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Ａ商工会連合会（Ａ商工連）の OJT
第 3 回は、これまでの事例分析に基づくポイント抽出とは趣向を変え、支援機関の内部組
織としての OJT の仕組みをご紹介します。本事業では、外部人材のアドバイザーが支援機関
指導員に対して個別対応し OJT を実施する場合が多く、OJT の仕組みそのものを構築してい
る訳ではありません。
ただ、支援機関の内部組織の指導員育成策や OJT の仕組みをベンチマークし、ヒントを見
つけることは可能です。本稿では、こうしたヒントを、ある商工会連合会（以下、Ａ商工連）
の OJT の仕組みをご紹介することを通して情報提供します。
※以下、ネットワークアドバイザーやサポートアドバイザーなど異なる呼称含めて「アドバイザー（AD）」、
支援機関指導員を「指導員」と表記を統一

１． 応援センター時代から引き継いだ「従来のＯＪＴの仕組み」
Ａ商工連では、商工会の全指導員（約 150 名）を対象に、経営革新計画の自力作成を最終目標にし
ています。そのため、計画承認の個人数値目標が設定されています。
指導員の案件発掘支援ツールとして、企業側に記入してもらう○
×式の 「経営チェックシート」、その「経営チェックシート」の中から有
望企業を選択し経営革新の可能性を指導員が検討するためのヒアリ
ングツール 「企業カルテ」 の 2 種があります。（右画像）
Ａ商工連の応援センター時代には、Ａ商工連職員のコーディネータ
ーに、指導員が発掘した案件が持ち込まれ、経営革新計画策定の可
能性と対応方法を検討していました。多くは、商工会指導員と商工連
職員のコーディネーターが電話で相談し、経営革新を企業に提案す
る場合は、外部の専門家に支援を依頼して経営革新計画を策定するか、経営
革新塾の受講を勧めるか、商工会指導員が自力で計画作成するか等を検討していました。
こうした手続きは、商工連職員のコーディネーターに大きな負荷が掛かるだけではなく、１つ１つ案件
を処理していく多大な時間的コストの発生や、前捌きのスピード感を阻害していました。その上で、経営
革新計画作成支援のＯＪＴを実施していました。
23 年度に入り、中小企業支援ネットワーク強化事業が創設され、ＯＪＴのスキームを活用し、商工会
指導員の支援能力向上を通して、経営革新計画の自力作成を目指すことになりました。23 年度は、
150 件の計画承認が目標です。
しかしながら、従来のＯＪＴの仕組みをそのまま運用していたため、これまでの阻害要因は解消され
ていませんでした。更に、商工会指導員の個別能力に応じたＯＪＴが難しい状況でした。
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２.

支援ネットワーク強化事業に対応した「新たなＯＪＴの仕組み」の構築

（１） 新たなＯＪＴの仕組み
そこで、新たな仕組みとして、「経営革新支援ＯＪＴ依頼書」 と 「経営革新支援ＯＪＴ修了報告書」 の新
様式を採用することになりました。
従来の業務の流れは
①経営チェックシート（企業記入）
→②企業カルテ（指導員記入）
→③商工連職員との対応方法検討（電話）
→④アドバイザーに支援依頼
→⑤ＯＪＴ実行（企業訪問等）
→⑥ＯＪＴ終了（計画作成終了・計画承認等）

でした。

新様式採用後の業務の流れは
①経営チェックシート（企業記入）
→②企業カルテ（指導員記入）
→③ＯＪＴ依頼書（指導員記入※新様式）
→④商工連職員がアドバイザーに支援依頼
→⑤ＯＪＴ実行
→⑥ＯＪＴ修了報告書（指導員記入※新様式）

です。

なお、アドバイザーに支援依頼する商工連職員は、アドバイザーを兼務し、能力やスキル面ではアドバ
イザーと同等の知識を持っています。
新様式採用の最大の狙いは、支援ネットワーク強化事業に対応した「新たなＯＪＴの仕組み」構築による
『指導員のＯＪＴに対する意識付けの徹底』です。従来のやり方だと、指導員によっては専門家に同行する
感覚から抜け切れず、自分自身の支援能力向上に対する取り組み意識に大きな差異が出ていました。こ
うした弊害を解消するものです。
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（2） 指導員の支援能力の棚卸と事後の習得度を把握できる新様式
新様式のＯＪＴ依頼書 では、Ａ商工連の経営革新計画作成フォームの項目と関連付けし、指導員が習
得している項目と習得していない項目を自己申告し、習得していない項目をＯＪＴの希望内容にします。そ
の上で「課題の見極め力」「新規性の発見力」「実現性の検証力」「財務分析力」「その他」といったＯＪＴに
より身につけたい能力を自己評価し、習得ニーズを把握します。
ＯＪＴ依頼書 は、商工連職員が支援を依頼するアドバイザーにつないで共有します。アドバイザーにと
っては、担当する指導員の習得希望項目と習得希望能力を事前に把握することができますので、スムー
ズにＯＪＴを実践することができます。また、指導員が自らの支援能力を棚卸し、ＯＪＴを依頼する仕組みの
ため、ＯＪＴのやらされ感は全くなく、能動的に取り組むことにつながります。
ＯＪＴ修了報告書 は、指導員がＯＪＴを振り返り、習得した項目と習得できなかった項目を自己評価しま
す。ＯＪＴにより身につけたい能力でも習得度を自己評価し、今後の自己課題を明確化します。ＯＪＴを実
施したアドバイザーはその内容を確認し、捺印します。その際に、指導員に対してアドバイスやフィードバ
ックも行います。このように、『指導員に対するＯＪＴの意識付けの徹底』を図ることができるだけではなく、
ＯＪＴを実施するアドバイザーにとっても、取り組みやすくなりました。

＜従来の仕組みの問題点＞

＜新たな仕組みのメリット＞

① 経営革新の可能性と対応方法の検討

① 経営革新に関する前捌きのスピード

の業務負荷大

アップ
② 指導員の習得ニーズの事前把握と

② 案件処理に多大な時間的コスト発生、

アドバイザーとの共有

前捌きのスピード感阻害

③ 指導員のＯＪＴに対する能動性の向上
④ 仕組みとしての自己評価と指導員に

③ ＯＪＴに対する指導員の意識の

対するアドバイス、フィードバック機会

バラつき

の設定
⑤ 指導員の今後の自己課題の把握

（3） 「新たなＯＪＴの仕組み」の導入効果
当初は、新様式の導入に「面倒な事務作業が増加」等の声が危惧され、実績の低下等が懸念されまし
たが、杞憂に終わりました。導入直後月の案件数としては、これまでの増加基調から変化していません。
むしろ現場の声として、指導員からは「自己課題が認識しやすい」、アドバイザーからは「これまではＯＪ
Ｔといっても指導員に指摘しにくかった。新様式があるお蔭で言いにくいことでも指摘しやすくなった」等、プ
ラス評価が多い状況のようです。狙い通り、ＯＪＴに対する意識付けと取り組みの円滑化が、着実に実現さ
れつつあります。
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3. 新たなＯＪＴの仕組みとの連動策～若手人材育成の選抜型勉強会の実施

Ａ商工連では、このようなＯＪＴの仕組みと連動させて、30 代の若手指導員および指導員を目指す職員
を対象に、商工連の選抜した 11 名に対し全 3 回の 組織内勉強会 を実施しています。
Ａ商工連傘下の単位商工会では、経営指導員の高齢化が進んでいます。50 代中盤に差し掛かった指
導員が一挙に定年退職すると、商工会自体の支援能力低下が不可避となるばかりではなく、次世代指導
員への支援ノウハウの移転が滞ることになります。
こうした懸念を克服するため、先手を打とうとするのが、この勉強会です。勉強会のメインテーマは「経
営革新計画の自力作成スキル習得」です。講師は経営革新にノウハウを持つ商工連職員で、アドバイザ
ーも務めています。
新規性の見つけ方、経営者に対する聴き取り力・コミュニケーションスキル等、実践能力の向上が目的
となっています。実地研修も取り入れ、実際に会員企業にヒアリングに行き、経営革新計画作成支援 OJT
を行います。平成 24 年 2 月には、経営革新事例の発表会を予定し、参加者 11 名全員にその成果を発表
してもらって、参加する指導員のモチベーションアップを図ります。
特筆すべきは、想定外の効果が表れたことです。
実地研修の際、商工会のベテラン指導員がワーキンググループに参加する指導員に企業同行し、役割
分担して経営革新計画策定を行うようになりました。その結果、計画作成がスピードアップした事例もある
ようです。これまでは、商工会指導員は個人商店化しており、そのノウハウを共有し、後輩を教育する姿勢
がなかったようです。
今回の取り組みが商工会の体質転換につながる可能性があります。

Ａ商工連の「選抜型勉強会 経営支援ワーキンググループ」研修カリキュラム
＜研修 1 日目＞

＜研修 3 日目＞

商工会の現況
中小企業施策について
求められる経営指導員像
経営革新とは
事例研究
業種別経営革新シミュレーションワーキング
企業カルテ記入法・実際の記入例
企業カルテシミュレーションワーキング
申請書様式

新規性確認と実現性の検証
経営革新作成ツール活用法（数値計画）
事例研究
農商工連携、地域資源とは
経営革新作成ツール（数値計画） ワーキング
計画書仕上げ

＜研修 2 日目＞
新規性とは
新規性ワーキング
事例発表（企業掘り起こしと新規性の見つけ方）
実現性のポイント
経営革新提案のコツ
経営革新ツール活用説明とワーキング
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4. アドバイザーが参考にしたいＯＪＴのヒント
Ａ商工連の新たな仕組みは、指導員にＯＪＴに対する取り組み姿勢を根付かせ、かつ、アドバイザーが
ＯＪＴを実施しやすい環境づくりを図った取り組みとして注目されます。とりわけ、指導員とアドバイザーが、
ＯＪＴを意識して行うことは効果向上に大きな影響を与えると思われます。そこでアドバイザーの視点で、
参考にしたいヒントを挙げて見ます。

（１） 指導員の経営革新計画承認件数目標の設定
能力向上への動機づけ
Ａ商工連では、各経営指導員の経営革新計画承認件数の目標を設定しています。つまり、組織として
個人目標を与えることにより、指導員自身の能力向上への動機づけを外部から図ったといえます。ここで
参考にしたいことは『指導員の能力向上への動機づけ』です。アドバイザーが指導員に個人目標を与える
ことはできませんので、個人目標を『指導員に対する期待』に置き換えて動機づけを図ることは可能です。
例えば、初期対応の後、支援ポイントや支援方針を指導員と議論し、支援機関指導員として担っていた
だきたい役割期待を具体的に説明します。その上で、アドバイザーが提供できる支援ノウハウや進め方等
に合意できれば、ＯＪＴに対する目的意識が強化されます。

（2） 勉強会の実施
支援案件に関する事前知識の提供
Ａ商工連では、組織内勉強会を実施していました。これにより、実際の支援活動に自信を持って臨むこ
とができます。この取り組みで参考にしたいことは、支援案件に関する業界動向、市場動向や、活用しよう
とする制度・施策のポイント、アドバイザーから見た改善ポイント、提案方法等を事前に知識提供すること
です。
このような知識の共有により、指導員は自信を持って支援現場に臨むことができます。

（3） 指導員の習得希望項目と習得希望能力を事前把握
習得ニーズの事前把握
ＯＪＴ依頼書で指導員の習得希望項目と習得希望能力を事前把握することは、アドバイザーが指導員
に対して重点的に実施するＯＪＴ内容を把握することになります。相互の合意のもと、より効率的・効果的
に教え込むことが可能となります。
本事業におけるＯＪＴでも、事前に指導員の習得ニーズを把握し、相互の合意のもとＯＪＴテーマや能力
開発目標を明確化し取り組むことができれば、より効率的・効果的なＯＪＴを実現できると思われます。
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（4） 指導員の振り返りと自己評価、今後の自己課題の把握
習得度合いの認識と今後の課題の明確化、アドバイザーのアドバイス
一方、Ａ商工連では、修了報告書により習得度合いを自己評価させ、今後の自己課題を明確化させま
す。1 案件でＯＪＴは修了するのではなく、次なる案件に自分自身の課題意識を持って臨んでいただくため
です。案件を担当するごとに自己の成長を体感することができます。いわばＯＪＴ経験を積むのにしたがっ
て、自己の能力向上をサイクルとして促進することができるといえます（下の図を参照）。
本事業におけるＯＪＴでも、アドバイザーが指導員の習得度合いを確認し、指導員が習得度合いを客観
的に把握することができれば、ＯＪＴに対する取り組み意識が更に向上すると思われます。その上で、アド
バイザーから指導員に対し、良い点は褒め、課題克服に向けてアドバイスができれば、指導員にとって心
強いと思います。

新様式等、当該事例の詳細は、中小機構各支部の地域支援ネットコーディネーターにお問い合わせください。

中小機構 経営基盤支援部

支援体制サポート室

担当：全国支援ネットマネージャー

中小企業支援ネットワーク強化サポート事業 ホームページ
http://www.smrj.go.jp/keiei/chiikiryoku/index.html
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