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２．お店の概要

ご

挨

拶

A 社は、商店街の中に位置する創業 65 年の老舗
の衣料品店である。郊外に大型量販店やディスカウ

代表理事

長友

太

ントストアが近年した影響で、商店街への来街者数

日頃より、県協会事業に関しまして御理解とご支

も減少し、同店の来店客数も伸び悩んでおり、売上

援を賜りまして誠にありがとうございます。

改善のために相談を受けることとなった。

さっそくですが、本年度事業推進目標として、コ
ンサルティング品質の向上を図り、受託事業（保証

３．店舗改善前の問題点

協会専門家派遣事業等）の獲得と活性化を進めたい

お客様から見て分かりにくい店づくりと品揃え

と思います。ご承知のとおり、Iot・Ai 等の情報化

の鮮度が落ちていることである。この結果、来店客

社会の中で互いに連携して士（さむらい）がひとつ

数が減少し、売上が低迷している。具体的には、商

のモ－ル（ひとつに集まる）を作り、ワンストップ

品管理面と店舗設備面での問題点がある。まず、商

サービスにより顧客の多様なニ－ズに応答しなが

品管理面では、仕入れた商品の売れ筋、死に筋を把

ら地域社会への貢献とともに相互の業容の拡大を

握する仕組みが構築されていない。このため、売れ

図ることが中小企業診断士の地位向上につながる

筋商品の追加発注ができず機会ロスを生みだして

ものと思います。今後とも宜しくお願い申し上げま

いる。また、死に筋商品も明確に把握されていない

す。

ため、適切な値下げ処理ができず在庫過多と資金繰
り圧迫の要因となっている。
店舗設備面を見ると外観では、駐車場の掲示が無

会員からの寄稿

く、車をどこに止めていいのか分からない、という
内容であった。次に入口付近では、正月のディスプ

「整理整頓・見える化」で鮮度の高い店づく

レイは習字や生け花を使って広いスペースを取り、

りを行い、リピーター増加を図る

目立つようにしているのは正月らしく結構である

衣料品店 A 社の事例

が、お客様にとってはあまり関係ないディスプレイ

馬場

拓

である、という点が挙げられた。またレジ周りスペ

１．はじめに

ースが伝票類や古雑誌等の整理整頓が不十分でお

これから掲載する事例は、実際に他府県で店舗支

客様に雑多な印象を与える、というところが抽出さ

援した事例である。どこにでもある小さな衣料品店

れた。これを受けて同店に提案した改善内容は以下

であり、業績不振に陥っている。少しでも診断士の

の通りである。

皆さまの業務にお役に立てれば幸いである。
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取り出せるように整理する。

経営改善の方針
経営改善の方針は、顧客視点の店舗運営に改善し、

分かりやすい店舗づくりを目指すことである。また

以上が同店に行った改善提案である。それらを売
上確保の方程式に連動させると以下の図になる。

売れ筋・死筋商品の把握をし、売れ筋フォローと死
筋排除の取り組みを継続することで鮮度の高い品
ぞろえの店舗を目指すこととした。
②

商品管理の強化
現在取り組んでいない売れ筋商品・死に筋商品の

把握をできるようにする。POS システムは導入して
いないが 1 日ごとにノートを作成し、売れたタグを
張り付けることを行えば日時の売れ筋が把握でき
る。タグの裏側にメーカー、問屋名、導入時期を記
入すれば追加発注が効率化できるうえ、死筋排除に

売上は、入り口から買い上げまでのお客様の流れ

も役立つ。

で構成されており、各々3 つのポイントを改善する
ことで売上向上につながっていく。店舗診断や改善

③

分かりやすい外観に改善

する際にも、お客様の流れに沿ってチェックするの

店舗の目立つ部分に駐車場の提示を表す看板を

が良い。

掲げる。これにより、入店率を向上させる。
分か り や すい 外 観に す るた め の 4 つの 着 眼

「メンター」の行動指針
前田

裕和

私が診断士になってから、今年で 10 年目です。
診断士になったばかりの頃は、知識や感覚が古いま
まの診断士に会うと「ああはなりたくないものだ。」
と思っていましたが、今は自分がそうでないかを試
される時期に入りました。
さて、この 10 年で存在感を増した言葉として、

一般的に分かりやすい外観にするための着眼点は

「メンター」が挙げられるのではないかと思います。

上記の 4 つである。同店に対しては、①と④の看板

メンター(mentor)とは、「良き助言者」という意味

と陳列を指導した。
④

です。対義語（助言を受ける側のこと）を「メンテ

入口付近は、提案型の商品陳列スペースにして、

入店率を向上させる
⑤

ィ」(mentee)と言います。また、メンターがメンテ
ィに助言することを「メンタリング」(mentoring)
と言います。
私が「メンター」という言葉に関心を持ったきっ

レジ周りの整理整頓

かけは、合田ジョージさんをはじめとする（株）ゼ

いらない書類、使わない書類関係は全て破棄し、

ロワンブースター (https://01booster.co.jp/)の皆さ

活用する書類に関してはファイリングをし、すぐに

んとの出会いです。同社は、我が国のスタートアッ
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プ・アクセレレーターの草分け的存在です（スター

それぞれの項目についての説明は、同社のウェブ

トアップ・アクセレレーターとは、創業期の企業に

サ イ ト (https://01booster.com/mentor_policy) に 載

対して投資や教育プログラム、メンターのネットワ

っているので参照していただければと思います。こ

ークなどを提供する会社のことです。）
。ゼロワンブ

の中で、私が特に重要なポイントだと思っているの

ースターの皆さんは宮崎に何度も来てくださって

は、３番目の「愛情と敬意のある指摘を旨とする」

いますが、これは、我々の仲間である宮崎商工会議

という点です。残酷なくらい正直に、ストレートに

所の杉田剛診断士の頑張りによるところが大です。

意見を言うことが大事であり、毒にも薬にもならな

やや話しがそれたので元に戻します。メンターと

い意見ではダメよ、とジョージさんは言います。一

いう言葉は、今日、いろんな分野で多用されていま

方で、「単なるイヤな奴」「単なる批判屋」にはなる

すが、企業経営の分野で用いられる場合には、「メ

なとも言われます。バランスが難しいです。

ンターとメンティは、お互いに教えあい、学びあう

また、１番目の「共感と敬意から始める」も重要

関係である」という前提で語られることが多いと感

なポイントだと思います。この点で連想されるのが、

じます。この関係を、私は新鮮に感じます。なぜな

富士市産業支援センター(f-Biz)の小出宗昭センター

ら、中小企業支援の世界（特に行政関係）では、伝

長です。「f-Biz」や「小出宗昭さん」も、この 10

統的に、「支援機関と中小企業者」「専門家と相談

年で知名度が一気に高まった言葉であると思いま

者」というように、助言する側と助言を受ける側を

す。f-Biz は、行政による中小企業支援の成功事例

分けて考える傾向が強いように思うからです。私も

として有名になり、中小企業庁が全国各県の支援機

職業柄、こういう考え方が染みついていたので、こ

関に委託して設置している「よろず支援拠点」のモ

の「お互いに教えあい、学びあう」という関係を新

デルになりました。また、富士市が f-Biz を設置し

鮮に感じるとともに、「良きメンターになりたい」

たように、自治体が単独で「○○-Biz」を設置する

と思うようになりました。

例が全国で相次いでいて、県内では日向市が今年 1

ところで、ジョージさんたちは、起業家に対する

月に「ひむか-Biz」(https://himuka-biz.com/)を設

メンタリングを全国各地で日常的に行っています

置しています。

ので、一流のメンターです。ゼロワンブースターで

またまた話がそれましたが、小出さんの信条とし

は、メンターの心得について、「メンターの行動指

て、「チャレンジャーへの敬意」があります。相談

針」として、次のように掲げています。

に来られる事業者の皆さんはチャレンジャーであ

＜メンターの⾏動指針（マニュフェスト）＞

り、そのことへの敬意がなければならないというこ

1

共感と敬意から始める

とです。また、「人には必ず強みがあり、それを引

2

違いを認め合い、学び合う

き出すのが我々の仕事」ともおっしゃいます。「ど

3

愛情と敬意のある指摘を旨とする

んな人にも強みがある」という前提で相談を受ける

4

良い質問のために良く聞く

ということは、相当な覚悟が必要だと思います。

5

秘密を守り、リターンを期待しない

6

奉仕や慈善活動ではなく、同じ目的に向けた

それから、メンターの行動指針の４番目の「よく
聞く」という項目も、単純なことなのですが私は出
来ていないことが多く（考え事に気を取られてしま

共同行為であると捉える
7

他のメンターとの交流を

8

事実と意見を分ける

9

知らないことを知る

うことがよくありますので。）、反省させられます。
このように、メンターの行動指針によって、私は、
「敬意」「正直」「傾聴」「謙虚」など、診断士とし

10 挑戦に必要なものは前向きさと楽観

てこうありたいという理想像を確認させてもらっ

11 できる範囲で協力を

ています。これからも「良きメンター」になること
を目標に、精進していこうと思います。
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画書はおそらく間違っていない。但し、金融支援側

「保証協会の専門家派遣がヤバい！」
時任

の金融機関からすると、協力できない計画書が出来

秀生

上がってしまう場合がある。
このデメリットを解決する方法は、事前の目線合

国と信用保証協会が連携した専門家派遣事業が

わせだ。派遣の前や段階が変わる前などに、まず専

H27 年度から始まった。当初は経営不振に悩む企業

門家と金融支援側とで成果物の方向性を合わせる。

のみが対象だったが、28 年度は創業者（予定者含む）、 その上で経営者に方向性を詰めていけば２つのデ
29 年度（今年度）は事業承継や生産性向上を考えて

メリットは解消されるだろう。

いる企業も追加になった。これによりほぼすべての

無料で専門家を派遣し手厚い経営支援をする事

ライフステージで専門家派遣が利用出来る形とな

で、結果的に金融支援を受けやすい環境も整う。し

った。以下にこの事業のメリットとデメリットを記

かもどのライフステージでも利用出来る。３年の歳

載していく。

月を掛けて専門家派遣は、今までにない、画期的な、

企業にとって大きなメリットは「費用面」と「経

かなりヤバい事業になった。

営面」だ。宮崎の専門家派遣は最大 16 回の派遣が

保証協会が経営支援に舵を切って約 10 年になる。

無料で受けられる。他の機関が行っている専門家派

そもそも保証協会の目的は「金融の円滑化」であり、

遣や計画書作成事業と比べても手厚い支援だ。また

全国的にも「経営支援」の取り組みには温度差があ

16 回の派遣は、簡易診断（１回）、経営診断書作成

った。宮崎の協会も根付かせるのに随分苦労した。

（最大 10 回）、改善計画作成（最大 5 回）の３段階

しかし、今年６月の国会で保証協会法の改正案が可

に分かれており、どこの段階で終わっても企業の課

決され、目的に「経営支援」が追加される事となっ

題と解決の方向が見える成果物が残る。経営者にと

た。保証協会の大転換期だ。その激変緩和措置とし

っては心強い参考書となるだろう。

て 3 年前から専門家派遣が始まっていると考えると

もう１つのメリットとして金融機関の理解があ

国の支援の手厚さも納得出来る。今後は、全国規模

る。今回の専門家派遣の大きな特徴は、「金融機関

で「協会の経営支援とは」という定義を決め、「協

と連携した派遣」という事だ。金融機関を通じて企

会が行う経営支援のメリット」をＰＲしていく事に

業を紹介してもらうので、派遣前の実態と出来上が

なるだろう。各協会の温度差は縮まるのだろうか、

った成果物の両方を金融機関が把握する事になる。

内部人材の育成や外部機関との連携等の準備は出

もちろん今後の融資の約束は出来ないが、事業継続

来ているのだろうか。もし協会の経営支援が軌道に

のために金融支援を受けやすい環境は整うだろう。

乗らなかった場合、保証協会の将来はかなりヤバい

デメリットの１つは「経営者の温度」だ。今回の

事になる。

専門家派遣は“金融機関を通じて”であり、経営者

宮崎の専門家派遣は、協会を１口でも利用してい

側が「なぜ専門家派遣を受けるのか」を理解してい

れば最大 50 万弱の手厚い専門家派遣が無料で何度

ないケースもある。その場合、どんなに専門家が良

も受けられる。この手厚い事業を少しでも多くの県

い成果物を残しても経営者の腹には落ちない。また、 内企業に知ってもらい、「事業継続の可能性が高く
「派遣を受ければ融資してもらえる」と経営者が勘

なる保険」として権利を取得しておいてもらいたい。

違いするケースも考えられる。金融機関と連携する

その事が結果的に地方創生に寄与すると信じてい

事でメリットがある反面、経営者に趣旨をしっかり

る。

伝えないとトラブルになるというデメリットもあ

私事だが診断士を取得して９年。やっと経営支援

る。もう１つは「成果物の品質」だ。３段階目に経

と金融支援が一体で支援出来る環境が整ったと感

営改善計画書を作成するのだが、ここに経営支援と

じる。制度が整い、内部の人材や若い専門家の先生

金融支援のギャップがある。専門家が作った改善計

も活躍している。「暗中模索しながら前に出ていっ
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た甲斐があったなぁ」と、最近は隠居染みたヤバい

したが時間がなくノンアルコールで座席に座ると、

思考になっている。

間もなく映画が始まりました。
想像していた以上に映画のなかのほとんどの時
間は椎葉村が舞台となって物語が進行していき、同

椎葉村と映画「しゃぼん玉」

じ場所で主人公の心の変化が微細に描かれます。主

中村

啓利

人公の世話をする市原悦子さんの演技も凄く、まる
で長年椎葉村に住んでいるかのようで、方言にも違

日本の三大秘境と云われる宮崎県椎葉村。昨年か

和感がなく、一つ一つの演技の中に実際の村人の持

ら税理士会協議派遣事業の派遣税理士として椎葉

つ暖かさも強く感じられました。市原悦子さん等が

村商工会へ派遣され、今年 3 月まで従事させていた

演じる椎葉村の村人の優しさや暖かさが、少しずつ

だきました。秘境の名の通り、延岡市中心部にある

主人公の心を再生していく様が丹念に描かれてお

私の事務所から椎葉村までは、車で約 2 時間弱かか

り、中盤から終盤にかけて涙がとまりませんでした。

ります。北方町から北郷町へ、さらに宇納間地蔵尊

質素な暮らしの中で描かれる人間の持つ優しさは、

前を通って諸塚村を経由し、深い谷間の川沿いの道

資産や利権をめぐる争いとは全くの無縁で、まさし

を走るとやがて椎葉村に到着します。道中は、深山

く無償の施しであり、映画の中だとしてもそのよう

渓谷の起伏に富んだ美しい風景が広がり、長時間の

な場面に遭遇すると深く感動してしまいます。映画

運転が苦にならないくらいの素晴らしいドライブ

の中での椎葉村は、実際に訪問した椎葉村そのもの

コースでした。椎葉村は平家の落人伝説が有名で、

であり、脚色せずとも映画の舞台になりうる椎葉村

その頃からの歴史を感じさせる猪肉料理や山菜料

の凄さもあらためて感じることができました。

理も、私にとっては大変珍しいうえに美味しく、絶
品でした。

診断士受験生活の振り返り

そんな椎葉村の商工会で何気なく目にとまった
のが、椎葉村を舞台に作成され今年 3 月から公開さ

～NO PAIN,NO GAIN～
福岡

れた映画「しゃぼん玉」のポスターとチラシです。

正人

普段はあまり映画を観ない私ですが、昨年から椎葉
村や近隣地域でロケが行われていたとの話を聞き

私は、2016 年に診断士試験に合格し、同年登録

興味が沸いたため、チラシを持って帰り内容を詳し

しました。合格後 1 年以上経過した今でも、夢に出

く調べてみました。映画「しゃぼん玉」は乃南アサ

てきては私の安眠を妨げる受験生活のことを振り

さんが書かれた本が原作となっており、犯罪に手を

返ります。

染めた若者（男）が山奥の椎葉村に流れつき、人の

私は、2010 年から受験勉強をスタートさせまし

暖かさに触れる中で心を再生していくという物語

た。一つのことに集中したい性分のため、飲み会の

（※このあたりはチラシにもかかれているのでネ

誘いは全て断り、趣味のマラソンやトレイルランニ

タバレにはならないかと思います。）のようで、椎

ングなども一切中止して、勉強に専念しました。ま

葉村の美しい自然や質素な暮らしぶりが映像とし

た、結婚とほぼ同時に試験勉強を開始したため、今

て楽しめそうなのと、日々仕事などでストレスを抱

思えば妻との貴重な時間を随分と犠牲にしてしま

える自分の心も再生してくれないだろうかとの期

いました。たまの休日のデートといえば、勉強のリ

待から、ぜひ観てみたいと思いました。

フレッシュとして一緒に近所を散歩するくらいの

鉄は熱いうちに打てといいますので、派遣日の翌

ものでした。

日の夜、仕事を早めに切り上げ、近所の延岡シネマ

多くのことを犠牲にして、修験者のような勉強生

に駆け込みました。ビールを買っていこうと思いま

活を約 2 年半に渡って続けたにも関わらず、2012
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ッチの一種）なども取り入れて治療に専念していき

悪いことは重なるものです。二次試験の数日前か

ました。

ら軽度の座骨神経痛を感じていたのですが、不合格

診断士への挑戦を断念し 1 年が過ぎた 2014 年の

を確信したころから痛みは次第に本格化していき

春、待望の次女を授かりました。長女が生まれたと

ました。30 歳のときに手術した腰椎椎間板ヘルニア

きは幸せをかみしめる余裕がないほど、精神的に追

が 7 年ぶりに再発したに違いないと思い、整形外科

い詰められていましたが、受験勉強から解放されて

を受診したものの、画像検査では異常がなく内服薬

いたおかげで、家族が増えたことに心から感謝でき

と物理療法が施されるのみでした。しかし、治療は

る正常さを取り戻していました。そして、子供たち

一切功を奏することはなく、その後、病院や整体院

（と 妻 ）の笑顔は私の脳内ドーパミン分泌を活性化

をあちこち転々とし、最終的に下された診断はスト

し、それにより筋の異常緊張が緩和され、認知行動

レスによる心因性の疼痛でした。

療法に絶大な相乗効果が与えられました。そんなお

実はその頃既に次の試験への再挑戦に向けて一

かげで、この頃から痛みを感じない日が多くなり、

次試験の勉強を始めていたのですが、激痛のあまり

ジョギングも再開できるようになりました。

椅子に座ることさえ困難になっていました。それで

フルマラソンを完走できるほどに体調が回復し

も、寝転んだり立ったりしながら勉強を続けていた

てきた頃には、認知行動療法によって頭の奥底に押

ところ、ある日突然、過呼吸発作（経験のない方に

し込められていた忘れ物のことが気になって仕方

説明しますと、陸に居ながら溺れているような感覚

なくなり始めました。忘れ物を取り戻すことに失敗

です。）を発症してしまいました。死の苦しみを経

すればまた同じ地獄の苦しみを味わうことになる

験し命の危険を感じた私は、妻と生まれたばかりの

かもしれない。しかし、忘れ物を一生気にしながら

長女を不幸にすることがあってはならないと考え、

過ごすのもまた地獄。押しても引いても地獄なら、

葛藤の末に 2013 年の春、妻に診断士への挑戦を断

地獄から抜け出せる可能性のある押す方を選ぼう。

念することを伝えたのです。

猛反対する妻をそんなふうに説得し、勉強を理由に

しかし試験勉強をやめたからといって痛みが直

家事と子育ての分担を手抜きしないという厳しい

ぐに消え去ることはありませんでした。2 年半もの

夫婦間協定のもと、2014 年の夏、診断士資格とい

間費やしてきた時間と労力が全て水の泡になって

う忘れ物を取り戻す挑戦を再開したのです。

しまったという無念さと完全に慢性化してしまっ

再挑戦に当たっては、睡眠時間や息抜きの時間を

た痛みが私を苦しめ続けました。

しっかり確保するなど、とにかく頑張りすぎないこ

一時期は、県外の疼痛専門医のもとへ数週間入院

とを意識して取り組みました。今思えば、認知行動

して治療に専念したこともありました。そこでは、

療法の考え方を理解していたおかげでメンタルを

毎日、局所麻酔を数十か所も打ちまくるトリガーポ

柔軟にコントロールできたことが成功要因だった

イント療法や、癌性疼痛の注射薬などの投与を受け

気がします。そして 2016 年 1 月、無事に合格とな

たりもしました。投薬は奏功しなかったものの、そ

り、足掛け 5 年に及ぶ地獄の生活に終止符を打つこ

こで指導された認知行動療法（ストレスを受けやす

とができたのでした。

い思考パターンを改めるもの）は改善に向けてのき

あれから早いもので 1 年半が経ちます。家族への

っかけとなり得ました。その後は、認知行動療法を

感謝の念を胸に、終わりなき挑戦の日々を歩み続け

中心に、とにかく頑張りすぎない生活を意識して過

ている今日この頃です。

ごしました。また、痛みに対して過敏になった脳を
リセットするための断食療法（胡散臭く思うかもし
れませんが精神科の医師が提唱しているものです）
や、インターネットで知った筋膜リリース（ストレ
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妻は監督に「はい、脱ぎます」と言ったそうです。
「男はつらいよ寅さん」の想い出

津曲

その理由はすぐにわかりました。

計一郎

撮影日が１１月の寒い日だったので、妻はベージ
ュのコートを着ていたのですが、季節的に夏祭りの

ずいぶん昔の話で恐縮ですが、平成 4 年 12 月公

シーンに相応しくなかったんですね。

開の映画「男はつらいよ 寅次郎の青春」（第 45 作）

そして、撮影が再開したのですが、またもや監督

の想い出を書かしていただきます。

が妻のところに来られました。

ロケ地は、宮崎県日南市で映画の撮影が公開１年

今度は、歩き方の指導でした。

前の平成 3 年にあったと記憶しています。

妻も緊張していたのか、脇目もふらずに橋の上を

今から 26 年前のことですから、かなり時間が経

歩いていたんですが、お祭りのシーンだから、もう

過していますが、この時の出来事は、昨日のことの

少しゆっくりと楽しんで歩いてくださいとのこと

ように鮮明に覚えています。

でした。

日南市油津の堀川橋（乙姫橋）で、ロケがあると

無事、撮影が終了して後で妻に監督の印象を聞い

いうので私は、妻、長女、妻の妹、妻の母の 5 人で

たところ、次のような感想が・・・温厚な方で、こ

朝早く起きて現場に行きました。

の監督さんのもとで一緒に働ける人は幸せだなー

季節は 11 月で快晴でしたがとても寒い日でした。

と思ったそうです。

ロケは夏祭りのシーンで、山田洋次監督をはじめ

映画「男はつらいよ」がシリーズ化して皆に愛さ

スタッフの方や出演者の方がスタンバイしていら

れているのもわかるような気がしました。

っしゃいました。

私は、山田洋次監督に演技指導してもらうなんて

当日は、市内外から関係者や見物の方が大勢見え

すごいことだよねーと言ったのを覚えています。

ており、私共は遠巻きに撮影風景を見るしかないか

翌年、映画封切後すぐに地元の映画館に皆で見に

なーと諦めていましたら、運よく橋のたもとの神社

行きました。

の下側にいいところが空いていてそこに立って見

私の家族の出演時間はほんの数秒でしたが、カッ

ることができました。

トされずに映画の１シーンとなっていました。

シーンの撮影が始まりしばらくした時でした。

私たち家族の貴重な想い出となっています。

山田洋次監督の隣の助監督の方が、私共の方に向
かって何か言われました。

伴走で背中を押すのは厳禁

何だろうと思っていたら、スタッフの方が来られ

～本当に伴走するほうの話～

て私の家族にエキストラで出演してもらえないか

中城

とのことでした。

健太

私の妻、長女、妻の母の 3 人（3 世代）が家族連
れで

夏祭りのシーンに最適だったんでしょうね。

近年、事業者への支援方法として「伴走型支援」

長女には、スタッフの方から風船をもたしてもら

が提唱されています。これは、支援対象となる事業

い、撮影が始まりました。

者をランナーと見立て、私たち診断士などの支援す

すると、突然 山田洋次監督が私の妻のところに

る側が事業者を継続的に支援し、課題解決へ導く方

来られました。

法と私は理解しています。

私は何か失礼なことがあったのかとびっくりし

私の従事する商工会議所においても、伴走型支援

て顔が真っ赤になったのを覚えています。

が事業者へ有効な支援となるよう、実務レベルでの

監督は、妻に向かって、「コートを脱いでもらえ

定着が急がれています。ときには伴走しながら、事

ませんか」と言われました。

業者の背中を押してあげる場面もでてくるでしょ
7
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しはそれ以上に大切なことですね。）

話は変わりますが、私は学生時代、陸上部で長距

そして、ランナーである事業者の方々には、いつ

離（5000m 以上）を専門にしていました。高校時代

までも颯爽と走って頂きたいものです。

は、朝と夕方の二部練で大変きつかったのを覚えて
います。練習では仲間の隣を並走することで、助け

余談ですが、先日初めてのギックリ腰をやってし

合いながらチームの走力を高める、それこそ「伴走」

まい、そういう部分でも腰の大事さが身に染みたこ

をしたりすることもありました。今回はランナーと

のごろです。

ともに本当に伴走した経験をもとに色々書いてみ
ます。
「企業成長支援のプラットフォーム」

大矢

〇長い距離を走ったら

博

長い距離を走ると必ず疲れてきます。疲れない人
はオリンピック選手でもいないでしょう。当たり前

現在、宮崎県産業振興機構で企業成長促進プラッ

ですが、疲れてくると走るスピードが遅くなります。 トフォーム事務局のスタッフとして働いています。
また、疲れた時の走りを客観的にみると、元気な時

この事業は宮崎県内の産学金労官の１３機関が

と比べて変化する点がいくつかあります。その中で

一体となって、県内中小企業の成長を支援するため

今回注目したいのは、腰の位置が下がってくる（腰

の仕組みです。昨年度に成長が期待される企業 11

と地面の距離が近づいていく）点についてです。腰

社を「成長期待企業」として認定し、これから本格

の位置が下がってしまったランナーをみていると、

的に集中支援を行っていく予定です。診断士協会は

必ずと言っていいほど走るスピードが遅くなって

プラットフォームの構成機関ではありませんが、昨

いきます。腰は上半身と下半身を繋ぐ「軸」の部分

年度、「企業診断」の委託という形で認定企業への

ですので、走りに大きな影響を与えるのです。

支援をお願いしたところです。実はこれについては、
私なりの考えもありました。

〇伴走者がランナーにできること
ランナーが疲れ、腰が下がってきたら、伴走者は
腰を後方から手のひらですぅっと押してあげます。
するとランナーの腰の位置が自然と高くなり、走り
は元気な時に近づいていくはずです。ここで注意し
たいのは、スピードが落ちてきたからといって、決
して背中を押さないことです。背中を押すと上体が
倒れ、ますます腰の位置は下がりますし、ひどい時
には転んでしまいます。ですから、本当に伴走した
とき、背中を押すのは厳禁だというわけです！！

それは、少し強引ではありますが、当診断士協会
自体が、宮崎の中小企業にとっての成長のプラット

〇最後に

フォームになり得ると思っていることです。一時か

私たちの行う支援実務とは異なる点もあります

らすると会員数も増加し、経歴も様々な方がいらっ

が、ランナー（事業者）の走りを客観的に理解し、

しゃいます。それぞれの知識、経験を集約できれば

すぅっと腰（経営の軸）を押してあげることは共通

宮崎の中小企業が成長するための非常に大きな原

することだと考えます。（もちろん、声掛けや励ま

動力になると考えています。
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そのためには、我々診断士もレベルアップを図る

ウ、サトイモの加工品の約７割を本県産が占める。

必要がある、「企業診断」という形で、ある意味勉

県内には６つの大きな農業用ダムが完成しており、

強させていただきながら、企業側にも役立つことが

今後、末端のパイプラインまで完成すれば、全畑地

できればという気持ちがありました。

の５割（現状は３割）でスプリンクラーを活用した

実は今、この原稿は中小企業大学校の東京校で書

生産性の高い農業が展開できる。産地での新鮮で高

いています。先ほど覗いた教室は、第２７期の中小

品質な加工、青果出荷に比べた輸送コストの低さな

企業診断士の養成課程でした。私も、平成 10 年の

ど、まさに宮崎にぴったりのフードビジネスと言え

診断士登録当時は、宮崎でコンサルティング市場を

る。

作りたい、レベルの高い診断士を目指したいと思っ

また、本県の最大の強みは、安全・安心であり、

ていましたが、何もできないまま、約２０年が経過

その取り組みでは日本のトップランナーである。一

してしまいました。まさに、初心に戻って中小企業

つは、島津製作所や大阪大学等と共同開発した分析

診断士としての思いを新たにしたところでした。

機器による残留農薬検査技術だ。一般的には１週間
程度かかる検査を 50 分で処理する優れモノで、農
産物出荷前に安全性を確認できる世界最速の技術

「フードビジネスへの思い」

だ。もう一つは、ＯＥＣＤでも紹介された天敵を活

岡村

巖

用し化学農薬を極力使わない宮崎方式の栽培法で
あり、それらが農産物の安全・安心を支えている。

フードビジネスは今、宮崎をけん引する大きな産
業に育ちつつある。特に、多くの若い経営者達が海
外も視野に果敢に取り組む姿は頼もしい。私は、県
庁農政水産部や県産業振興機構で延べ１０年以上
支援に携わってきており、フードビジネスへの思い
は深い。
このレポートでは、そのポテンシャルと現状、今

２

後の課題について私なりの思いを綴ってみたい。
１

トップレベルにある宮崎のフード
まず農産物では、野菜、果物、肉いずれも質・量

本県フードの高いポテンシャル

ともに全国トップクラスで、特に全産出額の６割を

宮崎県の農業は施設野菜と畜産が２本の柱で、農

占める畜産が最も得意な分野だ。ブロイラー全国１

業産出額は全国５位だ。しかし昔から農業県であっ

位、豚２位、肉用牛３位だ。ご存じのとおり宮崎牛

た訳ではなく、昭和 35 年の 31 位から、イノベーシ

は５年に一度開催の全国和牛能力共進会で２連覇

ョンを続けることでここまで伸びてきた。

中であり、今年宮城県で開催される大会での３連覇
を目指している。海外輸出も好調で米国への日本か
らの牛肉輸出の４割を占めている。また、みやざき
地頭鶏も、地鶏の出荷羽数では全国４位にランクさ
れている。
野菜ではキュウリが全国１位、ピーマン２位で、
果物ではマンゴーが１位だ。
なお水産業でも、近海カツオ一本釣りが２１年間

挑戦は続いており、今後大きな柱になると期待さ

日本一の漁獲量を誇っており、ウナギや鯉が全国３

れるのが露地野菜の加工だ。

位など漁業県でもある。また県の水産試験場が３０

あまり知られていないが、今でも、国産ホウレンソ

年かけて開発した宮崎キャビアが有名で昨年の伊
9
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４

今後の課題

外輸出も今年３月より香港への輸出を開始し評判

平成２５年度から推進されている県の「みやざき

も上々だ。今後は東南アジアのみならず、米国、欧

フードビジネス振興構想」も５年目を迎え概ね順調

州への展開も視野に入れている。

に進んできているが、ステップアップのためにはい
くつかの課題が残されていると思う。
第一の課題は宮崎ブランドの確立だ。ここ数年で
優れた商品が数多く生まれているが、販路や物流は
共通の悩みだ。それらを応援するため、県のブラン
ドコンセプトを明確にして、「ひなたマーク」の旗
印の下、国内外に強力に発信する取り組みが更に求
められる。そのためには、農水産物や加工品などフ
ード全体をカバーする権威あるブランド認証の仕
組みづくりが必要だ。

３

はばたくフードビジネス企業

第二の課題は地方商社機能の強化だ。流通段階で

1 次産品のブランド確立を背景にフードビジネス

生み出される付加価値を県内に残すには、商流・物

の裾野は着実に広がっており、国内外で高い評価を

流機能を兼ね備えた地方商社の育成が求められて

得る企業が数多く育ってきているが、その中で、平

いる。また、本県の弱みである物流面でのハンディ

成 28 年に経済産業省から「はばたく中小企業 300

を克服するためにも重要だ。

社」に選定された４社を紹介したい。

第三の課題は、農水産部門と商工部門の一層の連

最初に、宮崎ひでじビールだが、「世界に通用す

携の強化だ。

るビール」を目指し独自の味を追求し、国際的な賞

本県は、「みやざきフードビジネス相談ステーショ

も受賞、販路は米国やＥＵにまで拡大している。

ン」など両部門が密接に連携して支援に対応してい

次に、くしまアオイファームだが、「世界一のサ

る。しかし、販路開拓や物流などまだまだ縦割りの

ツマイモブランド産地」を目指し海外展開に力を入

部分が多く残っており、官民含め両部門の更なる一

れており、平成２８年実績では香港、シンガポール、

体化を推進することで大きな相乗効果を生みだす

台湾に 300 トンを輸出し全国的にも注目を浴びて

ことができると思う。

いる。
三番目が、デイリーマームだ。ごぼうチップス「ゴ
ボチ」はＡＮＡの機内販売に採用されるなど大ヒッ

合言葉は「構え！撃て！狙え！」

ト商品となっており、優良ふるさと食品中央コンク

〜小さく素早く失敗しよう〜

鳥越

ールでは最高位の農林水産大臣賞を受賞した。

健一

最後が、みやざき地頭鶏事業協同組合だが、生産
地からの直売・直送体制を基本戦略に、地域団体商

タイトルの「構え！撃て！狙え！」は、私が「ス

標を取得しブランディングに成功、地鶏としては全

タートアップ」について WEB 検索している時に出

国 4 位につけている。

会った言葉で、マイケル・マスターソンという方の

このように元気印の企業が多く、県食料品製造出

著書『Ready、Fire、Aim！』を和訳したものです。

荷額では 2012 年の 2861 億円から 2014 年には 3140

その意味は、「新しいこと（新規事業、新商品開

億円と着実に伸びてきている。

発など）を始めるなら、素早く試作品を作って、と
にかく早く市場に投入しろ！

商品のブラッシュ

アップはお客様の声を聞きながらすれば良い！！」
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ということだそうです。
確かに Google などの WEB サービス、またはス

協会からのお知らせ

マホアプリなどでは、「改良の余地あり」の状態で
市場投入され、その後ブラッシュアップされていく
様なものが見かけられます。顧客の声を収集する仕

＜平成 29 年度度理論政策更新研修会の開催予告＞

組みがあるなら、このやり方が一番合理的と考えら

１．日 時・・・平成 29 年 8 月 19 日（土）

れます。

13：00〜17：20

今回私がこの内容で寄稿させて頂こうと考えた

２．会 場・・・宮崎市錦町 1-10 KITEN8F 大研修室

のは、県内中小企業もこの姿勢を取り入れていくべ

※なお、予期せぬ自然災害等の発生時には、開催日の変更もあ

きではないかと考えたからです。

りますので事前にご確認ください。

市場が飽和状態に近づきヒット商品を生み出す
ことが難しい昨今、
「新しい取り組み」について社

＜

内で議論しても（または“専門家”と呼ばれる人に

編集責任者 ＞
長友太、山元理、鳥越健一

相談しても）
、「こうすれば絶対に売れます！」とい
う“答え”にたどり着ける確率は非常に低いのでは
ないでしょうか（なかでも“今存在していない商品”
を開発する場合は、だれも“答え”は知り得ないは
ずです）。
ちなみに株式会社 DeNA では、新商品に関するア
イデアについて「社内会議にかけるよりも、先に試
作品を作って、親戚、友人他、頼みやすい人に使っ
てもらい、そこでリピートがあるなら予算案を会議
にあげろ！」といった方針をとっているそうです。
また以上の様な流れは、新商品開発だけでなく、
新たに市場と接点を持つという意味では、創業にも
当てはまるかと思います。
創業者が最初にぶつかる壁は、「思ったほど売れ
ない・・」というものが一番多いかと思います。私
が創業者から相談を受けた際は、お店（事務所）を
借りるよりも、お金の計算をするよりも、その前に
「そもそも売れるのか？」を親戚、友人等を相手に
試してみることをお勧めしています。
以上、私が思うところを書かせていただきました
が、市場に商品を投じるまでの議論より、市場に商
品を投じた後の議論（すなわち結果の良し悪しを評
価するのではなく“どう改良するか”）に重きをお
くことが重要ではないかと考えた次第です
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