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巻頭言

ごあいさつ
　いつも、会の運営にご協力いただきまし
て、ありがとうございます。
　政府による経済活性化策が打ち出され、
不安を抱えながらも人の移動・経済活動が
動き出したところですが、依然として収束
の見えないコロナ禍の中、会員の皆様にお
かれましては、企業支援に奮戦されている
こととお察しします。
　コロナショックは、給付金・助成金や実
質ゼロ金利融資などの繋ぎ資金供給が一巡
して、現状一服感が見られますが、今後は
ウィズコロナ・アフターコロナを見据えた
「本業支援」や、売上低迷による資金繰り難
に対する支援に移行するものと思われます。
　経験したことのない災禍に困窮している
中小・小規模事業者の支えとなるべく、当
会としても会を挙げた支援体制強化を進め
ています。会員の皆様におかれましても、
地域のために、更なる奮闘をお願いいたし
ます。
コロナショック～私たちに求められること
〇本業支援への回帰
　今回のコロナショックを機に、私たちへ
の期待は、専門家としての本来業務である
「本業支援」に寄せられるようになりました。
先のリーマンショック後に見られたような
リスケによる課題の先送りではない、「本業
の稼ぐ力」への支援・指導が強く求められ
ています。
　前回の稿でお示しした通り、特に経営改
善計画策定支援業務において、今後は支援
先業種・業界に精通する専門家の派遣およ
びそのような専門家の発掘・育成に注力し、
「質と量」両面での支援機能強化を図ってま
いります。

〇よろず支援拠点との連携
　コロナショックを機に、IT・Webマーケ
ティング分野の取組が見直されています。
これら専門性が求められる分野について、
よろず支援拠点の専門コーディネーター活
用を推進します。
〇その他専門支援機関との連携
　コロナショックを機に、経営改善支援は
もとより事業や資産の引継ぎ・マッチング
など、これまで以上に支援機関との連携が
求められています。各支援機関のほか、保
証協会、再生支援協議会、事業引継ぎ支援
センター等との連携強化を推進していきま
す。
士会活動の報告等
（創業塾の受託）
　今年度も日光商工会議所、宇都宮商工会
議所の創業セミナーを受託し実施していま
す。今回は、企業内診断士研究会の力も借
りて、若手を中心とした体制で内容等を再
編成しました。
　当稿執筆時点では分かりませんが、良い
成果につながることを期待しています。
（委託事業等）
　県のコロナ枠相談窓口、建設業経営アド
バイザー派遣事業は予算満了となりまし
た。会員の皆様のご協力にお礼申し上げま
す。
　他の委託事業についても積極的な活用を
お願いいたします。

　以上、「企業診断とちぎ」発行にあたりご
あいさつと活動をご報告いたしました。今
後とも会活動へのご協力をお願いいたしま
す。

（令和２年10月20日）

一般社団法人　栃木県中小企業診断士会　会長　須田　秀規

企業診断とちぎ87号発行に向けて
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はじめに
　栃木県中小企業診断士会の皆様には、
日頃から当協議会に多大なる御支援を頂
き深く感謝申し上げます。今回は、新型
コロナウイルス感染症の拡大に伴う当協
議会の対応状況についてご報告させて頂
きます。

新型コロナ特例リスケジュール支援
　中小企業再生支援協議会（以下「協議会」
という。）では、中小企業の事業再生を支
援するため、窓口相談や債権者調整等を
含む再生計画の策定支援を行っています。
　平成24年から平成26年までの金融円滑
化法期限到来を踏まえた政策パッケージ
対応により支援件数は大幅に増加し、平
成27年度以降は抜本再生案件に重点化を
行っています。更に平成29年度以降は事
業引継ぎセンターとの連携強化、平成30
年度からは円滑な保証債務の整理（再チャ
レンジ支援）を開始しているところであ
りますが、今般、新型コロナウイルス感
染症拡大の影響に伴い令和2年4月から新
たに「新型コロナ特例リスケジュール支
援」を開始しています。
　「新型コロナ特例リスケジュール支援」
は、新型コロナウイルス感染症の拡大の
影響を受けた事業者を対象に、1年間の緊
急特例リスケジュールの要請、資金繰り
計画の策定（新型コロナ特例リスケジュー
ル計画（以下	「特例リスケ計画」」を支援
するものです。
　従来は、事業改善の見通しがなければ
再生計画の策定支援をすることが不可能
でしたが、特例リスケ計画では今後6か月
の資金繰りの見通しが認められれば支援

が可能となっている点が特徴です。コロ
ナの影響で業況が悪化した事業者を全面
的に受け入れ、協議会が積極的にニュー
マネーを含めた金融調整を実施していま
す。

窓口相談の対応状況
　このような中で、全国の協議会が令和2
年度の第1四半期に対応した窓口相談件数
は1,692件であり、前年同期（534件）に比
べ1,158件増加しています。
　栃木県の協議会においても令和2年度の
第1四半期に対応した窓口相談件数は33件
であり、前年同期（11件）と比べ3倍の件
数となっています（図表1参照）。

図表1　窓口相談件数の推移

　令和2年9月末時点の速報値でも、全国
で累計2,754件、栃木県で47件の相談件数
となっており、「特例リスケ計画」の策定
支援制度を始めたことにより窓口相談件
数は急増している状況です。

特例リスケ計画の策定支援の状況
　令和2年度第1四半期に窓口相談後に特
例リスケ計画策定支援を完了した件数は

栃木県中小企業再生支援協議会

栃木県中小企業再生支援協議会のコロナウイルス
感染症拡大に伴う対応状況について

政策・施策
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全国で396件、栃木県においては5件にな
ります。令和2年9月末時点の速報値では、
全国で1,303件。栃木県で22件となってい
ます。

再生計画策定支援の状況
　一方で、令和2年度第1四半期に再生計
画策定支援を完了した件数は、全国の協
議会で91件であり、前年同期（130件）に
比べ39件の減少となっています。
　栃木県の令和2年度第1四半期における
再生計画策定支援完了件数は5件で、前年
同期（3件）に比べて2件の増加となって
いますが、特例リスケ計画策定支援の増
加に伴い従来の再生計画策定支援の件数
は全国的に減少している状況にあります
（図表2参照）。

図表₂　	再生計画策定完了件数、特例リ
スケ計画策定完了件数の状況

H28 H29 H30 R1 R2

全　国 145 139 155 130 91

- - - - 396

栃木県 2 5 6 3 5

- - - - 5

（下段が特例リスケ計画策定完了件数）

特例リスケ計画期間終了後の対応
　協議会では、コロナ特例リスケ先に対
して定期的にモニタリングを行い事業者
の業況の確認をしています。
　業況回復がなされれば卒業することも
考えられますが、基本的にはコロナ影響
減少後、再生計画策定支援を行い、事業
再生へ導くことを想定しています。
　また、必要に応じては、円滑な債務整
理支援（再チャレンジ支援等）を行うこ
ともあり一貫した支援を行っています。

最後に
　診断士会の皆様には、特例リスケ計画

策定支援においても、相談事業者のご紹
介や特例リスケ計画の策定等に多大なご
協力を頂いており改めて御礼申し上げま
す。
　今後もコロナウイルス感染症拡大の収
束時期が不透明であることから、金融機
関による強力な資金繰り支援があっても
対応できない事業者が増加することが懸
念されます。
　資金調達が難航している場合も含めて、
既存の借入金の返済猶予が必要になる事
業者からの相談があるような場合には、
再生支援協議会にご相談頂けますよう宜
しくお願い致します。
　また、特例リスケ計画策定終了後には
再生計画の策定が必要になることが多く
なるものと想定されますので、診断士会
の皆様には、より一層のご支援、ご協力
を宜しくお願い申し上げます。

お問合せ先
　栃木県中小企業再生支援協議会
　電話　　028-610-4110
　ＦＡＸ　028-632-5867
　中小企業診断士
　　　　　　　石山　　明
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はじめに
　国内経済は徐々に制約が緩和され、政
府が起爆剤として導入した「GoToキャン
ペーン」をはじめ、回復への取り組みが
進んでいる。しかしながら、新規感染者
数は一進一退の状況で、各企業は常に不
安と背中合わせで事業を推進しなければ
ならず、再生スピードはおのずと制御が
かかってしまうことになろう。弊社の景
気動向調査によれば、9月の景気DIは30
台まで回復し、その他の経済指標も下げ
止まり感はあるが、本格的な回復基調を
示すのは、相応の時間が必要となること
も指摘されているようだ。そこで、帝国
データバンク宇都宮支店では、9月時点の
新型コロナウイルス感染症に対する栃木
県内企業の見解について調査し、現状分
析や今後の取組についてレポートをまと
めた。
※調査期間は2020年9月15日～30日、調査
対象は栃木県内企業338社で、有効回答企
業数は147社（回答率43.5％）。

1.『業績にマイナスの影響がある』とす
る企業は83.7％、減少の一途
　新型コロナウイルス感染症により自社
の業績にどのような影響があるか尋ねた
ところ、『マイナスの影響がある』（「既
にマイナスの影響がある」と「今後マイ
ナスの影響がある」の合計）と見込む県
内企業は83.7％であった。ピーク時（4月
調査）の90.6％と比較すると6.9pt減少し、
月を追うごとに数値は減少の一途を辿っ
ている。顕著とまでは言えないものの、
業績悪化は解消方向に進みつつあると云
えるだろう。ちなみに全国調査の結果で

は、80.6％でピーク時からは8.2ptも低下
しており、回復ペースは栃木県を上回っ
ているようだ。

　内訳を見ると、「既にマイナスの影響が
ある」は、73.5％と前月比+6.8ptであった。
「今後マイナスの影響がある」は10.2％で
前月比-8.5pt、概ね悪化が顕在化したもの
と見られる。少しずつマイナスの比率は
減少しつつあるが、今だ83.7％が業績悪化
に喘いでいる事実は、厳粛に受け止めな
ければならないだろう。企業からの声を
紹介する。「コロナ禍は一過性と捉えられ
がちだが、経済が止まったことの影響は
今後出てくると思っている。業界によっ
ては影響に遅効性があるところも少なく
ないので、現状業績が維持できていても
不安感は拭えない。予算縮小などの措置
はこれからが本格化するのではないか」
（建設）、「既存顧客からの受注は減少の一
途を辿っており、今のままでは経営は成
り立たない。いかにして新規顧客を開拓
して売り上げにつなげるか、そこに比重

　新型コロナウイルス感染症に対する
　栃木県内企業の意識調査（2020年９月）
2020年度業績見通し、県内企業の54.8％が「減収減益」

～「オンライン会議」「インターネット経由の販売」への取り組み強化～
株式会社帝国データバンク　宇都宮支店

政策・施策

■新型コロナウイルス感染症による業績への影響
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注1：母数は、有効回答企業147社。2020年8月調査は150社、同年7月調査は138社、同年6月調
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は129社
注2：下線の値は『マイナスの影響がある』（「既にマイナスの影響がある」と「今後マイナスの影
響がある」の合計）の割合
注3：『プラスの影響がある』は、「既にプラスの影響がある」と「今後プラスの影響がある」の合計
注4：小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計は必ずしも100とはならない
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を置いているところです」（製造）、「年末
から来年にかけて、廃業が増加すること
は確実であろう。当然顧客のなかにもそ
ういう事態が想定されるため、単純に減
収となっていくことが予想される」（サー
ビス）、「感染防止策は徹底しています。
コロナ対策のために、設備投資もしまし
た。玄関自動ドアの設置、手洗い、消毒、
体温測定器なども新設し、外部からの侵
入を極力防ぐ努力をしています」（製造）、
「社員のマスク着用、手指消毒の徹底、来
客に対しても同様にお願いし、接客時に
はパーテーションを設置するなど、でき
る限りの対策は講じています。また、会
議時間の短縮など、効率化にも取り組み、
新しいサイクルで仕事をし始めています」
（卸売）、「既にお客様のなかにも週休3日
制を導入したり、副業を解禁したりと、
新しい取り組みを取り入れているところ
もあります。様々なアイデアを導入して
いく姿勢が大事な時期だろうと感じる」
（卸売）など、様々なコメントが寄せられ
た。多くの企業が業績悪化のなかで試行
錯誤を繰り返し、事業存続のための努力
を行っていることはひしひしと伝わって
くる。多くの企業がこの難局を乗り切っ
て、アフターコロナを迎えてほしいもの
だ。

2.業界別、『運輸・倉庫』『製造』『卸売』
の業績悪化が深刻
　『マイナスの影響がある』と見込む企業
を業界別に見ると、『運輸・倉庫』では
回答した全ての企業が悪化と回答、以下、
『製造』と『卸売』の2業界で90.9％と、合
わせて主要6業界のうち3業界で、9割を超
える企業が業績悪化を訴えている。一方
で、『建設』では60.7％まで減少し、『小売』
80.0％、『サービス』81.3％と小康状態と
もうかがえる結果が出た。一概には言え
ないところもあるが、例えば建設業界で
は、民間需要は低調だがそれを補って公
共工事が順調に発注されており、昨年の
台風被害による対策工事などが潤沢にあ
ることなどから、業績悪化が抑えられて
いるとも見られる。また、小売では食品
の家中需要や、衛生材料や医薬品の特需
などに支えられたケースも散見される。
しかし、運輸・倉庫では、タクシーや観
光バスの需要がなかなか戻らなかったり、
製造では商材によって生産調整や受注自
体が止まっている品目も散見されるなど、
業界間で大きな格差が見られることも否
めない。

　一方で従業員数別での状況をみると、
「101人～300人」と「301人～1,000人」の
カテゴリーでは、回答した全ての企業が

■業績に『マイナスの影響がある』割合～業界別・月次比較～
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業績悪化と答えている。また、「21人～50
人」でも、90.6％と高い数値を示した。一
方で、「5人以下」では、70.0％と幾分悪化
の比率は低い。やはり、従業員を相当数
抱える企業は、それだけ固定費が多くか
かる。売上減少に対してコストが圧縮で
きなければ、収益は悪化することとなり、
業績に与える影響は大きい。労働市場が
大きな変化を見せ始め、一転就職難の様
相にあるなかで、「人余り」を訴える企業
も増加し始めている。業績悪化がこのま
ま続くことになれば、雇用に影響するこ
とは必至で、コロナ禍が大きな禍根を残
すことも十分想定できるだろう。

3.2020年度の業績見通し、「減収減益」
が54.8％
　2020年度（2020年4月決算～2021年3月
決算）の業績見通し（売上高及び経常利
益）について尋ねたところ、「減収減益」
を見込む企業が全体の54.8％にものぼっ
た。これは同じアンケートを取った今年3
月時点の調査結果44.8％と比較すると、実
に10.0ptも増加している。業績悪化がこ
の半年でさらに顕在化してきたことにな
る。一方で「増収増益」は11.0％（3月時
点18.7％）と、こちらは減少著しい。今期
の業績見通しについて、予測の範疇では
あるが数値化できたことについては貴重
な資料と云えるだろう。「増収増益」を見

■『マイナスの影響がある』割合～ 従業員数別 ～
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注1：下線の値は『マイナスの影響がある』（「既にマイナスの影響がある」と「今後マイナスの影響がある」の合計）の割合

注2：小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計は必ずしも一致しない
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■2020年度の見通しについて　～ 2020年3月時点と9月時点の比較 ～

18.7%

11.0%

2.2%

2.1%

5.2%

6.2%

44.8%

54.8%

14.9％

10.3％

14.2％

15.8％

増収増益 増収減益 減収増益 その他減収減益

2020年

3月時点

2020年

9月時点

前年度並み

注1：母数は「分からない／不回答」を除く、2020年3月時点が134社、9月時点が同146社
注2：業績は、売上高および経常利益ベース
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込んでいた企業が、「増収だが減益」ある
いは「前年度並み」にスライドし、さら
に「前年並み」と見込んでいた企業も「減
収減益」にスライドしている様子がよく
わかる。非常に深刻と受け止めざるを得
ない。

4.新型コロナをきっかけに取り組み始め
た働き方は、「オンライン会議の導入」が
トップ
　新型コロナの感染拡大にともない、働
き方改革の取り組みに変化がみられたか
尋ねたところ、「新型コロナ拡大で取り
組み始めた」という項目に注目してみる
と、「オンライン会議の導入」が37.4％と
トップであった。以下、「在宅勤務の導
入」（23.8％）、「オンライン商談の導入」
（21.1％）、「時差出勤・フレックスタイム
制の導入」及び「教育・研修のe-ラーニ
ング化」（各13.6％）などが上位となった。
また、「今後取り組む予定」についてみる

と、「ペーパーレス化の推進」（30.6％）が
トップ、以下、「RPAなど業務効率化ツー
ルの導入」（29.3％）、「オンライン商談の
導入」（27.2％）、「インターネットによる
受注・販売の強化」（25.2％）、「教育・研
修のe-ラーニング化」（23.8％）などが上
位に並んだ。
　企業からは、「全社内会議のzoom化を
推進している。コストもかかるため、公
的な補助があるとよい」（製造）、「TEAMS
を利用して、社内コミュニケーションの
緊密化を図る計画である」（卸売）、「取引
先と足並みをそろえないと商談や打ち合
わせのオンライン化は進められない。し
かし、推進する方向性はやぶさかではな
い」（製造）などの意見が寄せられた。多
少の温度差はあるものの、比較的小規模
企業に至るまで、オンライン化、システ
ム化、デジタル化が普及している点は、
認識を新たにした。今回のコロナ禍が、
下地を作ったことも事実であろう。

■新型コロナウイルスによる「働き方改革」の取り組みの変化
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注1：母数は有効回答企業147社

注2：下線の値は『現在取り組んでいる』割合

（「新型コロナ拡大前から取り組んでいた」と「新型コロナ拡大をきっかけに、取り組みを開始した」の合計）
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5.働き方を変えるうえでの問題点、「リ
モートワークに適さない業務が主である」
がトップ
　新型コロナウイルスの影響によって従
来とは異なる働き方が求められているな
か、働き方を変化させるときの問題点を
尋ねたところ、工場における生産業務に
代表される「リモートワークに適さない
業務が主である」が80.3％で最も高かった
（複数回答、以下同）。企業の声を紹介す
ると、「製造業なので工場に来ないと生産
ができない。人が集まれば感染リスクが
高まることはわかっているが、できる限
りの対策を講じて生産業務をこなしてい
きます」（製造）や、「私どもは鉄骨工事
業に従事していますので、現場に行かな
いと仕事になりません。テレワークで出
来ることは限られており、やむを得ない」
（建設）といったように、リモートワーク
にそぐわない業務が主体であることがよ
くわかる。
　以下、「情報セキュリティが確保できな
い」（46.3％）、「ペーパーレス対応が不十
分」（41.5％）、「情報通信設備への投資負
担」（40.1％）、「業務上の指示・指導が行
いづらい」（39.5％）などが上位を占めた。
今回の回答のなかにも、「人材派遣を行
うサービス業を営む企業から、リモート
では派遣社員の健康状態や勤務管理、労
務管理などの細かいグリップができない」
といった、業界ならではの特殊事情も存

在するというコメントがあった。業種特
性だけでなく、従業員のケアがネックと
なっているケースもみられ、「働き方改革」
という論点だけでも多岐にわたる課題が
あり奥が深いようだ。

6.「新しい生活様式」に対応した商品・サー
ビスの展開、咳エチケットや消毒関連が
上位
　新型コロナウイルス感染症専門家会議
からの提言を踏まえ、政府は「新しい生
活様式」の実践例を公表している。そこで、
どういった新しい生活様式に対応した商
品やサービスの開発・販売を、現在行っ
ているか尋ねたところ、「手洗い、手指消
毒に資する製商品、サービス」が21.1％で
最も多かった。以下、「咳エチケットに資
する製商品、サービス」が19.0％、「身体
的距離の確保に資する製商品、サービス」
11.6％、「インターネットを利用した販路
拡大」10.9％、「3密回避に資する製商品、
サービス」10.2％などが上位に並んだ。
　また、今後どのような開発や販売を検
討しているかという質問に対しては、「イ
ンターネットを利用した販路拡大」が
18.4％で最多であった。以下、「少人数
での買い物に資する製商品、サービス」
14.3％、「電子決済の導入や電子決済に資
する製商品、サービス」12.9％、「シフト
勤務や時差出勤に資する製商品、サービ
ス」12.2％などが上位を占めた。
　新しい生活様式が定着するためには、
それを実践するためのアイテムやサービ
スが必要になり、新たなビジネスチャン
スととらえる考え方もある。また、そこ
までいかなくても、現状自社が行ってい
るビジネスモデルを、新しい生活様式に
合致させるためのアイデアなども、同業
他社で横展開できるサービスであるかも
しれない。いずれにしても、そういった
製商品やサービスは貴重な存在であり、
今後の経済に良い刺激となることも期待
できよう。

まとめ
　今回で8回目となる本調査であるが、「業

■働き方改革の問題点（複数回答）
（％）

1 リモートワークに適さない業務が主である 80.3

2 情報セキュリティが確保できない 46.3

3 ペーパーレス対応が不十分 41.5

4 情報通信設備への投資負担 40.1

5 業務上の指示・指導が行いづらい 39.5

6 従業員のITスキル不足 35.4

7 リモートワークができる従業員とできない従業員の格差・不公平解消が困難 34.0

8 従業員の業務状況（進捗・繁忙度）の把握が難しい 33.3

9 生産性・業務効率が低下する 32.0

10 従業員のコスト負担（PC・通信機器、OA用品など） 27.9

従業員同士のコミュニケーションが取りづらい 26.5

通信環境が不十分 26.5

13 従業員の評価が難しい 25.9

14 取引先がリモートワークに対応していない 19.0

注： 母数は有効回答企業147社

母数は有効回答企業147社
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績にマイナスの影響」を指摘する企業は、
4月をピークに減少傾向を示し、当月は
83.7％まで下がった。もちろんこの数値
は、「業績回復」には程遠いものであり、
いまだ中小企業の置かれた立場は厳しい。
それでも、概ね業績悪化は底を打った感
はわずかに認められると云えよう。
　しかし一方で、今期の業績予想におい
ては、「減収減益」を見込む企業は54.8％
にものぼる。県内企業における景況感は、
いまだ低位であり、業績悪化のダメージ
はこれから効いてくることになる。体力
の乏しい小規模零細企業などは、ほんの
わずかなマイナス要因が経営を左右する
一大事になりかねない。すでに倒産や廃
業・解散件数は増加傾向を示しており、
雇用の不安定とともに極めて深刻な環境
となっている。一般消費や設備投資が回
復するまでには相応の時間が必要で、こ
の間企業を支援し守っていくシステムは
急務であろう。経営者のマインドを守る

手段が必要なのだ。

【内容に関する問い合わせ先】
　㈱帝国データバンク　宇都宮支店
　情報担当：古川　哲也
　TEL	028-636-0222
　FAX	028-633-5639

■新しい生活様式に対応した製品や商品、サービスの開発や販売  （複数回答）
（％）

1 手洗い、手指消毒に資する製商品、サービス 21.1 1 インターネットを利用した販路拡大 18.4

2 咳エチケットに資する製商品、サービス 19.0 2 少人数での買い物に資する製商品、サービス 14.3

3 身体的距離の確保に資する製商品、サービス 11.6 3 電子決済の導入や電子決済に資する製商品、サービス 12.9

4 インターネットを利用した販路拡大 10.9 4 シフト勤務や時差出勤に資する製商品、サービス 12.2

5 3密回避に資する製商品、サービス 10.2 展示品や購入検討時での接触削減に資する製商品、サービス 11.6

健康チェックに資する製商品、サービス 6.8 公園や娯楽施設などの混雑回避に資する製商品、サービス 11.6

感染症予防に対応したオフィス空間に資する製商品、サービス 6.8 インターネットや動画などを活用した製商品、サービス 11.6

8 電子決済の導入や電子決済に資する製商品、サービス 5.4 少人数での娯楽、スポーツに資する製商品、サービス 11.6

9 テレワークなど在宅勤務に資する製商品、サービス 4.8 公共交通機関などの混雑回避に資する製商品、サービス 11.6

10 オンライン会議やオンライン営業販売に資する製商品サービス 4.1 宅配事業や持ち帰り需要に対応した製商品、サービス 11.6

11 宅配事業や持ち帰り需要に対応した製商品、サービス 3.4 屋外空間を活用した製商品、サービス 11.6

少人数での買い物に資する製商品、サービス 2.7 イベントなどの混雑回避に資する製商品、サービス 11.6

少人数での飲食に資する製商品、サービス 2.7 13 健康チェックに資する製商品、サービス 10.9

シフト勤務や時差出勤に資する製商品、サービス 2.7 咳エチケットに資する製商品、サービス 10.2

屋外空間を活用した製商品、サービス 1.4 身体的距離の確保に資する製商品、サービス 10.2

イベントなどの混雑回避に資する製商品、サービス 1.4 少人数での飲食に資する製商品、サービス 10.2

展示品や購入検討時での接触削減に資する製商品、サービス 0.7 テレワークなど在宅勤務に資する製商品、サービス 10.2

公園や娯楽施設などの混雑回避に資する製商品、サービス 0.7 オンライン会議やオンライン営業販売に資する製商品サービス 10.2

インターネットや動画などを活用した製商品、サービス 0.7 19 感染症予防に対応したオフィス空間に資する製商品、サービス 8.8

少人数での娯楽、スポーツに資する製商品、サービス 0.7

21 公共交通機関などの混雑回避に資する製商品、サービス 0.0

注： 母数は有効回答企業147社

開発や販売をしている 開発や販売を検討している

5

14

6

12

15

17
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始めに
　「私の研究」というテーマでの原稿依頼
があったが、特に研究をしたことがないの
で、何を書くのか迷ってしまった。そこで
どうしたものかと考え、昨今の経済情勢等
を考えることなら、多少できるかもと思い、
執筆してみることにした。浅学非才ではあ
りますが、お付き合いいただけると幸いで
す。
日本経済の最大取引先は中国
　今日10月6日の日経新聞に経団連中西会
長のトランプ氏のコロナ感染について、自
業自得といったような非難ともいえる記事
が小さく掲載されていた。その心を読み説
いて見ると高関税をかける等の中国への締
め付けで日本企業の中国での経済展開が厳
しくなっていることの批判のようにも感じ
る。日本経団連としては、中国は2019年時
点で最大の貿易相手国であり、日系企業の
海外拠点数が最大の国でもある。したがっ
てこの中国との関係を維持していきたいと
いう動機には強いものがあると思われる。
しかし世界的に中国の孤立化が進んできて
いる現在、日本も国内需要を盛り上げ、経
済の活性化を図るために企業の国内回帰促
進化等の見直しが必要と思われる。
3密は現代の経済活動の基本
　3密とは「換気の悪い密閉空間」、「多数
が集まる密集場所」、「間近で会話や発声を
する密接場面」のことをいい、コロナ対策
ではこの3密が重ならないように指導され
ている。これは医学的には正しいのだが、
経済活動という面ではこれを守ると経済活
動が停滞するということになる。これを
もう少し考えてみると、日本のGDPの約
25％を占めているのが、第2次産業の製造

業で、工場に人が集まらないと稼働できず、
生産が止まってしまう。また70％を占める
第三次産業のサービス業は人と人が接した
り、移動したりするときに経済活動が行わ
れるので、経済の停滞が起こる。事実、コ
ロナ禍の移動自粛で多くの飲食店や旅行業
者関連の売上が大幅に減少した。
失業率と自殺率の高い相関関係
　最近では「withコロナ」ということで、
経済対策として「GOTOトラベル」や
「GOTOイート」も展開されているが、旅
行需要の先食いではないかという意見もあ
り、実体経済の動きはまだ厳しい状況が続
くと思われる。さらに経済回復が遅れると、
倒産する企業も今年末あたりから増加して
くるとも予想されており、そうなれば当然
失業率が上昇することが見込まれる。以下
の図に示すように過去の実績を見れば、失
業率と自殺率には高い相関があり、特に男
性のみでは相関係数は0.93と非常に高い。

　これは3密によって経済停滞が起き、失
業者が増えれば、自殺率が増加することを
意味している。
コロナ禍の経済対策の状況
　新型コロナウイルス感染症拡大による経

上邑　芳和

日本経済の繁栄に向けての一考察

私の研究
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済活動の停止は運転資金など資金需要を急
増させている。これに対し、1人あたり10
万円の現金を給付する他、持続化給付金と
して収入が前年同月と比べて50%以上減少
した中小企業には200万円、フリーランス
などの個人事業主には100万円を給付する
ことや、これら事業主に対し、法人税や所
得税などの国税の納付や、地方税徴収の1
年間の猶予を実施している。
　これまでの経済対策やコロナ禍での経済
対策は主にケインズ流の経済学を使った財
政出動だといえる。本コロナ禍において当
面の資金繰り対応については、全般に持ち
こたえているといえるが、これだけで経済
不況を立て直すのは難しいと思われる。
　ケインズ経済学の考え方は政府が税金払
い戻し券を用いて、国民に配布する。これ
をもらった人々はその金額の大半を消費に
回すと、経済の需要が創出されて雇用が増
え、さらなる消費を生み出す。だから最初
に配布する金額が大きいほど、経済的な普
及効果が増大していくので、不況から脱出
できるという考え方に立っている。しかし
ながらこれは一面しか見ていないという指
摘がある。サプライサイド経済学の視点に
立つと配布したお金は税金であり、その税
金を取らなければ、その分消費が可能であ
り、結果的に相殺されるということであり、
効果はないという主張をしている。「政府
であっても、誰かにお金を与えるためには、
そのためのお金を他の誰かから受け取って
いる必要があるという事」であり、やる気
のある人からやる気のない人にお金が移動
しているとも言える。また別の言い方をす
ると、給付金でお金をもらう事と、減税で
手元にお金が残ることの質が区別できてい
ないとも言える。勤勉な人が報われる経済
が生産性の高い社会を作っていくと考え
る。
　本経済学の視点からは有名なルーズベル
トのニューディール政策も実は失敗であ
り、戦争が起きたために経済復興ができた
と指摘されている。
経済成長のビジョン
　トランプ大統領の経済顧問をしている
アーサー・ラッファー博士はサプライサイ

ド経営学の父と言われ、ラッファー曲線で
知られる。
　以下の図に示すように、税率が0では税
収も0だが、税率が100％では誰も働かない
ので、税収は0になり、その間で税収が最
大になる税率があるということを示してい
る。つまり税収を増やそうとして税率を
上げると、経済活動が阻害されたり、課税

からの逃避が起きたりして、逆効果になる
領域があることを示している。日本の総合
的な税率がどの時点にあるかという事で、
もっと税率を上げても増収が見込めるか否
かという事になる。米国、トランプ大統領
のトランポノミクスは①減税、②規制の廃
止、③エネルギーの国内生産だったが、コ
ロナ前の好景気を実現した理由の一つが
35％から21％（世界の平均は20～25％）に
した減税政策と言われている。日本の税率
はどうであるかというと、日本の法人税は
まだ世界的には高い水準にあり、減税する
ことで中長期的には増収が見込まれる可能
性が高い。世界と競争できる税率にするこ
とが必要と思われる。
経済の活力を高めるには
　個人の視点で見れば、仕事で報酬を得て
初めて自尊心を高め、自分の人生の責任を
とれる。これを国民視点で見れば、経済の
活力は国民自身が小さなイノベーター、あ
るいは企業家として事を起こす自由。即ち
「自由」と「チャンスの平等」にあると思
われる。ゆえに減税や規制緩和で自由な選
択ができることが経済のパイを大きくする
ために必要ではないだろうか。
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少しは過去を振り返ってもいい？
　「若者は未来を語り、老人は過去を語る」
ということばがあります。過去の話ばかり
をしたがるのは、老人になった証拠なので
しょうか。
　まあこの歳になれば、少しくらいは過去
のノスタルジーに浸ってみるのも、周りへ
の老害とならないかぎり、ゆるされていい
のかも・・・・・。
　そんなことで、最近の私のマイブーム（ノ
スタルジーに浸る時間）を記したいと思い
ます。
私のマイブーム～積んでおいた本を読む
　私が学生だった1970年代は、学生運動の
余熱がまだ色濃く残っていました。学校の
キャンパスでは、同級生やサークルの先輩
たちが、「吉本はどうだ、アレントはこう言っ
てるぞ！」などと熱っぽく話すのをよく耳
にしていました。
　地方から上京し、中学・高校時代はスポー
ツ部活に明け暮れ、本とはまったく無縁
だった私には、何の話なのかさっぱり分か
らず、まるでお経でも聞いているような状
態だったことを鮮明に憶えています。「手に
は朝日ジャーナル、カバンの中には岩波本」
というのが、当時のイケてる学生のひとつ
のスタイルでした。私もあこがれて真似を
してみたのですが、今考えるとまったくの
冷や汗ものです（笑い）。
　この頃から、私の積読癖が始まりました。
ともかく友人や先輩たちから聞いた本は、
大型書店だけでなく古書店を歩き回り、手
当たり次第に購入しました。今思うと、両
親の財布を痛めた甚だ親不孝の息子だった
のです（懺悔）。
　いわゆる積読でしたから、まったく未読
のものや、最初の数ページであえなく挫折
したものばかりでした。その後、社会人に
なり、日常生活に追われるようになるにし

たがい、本の存在は、念頭からすっかり消
えていきました。
台風災害がくれた唯一の“いいね”？！
　昨年の台風水害で自宅兼事務所が床上浸
水となり、積んでおいた大量の本の多くが
あえなく水没してしまいました。（ちなみに、
被災にあたり栃木県中小企業診断士会より
お見舞いを頂戴しましたことに、この紙面
をお借りして心より御礼申し上げます）
　仕方なく、残った本を整理しながら、少
しずつ拾い読みしていくうちに、いつの間
にか読み耽っている自分に気づきました。
「まだ、一生かかって読むのに十分な量の本
があるじゃないか！」と感じた私は、それ
以降40年前の積読本のうち、主に古典を読
むのが日課となり、それが最大の楽しみと
もなりました。
　当時はまったく意味不明だった本も、歳
のせいでしょうか（老年的超越には程遠い
のですが）、「ああ、こういうことだったの
か！」「なるほど！でも、そこは違うよな！」
などとつぶやきながら、わかったような気
分で過ごす時間は至福の時です。
　最後に余談を。もうひとつのマイブーム
は、昭和のTVドラマの「ウルトラセブン」
と「鬼平犯科帳（二代目中村吉右衛門）」の
二つです。
　主に休日のケーブルTVで放映されてい
るのですが、前者は非常に優れた文明批評
であり、後者は人間の悪と人情の機微を巧
みに描いていて、江戸情緒の映像も魅力の
ひとつです。
　こうしたマイブームが生活の潤いや仕事
への新たな意欲をかきたてる原動力になっ
ているようです。
（注）文中の吉本は吉本隆明（「共同幻想論」）、
アレントはH・アレント（「人間の条件」）
です。

中小企業診断士　島田　忠彦

すこしだけノスタルジーに浸ってみる

私のいいね！
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大学のキャンパスと私の想い
　学会発表の聴講や資格試験などで大学
を訪れる機会があるが、そのたびに大学
のキャンパスは良いな～といつも思ってい
る。キャンパス風情にはそれぞれの大学の
良さがある。
　学生が雑談しながら歩いていたり、一人
本を読んでいたり、このような状況を見る
につけ、こんなキャンパスの大学で学生を
教えてみたいと思っていた。しかし、想い
は通じるのか、ある縁からA大学の製品開
発論の講義で私の実務経験（カーメーカー
での開発業務）を150人ほどの学生の前で講
義する機会を得た。さらに、B県の工業高
等専門学校（以下、高専）で製品開発論の
講義（半期15回）を行う機会を得ることが
でき、現在も講義を行っている。
学生への講義
　私が担当している学生は、専攻科2年の学
生で、大学で言うと大学4年・大学院修士1
年のレベルとなる。
　製品開発論では、理論と実際を講義して
いる。製品開発論は学際的であり、広い学
問分野の知識が必要である。理論はその学
問分野の先行研究の理論や知識で良いが、
実際をどう学生に伝えるか。このため、私
の業務経験（失敗談、業務遂行のコツなど）
の話とケース・スタディーにより製品開発
の実際を伝えるようにした。
質疑応答における真摯さとユーモア
　講義の終わりに「分からなかったこと、
疑問に思うこと、その他何でも」の質問を
紙に書いて提出して頂き、次回講義の最初
に応答するようにした。ほとんどの学生か
ら「この理解でよいか、ここはどう考える
のか、先生の実務経験を話して欲しい」な
どの質問があり、この質疑応答により学生
は講義内容をより理解でき、またお互いに
コミュニケーションを充実することができ

た。ユーモアのある質問も多々あり、それ
らについてもしっかり応答した。「発表時に
緊張する、どうすべきか」、「あおり運転の
予防法は」、「本田翼は何故可愛い」などなど。
学生の発想・創造性の素晴らしさ
　ケース・スタディーのテーマは、「次世代
スマートフォン」の製品開発である。

　このケース・スタディーでは、学生の発
想と創造性の素晴らしさ、そして発表会で
のプレゼン内容には驚かされた。何とプロ
モーション・ビデオを作成し発表を行う学
生がいた。
　ユーザーは高齢者、ゲーマー、医療従事
者、工場の作業者などターゲットを明確に
絞り、形状は眼鏡型やWatch型、操作は
ホログラム、脳波、音声、目の動きの活用
など提供価値を具体化した製品提案となっ
た。製品化する上でのネック技術と対応策
にも言及し、素晴らしい内容である。
　このような学生・若者の発想、創造性が
これからの時代を拓いていくと思うことし
きり。
芳賀　宏一郎（はが　こういちろう）
　宮城県出身、佐野市在住。2012年中小企
業診断士登録、2015年事務所開設。製造業
の中小企業を中心にモノづくり支援活動、
また大学・高専や公的機関で教育・啓発活
動を行う。

中小企業診断士　芳賀　宏一郎

学生・若者の発想と創造性、いいね！

私のいいね！

（出所）高専学生によるプレゼン資料抜粋
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　どんな小さな会社でも自ら経営していく
ことはかなりきついものである。私にとっ
て、雇われて勤務していた時代は短かった
が、この時代の仕事はかなり楽であった。
なぜなら、会社あるいは上司からの指揮命
令で動けばよいという気楽な気持ちになれ
るからである。
　しかし反面、会社経営であれ、個人経営
であれ、トップに身を置く者は毎日がミス
や失敗が許されない日々の連続である。一
見、自由気ままで「今日はサボろう」と思
えばいつでもサボれる地位にあるが、そん
なことをしていたら自らの首を絞めている
ようなものである。他人からの命令ではな
く、自らの判断と意思を強固に持って自分
をコントロールしていかなければならな
い。わがままと自由が手の届く環境の中で
の自分との闘いほど厳しいものはないと痛
感している。
　40歳で診断士として独立、試行錯誤しな
がらも時代の流れに乗って仕事は順調に推
移してきた。診断士の仕事の合間をぬって
40代、50代はパチンコと飲みに明け暮れた
毎日、それでも仕事だけは一生懸命やって
きたつもりである。時には自分に負けて二
日酔いで相談に乗ったこともあり、不謹慎
なことをよくもやってきたものだと痛感す
る。
　今、73歳、診断士会の席で「若造」と言
われていた時代が「つい先ごろ」のように
思えるが、他人から見れば、もう堂々たる
老人である。そんな老人が、最近日ごとに
「今が最も重要である」という自覚を持つ
ようになった。振り返ると60歳を過ぎた頃
から毎日、毎日の大切さが身に染みて感ず

るようになってきた。そして、いくつになっ
ても気がついた時に行動に移せば、自分に
対し満足感が達成でき後悔しないものであ
ると自覚するようになった。
　そんなわけで、遅咲きではあるが、現在、
私には自慢できる三つの行動を続けてい
る。一つ目は毎朝3時に起床していること、
もう10年以上続けているが、さすがに前夜
は早めに寝床につかないと続けられないこ
とを実感した。良い意味で規則正しい生活
が身についた。
　二つ目は、毎朝欠かさず歩いていること、
これも10年以上続けており、最近はイン
ターバル速歩に替え、「さっさか歩き」と
「ゆっくり歩き」を数分間ずつ交互に繰り
返すウォーキングを実践している。筋肉に
負荷をかける「さっさか歩き」と、負荷の
少ない「ゆっくり歩き」を合わせることで、
筋力・持久力を無理なく向上させることが
できるうえ、骨密度の増加や生活習慣病リ
スクの改善などにも効果があるという。
　三つ目は年間100冊の本を読むことに挑
戦している。特にジャンルにはこだわらず、
話題性のあるものとかを優先している。残
念ながら毎年70冊前後で挫折しているが、
朝晩の寝床でのわずかな読書タイムは贅沢
なリラックスな時間でもある。
　もっと若い時分から、このことに気がつ
いていれば、バラ色の人生を謳歌できたの
かもしれないが、気がついた時が実行に移
す時だ。年齢に関係なく目標が習慣となっ
て・・・、1日でも途絶えたら「あ、しまっ
た！」と後悔をするようになれば、この習
慣は本物かも知れない。

中小企業診断士　矢口　季男

いくつになっても目標を持って生きよう

私のこだわり
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1.菅政権の中小企業政策の理論的背景
　9月16日に発足した菅政権の中小企業政
策に「中小企業の再編」が掲げられ、中小
企業基本法見直しの検討が開始されまし
た。この動きをみて、表題の書籍の主張を
思い起こしました。調べてみると、菅氏は
官房長官時代に、観光立国の仕組み作りの
ため、アトキンソン氏（元ゴールドマン・
サックス証券金融調査室長、現小西美術工
藝社社長）の本を読み、その後の付き合い
につながっているとのことです。

2.日本の課題と「日本人の勝算」
　日本は、少子高齢化と人口減少が同時に
進行している唯一の先進国です。そして、
国債の対GDPは230%を越え、先進国でも
最悪の水準です。しかしながら、予想され
る最悪のゴールを避ける「日本人の勝算」
があると筆者は述べます。それが「生産性
の向上」であり、そのための「中小企業の
再編」です。

3.なぜ「中小企業の再編」なのか
　日本人の労働者の質は世界第4位である
にもかかわらず、生産性についてはイタリ
アより少し高い程度の第32位に留まってい
ます。このギャップの解消に向けて、次の
とおり論じています。
　まず、生産性が低い原因として、イタリ
アと同様、小規模企業の比率が高いことを
挙げています。小規模企業であるが故、規
模の経済が働かず、かつ過当競争に陥って
いる、更にいうと、経営者の能力が低く、
高齢化が進行しかつての成功体験から抜け
きれない、そのように主張しています。
　また、経済政策の観点ではなく、小規模

企業の支払能力に寄り添った「最低賃金」
の策定により、少ない給与で優秀な従業員
が働かされている「労働者搾取資本主義」
の実情を問題視しています。
　こうした問題を、「最低賃金」の引き上
げにより解消せよと主張します。「最低賃
金」を引き上げ、生産性を向上せざるを得
ない局面、場合によっては中小企業が再編
せざるを得ない局面に企業を追い込むとい
う主張も折り混ぜながら、最低賃金の引き
上げと生産性の向上の相関関係について、
各国のデータを引用しながら論を展開して
います。

4.本当に「中小企業の再編」なのか
　本書では、企業規模が大きければ規模の
利益が達成できるという、ほぼ一点のみで
中小企業の再編を主張しています。これだ
け莫大な統計データを紹介しながら、中小
企業再編による生産性の向上の実例は登場
してきません。
　故に、主張の総論については確かにそう
だと思うものの、各論を考えるとリアルな
感覚が得られないというのが現時点の感想
です。
　氏がかつて在籍していたゴールドマン・
サックス証券副会長のキャシー・松井氏は、
「日本の上場企業の数はGDPに比べて多す
ぎる」と主張し、資本効率が低い企業の退
出を求めています。
　こうみると、生産性の問題は中小企業に
限定されるものではないようです。規模の
大小を問わず、あらゆる企業が生産性を向
上し、その存在価値を問う局面にあります。
コロナ禍はまさにその試金石かもしれませ
ん。

「日本人の勝算」
デービッド・アトキンソン著

中小企業診断士　　荘子　　順

私の書評
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企業再生研究会について
　現在士会に存在する5つの研究会の中で
中断時期はあったが再生研究会は、歴史
が一番古い研究会である。私も10数年前
に伊藤一嘉先生が代表されていた時代の
再生研究会に参加していた。研究会にて、
経営改善計画書策定のノウハウなどを習
得させて頂いた思い出がある。
　2年前の再会時の状況は、リーマン
ショックで業況悪化した県内中小企業は、
アベノミクス等の経済施策により、ある
程度の業況回復を達成した企業が大半で
あった。しかしながら、一部の中小企業は、
本業の収益モデルが毀損し、立ち直りの
キッカケを逸し、金融支援の再継続を重
ねるなど、再生支援の内容も大きく変化
してしまった状況にあった。
　この様な外部環境の変化により、10
数年前は中小企業診断士のメイン事業で
あった、企業再生支援の活動領域が大幅
に縮小し、栃木県中小企業再生支援協議
会など企業再生の核となる支援機関に携
わる診断士が固定化し、新しい担い手が
中々現れない状況となっていた。
　最近、若く独立した中小企業診断士数
名と話す機会があり企業再生支援につい
てイメージを伺ったが、「人の不幸を背負
う仕事」・「心が萎える仕事」・「後ろ向き
な仕事」などネガティブな意見が殆どで
あった。中には、ヒーローになりたいと
言うツワモノもいたが、伸びている企業
を支援し、更に企業発展に繋がる華やか
な世界を夢見る意見が多かった。
　私は、企業再生でも更なる発展支援で
も、中小企業診断士の支援業務は同じで
あると思っている。企業診断のプロセス

である、「調査」→「内外環境分析」→「課
題抽出」→「事業ドメインの再設定」→
「戦略策定」→「具体的アクションプラン
の設定」→「運営管理」→「モニタリング」
…の流れである。どの工程にウェートを
掛けるのか匙加減が違うだけで支援の根
幹は同じではないだろうか。
　（一部専門支援は除外する）
　企業再生研究会の立ち上げの目的は、
中小企業診断士の診断力向上と企業再生
支援の手法、具体的な改善策を学ぶこと
で、企業再生支援に携わる中小企業診断
士の数・質を高めることであり、現在、
12名の会員が研究活動を実施している組
織である。

活動内容について
　企業再生研究会では、1回2時間30分の
開催時間を前半・後半2つのセクションに
分けて運営している。

簡略図

前半 計画書策定に関するスキル
・財務諸表分析
・	業界別の診断ポイント、注目す
べき指標
・資金繰り表作成方法、応用
・損益計算書、貸借対照表、キャッ
シュフロー計算書策定力強化

後半 具体的なアクションプラン
・ITの利活用
・HRM、能力向上策
・工程改善、不良削減
・効果的な販売促進

企業再生研究会の活動報告
代表　　勝沼　孝弘

士会の動き
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○	前半の部は、財務諸表に関する「読み・
書き」能力の向上を目的としている。
このパートは研究会参加者が持ち回り
で担当し、経営改善計画書策定に必要
な知識・ノウハウの獲得を目指してい
る。（謝金は無償対応）

○	後半の部は、士会会員・会員外の外部
専門家に依頼をして、具体的なアクショ
ンプラン策定に関する見識を深めるこ
とを目的としている。（有償にて依頼）

　開催は、奇数月第三水曜日を予定し、
時間は18：30～21：00（20：30）である。
現状はZOOMにて開催しているが、今後
もZOOMをメインとして開催して行く予
定である。

本年度の活動成果
　本年度はコロナ禍でイレギュラーな内
容・日程での活動となっている。
○コロナ対応策の検討
　コロナの影響で経営危機に陥っている
県内飲食店向けにwithコロナ・afterコロ
ナの簡易指針を作成し、企業支援のチェッ
ク項目表を作成することに取り組んだ。
　5/20㈬、6/25㈬、7/29㈬と臨時研究会
も開催し、各研究会員がパートに分かれ、
項目ごとに「対応策」・「導入効果」・「管
理ポイント」・「導入事例」の流れで研究
会として提言書を纏めた。
○再生支援
　9/30㈬は通常の研究会活動に戻り、
ZOOMにて開催した。
前半：資金繰り表作成支援のポイント
　講師は、惠美須会員・高橋会員が努め、
企業再生支援の一番初めにやるべき作業
である、資金繰り確認方法について理解
を深めた。
後半：再生手段としてのECサイト活用
　専門家講師として、栃木県よろず支援
拠点で専門コーディネーターをされてい
る蓬田弘臣先生にECサイト導入のポイン
トと経営改善策として活用するポイント
について実際の支援事例を示して頂きな
がらIT活用に関する理解を深めた。蓬田
先生の専門領域はWebマーケティングで

あり、単なるECサイトの導入・運用の面
だけでは無く、マーケティング戦略の観
点から論理的に講義をして頂き、診断士
とは違う視点での支援ポイントを学習す
ることに繋がった。

今後の予定
○日程
　11月18日㈬　18：30　ZOOM開催
　₁月20日㈬　18：30　ZOOM開催
　₃月17日㈬　18：30　ZOOM開催
○内容
　年初に計画されていた栃木県中小企業
再生支援協議会との合同勉強会について
は、コロナ禍で実現できていない。コロ
ナ禍の状況を見据えながら、実施を目指
す。
　また、診断士外の専門領域を有する栃
木県よろず支援拠点の専門コーディネー
ターを講師に招き、実現可能性の高いア
クションプランについて勉学の機会を
作っていく予定である。

会員の声（惠美須会員）
　企業再生研究会では飲食業向けにコロ
ナ対策に向けての簡易指針を作成しまし
た。マーケティング、食品の安全と衛生
管理、新しい店舗の在り方、従業員の留
意と店舗の衛生管理、収支管理・資金繰
り管理、コト消費へのシフト、IT化・キャッ
シュレス化など様々なテーマを参加メン
バーが分担したことで、1人で情報収集す
るよりも多くのインプットを得ることが
出来たと感じました。飲食業だけでなく
あらゆる業種のwithコロナ・afterコロナ
の在り方を学び、実際の支援に活かすた
めに日々研鑽してまいりたいと思います。
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新 入 会 員
①氏名：高橋　邑伍（たかはし　ゆうご）
②住所：宇都宮市駒生
③登録年：2020年
④経歴・活動等：
・	老舗食品メーカー「株式会社なとり」に
て法人営業を5年経験（営業成績全国1位
の実績有）
・食品業界、小売・卸売業、農業が専門。
・	宇都宮商工会議所にて特別経営相談窓口
を担当中
・ミラサポ　登録専門家

メッセージ：
・株式会社なとりにて小規模～大規模量販店・小売店に対して営業活動を行なってきま
した。内容としては販売計画の策定やPOSデータの分析を行っていました。特に小規
模～中小企業の小売店・量販店への支援は一筋縄には行かず、苦労することも多かっ
たですが前年以上の売上拡大に貢献できた時はやりがいを感じました。それも中小企
業診断士試験で学習した内容を自分なりに活かせたからだと考えています。
・法人営業で結果を残せた要因は傾聴力だったと感じています。実行されるのは取引先
担当者様本人のため、相手の意見に寄り添う提案が何よりも大切だったと思いまし
た。今後、中小企業診断士として活動していく上でも、事業者の意見や気持ちを汲み
取れる中小企業診断士になりたいと考えています。
・趣味：ドラム
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新 入 会 員 新 入 会 員
①氏名：時田　英和（ときた　ひでかず）
②住所：芳賀町
③登録年：2009年
④経歴・活動等：
・県産業振興センターを2020年退職
・事業計画策定、生産性向上、労務管理
・栃木県内商工会議所　委嘱エキスパート
・	働き方改革推進支援センター　登録専門
家

メッセージ：
・診断士登録後、千葉、栃木の公的支援機関にて10年以上中小企業支援に携わってきま
したが、より深く一歩踏み込んだ支援をしたいという想いから、独立しました。
・現在は社会保険労務士の資格も活かしながら、主に人材活用面からの生産性向上、業
務改善支援に取り組んでいます。
・まだまだ経験不足は否めませんが、日々の積み重ねにより見識を深めながら、少しで
も企業の方々の力になりたいと考えています。
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　インフォメーション
●研究会活動予定

事業承継研究会 企業内診断士研究会
ソーシャルビジネス

研究会
企業再生研究会 ＩｏＴ研究会

2020年
（令和２年）

4月

5月
●5/23（土）　企業内診断
士研究会（第1回＠オンラ
イン）

●5/20（水） 企業再生研
究会（第7回）

6月
●6/24（水） 企業再生研
究会（第8回）

7月
●7/11（土）　事業承継研
究会（第15回）

●7/25（土）　企業内診断
士研究会（第2回＠オンラ
イン）

●7/29（水） 企業再生研
究会（第9回）

●7/11　ＩｏＴ研究会（有志
5名・第1回）

8月

9月
●9/28（月）　事業承継研
究会（第16回）

●9/26（土）　企業内診断
士研究会（第3回＠リアル
+オンライン）

●9/16（水） 企業再生研
究会（第10回）

●9/19　ＩｏＴ研究会（第2
回）

10月
〇10月　ソーシャルビジネ
ス研究会（日程未定）

11月
〇11/28（土）　企業内診
断士研究会（第4回＠オン
ライン）

〇11/18（水） 企業再生研
究会（第11回）

〇11月　ＩｏＴ研究会（工場
見学2社予定）
〇11/28　ＩｏＴ研究会（第3
回）

12月
〇12/7（月）事業承継研
究会（第17回）

〇12月　ソーシャルビジネ
ス研究会（日程未定）

2021年
（令和３年）

1月
〇１月（未定）事業承継研
究会（第18回）

〇1/23（土）　企業内診断
士研究会（第5回＠オンラ
イン）

〇1/20（水） 企業再生研
究会（第12回）

2月

3月

〇3月（未定）　事業承継
研究会（第19回）

○研究会年度活動終了

○3/27（土）　企業内診断
士研究会（第6回＠リアル
+オンライン）

○研究会年度活動終了

〇3月　ソーシャルビジネ
ス研究会（日程未定）

○研究会年度活動終了

〇3/17（水） 企業再生研
究会（第13回）

○研究会年度活動終了

○3月　ＩｏＴ研究会（第4
回）

○研究会年度活動終了

注：●■確定、○□予定（詳細未定）。

研究会活動

年 月

表紙写真
　表　紙：寒椿の境内　　那珂川町　鷲子山上神社　　　　撮影　舟橋哲次（2019年12月）
　　　　　撮影者メッセージ：ふくろう（不苦労）を御神体とする神社です。
　裏表紙：夢の中へ　　　鹿沼市　まちの駅　新鹿沼宿　　撮影　舟橋哲次（2018年12月）
　　　　　撮影者メッセージ：	ビニールハウスの内部を電飾した異次元ワールドです。今年はどうかな？
　　　　　　　　　　　　　　　　※2018年鹿沼フォトコンテスト・入選写真
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　インフォメーション
●行事予定

年 月 研修会 診断実務従事事業等 主催セミナー／行事等 企業診断とちぎ 本部・ブロック関係

2020年
（令和２年）

4月

5月
●5/22（金）
　　第８回通常総会

6月

7月

8月
●「企業診断とちぎ」
　　第86号

9月

●9/12（土）
理論政策更新研修
  とちぎ福祉プラザ　多目
的ホール

10月

■10/16（金）
令和元年度
北関東信越ブロック会議
　　（群馬県協会幹事）

11月 〇視察研修会（中止）

〇11/12（木）
「中小企業診断士の日」
記念行事
無料経営相談会
（マロニエプラザ）

〇一般社団法人
栃木県中小企業診断士会
パンフレット作成配布

12月
〇「企業診断とちぎ」
　　第87号

2021年
（令和３年）

1月 〇1/16（土）新年研修会

2月

3月
○「企業診断とちぎ」
　　第88号

注：●■確定、○□予定（詳細未定）。

●会員情報
　【新入会員】
　　横田　優斗　　　　　　住所：小山市

　【会員数】（令和2年10月1日現在）
　　正会員　　　　　90人

●編集後記●
　お忙しいところ執筆にご協力いただいた皆様、本当にありがとうございました。
　年初は東京五輪での盛り上がりを期待していたものの、ふたを開けてみれば新型コ
ロナウイルス感染症の影響で、今までとは様相の全く違う一年になったという印象で
す。感染症の終息が見通せない中、「新しい生活様式」を取り入れた「withコロナ」
の時代と言われています。
　診断士としても、補助金や資金繰り相談など、新型コロナを受けた対応が求められ
ていますが、目の前の出来事への対応だけでなく、withコロナ時代における中小企業
経営の在り方まで見据えた支援をできるようにしたいものです。今回の『企業診断と
ちぎ』には、そのヒントとなる情報、知見が多く掲載されていると思います。

（東　健司）
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