 

事業再構築補助金の開始当初は、この新規性要件を満たせるかどうかは、多くの事業者

さんにとって、かなり悩みどころだったようです。つまり、設備投資はしたいが、単な

る既存製品の増産目的だったり、既存製品の生産性向上だったり、というパターンが多

く、私もこの理由で 3 社ほどご依頼をお断りした経験があります。ただ、実際のとこ

ろ、新規性要件を満たせるかどうかは微妙なラインが多いです。そこのところを、経営

者と一緒に考えて要件クリアを目指すことは中小企業診断士として腕の見せ所だろう

と私は考えています。 

私の実績の中に、ホテルがレンタルオフィスを導入する事例がありますので、これにつ

いて詳細を書きます。 

この案件は、当初、大部屋がコロナで利用が激減したので個室に改装したい、という相

談でした。当然、それだけでは宿泊サービスという既存のサービスからなんら変わりが

ありませんので、申請できません、とお伝えしました。 

それに対して、社長は、「中小企業庁が出している事例にレンタルオフィスの事例があ

ったからこれで申請できるだろう」、と言われました。しかし、実際のところは宿泊に

使いたい思惑があり、各部屋にユニットバスを入れると言われました。しかし、それで
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はレンタルオフィスに何故ユニットバスが必要なのか？の根拠を示せませんし、はじ

めから宿泊利用ありきではないか？と評価され採択可能性を下げてしまうだろうと、

私は考えました。そこで、いろいろ思案しまして、エステ・マッサージ、鍼灸師などの

セラピスト向けのレンタルルームを提案しました。これだと、施術後にオイルを流した

り、温熱療法のよもぎ蒸しでかいた汗を流したりする設備としてシャワールームが必

要であることが謳えますし、なにより、エステなどの美容業は女性の社会進出、ストレ

ス社会、健康志向の高まりなどで、ニーズとしてもサービスの提供側としても増加して

います。つまり、右肩上がりの成長産業と考えられる事業領域でした。新規事業として

成長分野に参入するというのは、付加価値増加の蓋然性を示しやすくなりますので、筋

の良いストーリーになります。 

結果的に、クライアントからは補助金が採択されたことだけでなく、事業として可能性

のあるビジネスモデルを提案されたということにも非常に感謝していただき、私とし

ても遣り甲斐のあった案件の一つになりました。 

 

⑤ 次に確認することは、銀行が融資してくれるかということです。これは２とおりの意味

があります。 

まず一つは、原則的に 3 分の 1 は自己負担で支出するわけですし、補助金が交付され

るまでのつなぎ資金が必要ですから、そのための資金調達先を確保しておくというこ

とです。 

もう一つには、補助金額が 3,000 万円以上になりますと金融機関確認書の提出が必須

になりますので、それを金融機関が作成してくれるのかを事前に確認する必要がある

ということです。 

冒頭にも記載しましたが、未申請の案件と言うのは、金融機関から確認書を頂くことが

できなかったために、申請できなかったというものです。これは、かなり苦い経験でし

た。 

具体的には、農業が流通業に進出するというものでした。クライアントから最初のご相

談があったときに、投資総額は 1 億を超えるものでしたので直ぐに金融機関に融資の

相談をしました。そのときには、担当者から事業計画書を見てからでなければ何とも言

えないと言われましたので、私もバカ正直によい計画書を作成すれば融資に応じてい

ただけるだろうと考え、私なりに、かなりの労力と時間をかけて業界資料や業務マニュ

アルを入手して具体性のある計画書を作成しました。それを、意気揚々と銀行に持って

いたのですが、融資の担当者からは、「計画書の内容は非常によいが、事業者の財務内

容から鑑みて融資はできない」、という回答でした。正直、先に言えよと、恨み節を言

いたくなりましたが、金融機関の意思決定のプロセスを分かっていなかった自分にも

責任のあることであり、高い勉強代になった経験でした。 
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⑥ 次の確認事項は、従業員数の確認です。これは、緊急事態宣言特別枠に該当するのかを

チェックすることと、3 次公募から通常枠について従業員数に応じて補助金の上限が変

更になりましたので、それを確認するためのものです。従業員数は常時雇用する者が対

象になります。この、常時雇用する者というのは、法的な定義がありまして、それを理

解していないと不利な解釈をしてしまうことになり兼ねませんので、ここでご説明し

ておきます。 

常時使用する従業員かそうでないかは、解雇する場合に解雇予告が必要な人は常時使

用する従業員になります。解雇予告が不要な人は常時使用する従業員ではないという

ことになります。下表にあるのが、常時使用する従業員ではない人です。補助金の実務

上の議論になるのは、補助金上限をなるべく高い方に該当させるためには、従業員が多

い方が有利ですので、パート・アルバイト・派遣社員などを従業員に含めたいが、含め

てよいのか？ということが議論になります。これは、結論から言うとほとんどの場合含

めてよいことになります。というのも、この表にある雇用形態で勤務する非正規雇用の

方というのは、事業再構築補助金を申請する製造・小売り・飲食・サービスなどの業種

ではほぼ見かけることがないからです。厳密には、雇用の実態を確認することは必要で

すが、私の個人的な経験でも、この表に該当する雇用形態の従業員とは、会ったことが

ありません。 

 

解雇予告が不要な者 例など 

役員   

個人事業主   

日日雇い入れられる者 いわゆる日雇い労働者 

2 か月以内の期間を定めて使用される者 年末の郵便局のアルバイト 

季節的業務に 4 カ月以内の期間を定めて

使用される者 

酒蔵の杜氏 

海の家の短期アルバイト 

試の使用期間中の者 採用から 14 日間のみ 

 

⑦ 以上の①～⑥要件が満たせることが確認できたとして、最後にクライアントに対して

注意喚起しておかなければならないことがあります。それは、収益納付に関することで

す。これはざっくり言うと補助事業で利益が出た場合は補助金の交付額を限度として

補助金を返還しなければならない、という制度です。 

ちなみに、収益納付の対象となるのはあくまでも、補助事業のみです。既存事業のほう

で黒字になったからといってそこから補助金を返せとは言われません。しかも、決算書

の数字が赤字であれば収益納付は免除されますので、例えば、新規事業が黒字であって

も既存事業が赤字で会社全体で赤字であれば収益納付は発生しないことになります。

要は、収益納付の判断を明確に行うためには、既存事業と、新規事業の数字をしっかり
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切り分けておくことが必要ということです。したがって、可能な限り試算表を部門別に

作成しておくなどの準備が望ましいでしょう。 

 

ここまでお話したことが、事業再構築補助金の相談を受ける際の導入に関する基本事項に

なります。 

 

ここからは、実際に補助金の事業計画を作成する段階で注意するべきことを述べます。 

個人的には、補助金が採択されるかどうかは、下記の３つのポイントに集約されると考えて

います。 

 

① 読み手（審査員）の負担軽減に配慮する 

② 公募要領の「事業計画作成における注意事項」と「審査項目」を網羅する 

③ 売上と経費の算出根拠を明確化する 

 

それぞれ詳しく見ていきます。 

① まず一つ目は、読み手の負担を軽減するということです。これについては、冒頭記載し

た 1 次で不採択で 2 次の再チャレンジで採択となった事例が参考になると思いますの

で、それについて述べます。 

不採択になった場合はその理由は、事務局に電話すれば教えてくれます。ただ、審査員

と直接話せるわけではなく、あくまでも審査員が好評欄に記載した文面を事務担当の

方が単に読み上げるというものです。 

当然このクライアントも不採択理由を問合せたのですが、理由はたったの一文でした。

それは、「資金調達に関する記載がない」というものでした。要は、計画書のなかに、

銀行にいくら借り入れる確約がとれているとか、自己資金で対応する、とかの記載がな

かったという言う意味です。しかし、これには私は納得がいきませんでした。というの

も、1 次で採択された他の３つともそのような記載はしていなかったのと、そもそも、

資金調達については、金融機関確認書に金融支援する旨の記載がありましたし、電子申

請のフォームにも、事業計画書とは別途、金額と調達金融機関名を記載する箇所があり

ますので、計画書のなかに記載がないことが不採択の理由になることはおかしい、と思

ったのです。 

そもそもこの計画書はストーリー的には非常に筋がよく、採択される自信があったも

のでした。それで、再チャレンジに向けて、どこをどう直せばよいのか結構悩みました。

色々考えたのですが、他の採択された案件と比較して気づいたこととして、1 点大きな

違いがありました。というのは、私のご支援の基本スタイルは、ライティングに関して

は基本的に一旦丸投げで書かせてもらって、あとで表現方法や数値などに実際の状況

と齟齬が無いかをクライアントがチェックするというスタイルをとっています。で、だ
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いたい私の案がそのまま通ります。 

ところが、この製造業は、社長の他に技術系の幹部社員の方が補助金プロジェクトチー

ムに参加されていたのですが、その方がけっこうこだわりのある方で、機械の性能や市

場データなどの表を私の当初案に追加掲載されていました。私もそのときは支援者と

いう立場上クライアントの意見を尊重するものと思いましたので、修正案に特に反論

する考えはありませんでした。 

しかし、不採択になったあと、改めて他の採択案件と読み比べてみると、不採択のほう

は、行間がぎゅうぎゅうに詰められて、全体的にごちゃごちゃしており、挿入された資

料も、結局本文と重複するもので、初見で読む方にとっては、情報量が多すぎて負担に

感じるのではないかと思われるものでした。 

社長さんとか、技術系の方で、こだわりを持ってお仕事される方というのは、基本的に

思いが溢れていらっしゃいますので、とかく、あれも言いたい・これも言いたいとなる

傾向が強いように思います。しかし、事業計画書というのは、陳情書や嘆願書の類では

ありませんので、たくさん書いたからと言って思いを汲み取ってもらえるというもの

ではありません。 

そのことを社長に提案して、結局最初に私が書いたままの内容で再提出することにし

ました。つまり、計画のストーリーや数値要件は 1 次提出時となんら変わっていない、

単に、挿入した資料を削除しただけのものを提出したということです。 

結果としては、採択となりましたので、私の考えはおそらく間違っていなかっただろう

と考えられます。審査はブラックボックスで明確なことは分からないところはありま

すが、この経験から、読み手に負担を与えない計画書を書くということを重要事項とし

て意識しています。 

ちなみに、どのような計画書が読み手に負担を与えないかということについて、下記に

列挙してみました。 

 

 内容の重複を避ける（同じことを 2 度読まされるのは不快感を与える） 

 強調表現の多用は逆効果（赤字・太字が多いと目がチカチカする、審査員は評価

のプロのため、強調表現を多用せずとも重要項目を拾ってくれる） 

 専門用語・略語を多用しない。使用する場合は注釈をつける。基本は素人でも理

解できる計画書を。 

 ワンセンテンスを短く。箇条書きが理想。 

 バランススコアカード、４P、３C、QCD、などの切り口で分類して記載する。

切り口で分類することで漏れなくダブりのない文章を書きやすくなるため、お

のずと内容の重複を避けることができる。また、審査員は全国の中小企業診断士

が担っているが、診断士がこの切り口に慣れていることも狙い目と言える。 
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② 採択されるための２つ目のポイントは、公募要領の注意事項と審査項目を網羅するこ

とです。この注意事項と審査項目はそれぞれ第 4 回公募要領の 29・30 ページと 34・

35 ページに記載されています。 

私の場合は、そもそも、注意事項と審査項目を表にしてヒアリングシートとして使って

います。ヒアリングによってシートをしっかり埋め尽くすことができれば、採択される

可能性の高い計画書の材料が揃ったことになります。 

それと、注意事項と審査項目をそのまま計画書の目次・見出しとして記載するのも良い

かもしれません。審査員はこの項目に従ってチェックリスト方式で採点していくでし

ょうから、そのチェック項目が計画書のなかのどこと対応しているのかを、見出しの記

載によって明確にしてあげると審査が楽になるので評価も高くなるということです。

これに関しては、実際に採択された計画書の実例が補助金のホームページに８件掲載

されていますが、これが参考になると思います。採択事例はこれらの項目をしっかり意

識して書かれていることがよくわかります。 

 

③ 採択されるためのポイントの３つ目は、売上と経費の算出根拠を明確化することです。

これは、一次募集が終わった後に、中小企業庁の担当部長が動画で厳しく指摘されてい

たことなのですが、当初、担当部長は、「厳しくみると８割落とすかもしれない」、と発

言していました。その理由が、数字の積算根拠が書けていないということでした。要は、

なぜ、その売上が見込めるのかの根拠が書けていなかったということですね。 

では、どうすれば数値の根拠が明確になるのかということを、お話します。 

まず、売上は単価と客数に分解して示すことが基本です。さらにそれぞれを検討してい

くのですが、単価の方は比較的簡単だと思います。つまり、世の中にかつてなかったよ

うな革新的な製品やサービスを提供する事業でない限り、同業他社や自社の既存製品

の価格設定を基準に設定すれば事足りることだと思います。 

問題は、客数の方です。これは、ネット上で統計資料を検索することが手っ取り早いか

と思います。例えば、ある商品の全国での消費量や 1 世帯当たりの消費量などという

ものは、比較的簡単に見つけられます。その次に、例えば、政府統計サイトに J-STAT

マップと言うツールがありまして、ある地点の半径何キロ以内の商圏内の人口や世帯

数を性別・年齢別などにカウントできますので、1 世帯当たりの消費量に地域の世帯数

を掛け算することで算出したりします。 

あと、たまに、年を追うごとに売上が増加していく計画を見かけますが、そのプランが

成立するためには、市場が伸びていることを示す予測データがないと説明が苦しいの

ではないかと思います。例えば高齢者をターゲットとする商売であれば市場の伸びを

簡単に示すことができますけど、子供をターゲットにしたものは根拠資料の確保に苦

労するだろうということです。 

それと、経費の方もしっかりとした根拠を記載することが望ましいです。私の場合、予
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測可能なものは全て記載します。例えば材料費は何が必要かは明らかでしょうから算

出可能でしょう。人件費も必要な人員が分かれば問題ないと思います。逆に言うと、こ

れくらい分かっていない事業計画の方が問題ですね。減価償却費も購入設備から容易

に算出できます。家賃も同様です。 

その他の細々したもので予測困難なものであっても、なにかしら記載したほうがよい

と思います。例えば既存事業の経費と比較して予測売上高との比率などで按分計算す

るなどでもよいと思います。例えば、既存事業の売上が１千万あり、経費が 500 万あ

ると、そして新規事業は売上予測が 300 万だという場合は、既存事業に対する売上比

率が 30％ですから、それをそのまま経費の 500 万に掛け算して 150 万円とする、とい

うことです。 

ちなみに、業種業態によっては、ドンピシャなデータがあったりします。私の場合です

と、FC の案件では、フランチャイザーが直営店の店舗別損益計算書をそのまま提供し

てくれたので、それをそのまま掲載してかなりリアルな数値を示すことができました。

また、福祉事業のケースでは、同業他社が経営の透明性確保の観点で HP 上に損益計算

書を掲載していましたので、これもそのまま使わせていただきました。 

要するに、ネット検索などで資料を集めてそれをうまく組み合わせれば意外に簡単に

数値根拠が出せるということです。 

 

以上が、採択を目指すための事業計画作成の３つのポイントでした。 

長文を最後までお読みいただきありがとうございました。 
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経営とＳＤＧｓとの関わりについて 

久保武志 

 

 最近、業務でＳＤＧｓ（注）をどう経営に扱ったらよいのか、もしくはＳＤＧｓを経営に

役立てる具体的な方法はないのか、などお客様からご相談を頂くことが増えてきたように

思います。例えば、公的補助金の申請支援などを実施する場面では、募集要項にＳＤＧｓ

に関連するような、例えば環境負荷軽減などを考慮した事業計画を求める事案が増えてい

るようです。また、私が業務の一つとして担当する ISO14001 の認証審査の場面でも、話

題に上がることが増えてきました。このように、今後、コンサルティングサービスを提供

する側として、ＳＤＧｓに関する知識を活かして、クライアント企業ごとに、適切、適格

な提案ができるよう、一定のＳＤＧｓに関するコンサルスキルを身につけておく必要があ

ると感じています。 

 

 テレビ、新聞などのメディアでよく取り上げられるＳＤＧｓでは、身近な生活の場での

取り組みを啓発する目的で、例えば、食べ残しをしないとか、家庭から出るごみを減らす

とか、自然を大切にするとか、人や国の不平等（差別）をなくすとか、そのような話題が

多いように思います。このようなメディアでは、子ども世代も含めたあらゆる世代への 

 

注）SDGs は「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称で、2015

年 9 月の国連サミットで採択され、国連加盟 193 か国が 2016 年から 2030 年の 15 年間で

達成するために掲げた目標です。17 の目標と 169 のターゲット達成により、「誰一人取り

残さない」社会の実現に向け、途上国及び先進国で取り組むものです。 

 

 
出典：SDGs（METI/経済産業省のホームページ） 
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アピールとして、分かりやすさと共に身近な生活面での話題を取り上げることが多いよう

です。ＳＤＧｓの 17 目標の中には、現在の日本では、ごく当たり前で、日頃の生活の中

で特に気にしていない目標もありますが、改めて先進国日本のありがたさを実感できると

ころです。 

 

ところで、中小企業に対する経営支援を実践する我々中小企業診断士として（少なくと

も私は）、中小企業の皆様にどのようにＳＤＧｓを考えていけばよいのか、具体的で適切

な提案が求められていくと考えています。私の中小企業診断士としての業務は、関連する

ものも含めて、だいたいのところ、創業時の経営戦略策定支援、経営改善計画の策定支

援、補助金申請も含めた事業計画の策定支援、全般的な経営相談や経営診断と関連する助

言及び指導、その他補助金審査、ＩＳＯ認証審査などを担当することが多いです。これら

の業務に関して、それぞれの場面で、どのようにＳＤＧｓを使っていけばよいのか、につ

いて一部検討を進めています。 

 

経営改善計画の策定支援の場面では、現状の経営状態が芳しくなく、事業継続のために

経営の立て直しが喫緊の課題となるので、現状ＳＤＧｓが話題に上ることは想定しにくい

と考えられます。毎日の資金繰りに窮している経営者に対して、ＳＤＧｓの話題をアピー

ルしたところで、すぐの売上や利益が増えるような場面は想定しにくいため、議論が進ま

ず場の雰囲気が悪くなることが容易に想定されます。これが現実だと思います。しかし、

経営改善計画の策定支援の場では、目標数値と、それを達成するための具体的な施策と数

値計画まで落としていきますので、例えば、経営改善計画の中で、事業の再構築と併せて

実施するような計画である場合には、例えば新分野展開、事業転換、業種転換、業態転

換、事業再編等、一定の新規性をもって経営の見直しを行うことが多いと考えられます。

その場面で、ＳＤＧｓに絡めて、社会的な親和性を重視しつつ、ＳDＧｓに配慮した経営

改善計画を策定する意味はあると思われます。さらに、もう一歩踏み出して、ＳＤＧｓの

どこかの項目を追求し、そこをビジネスチャンスとして捉えていくことにより、既存ビジ

ネスとのシナジー効果を図りつつ、積極的に取り組んで行くことも有効であると考えられ

ます。補助金申請の場面においても同様に言えると思います。 

 

さて、ＳＤＧｓの 17 の目標および 169 のターゲットを見回してみて、それぞれ適用ま

たは配慮できそうなターゲットとして、以下のようなものがあげられると思います。ちな

みに番号は、各目標、各ターゲットの番号に合わせています。 

 

＜中小企業での適用イメージ（私の診断士業務に関連した範囲で検討しました）＞ 

・1.1～1.5 「貧困層を無くす」ために、社会的弱者（高齢者、母子家庭、障がい者、外

国人など）の積極雇用を進める。 

・2.4 農業法人では、「レジリエント（回復力のある）な農業の実践」のために、適

切、適量な化学肥料や堆肥の使用を推進する。 
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・3.6 「交通事故死傷者数を半減」するために、企業内での労働安全衛生面の活動（周

知、コミュニケーション）を充実させる。 

・3.9 「有害物質や大気汚染による死亡・疾病数の減少」のために、事業活動で使う機

械設備、車両については、環境配慮型の設備の利用を進める。 

・4.4 「労働・起業技能をもつ人の数を大幅増加」するために、社内の人材育成活動を

進める。 

・4.5 「社会的弱者への教育・職業訓練の平等な提供」を図るため、例えば企業内の短

時間労働者（パート、アルバイト）に対しても、労働内容に見合った適切な職業訓

練の場を提供する。 

・6.4 「水の利用効率を改善」するために、事業所での節水活動に取り組む。例えば、

節水コマの利用、雨水の洗車への利用なども検討してみる。 

・6.6 「水系生態系の保護・回復」を図るため、会社としてボランティア活動で、事業

所周辺の河川付近の清掃活動などに参加する。 

・7.2 「再生可能エネルギーを大幅に拡大」を図るために、事業所に自己消費用のソー

ラーパネル、風力発電システムなどの設置を検討する。または、再生可能エネルギ

ー起源から作られた電気等エネルギーを利用するための外部契約を検討する。 

・8.5 「働きがいある人間らしい仕事の実現、同一労働同一賃金の達成」を図るため

に、社内の人事労務管理制度の構築・見直し（例えば、就業規則の見直し、人事評

価制度の導入など）を進める。 

・8.6 「就学・就労・職業訓練を行っていない若者の割合の削減」を図るため、若者の

雇用については、必ずしも現状の経験やスキルに固執しせず、長期視点に立った人

材育成を図る。 

・8.8 「すべての労働者の権利保護・安全な環境の促進」を図るため、社員の健康管理

の強化、社員の権利行使の促進を進める。例えば、社員の健康診断の実施と結果の

把握、年次有給休暇の取得励行、その他、社内における、安全衛生面でのリスク低

減を図り、快適な職場環境の構築を進める。 

・8.10 「保険等サービスへの利用拡大」を図るため、社会保険（労災保険、雇用保

険、健康保険、厚生年金保険）を前提としながら、企業向け共済保険（退職金共済

など）の加入を検討することで、社員が安心して長く働けるよう、福利厚生を強化

する。 

・9.1 「質が高く信頼性があり持続可能でレジリエントなインフラの開発」では、例え

ば建設業での品質活動（PDCA）の強化、記録管理の強化、マネジメントシステム

の導入などにより、製品・サービスの高品質を提供できるよう、継続的なレベルア

ップを図る。 

・9.4 「資源利用効率の向上、環境に配慮した技術・産業プロセス導入によるインフ

ラ・産業改善」を図るため、環境負荷軽減のための活動（エネルギー資源（電気、

燃料）の利用削減、節水、材料の効率的な利用促進、グリーン購入、化学物質の適

切な利用）を進める。 
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・11.4 「文化・自然遺産の保護」を図るため、地域社会とのかかわり・連携を重視

し、企業として周辺地域での文化・自然遺産の保護に関するボランティア等取り組

みを進める。 

・11.5 「水関連災害を含めた災害による死者・罹災者数の削減」のために、会社で

BCP（事業継続計画）や事業継続力強化計画の策定や、これらの計画を元に、定期

的な訓練（避難訓練、安否確認訓練など）を進める。 

・11.6 「都市の一人当たりの環境上の悪影響の軽減」を進めるため、社員の通勤手段

には、できるだけ公共交通機関の利用、徒歩などを励行する。 

・12.3 「世界の一人当たりの食品廃棄を半減」を図るため、飲食業における年代、性

別、趣向など来客の希望に合わせたメニュー作り、また、提供する料理ボリューム

の増減のリスエストを容易に受け付けられる仕組み作りなどを追求する。 

・12.5 「廃棄物の発生を３R 等により大幅に削減」を図るため、製造業では材料の効

率活用のため、例えば端材が出ないような材料利用の設計を図る、歩留率向上のた

めの品質活動を強化する、など。また、建設業であれば、プレカット材の採用など

施工現場で廃棄物が発生しないよう取り組む、発生した廃棄物は、再利用を前提に

産廃処理業者との連携を深めるなど取り組む。さらには、納品後は、顧客での製品

利用、老朽化した場合の廃棄・解体での配慮など、どの業種でも製品やサービスの

ライフサイクル（材料調達、製造・施工、利用、解体、廃棄）の各段階における廃

棄物の発生抑制を図るよう取り組む。 

・12.6 「企業に対する持続可能や取り組みと持続可能性に関する情報の定期報告の推

奨」を図るため、各企業におけるＳＤGｓに関する活動内容、活動成果を定期的に

外部アピール（ホームページ、ＳＮＳ等の媒体を利用したアピール）することで、

利害関係者への認知、外部からの評価を促進する。 

・12.7 「持続可能や公共調達の取り組みの促進」に対応するため、公共調達（公共工

事や物品調達での入札参加において、各社の取り組み（ＩＳＯなどのマネジメント

システムの運用、その他ＳDGｓと絡めて実践できる施策への取り組みなど）に関

して、評価（加点）されるように取り組む。 

・13.1～13.3 「気候変動に具体的な対策」を図るため、各企業での活動の省エネ、製品

の省エネ化を通じて気候変動に取り組むなど、環境負荷軽減に関する取組みを追求

する。 

・14.1 「海洋汚染を大幅に削減」に対応するため、小売業や製造業などで、プラスチ

ックの３Ｒと再利用を追求する、使用量の削減、自然由来材料等の代替材料への転

換、生分解性プラスチックなどの採用などを図る。 

・16.3～16.7 「法の支配の促進、犯罪根絶、汚職・贈賄の大幅な減少、効果的・説明責

任制・透明性の高い仕組みの構築、誰も排除しない・参加型・代議制の意思決定の

保証」のため、コミュニケーションよく、風通しの良い社風を形成することで、企

業活動において、公正で透明性の高い組織運営を追求する。 

・17.17 「公的・官民・市民社会のパートナーシップの奨励」に対応するため、公共機
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関や地域社会との連携を強化して、利害関係者との良好な関係の元で、事業活動を

展開していく。 

 

このように、各企業の現状の事業活動と関連しながら、少し考えるだけでも多様な取り

組みが想定できます。なお、上記の各目標、各ターゲットは、一見すると直接企業活動に

関連ないものもありますが、各企業事業に当てはめて、ターゲットやゴールに寄与できそ

うであれば、若干解釈を変えても構わないと思います。ＳＤＧｓはＩＳＯなどの国際的な

認証規格ではありません。社会貢献に繋がる枠組みとして、「各社が考えるＳＤＧｓ」を

積極的に追及、推進していくことが重要である、と私は考えています。 

 

補足になりますが、上記の中でいくつかＩＳＯ等のマネジメントシステムを取り上げて

いますが、ＩＳＯ等のマネジメントシステムは、ＳＤＧｓの取り組みと併せて取り組みや

すい仕組みであると考えられます。ＩＳＯ等のマネジメントシステムを構築し、運用して

いる企業では、基本的な取り組みとして、経営方針を元に、経営目標を設定し、さらに具

体的な施策に落として、年度計画として実践しています。その進捗状況は、定期的に監視

モニタリングされ、定期的な内部監査やマネジメントレビューを通して評価され、改善点

を見出した上で、その後の改善活動に活かされます。この中で、経営方針から経営目標に

展開する一連の計画プロセスの活動の中で、ＳＤＧｓの各目標、各ターゲットに照らしな

がら、各企業で取り組める内容を抽出、具体的な会社目標として設定することができま

す。この流れで実践すれば、各企業の本来の事業活動を中心に進めつつ、かつＳＤＧｓと

すり合わせながら、計画を進めることができることになります。ＩＳＯ等のマネジメント

システムを実践している企業で、形式のみの運用で、形骸化しているようなケースであれ

ば、参考にして頂けるものと考えます。 

 

以上 
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