
プロコンサルタント養成塾

1. プロコンサルタント養成塾の概要
資格取得間もない方、独立志向のある方、独立間もな

い方、独立後でも基本を改めて取得したい方などを対象

としています。開講８年目となる平成29年度は、15名の方

が受講されました。

中小企業診断士を職業とするために必要なマナー、

文章、講演・研修、診断、コンサルティングなどの基本ス

キルを習得します。講義開講前の時間に中小企業診断

士に必要なITの知識・技術を取得するIT講習も開催して

います。

2. 平成29年度の活動
平成29年6月24日（土）に開講い

たしました。月１回開催し、11月25

日（土）まで全6回開催しました。IT

講習は第2回7月22日（土）・第4回

9月23日（土）・第6回11月25日（土）

の講義開講前に行いました。全体

を通じての講師は高澤塾長と昨年

度の塾生が担当し、IT講師は山下

秀行と伏見隆夫が行いました。

講義終了後に懇親会を開催し、塾生同士のコミュニ

ケーションを図りました。

3. プロコンサルタント養成塾の内容

第１回「⼼構え、マナー、基礎知識、⽂章スキ
ル」
プロコンサルタントとしての基本的マナー、顧客開拓事

例、考え方、具体的な業務内容を講義しました。基本ス

キルとしての文章スキルを中心に講義しました。社外講

師として元同友館企業診断編集長である宮崎氏をお招

きし、「編集者から中小企業診断士に期待する文章スキ

ル」について講義をしていただきました。受講生に課題

「文章作成」が課されました。

第２回「⽂章実習」
各受講生が作成した課題文章の添削、意見交換を行

いました。文章作成スキルを磨くとともに、コメントスキル

の向上も図りました。宮崎氏に提出課題を添削していた

だき、編集者視点からの評価をしていただきました。受講

生に課題「経歴書作成」が課されました。IT講習の1回目

はWord、Excel、PowerPointそれぞれの特徴把握と使い

分け方に関する理解を目的として、MS Officeを使った資

料作成術の講義を行いました。

第３回「基礎知識、研修・セミナーのスキル」
中小企業診断士として押さえておきたい施策や補助

金申請・経営革新・企業再生・事業計画に関する基礎知

識を講義しました。また、研修・セミナーの基本スキルの

講義を行いました。受講生に「研修テーマ・ツールの作

成」が課されました。

第４回「研修実習」
各受講生が作成した課題の研修の発表と意見交換

を行いました。研修・セミナーのスキルを磨くとともにコ

メントスキルの向上も図りました。IT講習の２回目は

Excelの基本的な使い方（集計、グラフ作成作業）の習

得と講演用ピッチ、レポート作成のためのPowerPoint

の 基 本 的 な 使 い 方 の 習 得 を 目 的 と し て 、

Excel/PowerPointの応用の講義を行いました。

第５回「相談対応、診断・コンサルティング
スキル」
支援機関などで行われる窓口相談や専門家派遣の

ポイント、ヒアリングの仕方や課題の把握など相談対応

のスキルを講義中心に行いました。

第６回「診断・コンサルティングスキル」
コンサルティングツール（運用支援・営業支援など）

のスキルを講義しました。IT講習の第３回目は、ITを活

用した業務改善支援のイメージと支援時の注意点、お

よび把握ケーススタディ：最適な製品・サービスの選定、

導入支援を目的として、ITを切り口とした企業支援の

方向性の講義を行いました。

4. 平成30年度の予定
来年度も今年度同様に開催予定。

5. 参加者の声
診断士として押さえておくべきエッセンスが凝縮され

ており、非常に実践的でした。文章や研修・セミナース

キルでは自分自身の文章や話し方を高澤会長や他の

受講生、先輩方から助言頂き、スキルを客観視できま

した。また、高澤会長の実体験に裏打ちされたコンサ

ルティング手法を直接教示頂ける貴重な機会でした。

そして何より、とても魅力的かつスキルの高い同期診

断士との関係性を築けたことが最大の魅力だったと考

えます。（北田健太）

懇親会にて（平成29年11月25日）
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1. ⼩規模企業プロコン塾とは

(1) ⽬的
企業内診断士や独立間もない中小企業診断士などの

会員を対象として実施しました。特に小規模企業の支援

を新人診断士が行う際に必須の指導内容の習得を目的

としています。中小企業の実態を理解し経営革新計画策

定支援と補助金申請・管理代行できることが目標です。

(2) 開催概要
講師は、中小企業診断士

千葉副会長が主担当致します。

各講座とも、1、2講で計画、申

請書の記入の仕方を教授し、

3講から5講で企業の要望を事

例として提示し、実際に申請書

・計画書を参加者各自に作成

してもらいました。1講座2時間

程度実施しました。

経営革新、補助金講座ともに補講を設定しました。5

月の連休3日間と、5月中旬から6月までの土曜日の3回、

10月の日曜日3回の合計3クール開催しました。

1) 経営⾰新パート
経営革新計画パートでは、埼玉県が進める経営革新

計画の策定を新人診断士が支援するために、申請書と

事業計画書作成のスキルを教示し、実際の企業のデー

タをもとに参加者に申請書と計画書を試作してもらいまし

た。当該企業への申請書作成により実務ポイント1ポイン

トの付与としました。経営革新計画策定を企業にとって

役立つように活用するスキルとともに、経営革新計画策

定でどのように企業に役立てていただけるかを事例を通

して提示しました。

<経営⾰新パート開催内容>

2) 補助⾦パート
補助金パートでは、持続化補助金などの補助金を例と

して、申請書の作成スキルを指導しました。中小企業経

営者により良い補助金利用と事業提案を主としています。

さらに経営革新計画パートと同様に企業データを基にし

た申請書作成支援を経験し、対象企業に役立てていた

だきました。その実務ポイント1ポイントを付与しました。

<補助⾦パート開催内容>

2. 平成30年度の活動予定
各クール10名を予定、定員に達した場合は募集を締

め切る場合があります。

<⼩規模企業プロコン塾概要>

⼩規模企業プロコン塾

開催日
5月開講、ゴールデンウィークおよび5月から日曜日
3回。10月の日曜日3回の3クール開催予定

会 費
県協会会員 補助金、経営革新パート通期
受講4万円、各パートのみ受講2.5万円（非会員5千
円増し）

開催
場所

彩ノ国総合研究所合同会社 会議スペースまたは、
県協会会議室

塾生募集 埼玉フレッシュフォーラム、県協会ＨＰ

募集
時期

埼玉フレッシュフォーラム開催後募集開始予定
（4月上旬から5月末ごろまで）

講 内容

1 経営革新制度の説明、経営革新の必要性、
経営革新事例の説明

2 経営革新計画作成のノウハウ、ヒアリングの
ノウハウ、事例紹介からの指導

3 経営革新計画事業計画書作成実践、実際の
会社計画書を各自作成、作成実施を支援し議
論4

5 発表、講評

講 内容

1 補助金の種類、補助金の支援内容、持続化補助
金、ものづくり補助金の説明、持続化補助金作成
事例の紹介

2 補助金申請書作成のノウハウ、事例紹介からの
指導

3 補助金申請書作成実践、実際の会社の申請書を
各自作成

4

5 発表、講評

小規模企業プロコン塾の様子



建設業プロコン塾

1. ⽬的
本研修では、専門家派遣などで建設業の支援をする

ために必要な最低限の知識を身につけていただくことを

目的としています。

建設業界は、独特で馴染みにくい業界といったイメー

ジをお持ちの方も多いように感じます。初めて建設業を

支援する方でも、業界の構造や慣習、企業の特徴や雰

囲気などを予め知っておくことで、経営者からの共感を得

ることができ効果的な支援につながります。

2. 平成29年度の活動
平成29年9月2日土曜日、10月7日土曜日（13時～17

時）の全2回開催し、14名の方が受講されました。講師は

庄司憲生副会長が中心となって、サブ講師を栃木豊喜

が担当しました。講義終了後には懇親会を開催し、塾生

同士のより良いコミュニケーションや多様な人脈形成にも

つながりました。

＜塾長プロフィール＞

庄司 憲生

（しょうじ のりお）

慶応義塾大学大学院修了後、日本鋼管株式会社（現

JFE）に入社し、エンジニアリング事業部でパイプライン、

プラントの建設事業に従事。

平成9年建設コンサルタント会社（従業員100名の土木

設計会社）に転職、平成15年社長就任。建設コンサルタ

ンツ協会関東支部副支部長。

平成13年中小企業診断士登録。平成19年独立。埼玉

県中小企業再生支援協議会案件、経営改善計画策定

支援事業、経営革新計画策定支援、国土交通省の中小

建設業支援事業などにおいて、中小建設業を中心に多

数の企業を支援。

国土交通省、建設産業専門団体連合会などの多くの

建設業向け講演、研修の講師を行う。

・技術士（建設部門、総合技術管理部門）

・APEC Engineer

・中小企業診断士

・国土交通省建設業活性支援アドバイザー

・国土交通省海外展開支援アドバイザー

3. 建設業プロコン塾の内容
【 1⽇⽬】

1) 建設業の基礎知識
建設業界の基礎的な知識として、建設業とは、建設業

許可、工種、建設市場の動向、業界の構造、よく使われ

る建設用語、企業概要把握のポイント、公共工事・入札、

受注形態、施工の体制、業界の雰囲気や慣習などを講

義しました。

2) 建設業のチェックポイント
中小建設会社の現状や問題点を効率良くヒアリング

するためのチェックのポイントとして、建設業の決算書

（勘定科目、粉飾、売上の計上）、利益向上の考え方、

仕事の流れ、現場管理（工程、品質、安全、原価）、中

小建設業の原価管理の課題と対応策、実行予算など

について講義しました。

3) 建設業の課題
中小建設会社が抱えている主な課題として、受注の

安定的な確保（公共、民間、住宅、下請け）、利益の確

保、工事原価の低減（材料、労務、外注、経費）、工期

短縮、人材の確保（技術者、技能者、女性、シルバー、

外国人）、協力業者の確保、新事業開発・事業転換な

どについて講義しました。

【2⽇⽬】

4) 建設業の戦略の⽅向性
中小建設会社が商品や市場を拡大して成長してい

くための戦略の方向性として、市場と顧客の選択、製

品・技術・サービス、新事業開発、事業転換、新分野

進出、価格、受注・営業の方向性などについて講義し

ました。

5) 建設業の⽀援事例
建設業の支援事例として、経営革新（工務店、土木

建築業、専門工事業）、経営改善（専門工事業、設計

会社）、個別課題の解決（リフォーム業、工務店、専門

工事業）についての実例をもとに営業・販売促進や原

価管理、人材確保、商品開発について講義しました。

6) 建設業の今後の⽅向性
建設業界は東京オリンピック後には土木工事も建築

工事も建設の需要が減少すると言われています。その

ような環境の中で、中小建設会社が事業を維持してい

くための方向性について講義しました。建設市場の見

通し（土木、建築、賃貸住宅）、AI関連、大規模プロ

ジェクトの予定などの情報を提供し、最後に受講生と

のディスカッションをしました。

4. 参加者の声
建設業界の構造や習慣、企業の特徴や雰囲気、実

務上のノウハウの紹介など、大変有意義な内容であっ

た。（岩本恭幸）


