
第4回の「支援機関内ＯＪＴによる支援能力向上マニュアル」は、「支援現場にお

ける支援ノウハウの学び方」です。第3回までが、ＯＪＴ実施者（指導役）や支援機

関管理者を対象としていましたが、今回はＯＪＴの対象となる学習者です。支援能

力向上のためのＯＪＴは、支援現場でのＯＪＴが中心となるため、学習者が実践を

通して学ぶことが基本です。学習者自らが課題をもって支援能力を学ぼうとする目

的意識が不可欠であり、支援主体者として関与することが重要です。

今回は、支援機関のＯＪＴの仕組みが未整備で、かつ支援現場に帯同する指導役

が外部専門家である場合も考慮し、幅広く学ぶ側の視点で、どのように支援能力向

上を図れば良いのか提案します。

実践編
「支援現場における支援ノウハウ
の学び方」

発行：中小機構 連携支援課 ※無断転載・複製を禁ず
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支援機関内OJTによる

支援能力向上マニュアル
第4回 実践編「支援現場における支援ノウハウの学び方」

支援ノウハウの「学び」の準備1

（１）小規模事業者特性と求められる支援能力

主な小規模事業者特性を整理したのが図表1です。支援者として、望ましい対応と、小規模事

業者特性に立脚した支援能力が存在すると思われます。

発行：中小機構 連携支援課 ※無断転載・複製を禁ず

主な小規模事業者特性の例 支援者の望ましい対応 支援能力

自社を客観的に捉えていない
（思い込み、成り行き、強みの
認識不足）

 敬意をもって接し、経営者の認識
する悩みを傾聴。

 問題指摘だけではなく客観的に良
い部分を見つけようとする。

傾聴力
強み発見力

起こっている現象のみを問題
として捉え、その背景・要因に
気が付かない

 2次データや内部データ等を活用

した現状分析により根拠、確証を
示す。

課題抽出力

分かっていてもできないことが
ある（正しい提案・指摘は必ず
しも実行に結び付かない）

 やれそう感を持たせる（市場機会
を捉え、強みを活用した即着手で
きる提案）

動機付け力

経営者が目先の業務に追わ
れる（成り行き経営）

 経営計画を作成し、成り行き経営
から脱却することの重要性を学ん
でもらう

計画策定支援力

時間が経過すると日常業務に
追われ、解決策の実行が疎か
になる

 定期的なモニタリングによる様子
伺いと小さな成功体験機会の提
供

成功機会提供力

人材不足により実行（経営）ノ
ウハウが乏しい場合がある

 ノウハウを提供しながら伴走支援
（効果的な伴走支援を行うために
は、信頼関係を構築している必
要）

伴走支援力

（図表1）小規模事業者特性と支援者の望ましい対応
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一方、平成26年の中小企業白書によれば、「小規模事業者が相談者に期待する能力・素養」

（図表2）は次の通りです。支援人材像として捉えると、「人間的な能力・信頼感」をベースに、

「専門的知識に裏付けられた提案」と「多面的な見方・状況判断・新構想立案」が可能で、でき

れば「具体的な経営知識と経験」を有している人材です。すなわち小規模事業者は、専門性、

ネットワークと視野の広さ、提案力、人間的な信頼感を求めているといえます。前述の小規模事

業者特性に立脚した支援能力との関連でいえば、専門性は課題抽出力や計画策定支援力、ネット

ワークと視野も広さは成功機会提供力、提案力は強み発見力や動機付け力、人間的な信頼感は傾

聴力や伴走支援力に相当すると思います。

発行：中小機構 連携支援課 ※無断転載・複製を禁ず

（図表2）小規模事業者が相談者に期待する能力・素養
（出典：平成26年中小企業白書）

第4回 実践編「支援現場における支援ノウハウの学び方」
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発行：中小機構 連携支援課 ※無断転載・複製を禁ず

（２）支援者に求められる支援者マインド

仕事の結果は、各個人の仕事に対する「考え方」、仕事に対する「熱意」、「能力」の3要素

の積であると、日航を再建した稲盛氏は語っています。仕事に対する取組み意識やマインドを大

変分かりやすい切り口で説明しています。この切り口を活用すると、仕事に対する「考え方」は、

「使命感」「仕事の目的」として置き換えられます。

有名な3人の石切職人の寓話では、「何をされているのですか」という旅人の問いに対して、

3人の石切職人は「石を切るため」「柱の礎をつくるため」「教会を建てるため」の三者三様の

答えをします。そこに仕事に対する考え方の違いを見ることができます。「石を切る」という作

業レベルの捉え方と、「教会を建てる」という社会的意義の高い仕事としての使命感レベルの捉

え方では、仕事の結果に大きな違いを生むことでしょう。「考え方」は、自ずと仕事に対する

「熱意」に表れます。高い能力を有していても「考え方」に使命感が乏しければ、結果が伴わな

いことを示唆しています。方程式で表すと次のようになります。支援の成果もまさに同様で、

「支援者の使命感」、「熱意」、「能力」の積ではないでしょうか。

仕事の結果＝考え方（使命感）×熱意×能力

この方程式を、支援者として成果創出を図る3要素と解釈すると図表3に示す関係構造になり

ます。「能力」を、「知識スキル」「思考スキル」「行動スキル」に3分類し、前述の「小規模

事業者が相談者に期待する能力・素養」に当てはめてみました。ベースに位置づけられるのが

「考え方（使命感）」であり、その上で「知識」を蓄積し、蓄積した「知識」を組み合わせて

「思考」し、「思考」の結果、最適な「実践行動」を選択して、より効果的な企業支援を行える

ことを表しています。企業支援全体を通して、明確な「考え方（使命感）」がベースにあるから

こそ、「熱意」をもって取り組むことができます。

（図表3）支援者の3つの能力とマインド

考え方（使命感）

知識スキル

思考スキル

実践行動スキル

熱
意

事業分野における専門的な知識・ノウハ
ウ
財務・会計の知識
事業分野における高い技術力

判断力・柔軟な対応力
想像力・独創力

具体的な提案能力
人間としての信頼感・秘密保持
幅広い人脈やネットワーク
経営の実体験

企業
3つの能力

第4回 実践編「支援現場における支援ノウハウの学び方」
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発行：中小機構 連携支援課 ※無断転載・複製を禁ず

（3）知識を得る机上学習（Off-JT）と知識を活用する経験学習(OJT)

「考え方（使命感）」と「熱意」は、企業支援の取組姿勢ですので、本人の自覚がなけ

れば学ぶことはできません。一方、「能力」は学ぶことによって習得することができます。

一般的に、能力開発の方法はOff-JT,OJT,自己啓発の大きく3つに分類できます。前述

の3つの能力と関連付けると図表4のようになります。学習方法として、「知識」「思考」

は、Off-JTが中心、「実践行動」と「思考」はOJTが中心です。「思考」は、Off-JTで

演習方式を採用する場合、習得することは可能ですが、実際の支援現場で「思考」する場

合と比較すると習得効果に違いがあると思います。自己啓発では、資格取得等の様々な方

法がありますが、ケースバイケースで知識、思考、実践行動のいずれも習得することは可

能と思われます。

Off-JT（職場外集合研修・演習）

OJT（現場実践教育・指導）

自己啓発（自主学習）

知識…専門的な知識、理論、フレームワーク等

思考…論理思考、仮説思考、分析、問題解決等

実践行動…信頼関係構築、対話、診断、提案、支援行動
等

（図表4）能力開発の方法

所属する支援機関が提供する能力開発方法は、Off-JTとＯＪＴです。Off-JTは、知識

提供を目的とした座学と、学んだ知識の活用を疑似体験する演習に分かれますが、いずれ

も机上学習という性質を持ちます。机上学習ですので、「知る」こと、「分かる」ことに

ゴールが置かれます。

ＯＪＴは、実際の支援現場で実践をとおして学びます。しかし、実践するためには、具

体的なやり方やベースとなる知識を事前に「知る」ことが必要です。更に、知識を活用し

て実践するためには「分かる（理解している）」状態であることが必要です。つまり、Ｏ

ＪＴは、「知る」～「分かる」という学習段階を経るからこそ、「できる」に繋がります。

更に、「できる」は、「指導役と帯同しフォローを受けながらできる」⇒「指導役のアド

バイスを受けながらできる」⇒「判断を要する主要業務を安定的に自力でできる」の3段階

程度に分かれます。このようにＯＪＴは実践経験の蓄積度合いにより、学習者の成長を図

る経験学習といえます。

学習者にとって重要なことは、ＯＪＴ機会毎に日々、自らの課題を持って臨むことです。

通常、支援現場への訪問の都度、訪問目的や懸案事項は予め明確になっているはずです。

自分自身の支援能力上の課題から、事前に何を学べるかは予想ができます。こうした課題

意識があればこそ、実践経験の蓄積度合いは深まります。

学習
方法

性質
知る

（知識習得）
分かる

(思考方法を理解)

できる（実践行動）
「フォローを受けながらできる」⇒「アドバイ
スを受けながらできる」⇒「自力でできる」

Off-JT
知識を得る
机上学習

◎ ○ △

ＯＪＴ
知識を活用す
る経験学習

○ ◎ ◎

（図表5）Off-JTとOJTの性質と習得効果

第4回 実践編「支援現場における支援ノウハウの学び方」
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支援ノウハウの「学び方」2

（１）支援プロセスと求められる「5つの支援能力」

このような考え方のもと、支援能力向上は、Off-JTで知識習得し、支援現場のOJTを通して

実践ノウハウを学ぶことにより、習得効果が上がります。特に、支援現場のOJTは、支援開始か

ら支援成果が出るまで支援プロセスを意識することが重要です。支援課題に関する知識について

は、OJTの指導役からレクチャーを受けたり、質問したりするなど知識拡充を図ることは可能で

す。しかし実践ノウハウ向上については、支援現場等で実際に体験する以外、方法はありません。

支援プロセスは、初期対応～課題抽出～支援計画作成～実行支援～フォローアップ～成果創出、

に分かれます。このような支援プロセス毎に、求められる実践ノウハウの重点は異なります。具

体的には、次の①～⑤のとおりです。これらの実践ノウハウを「5つの支援能力」と呼ぶことに

します。支援現場のＯＪＴをとおしてこそ習得可能な支援能力です。なお、支援プロセスと「5

つの支援能力」との関係を図解したのが図表6です。

①初期対応段階⇒経営者の本音を引き出すための「対話力」

②課題抽出段階⇒経営者の話を鵜呑みにするのではなく客観的な立場から情報収集分析し真 の

課題を抽出する「診断力」

③支援計画作成段階⇒抽出した課題に基づいて課題解決アイデアを立案し、支援全体のシナリオ

を構想する「構想力」

④実行支援段階⇒あらゆる人材、支援施策、支援機関のネットワーク等を編集し、課題解決策を

具体的実行に移す「編集力」

⑤フォローアップ段階⇒中長期の支援を見据えながら支援者が経営者と伴走し、経営者に小さな

成功体験を積ませながらモチベーション喚起と自信を付けてもらい、成果創出を図る「突破力」

発行：中小機構 連携支援課 ※無断転載・複製を禁ず

（図表6）支援プロセスと「5つの支援能力」

第4回 実践編「支援現場における支援ノウハウの学び方」
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（2）「学習効果向上の4段階」と「自己成長サイクル」

支援現場のOJTで重要なことは、支援プロセス毎の実践ノウハウを向上させることです。その

ためには学習プロセスを意識し、実践の場を通して実践レベルを上げることがポイントになりま

す。

発行：中小機構 連携支援課 ※無断転載・複製を禁ず

（図表7）学習プロセスと自己成長サイクル

学習者 指導役

実践ﾚﾍﾞﾙ向上

実践ﾚﾍﾞﾙ向上

考える

対策を
立案す

る

実践す
る

振り返る

考える

対策を
立案す

る

実践す
る

振り返る

考える

対策を
立案す

る

実践す
る

振り返る

①学習効果向上の4段階

学習プロセスは、学習効果向上の4段階に分けることができます。

1)気づく段階…経験豊富な指導役の支援の体験談や支援に対する哲学、考え方を聞くことにより、

新しい気づきを得ることができます。支援現場での行動や言動を観察し、経営者とのコミュニ

ケーションの取り方、現場観察の着眼点等を質問します。こうした中で、支援者としての心構え

や姿勢を学ぶことができます。前述の「考え方」「熱意」は、学ぶことは困難ですが、指導役か

ら新たな刺激を得ることにより「気づく」ことは可能です。

2)知る段階…支援者としてどのような意識で臨むべきか、基本姿勢が固まれば、次は当該支援に

必要な知識の習得です。支援課題に関する知識、フレームワークや分析手法、経営理論等の知識、

傾聴技法や質問技法、プレゼンテーション技法等の知識を指導役に確認し、知識の習得を図りま

す。知識を習得するためには、支援テーマに関する指導役とのディスカッションを通して、参考

資料の提供を受けたり、学習したことを記録したり、情報の引出しを多く作ることが重要です。

3)分かる段階…知識を習得後、学んだ知識を実際の支援現場で活用します。学んだフレームワー

クや分析手法等を活用して支援先企業と意見交換をしたり、提案書を作成したり、プレゼンテー

ションを学習者が担当したり、自ら実践することにより、知識が定着し、分かることに繋がりま

す。指導役が専門家の場合でも、帯同の上、学習者自らが支援実践者としての役割を担うことが

必要です。

4)できる段階…分かる段階で知識がノウハウになっていますので、そのノウハウを活用し支援主

体者として実践します。最終的には「判断を要する主要業務を安定的に自力でできる」を目指し

ます。

。

第4回 実践編「支援現場における支援ノウハウの学び方」
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②自己成長サイクル

一方、学習プロセスの「できる」段階では、自ら考えながら実践することが必要です。例えば、

「実践する～振り返る～考える～対策を立案する～行動を変える」といった自己成長サイクルを

回すことです。自己成長サイクルでは、支援主体者として実践し、結果が出た後、振り返りを行

います。振り返りを行うと、上手くいった点・上手くいかなかった点等が明確になりますので、

指導役のアドバイス等も通して様々な気づきが生まれます。その上で、どうすれば更に上手くい

くのか対策を考え、いくつかの対策の中から選択、判断し、行動を変えていきます。その結果を、

同様なサイクルで回し、実践レベルを向上させていきます。

（3）指導員自身の支援能力の棚卸による自己課題の明確化

前述の「5つの支援能力」を細分化し、48項目のチェックリスト化した例が図表8です。大分

類の「対話力」「診断力」「構想力」「編集力」「突破力」を更に中分類に分け、業務テーマ別

に編成しています。チェック項目は、可能な限り具体的行動レベルで記述しています。安定的に

自力で「できる」と判断される項目にのみチェックを入れてください。

自己の支援能力の棚卸ですので、支援能力上の自己の強みや課題を明確化することが目的です。

これにより、支援現場のＯＪＴで自己課題を持って臨むことができます。

また、自己評価だけではなく、他者評価の視点も取り入れると客観性が生まれます。例えば、

支援終了後、指導役からチェックを受けることにより、自己評価とのギャップを把握することが

できます。ギャップの生じた項目については、指導役からアドバイスを求めるとともに、その原

因を自分なりに考えることが大切です。

発行：中小機構 連携支援課 ※無断転載・複製を禁ず

第4回 実践編「支援現場における支援ノウハウの学び方」
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発行：中小機構 連携支援課 ※無断転載・複製を禁ず

大分類 中分類 チェック項目 自己評価
1.経営者タイプを見極めながら信頼関係を構築することができる
2.経営者との何気ない会話、態度、表情を観察し、本音を聞き出すことができる
3.傾聴するだけではなく、状況に応じて提案や叱咤激励することができる
4.担当する企業の経営状況は把握している
5.支援先企業の業種特性を理解し、企業情報・業界情報・市場情報・競合情報等を事前に収集している
6.経営者が相談しやすい雰囲気をつくりながら、相談に適した場所の選定、環境づくりができる
7.傾聴のスキル（頷き、相槌、オウム返し、共感、確認、切り替え、深堀等）を実践できる
8.相手の話は必ずメモを取る
9.経営者等の話を整理するため図解するなど見える化し、相手の真意を理解しながらヒアリングできる
10.経営者の認識する問題を鵜呑みにせず、その背景や要因を網羅的にヒアリングすることができる
11.相談終了時に話の要点を総括し確認するとともに、相手先へのリクエスト、提案を行い、次回相談に繋げている

12.診断目的を分かりやすく経営者に説明し、必要な企業内部データ（財務諸表3期分、販売データ、製造データ等）の提供を受けることができる

13.診断仮説を立ててヒアリング項目を設定し、必要に応じて経営者以外の幹部社員や従業員からヒアリングすることができる

14.診断仮説に基づき、企業の外部環境情報収集のため、2次情報(既存統計資料）や各種調査手法（アンケート等）を活用できる

15.業種特性に基づいた着眼点を理解し、現場観察により支援先企業の実態を把握することができる
16.経営者等のヒアリング結果を、現場観察を通して検証できる
17.支援先企業の従業員の行動、態度等の観察を通して、組織風土や問題を把握できる
18.財務分析、販売データ分析、生産工程分析等、経営機能別の分析ができる
19.各種フレームワークを活用した外部環境・内部環境の分析結果から事実と特徴を抽出できる
20.分析の結果、支援先企業の内部資源上の強みや中核能力を抽出することができる
21.現象として発生している問題を構造化し、その真因を掘り下げて分析できる
22.表面上の課題ではなく、問題の真因を分析した結果、真の課題を抽出できる
23.抽出した課題を時間軸で整理し、解決の優先順位を付けることができる
24.診断結果を報告書にまとめ、経営者に分かりやすく説明し、質問に対しても的確に回答することができる
25.課題抽出の結果、経営者と意見交換し、次の支援段階に繋げることができる
26.開発した商品や事業の成功等、支援先企業の成功イメージやゴール描くことができる
27.支援先企業の経営資源や能力を考慮した、実行可能性の高い課題解決策・手法を立案することができる
28.立案した課題解決策・手法の効果を、定量面・定性面から予め想定することができる
29.ゴールイメージを明確化した上で、支援活動の全体像を支援プロセス毎に整理し、シナリオ化することができる
30.立案した課題解決策・手法を時間軸で整理し、アクションプラン化することができる
31.支援シナリオに、県・国・公的団体等の支援制度や、所属する支援機関の支援ツール、専門家派遣等を適時的確に盛り込むことができる

32.支援シナリオ、課題解決のアクションプランを支援計画書として集約・作成し、支援先企業経営者に提案した上で理解と納得を得て、支援に着手している

33.課題解決にあたり外部専門家に全てを依存するのではなく、支援全体のプロデューサーとしてマネジメントできる

34.自らの得意分野では直接支援を行い、所属する支援機関の機能やノウハウ、ツールを活用しながら組織的な支援（チーム支援）を行うことができる
35.支援先企業が主体的に課題解決に取り組めるよう意欲喚起と環境整備を図ることができる

36.他の支援機関の支援ツール（展示会、マッチングイベント等）を活用し、プロジェクトを編成して連携支援をすることができる

37.金融機関との関係づくりができ、金融機関のノウハウや支援ツールを活用することができる
38.他の事業者との企業連携、業務提携等を想定し、マッチングや紹介を行うことができる
39.専門支援機関（公設試等）、実務家や企業の有するノウハウやネットワークを活用することができる
40.支援計画に基づき、支援の進捗状況を把握し、計画が円滑に進むようＰＤＣＡを回している

41.成果を定量的に測定できるよう経営管理指標を設定し、支援先企業にＰＤＣＡを定着させ、支援先の主体的な課題解決の進捗状況や業績推移を把握している

42.支援先企業が小さな成功体験を積み重ねて自信を付け、モチベーションを維持向上できるよう段階的な支援を行っている

43.支援先企業を取り巻く外部環境の変化、支援先の内部環境の変化を的確に把握し、経営者と検討しながら必要な対策を立案、実行支援をしている

44.支援先企業が自走できるよう、課題解決手法・ノウハウ等の定着や支援先企業内の人材育成を図っている
45.新商品や新事業等の成功確率を高めるため、テストマーケティング等必要なマーケティング支援を行っている
46.成果創出を見据えながら、販路開拓等のフォローアップを行い、常に支援の停滞が生じないよう工夫をしている
47.支援先企業の情報発信力向上、認知度向上のための取り組みを支援している
48.成果創出のために必要な設備投資等の資金調達支援を行っている

伴走支援

成果創出

課題解決策立
案

支援計画作成

支援人材

支援機関連携

企業ネットワー
ク

モニタリング

日常相談対応

経営相談対応

経営情報収集・
調査

現場観察

分析

対話力

診断力

構想力

編集力

突破力

課題抽出

（図表8）5つの支援能力「自己チェックリスト例」

第4回 実践編「支援現場における支援ノウハウの学び方」
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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

実践体験を通じた支援ノウハウの「学び」の実際3

（1）「学び」の着眼点

次は、支援現場における支援ノウハウの学びの着眼点を例示します。①指導役の行動を見て学

ぶ、②指導役への質問により学ぶ、③自ら実践することにより学ぶ、の3つの方法があります。

実際は、この3つの方法を組み合わせて活用します。

①指導役の行動を見て学ぶ

「学ぶ」ことは、「真似る」ことから始めるといいます。真似るためには、対象となる行動を

観察する必要があります。図表9に、5つの支援能力別に「指導役の行動例」として着眼点を整

理しました。支援テーマや指導役により、行動が異なる可能性はありますが、多くの引出しを持

つことに意味があります。また、支援現場訪問後の振り返り時にノート等に記録することにより、

知識ノウハウとしての定着を図ります。

②指導役への質問により学ぶ

5つの支援能力別に重要な項目について「指導役に対する質問例」として記載しました。これ

も支援テーマや指導役により回答が異なる可能性がありますが、まず多様な考え方を学び、その

後自分のスタイルを確立していただきたいと思います。同様に、質問と回答はノート等に記録し

ます。

③自ら実践することにより学ぶ

学ぶことで最も重要なことは、自ら実践することです。蓄積した知識や情報を活用し、実際に

実践することが支援能力向上の早道です。実践は、前述のように「自己成長サイクル」を回し、

段階的に実践レベルを向上させます。図表9に、「実践上の心構え例」を提示しましたので、参

考にしてください。

第4回 実践編「支援現場における支援ノウハウの学び方」



11

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９）支援現場における支援ノウハウの学びの着眼点

①指導役の行動例 ②指導役に対する質問例 ③実践上の心構え例

対話力

1. 挨拶の仕方（第一印象のつくり方）

2. 初対面の時の関係づくり、話題づく

り、話しやすい雰囲気づくり

3. 経営者の話の引出し方

4. 傾聴時の態度・姿勢・受け答え

5. オープンクエッションとクローズドク

エッションの活用方法と内容

6. 事実、意見、願望等の聞き分け方

7. 相手へのリクエスト、話の整理の仕

方

8. 次回相談への繋ぎ方

 経営者に本音を語って

もら うための留意点

は？

 話しやすい雰囲気づくり

で気を付けたい点は？

 業界情報収集等、事前

準備はどの程度行うの

か？

 経営者に敬意を

持つ

 傾聴

 相談者目線に立

つ

 事前準備をする

診断力

1. 仮説の立て方

2. 経営情報の収集の仕方

3. 仮説検証の仕方

4. 経営者ヒアリング結果の活用方法

5. 現場観察の方法と見方

6. 活用する分析手法とやり方

7. 分析結果の活用方法

8. 強みの発見方法

9. 真の課題の抽出方法

10. 真の課題の納得感の持たせ方

 経営者の認識する問題

を何故鵜呑みにしては

いけないのか？

 仮説を立てる意味、目

的は？

 現場観察の意味とポイ

ントは？

 分析手法活用のポイン

トは？

 真の課題を抽出するた

めの留意点は？

 仮説を持つ

 現場で検証をする

 課題の優先順位

付け

構想力

1. 課題解決アイデアの出し方・発想法

2. 課題解決策の実行効果への落とし

込み方

3. 課題解決策の実行可能性の判断

基準

4. 支援計画の立て方

5. ゴールイメージのつくり方

6. 支援計画の納得感の持たせ方

 どのような着眼点で課

題解決策を考えれば良

いか？

 支援計画を立てること

の意味・目的は？

 実行可能性の判断基準

と取組の順番は？

 事業者がやれそ

う感を持てる提案

 大局着眼・小局着

手

 ゴールイメージが

持てる支援計画

編集力

1. 課題に相応しい専門家選定の仕方

2. 他支援機関への繋ぎ方、連携手法

と役割分担

3. 企業連携、マッチングの方法

 専門家の能力の見極め

方は？

 コーディネーションのポ

イントは？

 課題解決に直結

した支援チーム編

成

 明確な役割分担

 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ

突破力

1. 進捗管理の方法

2. 伴走支援の際の経営者への力付

け

3. 支援の停滞が生じないための工夫

 多忙な経営者への支援

方法は？

 成果創出の心構えは？

 効果的な実行支

援

 経営者への力付

け

 伴走者の意識

第4回 実践編「支援現場における支援ノウハウの学び方」
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（2）ＯＪＴ帯同による支援能力向上

実際に指導役と支援現場に帯同し、支援活動をとおしてＯＪＴを実施することにより支援能力

向上を図る方法を提示します。支援能力向上のためのＯＪＴは次の5つのステップになります。

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

（図表10）ＯＪＴの5つのステップ

学習者の自
己棚卸

•支援者として求められる支援スキル・ノウハウを棚卸し、自己の強み・弱みを認識

習得目標の
設定

•学習者・指導役が帯同した企業訪問による初期診断と課題設定

•支援課題の確定と必要な知識の確認と習得

•習得目標の設定

習得計画の
作成

•指導役のアドバイスのもと、課題解決のための支援計画と連動した学習者による習得計画
の作成

学習者の現
場実践

•指導役への帯同と支援者間の役割分担による現場実践

•指導役との密なコミュニケーション

•現場実践後の振り返り

成果の検証

•最終的な支援成果の確認とＯＪＴによる学習成果の検証、学習者の今後の自己課題の明
確化

第4回 実践編「支援現場における支援ノウハウの学び方」
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支援機関内OJTによる

支援能力向上マニュアル

①第1ステップ：学習者の自己棚卸

ＯＪＴに入る前に、学習者自身による支援スキル・ノウハウの自己棚卸を行います。本来、支

援スキル・ノウハウは、所属支援機関の支援戦略により求められる内容やレベルが異なります。

学習者としては、予めその内容を把握しておく必要があります。また、シート例①のような自己

棚卸シートを作成し、学習者の自己棚卸結果を指導役と共有します。これによりOJTに入る前に、

指導役と支援能力向上に向けてのスタートラインを共有します。

発行：中小機構 連携支援課 ※無断転載・複製を禁ず

シート例① 支援能力の自己棚卸シート例

国・県等の中小企業政策動向 地域の経済・市場環境 支援機関としての競争環境 地域産業資源

外
部
環
境

事業機会（所属機関としてのプラス要因） 事業展開上の脅威（所属機関としてのマイナス要因）

自
己
能
力

自己の支援能力上の強み 自己の支援能力上の弱み

【所属機関から求められる支援スキル・ノウハウ】

学習者名 指導役名

【将来なりたい姿（3年後）】

【現在認識している支援能力上の自己課題】

第4回 実践編「支援現場における支援ノウハウの学び方」
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支援機関内OJTによる

支援能力向上マニュアル

②第2ステップ：習得目標の設定

学習者が初期対応し、仮説レベルの経営課題を設定します。その上で、仮説レベルの経営課題

の検証のため、学習者と指導役が帯同して企業訪問し、初期診断を行います。学習者と指導役の

役割分担に基づき、顕在化している経営上の問題点を客観的に把握するため、必要な経営データ

を入手し、経営者にヒアリングします。また、現場を視察することにより、経営者の認識してい

る問題点を検証します。必要に応じ、他の経営幹部や従業員にもヒアリングし、経営者との認識

ギャップやモチベーションを確認します。とりわけ、学習者は、指導役のヒアリング手法、質問

手法、現場の見方・着眼点等の、具体的行動を観察します。

学習者と指導役の帯同訪問により確認・収集した内部情報と、予め収集した外部情報を分析し、

学習者と指導役が協働して真の経営課題を抽出します。指導役との議論は、ＳＷＯＴ分析等のフ

レームワークを活用する場合がありますが、学習者は積極的に意見を述べることが重要です。こ

れにより、思考法の理解・定着を図ります。また、支援上、必要な当該経営課題における知識や

ポイントを指導役に質問し、不足する知識を補充します。

こうして抽出した経営課題に関する不足する知識、支援ノウハウ・スキルを明確化し、指導役

のアドバイスを受けながら学習者自身が当該支援案件における習得目標を設定します。例えば、

「自力で経営革新計画作成支援ができる」のように、具体的行動レベルで設定することがポイン

トです。

③第3ステップ：習得計画の作成

標準的な支援プロセスでは、抽出した経営課題に基づき、学習者と指導役が連携し支援計画を

作成します。支援計画は、支援目標を明確化し、活用する支援ツール・制度、担当する支援者、

連携支援先、課題解決のための具体的アクションプランをスケジュールに落とし込み、支援先企

業経営者や連携する支援者の合意を得て共有するものです。その上で指導役のアドバイスのもと、

学習者が支援計画と連動した習得計画を作成します。支援計画で、どのタイミングでどのような

支援を行うのか明確になりますので、最終的な習得目標を見据えながら、中間的な学習目標を設

定することができます。

中間的な学習目標は、該当する支援段階において学ぶことができることです。例えば、「自力

で経営革新計画作成支援ができること」を習得目標とする場合、中間的な学習目標は「経営革新

テーマの明確化」です。経営革新テーマの明確化は、経営者のやりたいこと、考え方を、面談や

ミーティング等で引出します。新規性や実現可能性の高さの検証、アドバイスをしながら明確化

していきます。幅広い知識やヒアリング手法等の一定のスキル・ノウハウが必要なことから、学

習目標とすることができます。

このような中間的な学習目標を支援段階毎に設定し、習得計画に落とし込みます。シート例②

が習得計画のフォーマット例です。支援段階毎に学習目標の達成度（学習成果）を中間評価する

こともフォーマットに反映しています。

発行：中小機構 連携支援課 ※無断転載・複製を禁ず

第4回 実践編「支援現場における支援ノウハウの学び方」
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発行：中小機構 連携支援課 ※無断転載・複製を禁ず

シート例② 習得計画作成/学習成果確認シート

支援先企業名 支援課題

学習者名 指導役名

習得目標

OJTテーマ

具体的行動
レベル

支援段階（時期）

支援段階別
学習目標

具体的
行動計画

※学習者の具体的
役割を記述

実行後
学習成果

実行後
自己課題

第4回 実践編「支援現場における支援ノウハウの学び方」
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④第4ステップ：学習者の現場実践

学習者は習得計画に基づき、指導役との役割分担のもと、現場で支援活動を実践します。当初は帯同し、ペア

で支援しますが、学習者は補助的な役割ではなく、実務的な役割を担います。例えば、経営革新計画作成支援の

場合は、県申請窓口への相談対応や、数値計画作成における数値データ分析・加工の支援等です。支援先企業と

の担当窓口責任者として、実務的な役割を担うことにより実践的ノウハウの体得を図ります。

学習者は、当初は指導役とのペアによる支援が中心ですが、習得度に応じて単独の支援行動を増やします。自

己の判断や創意工夫が、より強く求められることから、支援主体者としての意識が強化されます。例えば、新商

品開発におけるテストマーケティングや、販路開拓のマッチングイベント等の支援です。こうした具体的成果の

出やすい役割を担当することにより、成功体験を積めば、自信に繋がります。

更に、学習者は指導役と密なコミュニケーションを図ることが必要です。学習者の単独行動が増えれば、進捗

状況を共有することは不可欠です。指導役が内部人材の場合は、日報等が考えられますが、メール等も含め、報

連相の仕組みやルール作りが求められます。

現場実践で重要なことは、その都度、学習者が振り返りを行うことです。習得計画で、学習目標が明確になっ

ているため、当日の学習成果を振り返ることができます。学習成果が想定より上がらなかった場合は、「事前準

備の内容」～「実践の方法」～「支援先企業の反応と受入体制」等の切り口で振り返りを行い、どうすれば成果

向上を図ることができるかを学習者自身が考えます。基礎的知識の不足を感じた場合は指導役に質問することが

必要ですが、すぐに答えを求めるのではなく、まず自分自身で考え調べることです。シート例③が振り返りシー

トのフォーマット例です。

発行：中小機構 連携支援課 ※無断転載・複製を禁ず

シート例③ 振り返りシート

支援先企業名 支援課題

学習者名 指導役名

習得目標

OJTテーマ

具体的行動
レベル

（ 回目）実施日 年 月 日

実施場所

当日の学習目標

学習目標達成に向けた
具体的行動

振り返り

できたこと

できなかった
こと

または不十分
だったこと

指導役のアドバイス

第4回 実践編「支援現場における支援ノウハウの学び方」
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⑤第5ステップ：成果の検証

支援の最終段階で、学習者と指導役は、支援成果の確認とＯＪＴによる学習成果の検証を行い

ます。支援成果は、売上・利益等の定量的成果と支援先企業の経営力向上等の定性的成果に分類

できます。こうした定量面・定性面の支援成果を支援主体者である学習者が検証し、指導役に報

告します。また、最終的な学習成果の振り返りを学習者が行い、習得目標に対して、どの程度の

目標達成度であったかを自己評価します。その上で、「できる」レベルに達した支援ノウハウを

学習成果として箇条書きで書き出すなど、具体的な内容で振り返りを行います。指導役には

フィードバックやアドバイスを求めます。これにより、学習者自身が今後の自己課題を明確化し

ていきます。シート例④が最終振り返りシートのフォーマット例です。

発行：中小機構 連携支援課 ※無断転載・複製を禁ず

シート例④ 最終振り返りシート

支援先企業名 支援課題

学習者名 指導役名

支援期間

最終的な支援成果

習得目標

OJTテーマ

具体的行動
レベル

評価

目標達成度
（％）と理由

％ （理由）

指導役の評
価・フィード

バック

振り返り

最終的な
学習成果

今後の
自己課題

自己課題
解決の対策
アイデア

第4回 実践編「支援現場における支援ノウハウの学び方」
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発行：中小機構 連携支援課 ※無断転載・複製を禁ず

支援ノウハウの「学び」の定着と継続4

以上のように自分自身の支援能力向上に取り組みますが、継続性を持たせるためには、絶えず

自らの支援能力における課題意識を持って支援に取り組むことです。１つ１つ課題を克服し、未

経験の分野にも果敢に挑戦することにより、支援能力に幅と深さが生まれてきます。

そこで、最後に、どのように支援ノウハウ向上を継続させるのか、２つの観点で提案します。

（１）目標とする具体的支援人材像を持つ

上司や先輩等、目標とする具体的な支援人材像を持つことにより、継続性を持たせることが

できます。やはり、目標とする具体的支援人材像が明確であれば、支援能力上、現在の自分と

のギャップを認識することができます。可能であれば、身近な人材を目標にできれば良いで

しょう。身近な人材であれば気軽にアドバイスを求めることもできます。

目標とする支援人材は、いわゆる「支援の熟達者」です。端的にいえば、経験と勘が求めら

れる高いコンセプチャルスキル（支援先に対応した柔軟な問題発見・解決・実行能力）を有し

ています。これは表出されにくい暗黙知の部分であり、この部分に大きな支援ノウハウが存在

しています。その前提として、安定的にヒューマンスキル（対人関係構築能力）を発揮して支

援先から高い信頼感を獲得しています。ただ、確かなテクニカルスキル（知識・理論・手法・

技術）を有しているものの、支援先に教科書的に押し付けようとするのではなく、大枠として

柔軟に活用した上で、個別具体的な支援に結び付けています。この３つのスキルの活用度合い

イメージを、熟達者、中級者、入門者別に図示したのが図表11です。ＯＪＴでは、熟達者の主

にコンセプチャルスキルの部分を学ぶことが主眼となります。

（図表11） 支援に求められる３つのスキルと習熟度別活用度合いイメージ

第4回 実践編「支援現場における支援ノウハウの学び方」
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（2）事例発表によりモチベーションアップを促進する

所属する支援機関に支援事例発表会等があれば、積極的に発表者となることにより、支援能力

向上への更なるモチベーションアップを図ることができます。

例えば、Ａ県連とＢ県連では、次のような取り組みを行っています。

発行：中小機構 連携支援課 ※無断転載・複製を禁ず

指導員の競争意識を促進するＢ県連の経営支援事例発表会

Ｂ県連では、平成12年から広域支援体制を確立し、平成18年から県内5ブロックに産業支

援センターを設置し、高度専門的課題の対応拠点としています。平成12年から毎年、各セン

ターの優秀事例の経営支援事例発表会を開催し、経営指導員のモチベーションアップを図っ

ています。現在では、内部関係者のみのイベントではなく、地元新聞社、県、全国団体、金

融機関を発表事例の審査員として招聘しています。県連が主導し、広く情報発信しながら、

経営指導員のモチベーションアップを図っています。発表は、5ブロックの産業支援セン

ターの代表事例5つで、発表者も周到な準備をした上で発表会に臨んでいます。発表会の雰

囲気は、30代前半の指導員や若い女性の指導員・支援員が多く、活気に満ちています。外部

から注目されていることや、お互いの良い意味での競争意識が、大きな動機付けになってい

ます。

勉強会と連動したＡ県連の事例発表会

Ａ県連では、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。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県連職員です。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を行います。その結果は、経営革新

事例の発表会を開催し、参加者11名全員が支援成果を発表しています。

このような事例発表の機会をフルに活用するとともに、発表者でなくとも発表会に参加する

ことにより、他の指導員の支援事例から新たな気づきや刺激を受けることができます。支援ノ

ウハウは体験しなければ習得できませんが、支援体験の共有は支援知識や事例情報の拡充に繋

がります。自ら支援した事例でなくとも、例え話として事例を企業に語ることができれば、支

援者としての信頼感が向上します。

第4回 実践編「支援現場における支援ノウハウの学び方」
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