
 第2回目の「支援機関内OJTによる支援能力向上マニュアル」は、「支援機関が行

うOJTの考え方」です。支援能力向上のためのOJTを実施するためには、支援機関

として支援人材育成の環境を整備する必要があります。支援機能の高い支援機関で

は、支援人材育成に注力するとともに環境整備が進んでいます。 

 本稿では、効果的なOJTを実施するための前提となる支援人材育成の考え方、仕

組みを提示します。 

 理論編① 
「支援機関が行うOJTの考え方」 

発行：中小機構 連携支援課 ※無断転載・複製を禁ず 

支援機関内OJTによる 支援能力向上マニュアル 
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■図表1  支援人材育成の全体像

支援人材育成の全体像 1 

 まず、支援人材育成の全体像を示します。支援機関としてのミッションを明確化し、支援者と

して意識を醸成します。その上で、組織としての現状の支援人材・支援機能を棚卸し、あるべき

支援人材像を明確化して、そのギャップを埋めるために取り組むべき人材育成課題や支援機能強

化課題を抽出します。次いで、課題解決のための人材育成方針を明示し、その方針に基づき人材

育成計画を策定します。計画の中に、知識習得を目的としたOff-JTと実践能力の向上を目的と

したOJT、自発的な取り組みである自己啓発に対する組織的な支援等を、キャリアや能力に応じ

て明示していきます。 

次項以降で、その具体的内容について触れていきます。 

②支援者意識の醸成

④あるべき

支援人材像

⑤人材育成課題・
支援機能強化課題
(ギャップを埋める
ために取り組むべ

き事柄） 

⑥人材育成方針

支援機能の 
高さ 

時間の経過 

⑦人材育成計画
・ＯＪＴ
・Ｏｆｆ-ＪＴ
・自己啓発

③現状の支援人材・
支援機能の棚卸

①支援機関のミッション（使命）
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支援機関としてのミッションの明確化 2 

 支援人材育成の前提として、重要なことは、支援機関としてのミッションを明確化することで

す。ミッションとは、支援機関として果たすべき使命であり、組織としての存在目的に繋がるも

のです。何のために中小企業支援を行うのか、ミッションが明確で支援者に浸透していれば、支

援者の支援者意識に好影響を与えます。支援者意識とは「志」のことです。志のある支援者をい

かに育成するか、そのベースになるのが支援機関としてのミッションです。 

例えば、ある支援機関（商工会連合会）では、次のミッションを掲げています。 

「多様な経営支援の確保」「雇用の維持・創出に向けた地域貢献」「自主的な商工会 
づくり」を柱に、「会員満足度日本一」を目指し、積極的に事業展開していきます。 

ミッションの例

 ミッションは、組織運営の核になるものであり、支援機関職員全体で共有する組織全体の価値

観です。単なるお題目ではなく、具体的にミッション実現の施策が明確化されていれば、浸透度

が高くなります。 

 例では、中小企業の多様化した経営課題に対応するための支援機関、地域産業振興による雇用

創出に向けた地域貢献の支援機関、地域の会員企業を支える商工会の自主・自律的な支援体制づ

くりをコアに、永続的な「会員満足度日本一」を目指すための積極的な事業展開を図ることを

ミッションとしています。このような価値観を明確化することにより、支援者である職員の意識

に刺激を与え、行動様式の変化を促します。その結果、組織全体の活性化や組織風土の変化をも

たらします。 

■図表2  ミッションの効果

支援者である職員の意識の変化 

支援者である職員の行動様式の変化 

支援機関としての 
ミッションの明確化

組織風土の変化 

組織内での価値観共有・浸透 



4 

高さ
2.2CM

左右幅
1.5CM

左右幅
1.5CM

左右幅
1.5CM

左右幅
1.5CM

高さ
1CM

支援機関内OJTによる 

支援能力向上マニュアル 

高さ
1.2CM発行：中小機構 連携支援課 ※無断転載・複製を禁ず 

 あるべき支援人材像を明確化するためには、支援機関としての支援機能の現状を棚卸してみる

ことです。支援機能は、次の５つの規定要因があります。 

 ５つの既定要因間の構造は、図表３【支援機能の規定要因と構造】のとおりです。ミッション

に基づき、外部環境分析の上、「支援戦略を明確化」し、戦略に合った「支援人材育成の仕組

み」を構築して、「効果的な支援方法」と「充実した支援体制」により、「支援実績」をあげて

いく構造です。 

■図表3 支援機能の規定要因と構造

あるべき支援人材像の明確化 3 

（1）支援機関の支援機能の規定要因

第2回 理論編①「支援機関が行うOJTの考え方」 

ミッション

①支援戦略の明確性

②支援人材の能力と人材育成の仕組み

③支援方法の効果性 ④支援体制の充実度

⑤支援実績

外部環境 外部環境 

① 支援戦略の明確性

外部環境を分析した上でターゲットとする支援先企業と、地域特性や支援機関属性に合っ

た重点支援テーマ等を設定することにより、企業支援に対する重点方針を明確化している。

② 支援人材の能力と育成の仕組み

現状の支援人材の支援能力を的確に把握し、支援人材育成の仕組みが整備されている。

③ 支援方法の効果性

経営支援の基本プロセスに基づき、組織的な対応による案件発掘や課題抽出、連携による

実行支援、成果創出のためのフォローアップなど効果的な支援方法を取っている。

④ 支援体制の充実度

充実した経営支援体制と支援の仕組み、経営支援に対する組織的なマネジメント体制が整

備されている。

⑤ 支援実績

以上の結果としての支援実績。
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（2）支援機能の棚卸のための着眼点例

 次に支援機能の規定要因別に着眼点例を図表4に示します。支援機関属性等により、内容は変

わりますので、参考まで提示します。こうした着眼点で、自機関の支援機能を棚卸し、強みや弱

みを明確化します。 

第2回 理論編①「支援機関が行うOJTの考え方」 

 支援戦略の明確性

 地域特性に合った重点支援テーマの設定

 支援ニーズに対応した支援先企業の分類等による効果的支援の仕組みの構築

 高度専門的な課題対応への注力度（業務における経営支援比率）

 支援人材の能力と人材育成の仕組み

 専門家派遣や他の支援機関への繋ぎ等のコーディネーション能力

 支援現場のリーダーとしてのプロジェクトマネジメント能力

 企業支援に関する幅広い知識と本音を引き出すヒアリング能力

 企業の真の経営課題を抽出・整理分析する能力

 高い支援能力を持つエース級の支援人材によるOJT

 あるべき支援人材輩出に向けた支援人材育成の仕組み
（研修、OJT、自己啓発支援等）

 支援方法の効果性

 組織的対応による支援案件発掘の仕組み・仕掛け

 的確な初期診断による本質的な課題抽出・整理分析

 本格支援前に支援計画を作成・共有するなど、標準的な支援プロセスの明示性

 事業計画作成支援等、内部人材による直接支援

 外部専門家への帯同等チームによる連携支援

 他の支援機関と連携したプロジェクトによる連携支援

 複数の公的支援制度の活用

 成果創出を見据えたフォローアップ

 支援体制の充実度

 経営支援専門の内部チームの有無

 経営支援の成果目標設定とＰＤＣＡによるマネジメント体制

 外部専門家制度による支援体制

 販路開拓、ビジネスマッチング等の支援ツール

 支援実績

 相談件数、提案件数の多い得意とする支援テーマ

 相談件数、提案件数の増減

 支援先企業数の増減

 法認定計画数の増減

 支援先企業の満足度
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（3）環境分析に基づく「あるべき支援人材像の明確化」

 あるべき支援人材像の明確化のためには、内外の環境を客観的に分析する必要があります。前

述の支援機能の棚卸の他、支援機関を取り巻く外部環境として、地域の経済環境、市場環境、雇

用環境、事業所動向、地域産業資源、国・県等中小企業政策動向、他支援機関動向等を収集分析

します。これにより、自機関の支援機能強化に対する方向性を明確化し、その方向性に適合する

支援人材像を描きます。支援機関のミッションは、そのための前提条件になります。 

 支援機能の棚卸では、強みと弱みを明確化し、【活かすべき強み】と早期に【克服すべき弱

み】を抽出します。自機関を取り巻く外部環境の分析では、機会と脅威を明確化し、【捉えるべ

き機会】と早期に【対応すべき脅威】を抽出します。その上で、次の4つの視点で支援機能強化

の方向性を明示し、あるべき支援人材像を検討します。最終的には自機関に最も適合する支援人

材像を１つ選択します。そのプロセスを図示すると図表5のようになります。 

第2回 理論編①「支援機関が行うOJTの考え方」 

■図表5 あるべき支援人材像の明確化

Ｍｋｊｊｊ 

① 

【活かすべき強み】 
×【捉えるべき機会】 

⇒強みを活かして機会を捉える
方向性

例えば、支援機関として、専門家ネットワークと経営支援の専門チームを
有している強みを活用し、豊富な地域資源を持つ機会を捉えて、「チーム
で新事業展開等の企業の成長支援ができるコーディネーター型支援人
材」です。 

② 

【活かすべき強み】 
×【対応すべき脅威】 

⇒強みを活かして差別化集中し、
地域経済活性化を図る方向性

例えば、支援機関として、販路開拓やビジネスマッチング等の支援ツール
を有している強みを活用し、地域市場の縮小や企業の業績低迷に対応す
るため、「新事業展開等の企業の成長支援ができる支援現場のリーダー
的なプロジェクトマネージャー型支援人材」です。 

③ 

【克服すべき弱み】 
×【捉えるべき機会】 

⇒弱みを克服し、機会を捉える
方向性

例えば、支援機関として、販路開拓等の支援成果に直結するフォローアッ
プ能力の弱さを克服すべく、豊富な地域資源を持つ機会を捉えて、「支援
機能を補完するため他支援機関と連携し、企業の成長支援ができるコー
ディネーター型支援人材」です。 

④ 

【克服すべき弱み】 
×【対応すべき脅威】 

⇒弱みを早期克服し、脅威に対
応する方向性

例えば、支援機関として、少数のエース級の支援人材が存在するものの、
組織としての内部的な支援体制が整備されていない弱みを早期に克服し、
地域市場の縮小や企業の業績低迷に対応するため、「専門家や他の支
援機関の支援機能をコーディネーションでき、かつ幅広い知識を持つコー
ディネーター型支援人材」です。 

【支援機能の棚卸】 
①支援戦略の明確性
②支援人材の能力と育成の仕組み
③支援方法の効果性
④支援体制の充実度
⑤支援実績等

活かすべき強みは？ 

 早期に克服すべき弱みは？ 

【自機関を取り巻く外部環境】 
①地域の経済環境、雇用環境
②地域の市場環境
③地域産業資源
④事業所動向
⑤国・県等の中小企業政策動向
⑥他支援機関動向等

捉えるべき機会は？ 

対応すべき脅威は？ 

①【活かすべき強み】×【捉えるべき機会】⇒強みを活かして機会を捉える方向性
②【活かすべき強み】×【対応すべき脅威】⇒強みを活かして差別化集中し、地域経済活性化を図る方向性
③【克服すべき弱み】×【捉えるべき機会】⇒弱みを克服し、機会を捉える方向性
④【克服すべき弱み】×【対応すべき脅威】⇒弱みを早期克服し、脅威に対応する方向性

ミッション

「あるべき支援人材像」の4つの視点 
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【参考】 支援フォーメーションと支援人材のタイプ 

第2回 理論編①「支援機関が行うOJTの考え方」 

Ｍｋｊｊｊ 

※出典：中小企業庁「中小企業支援人材の強化・育成に関する研究会」提言より引用

（4）人材育成課題と支援機能強化課題の明確化

 人材育成課題とは、あるべき支援人材像と現状の支援機能とのギャップを埋めるために取り組

むべき事柄です。自機関の指導員にプロジェクトマネージャー型やコーディネーター型を期待す

る場合、あるべき支援人材像と現状の支援機能とのギャップ解消は、「支援人材の育成」だけで

はなく、関連して「支援戦略の明確化」と「支援方法の効果性」や「支援体制の充実度」等の仕

組みの整備が必要になります。 

 例えば、支援現場のリーダー的なプロジェクトマネージャー型を目指す場合、支援人材の能力

面では、対話力、診断力、構想力、編集力、突破力の5つの支援能力（「ＰＭ型の支援能力診断

シート例」参照）の総合的な強化・育成が求められます。特に、ギャップとして、企業の潜在的

ニーズ把握による真の課題抽出が不十分の場合、対話力と診断力の強化が人材育成課題になりま

す。 

（4）人材育成課題と支援機能強化課題の明確化

人人材育成課題とは、あるべき支援人材像と現状の支援機能とのギャップを埋めるために取り

組むべき事柄です。自機関の指導員にプロジェクトマネージャー型やコーディネーター型を期待

する場合、あるべき支援人材像と現状の支援機能とのギャップ解消は、「支援人材の育成」だけ

ではなく、関連して「支援戦略の明確化」と「支援方法の効果性」や「支援体制の充実度」等の

仕組みの整備が必要になります。

例えば、支援現場のリーダー的なプロジェクトマネージャー型を目指す場合、支援人材の能力

面では、対話力、診断力、構想力、編集力、突破力の5つの支援能力（「ＰＭ型の支援能力診断

シート例」参照）の総合的な強化・育成が求められます。特に、ギャップとして、企業の潜在的

ニーズ把握による真の課題抽出が不十分の場合、対話力と診断力の強化が人材育成課題になりま

す。

一方、支援戦略面では、地域特性や企業の支援ニーズ等を分析し、重点方針を明確化する必要

があります。支援現場のリーダー的なプロジェクトマネージャー型として活動するためには、幅

広い知識やノウハウを有すると同時に、特定の専門分野を持つ必要があります。支援戦略に対応

した専門分野を持つことが不可欠だからです。支援体制面では、支援戦略に基づき経営支援に対

する成果目標設定を行い、ＰＤＣＡサイクルを回すマネジメント体制を構築することが求められ

ます。支援方法面では、プロジェクトマネージャー型は、入口から販路開拓等の出口支援に至る

まで総合的支援を志向します。したがって、支援計画を作成し支援者間で共有することにより効

果的な支援のプロセスマネジメントを行うことが重要になってきます。

このように人材育成課題に関連して、支援戦略、支援体制、支援方法等における支援機能強化

課題も発生します。支援人材育成と支援機能強化は、車の両輪のような関係にあるといえます。

高さ
1.2CM

Ａ町 支援機関 

プロジェクトマネジャー型人材 

Ａ町の中小企業 

パートナー機関 

Ｂ郡 支援機関 

Ｃ町 支援機関 

広域のサポート組織 

Ｂ郡の中小企業 

外部専門家 
（全国・海外） 

パートナー機関 

●地域内の各機関の協働
のプラットフォーム 

●高度な経営課題への対
応

●経営支援ノウハウの蓄積
と伝播

●外部専門家等とのネット
ワークの形成

スタッフ型人材組織マネジャー型人材 

連携 

支援チーム 

Ｃ町の中小企業 

協
働 

 Ex. 
• ネットワークアド
バイザー

• 県連広域指導員

コーディネーター型人材

連携 
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高さ
2.2CM

左右幅
1.5CM

左右幅
1.5CM

左右幅
1.5CM

左右幅
1.5CM

高さ
1CM

支援機関内OJTによる 

支援能力向上マニュアル 

高さ
1.2CM発行：中小機構 連携支援課 ※無断転載・複製を禁ず 

 一方、支援戦略面では、地域特性や企業の支援ニーズ等を分析し、重点方針を明確化する必要

があります。支援現場のリーダー的なプロジェクトマネージャー型として活動するためには、幅

広い知識やノウハウを有すると同時に、特定の専門分野を持つ必要があります。支援戦略に対応

した専門分野を持つことが不可欠だからです。支援体制面では、支援戦略に基づき経営支援に対

する成果目標設定を行い、ＰＤＣＡサイクルを回すマネジメント体制を構築することが求められ

ます。支援方法面では、プロジェクトマネージャー型は、入口から販路開拓等の出口支援に至る

まで総合的支援を志向します。したがって、支援計画を作成し支援者間で共有することにより効

果的な支援のプロセスマネジメントを行うことが重要になってきます。 

 このように人材育成課題に関連して、支援戦略、支援体制、支援方法等における支援機能強化

課題も発生します。支援人材育成と支援機能強化は、車の両輪のような関係にあるといえます。 

第2回 理論編①「支援機関が行うOJTの考え方」 

PM型支援
人材の 
5つの力 

支援プロセスから
見た「力」定義 

支援行動（例） 
自己 
評価 

対話力 

対話力とは、経営
者から経営上の
問題や悩みを引
き出し、経営者自
身が課題を整理
することができる
ようにする能力 

1 相談を受ける際には、企業・業界情報・競合企業に関する情報等を確認している。 

2 経営者が相談しやすい雰囲気、コミュニケーションに適した場所・環境を確保している。 

3 話を聞く際にはキチンとメモを取り、情報の図示化等を行い状況確認をしている。 

4 傾聴のスキル （相づち、同意、切り替えし、突っ込み、繰り返し・・・）を実践している。 

5 相手の発言を柔らかくコントロールしながら、相談ニーズや問題意識を整理している。 

診断力 

診断力とは、経営
の実態を定量的・
定性的に把握し、
客観的な視点を
織り込み、課題解
決の方向を示唆
する能力 

6 診断の目的・意義や必要性を経営者に説明し、企業の理解と協力を得ている。 

7 規範となるチェックリスト等を活用して、企業の経営診断を実施している。 

8 
定性分析を行い、企業の「強み」「得意分野・経験」「コアコンピタンス」を見出すことがで
きる。 

9 
課題間の関係を明確（構造化）にして、その中で最優先で取り組むテーマを見極めてい
る。 

10 診断結果を報告書としてまとめ、企業経営者に提示し議論している。 

構想力 

構想力とは、課題
解決の手法・進め
方（支援計画）、
支援制度の活用
等を考え、具体的
な作業（実行課
題・実行手順）を
明確にする能力 

11 
支援着手時に、支援対象の商品・事業が成功した時のイメージ（またはゴール）を描い
ている。 

12 支援企業の能力を考え、経営課題を解決できる方策・手法等を提案している。 

13 
支援をプロセスとしてとらえ、全体像を示すと同時に、プロセス毎の作業課題を明示し
ている。 

14 支援計画書を作成し、経営者が理解できるように説明し納得を得ている。 

15 自治体、全国組織、国の支援制度に精通し、最大限の活用を心掛けている。 

編集力 

編集力とは、他の
支援機関・支援人
材、企業の取引
先、ネットワーク
等を活用して、課
題解決を進める
能力 

16 
課題解決に際し、専門家にバトンタッチしてしまわずに、常に組織・チームで支援を実行
している。 

17 他の専門支援機関、企業ＯＢ・実務家、関連企業等のネットワークを活用している。 

18 金融機関との関係づくりに実績があり、必要に応じて金融機関を巻き込んでいる。 

19 他の事業者との企業連携、業務提携等を想定し、連携の仲介や紹介を実施している。 

20 
企業が主体的に課題解決に取り組めるように、社内外の環境整備（人材充足等）に努
めている。 

突破力 

突破力とは、支援
を実行し、企業が
主体的に活動す
るように促し、具
体的な成果を創
出する能力 

21 
実行計画(支援計画）に基づいて、計画通りに活動が進むようにプロジェクト管理を実践
している。 

22 企業の内部環境、外部環境の変化を察知し、経営者と協議し対策を取っている。 

23 
支援実行に際し企業の社内人材の育成も行い、企業の自主展開力の向上を図ってい
る。 

24 
仮説検証型の調査やマッチングのフォロー等を行い、プロジェクトを停滞させない工夫
をしている。 

25 経営管理指標を設定し、企業内にＰＤＣＡを定着させ、業績の推移を確認している。 

【参考】 プロジェクトマネジメント型の支援能力診断シート（例） 

※出典：:中小企業支援力レベルアップ講習会配布資料より引用
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高さ
2.2CM

左右幅
1.5CM

左右幅
1.5CM

左右幅
1.5CM

左右幅
1.5CM

高さ
1CM

支援機関内OJTによる 

支援能力向上マニュアル 
第2回 理論編①「支援機関が行うOJTの考え方」 

高さ
1.2CM発行：中小機構 連携支援課 ※無断転載・複製を禁ず 

■図表6 支援人材育成体系

支援人材育成方針の明確化～支援人材が自ら育つ環境づくり～ 4 

 このような人材育成課題と支援機能強化課題に対応するため、人材育成方針を策定します。究

極的には「支援人材が自ら育つ環境づくり」を目指します。そのためには、支援人材の成長モデ

ルの明示や、組織の仕組み・人事制度の確立が重要です。

例えば、ある支援機関（商工会連合会）では、次の人材育成基本方針を掲げています。「組織

に求められる人材を育成し、商工業者・会員ニーズに的確に対応できる資質・スキルを備えた、

たくましいプロ組織を目指す。」です。 

（1）支援人材の成長モデルの明示

 成長モデルとは、支援人材のキャリアステージ毎のモデルです。例えば、経営支援における経

営者との信頼関係度合いから、「経営支援に関する情報提供者⇒気軽な相談相手⇒頼りになる

パートナー」とステージアップしていきます。 

 ある支援機関（商工会連合会）では、前述の人材育成基本方針のもと、図表6のような成長モ

デルによる人材育成体系を掲げています。採用5年目までをキャリア模索期として位置づけ、組

織人としての資質向上のため、コミュニケーションスキルを身に付け、実務を支障なくこなすレ

ベルを目指します。6年目～11年目をキャリア形成期と位置付け、将来の組織を担う自覚と職場

のキーパーソンとして次期リーダーを目指し、自らの基盤となる人格形成を目標とします。12

年目以降をキャリア活用期と位置付け、部下の目標となる人間として組織リーダーの自覚と組織

への感謝をカタチにすることを目標とします。 

各ステージの初期に、キャリアプランを作成し、キャリアアップのための登用試験と成長モデ

ルを目標とした研修プログラムや自己啓発支援プログラムが組まれています。

キャリア模索期 キャリア形成期 キャリア活用期

組織人としての資質向上 

組織の変革・高い成果を産み出す
強い人材・組織のリーダー 

キャリアプラン作成

キャリアプラン見直し

職種別・テーマ別・ＷＥＢ研修、適正確認制度 

経営支援マネージャー制度 

診断士等養成 

大学校研修 

コミュニケーション能力研修

管理職研修 

自
己
啓
発

能力レベル 

自
己
啓
発 

登用試験 

自
己
啓
発 

登用試験 

職場のキーパーソンとなれる 
ような人材・サブリーダー 

●人材育成基本方針・・・組織に求められる人材を育成し、商工業者・会員ニーズに的確に対応できる
資質・スキルを備えた、たくましいプロ組織を目指す。
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高さ
2.2CM

左右幅
1.5CM

左右幅
1.5CM

左右幅
1.5CM

左右幅
1.5CM

高さ
1CM

支援機関内OJTによる 

支援能力向上マニュアル 

発行：中小機構 連携支援課 ※無断転載・複製を禁ず 

高さ
1.2CM

第2回 理論編①「支援機関が行うOJTの考え方」 

（2）支援人材育成のマネジメントモデルの確立

 支援人材の育成方針を掲げ、実行するためには、組織としての人事制度等の仕組み構築が必要

になります。成長モデルを明示し、そのための能力開発プログラムを用意するとともに、個人別

にキャリアプランを作成し、目標管理制度で進捗状況と成果を確認しながら意欲喚起を図るマネ

ジメントモデルのことです。こうした人事制度と能力開発制度が結び付いているからこそ、効果

的な支援人材の育成がなされるといえます。 

図表7【マネジメントモデル】は、一定期間を要する組織としての人材マネジメントのサイク

ル（＝期間的なマネジメント）と、直属の上司等が行う部下育成のための日々のマネジメントの

サイクル（＝日常的なマネジメント）との関係を一般化したものです。このように、人事制度と

能力開発とを関連付けて捉えることが重要です。 

■図表7 マネジメントモデル

目標設定 

目標管理制度による 
個人面談 

観察 

日報等による進捗把握、 
報連相等 

評価 

目標と実績の対比による 
評価 

育成 

能力開発計画、 
キャリアプラン等

コーチ
OJT、助言等 

期間的なマネジメント 日常的なマネジメント 
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高さ
2.2CM

左右幅
1.5CM

左右幅
1.5CM

左右幅
1.5CM

左右幅
1.5CM

高さ
1CM

支援機関内OJTによる 

支援能力向上マニュアル 
第2回 理論編①「支援機関が行うOJTの考え方」 

高さ
1.2CM発行：中小機構 連携支援課 ※無断転載・複製を禁ず 

「Ａ商工会連合会の支援人材育成の仕組み」のマネジメントモデル事例 
5 

 マネジメントモデルの理解をより深めていただくため、支援人材育成に関する仕組みを構築し、

効果的なモデルを確立している支援機関事例を紹介します。 

■広域支援センターに高度専門的な経営支援機能を集中。
経営指導員は経営支援を行うための一種の資格制度として運用。

 Ａ商工会連合会は、県内を3つのブロックに分け、各ブロックに広域支援センターを設置
しています。広域支援センターは、高度専門的な経営支援を担当し、経営指導員が集中配置
された、経営支援の専門機関となっています。 
 一方、商工会は、会員企業に対する基礎的な指導等を担当します。経営指導員を一種の資
格として、試験による登用制度があります。指導員資格を維持するにも一定要件を充足させ
る必要があります。基本的には、新規採用の際、Ａ商工会連合会傘下の商工会に配属されま
すが、2年間の実務経験を積んだ後、経営指導員の登用試験の受験資格を得ることができま
す。試験に合格し経営指導員に登用されると、センター配属になり、高度専門的な経営支援
を、案件発掘から担当することになります。各センターでは、原則としてテリトリー別の
チーム制を敷いており、テリトリー内で会員企業と担当商工会を巡回しています。

■経営支援等に対する定量的な目標を設定し、組織目標から個人目標にブレイクダウン。
個人面談により自己目標としてコミット。

Ａ商工会連合会では、各センターに対して経営支援等の目標値を設定しています。更に、
センター内の各チームに目標を配分し、面談により個人目標が設定されます。個人目標設定
の目安としては、能力を超える目標を設定することにより潜在能力を引き出すことにありま
す。但し、全く手の届かない目標ではなく、頑張れば達成できるレベルです。個人面談で話
し合いの場が持たれることにより、与えられた目標ではなく、自己目標としてコミットした
目標設定が可能となります。

■支援に関する相談ができる体制が支援能力向上に直結。

 経営指導員は日々巡回し、基本的には単独で案件発掘や初期診断を行います。日々の行動
記録は、日報として直属のチーム長、グループ長、課長に提出され、進捗状況を報告します。
ただ管理者は、評価者視点ではなく、部下育成の視点から、より成果の上がる支援をするため
の助言やOJTを行うことを主目的としています。経営指導員にとっては、支援に関する悩みや
分からないことを相談でき、知識や経験談を聞くことのできる絶好の機会となっています。 
 更に、Ａ商工会連合会では、所定フォーマットの支援計画書があり、本格支援開始前に指
導員自らが作成します。支援計画についても、様々な助言を受けることができます。経営指
導員にとって、こうした相談相手に恵まれている点や相談ができる体制が、支援能力向上に
結び付いているといえます。支援現場ではありませんが、職場内のOJTが有効に機能してい
ます。 

■支援チームを再編成し、優れた個人能力を活用。

 支援計画に基づく実行段階では、設定した支援テーマを得意分野とする他チームの先輩指
導員を、支援チーム内に助っ人として招き入れることができます。Ａ商工会連合会では、セ
ンター目標を優先する組織風土があるからです。そこに、個人が有する優れた支援ノウハウ
が組織内に浸透し、組織能力が向上して、更に個人能力が高まるといった好循環を生み出す
要因があります。その結果、センターでは各チームの相互協力のもと、良好なチームワーク
が形成されていきます。
 こうした経営指導員を放任しないことやチームでバックアップすることが、各経営指導員
に期待感を実感させ、自覚を促し、支援に対する意欲やモチベーションを高める要因になっ
ていると思われます。 

ミ ニ 事 例 に 見 る O J T の 特 徴

 支援の実施主体者は学習者とすることにより、支援者としての自覚を促進

 学習者が実践を通してスキル向上を図り、指導役は定期的なモニタリングを通して指導
役の不足しているノウハウを補完
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高さ
2.2CM

左右幅
1.5CM

左右幅
1.5CM

左右幅
1.5CM

左右幅
1.5CM

高さ
1CM

支援機関内OJTによる 

支援能力向上マニュアル 
第2回 理論編①「支援機関が行うOJTの考え方」 

高さ
1.2CM発行：中小機構 連携支援課 ※無断転載・複製を禁ず 

■支援成果の見える化の仕組みが経営指導員のモチベーション向上に寄与。

 また、支援実行後、支援成果が創出されますが、前期・後期の年2回経営支援事例報告書
を提出することになっています。提出事例は、Ａ商工会連合会の事例集として会員に配布さ
れ、経営指導員にとっては成果創出への動機付けになっています。更に、センター毎に優秀
事例が選定され、年1回開催される事例発表大会にノミネートされます。事例発表大会は、
県、地元新聞社等が審査員として参加し、企業経営者も含め、200名弱が集まります。県内
では大変注目度の高い事例発表大会として知られており、経営指導員の挑戦意欲が刺激され
ます。最優秀事例に選定されると、センター単位で表彰され、チームワークを深める要因に
もなっています。 

■支援人材として自ら育つ環境づくりが整備。

 こうした一連の経営指導員の活動から得られた実績は、独自の評価基準のもと目標達成度
等を勘案し、能力給に反映されます。プロ組織の一員としての自覚を促すとともに、積極的
な経営支援活動を行う誘因になっています。 
 また、Ａ商工会連合会では、階層別の研修制度が充実しているばかりではなく、自己啓発
支援にも力を入れています。中小企業診断士試験受験対策の通信教育費用助成、受験旅費の
助成、実務補習受講料等の費用助成等です。 
 このように支援機関として目指す方向性が明確だからこそ、経営指導員に対する期待役割
も明確になっています。経営指導員にとっても期待役割が明確だからこそ、日々の活動の優
先順位が明確になります。このような活動プロセスを通して、支援能力向上への意欲が一層
高まります。Ａ商工会連合会は、支援人材として自ら育つ環境づくりがなされているといえ
ます。 

ミ ニ 事 例 に 見 る O J T の 特 徴

 支援の実施主体者は学習者とすることにより、支援者としての自覚を促進

 学習者が実践を通してスキル向上を図り、指導役は定期的なモニタリングを通して指導
役の不足しているノウハウを補完

■図表8 支援人材育成の仕組みを構築したマネジメントモデル（A商工連広域支援センター）

ﾁｰﾑ目標設定

組織目標設定 

個人目標設定 

組織全体の経営支援等目標設定 

経営支援チームの経営支援等目標設定 

個人面談による経営支援等目標設定（能力×120％が目安） 
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助言・OJT 

助言・OJT 
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提出・相談 
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経営支援事例報告 
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事例発表大会で発表 

目標達成度等を勘案し 
能力給に反映 

研修、自己
啓発支援等
による育成 

OJT 

自己目標として
のコミット 

恵まれた 
相談相手 

挑戦意欲 
向上 

モチベーション
向上

目標設定 

案件発掘・ 
初期診断 

指導員による 
支援計画作成 

支援実行 

支援成果 

実績評価 

組織的な 
サポート体制
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支援機関が行うOJTの考え方 6 

 前回、支援能力向上のためのOJTは、「支援現場において、高能力の支援人材が、後輩また

は支援経験の浅い支援機関指導員を同行し、同行者の支援能力向上のための実践経験の場や、知

識・ノウハウを提供し、支援に関するアドバイスや結果に対するフィードバックを通して、人材

育成を図る組織的な取り組み」と定義づけしました。ただ、OJTはOff-JTや自己啓発と連動し

て実施するからこそ効果が向上します。そのためには、支援人材育成方針や上位概念としての支

援機関としてのミッションを明確化する必要があります。最後に、支援機関が行うOJTの前提と

なる考え方を整理します。 

（1）支援者への動機付け～支援人材として自ら育つ組織環境の整備

 OJTは支援者の支援に対する取組み意識により、大きく効果が異なります。支援者意識に大き

な影響を与える組織の価値観がミッションです。また、どのような人材モデルを目標とすれば良

いのか、あるべき支援人材像や、成長段階別のモデル（成長モデル）を明確化すると、支援者自

身が自助努力する方向性が分かります。また、組織として人材育成方針を策定することにより方

向性を明示し、支援人材育成の体系を提示できれば、具体的な道筋が見えてきます。 

 重要なことは、研修やOJTをやらされているという「やらされ感」を支援者に持たせず、目的

を理解し、自らの成長目標到達に向けて「やれそう感」を醸成することです。業務の優先順位を

含め、そのための組織環境の整備を図ることが大きな第一歩になります。 

（2）コミットメントとコミュニケーション

～支援者としての主体的実践とチーム支援 

 OJTは高能力支援人材の支援現場への同行を基本とするものの、一定レベルに到達している支

援者には単独で活動させ、メイン担当者として支援を実践させるほうが「自分の支援案件」とし

て責任感が生まれます。こうした場数を踏むことが、支援能力を飛躍的に向上させます。そのた

めには、管理者による個別面談のもと納得感のある個人目標を設定することが重要です。一律の

目標設定ではなく、支援者の支援能力を把握した上で、現状の能力を少し超えた個別のストレッ

チした目標です。ただ、途中経過等を適切に把握し、必要に応じた助言や現場同行等を行うなど、

管理者による日々のコミュニケーションが不可欠です。また、支援の進捗状況に応じて、当該分

野の支援能力の高い人材を支援チームに参画させ、支援現場でOJTを実施するなどのサポート体

制を充実させることも有効です。 

 このように、基本的には一定レベルに到達している支援者は単独で支援活動をするものの、管

理者以下、支援チームを１つのユニットとしてチーム支援していく考え方が、支援品質と支援能

力の向上に大きく寄与すると思われます 

ミ ニ 事 例 に 見 る O J T の 特 徴

 支援の実施主体者は学習者とすることにより、支援者としての自覚を促進

 学習者が実践を通してスキル向上を図り、指導役は定期的なモニタリングを通して指導
役の不足しているノウハウを補完
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（3）支援者のチャレンジを促進する組織マネジメント

～支援人材育成のマネジメントモデルの確立 

 前述のとおり、支援人材育成のためにはマネジメントモデルの確立が重要です。特に、実践を

通して学ぶOJTは、日々の支援活動そのものです。そのために適切かつ有効なマネジメントモデ

ルが求められます。人事制度としての目標管理や進捗状況把握のための仕組み、目標達成度等を

勘案した人事評価、成長段階別の能力開発プログラム等、一定期間を要するマネジメントと、

日々の支援活動のマネジメントの統合化がなされたマネジメントモデルです。こうしたモデルの

確立が、支援者のチャレンジを促進し、効果的な育成に結び付きます。 

（4）能力開発の育成プロセス

～成長モデルに対応したOff-JT、OJT、自己啓発の位置づけの明確化 

 支援者の成長段階別の成長モデルを目指し、Off-JT、OJT、自己啓発を有効に組み合わせる

必要があります。Off-JTで得た知識をOJTの実践の場で活用し、幅広い知識を習得するために

成長段階に相応しい資格取得を推奨する等、それぞれの位置づけを明確化し連動させることです。

特に支援能力向上のためのOJTは、主にコンセプチャルスキル（問題発見・解決・実行能力等）

習得が目的です。管理者等が進捗状況をモニタリングし、不足しているノウハウを実践の場を通

して補完することが重要です。 

【次回予告】 

第３回目は、理論編②「支援機関が行うOJTの取り組み」として、支援機関が行うOJTそのも

のに焦点を当て、その具体的取り組みやプロセス等を提示します。 

ミ ニ 事 例 に 見 る O J T の 特 徴

 支援の実施主体者は学習者とすることにより、支援者としての自覚を促進

 学習者が実践を通してスキル向上を図り、指導役は定期的なモニタリングを通して指導
役の不足しているノウハウを補完

制作著作　　独立行政法人中小企業基盤整備機構　経営支援部　連携支援課

地域支援機関等サポート事業 ホームページ
https://www.smrj.go.jp/supporter/regional/index.html 


