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第１ ３つの前提 

 

①正解を決めつけない 

②ツールを使う 

③情報収集と情報発信をし続ける 

  

 １ ①正解を決めつけない → コーチング的対話の活用 

   変化のスピードが激しいと言われる現代、正解がどんどん変わっていく、これまでの

セオリーが妥当しなかったり、セオリー自体が変化してしまったりする現代においては、

なにが正解であるか断言できることは多くないと思われます。 

   そこで、経営相談においても、後述するように、コーチング的対話の活用を推奨しま

す。クライアントと一緒に、実験、試行錯誤を繰り返し、一緒に正解を探し続ける必要

があると思われます。 

 ２ ②ツールを使う → A４一枚シート等 

   経営相談において、実際の現場では複雑なことが起きているものの、それを口頭だけ

のコミュニケーションで正確に理解し合うことが難しいことがあるため、なるべくお互

いの理解が深まるように、日頃からよくあるご相談に関する事項を、A４一枚程度のシ

ートにまとめておくと、コミュニケーションが効果的・効率的になると思います（実例

は後述、今後も新作を作成次第、適宜配信予定です。）。 

   そのほか、名刺サイズのカード、図表、ホワイトボード、ノートなどの活用も効果的

です（実例は後述）。 

 ３ ③情報収集と情報発信をし続ける → インプット＆アウトプット 

   上述のとおり、現代は変化が激しい以上、情報収集は欠かせないと思われ、インプッ

トの効率を上げるためにはアウトプットを用意する必要があり、そのアウトプットがそ

のままクライアントのお役に立つことができれば一石二鳥であるため、インプットとア

ウトプットをし続ける必要があると思われます。 

   インプット  → 現場の相談、書籍、同業者からの情報、セミナー等 

   アウトプット → A４一枚シート制作、ニュースレター、ブログ・小冊子等 

 

  

士業のための経営相談アイデア 
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第２ 経営相談でよくある相談分野  

   経営相談でよくある相談分野としては、①お金の問題、②人の問題に関する相談が多

いと思われます。 

   お金と人の問題のご相談が多いということは、これらに関して悩んでいる経営者の方

が多いということであり、お金と人の問題の相談にのることができれば、よりクライア

ントへの貢献度が増え、喜んでもらえることが増え、やりがいも増えると思われます。 

   以下、詳述します。 

 

 

 

 

 

 

２ ②人の問題 

 ⑴ 人手不足 

 ⑵ 人財育成 

 ⑶ 問題社員への対応 

 

３ ③その他 

 ⑴ 事業計画づくり 

 ⑵ 時間術・習慣術 

１ ①お金の問題 

 ⑴ 業績アップ 

 ⑵ 資金繰の強化 

士業の方は、経営者の方から自身の担当分野外の相談を受けることも多いと思われ、

経営者の方も誰に相談して良いかわからなかったり、解決策までわからなかったとして

も、経営に関する話を誰かとしたいと思っていたりすることもあると思います。 

 そこで、士業の方が、経営に関する相談にものって差し上げることで、経営者の方に

喜んでもらえたり、場合によっては業績アップのサポートができたりすれば、よりクラ

イアントの方への貢献度が増え、やりがいも増えると思います。 

 とはいえ、完璧な回答をしなければならないと考えてしまうとハードルが高くなって

しまいますし、そもそもビジネスの正解はだれにもわかりませんし、正解がどんどん変

わっていく時代ですので、ある程度の考え方の枠組みは理解したうえで、ティーチング

すべき場合と、コーチング的な対話・ビジネスコーチングをすべき場合を使い分けるこ

とが重要と考えます。 

（もちろん、相談内容によって専門家を紹介するという判断も重要です。） 
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対策例を付け加えると、以下のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ①お金の問題 

  ⑴ 業績アップ 

     対策例①売上を増やす方法（客数増、単価増、リピート増） 

        ②経費を減らす方法（変動費減・固定費減） 

  ⑵ 資金繰強化 

     対策例①融資獲得・金融機関との信頼関係づくり 

        ②補助金・助成金の専門家の活用 

 

２ ②人の問題 

  ⑴ 人手不足 

     対策例①定着率アップ 

        ②求人応募率アップ 

  ⑵ 人財育成 

     対策例①社員研修    

        ②会議のサポート 

③面談 

④教育の仕組みづくり 

⑶ 問題社員への対応 

     対策例①教育での対応 

       例②法的な対応 

 

 ３ ③その他 

  ⑴ 事業計画づくり 

     対策例①事業計画の作成サポート 

  ⑵ 時間術・習慣術 

     対策例①ビジネスコーチング 
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第３ お金の問題 

   お金の問題については、主に、①業績アップの相談と②資金繰り強化の相談に分かれ

ます。 

 １ ①業績アップの相談 

   業績を上げるには、シンプルに考えると、売上を増やし、経費を減らすことで、残る

利益を増やす必要があります。 「売上－経費＝利益」 

   さらに、売上は、よく言われる公式として、「客数×客単価×リピート」で表される

と言われています。 

   経費は、「変動費」（売上高の増減によって増減する費用）・「固定費」（売上高に関わ

らず発生する費用）に分けると、分析しやすいと言われています。 

 

    

 

 

 

   以上の考え方の枠組みを頭に入れたうえで、できれば、図などをノートやホワイトボ

ードに書きながら、経営者の方からのご相談がどの部分に関する相談なのかをまずは確

認すると、その後の相談の効率が上がることがあります。 

   ご相談者の方によっては、自分が今どの部分の相談をしているか混乱していたり、こ

ういった考え方を知らなかったりする可能性もあるので、そのあたりも、少しずつ反応

を見ながら意思疎通を図ります。 

   （ご相談の内容がより詳細な数字的なご相談の場合は、決算書類その他帳簿を見なが

ら確認したほうが良い場合もあります） 

    

   そのうえで、ご相談のメインテーマが把握できたところで、そのテーマについてコー

チング的対話をします）。 

   実際の会話例は、紙芝居「業績アップの相談例」参照 

   https://youtu.be/piVqpQu4YDk 

    

 

 ２ ②資金繰り強化の相談 

   これについては、金融機関から融資を受ける方法と、補助金や助成金を獲得する方法

が挙げられます。 

  ⑴ 金融機関から融資を受ける方法 

これについては、日頃から金融機関との信頼関係を作っておき、いざというときに

助けてもらえるように、今の内から準備をしておくことを推奨しております。 

    お金を貸す側の立場になってみれば、緊急事態になってから初めてお金を借りにく

る人には返済してもらえないのではないかという不安を持ってしまうのに対して、い

「売上－経費＝利益」 

「客数×客単価×リピート」 

「変動費か固定費か」 

 



5 

 

ざというときに備えて事前に計画的に信頼関係を作ろうとしてくれる人とは良好な

関係を築いておきたいと思うはずです。 

    そこで、 

①お金を借りる前に事業計画書・月次報告書等の書類を作る 

②定期的に自ら挨拶・経営状況の報告をする 

③いざというときに備えて、複数の地域密着型の金融機関と信頼関係を作っておく 

 

以上のような考え方の枠組みを頭に入れたうえで、そのために何をどの順番ですべき

か、コーチング的対話とティーチングを適度に実施します。 

（ほかにも、実際、金融機関に同行したり、事業計画書の作成をサポートしたりする

こともあります（後述）） 

    実際の会話例は、紙芝居「二人の社長と融資」参照 

    https://www.youtube.com/watch?v=YJyj3Koc8iU 

 

  ⑵ 補助金・助成金を獲得する方法 

    これについては、補助金・助成金の獲得は専門的な内容になるため、これらを取り

扱っている士業の先生にお願いしています。 

 

第４ 人の問題 

   人の問題は、おもに、①人手不足、②人財育成、③問題社員への対応、などの相談が

多いと思います（ちなみに、景気が良いときは仕事が増えて人手が不足するのに対し、

景気が悪いときは仕事が減って人手が余り、問題社員を解雇したいというような相談が

増えるように思います。）。 

 １ ①人手不足 

   対策例としては、⑴定着率アップ、⑵求人応募率アップが挙げられます。すなわち、

今いる社員さんが退職せずに定着してくれるような工夫をすることと、求人募集に対す

る応募率を増やして新入社員を増やすことが考えられます。 

   これについては、いわゆる「ステップ」のフレームワークで考え、改善していくこと

ができ、たとえば、以下のようなフレーム（Ａ４一枚シート）をご紹介しています。 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YJyj3Koc8iU
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   労働人口がどんどん減っていく現代では、もはや、ハローワークに募集を出せば人が

たくさん集まってくるということはあまり多くないため、このように、各ステップを緻

密に設計していく必要があります。 

   また、定着率が悪い状況で新入社員さんを採用しても結局退職してしまうという状態

であると、時間と労力とお金の損が大きくなるため、日頃から、定着率アップのための

努力をしておくことが前提になります（コミュニケーション・チームワーク・人間関係、

やりがい等）。 

   そして、具体的には、いろいろな方法があり得るところですが、たとえば、現代では

求人情報は膨大にあり、人財の取り合いになっており、求人情報に書いてある情報だけ

では、お給料の額とお休みの日数で比較されてしまい、大手企業にはなかなか勝てない

ことが多く、なかなか求人応募率が上がらないことになってしまう可能性があります。 

そこで、求人情報からいきなり面接に誘導するのではなく、まずは、会社のホームペ

ージの採用ページを見てもらうことを一旦のゴールにすることを推奨します。ホームペ

ージであれば、文章以外にも写真や動画など、自由な構成で伝えることができ、会社の

様々な良さをアピールすることができるからです。そのために、求人情報ではいかに他

社と差別化する記載をして、「この会社のホームページ見てみよう」と思ってもらうか

が、勝負になります。 

そのため、他社と差別化できるような、会社のオリジナルの制度（できればユニーク

な名前を付けて求人情報等で差別化できるようにする）を作ることを推奨します。それ

が社員さんの定着率アップにもつながっていれば一石二鳥です。それを実施して社員さ

んの定着率を高めておくと同時に、ホームページや求人情報でもアピールして他社と差
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別化し、会社に興味をもってもらえるようにします。 

さらに、そのうえで、会社見学会、勉強会、懇親会、インターンなど、いきなりハー

ドルの高い面接に誘導する前に、少しずつ信頼関係を育む方法があります。これをすれ

ば、お互いにミスマッチを防ぐ機会にもなります（手間は増えますが。）。 

このような機会があれば、いますぐ転職・面接したいという人ではない人も、未来の

人財としてつながりを持つことができる、未来人財のネットワークを増やせるというメ

リットがあります（また支払った求人費用を長期的に回収することにつながるかもしれ

ません。）。 

以上のような考え方の枠組みを頭に入れたうえで、そのために何をどの順番ですべき

か、コーチング的対話とティーチングを適度に実施します。 

会話例は紙芝居「人財の採用・定着の相談例」参照 

https://youtu.be/YBAOpGe-QoA 

 

２ ②人財育成 

   人財育成の方法としては、定番ですが、⑴社員研修、⑵会議のサポート、⑶面談、⑷

教育の仕組みづくり等が挙げられます。 

   これらの方法の話に入る前に、まずは、具体的な社員さんごとにコーチング的対話を

実施して、理想像、壁になっていることなどを確認してから、その壁を乗り越える方法

として、社員研修などを考えて行く、という流れを推奨します。 

たとえば、「A君・B 君・C君の現状はこういう状況である」「A 君・B君・C君には

将来的にこうなってほしい」「そのために壁になっていることは○○ができていない、

○○力が足りない」というような内容をコーチング的対話で確認してから、そのうえで、

それを乗り越えるための方法として、社員研修など個別の手法を検討していくという流

れです。先に方法論ありきで話を進めてしまうと、効果的でなかったりすることがあり

ます。 

   社員研修の具体的な手法・テクニック・留意点ついては 

「３０分ミニ社員研修実践法」参照。 

  https://peraichi.com/landing_pages/view/todotakehisa4 

 

３ ③問題社員への対応 

   経営者の方からすると、社員さんお 1人だけでも基本給、残業代、健康保険、法定福

利費等を合計すると、人件費という固定費の大きさに悩まれる方は多く、そうであるに

もかかわらず、問題行動をとっている社員さんがいる場合には、その対応に強く悩まれ

ている方も多いです。 

そこで、そういった社員さんがいる場合に、どう対応するかについては、かなり難し

いご相談となります。 

大きく分けて、⑴教育で対応する場合と、⑵法的に対応する場合（懲戒処分や解雇な

どを見据える場合）があると思います。⑴については、上記の「２ ②人財育成」の延
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長で考え、⑵については社会保険労務士の先生や弁護士等の専門家に相談する必要があ

る場合が多いと思われます。 

 

第５ その他の問題 

   よくあるご相談として、①事業計画作り、②時間術・習慣術、が挙げられます。 

 １ ①事業計画作り 

   経営者の方が、金融機関から融資を受けたいと思ったときや、補助金・助成金を申請

する際に事業計画が必要になったときなどに、このご相談がなされる場合が多いです。 

   また、特に、これらの場合ではなくても、「もっと計画的な経営をしたいと思った」

「純粋に事業計画を作ってみたい」「友人の経営者が作っているのを見た」というよう

なことから、ご相談されることもあると思います。 

   融資獲得や補助金等の場合の事業計画は、かなり緻密なものが要求される場合がある

ものの、事業計画を作ったことがない経営者の方に、いきなり緻密な計画の作成をお勧

めすることはハードルが高いことがあります。いきなり緻密な事業計画を作ろうとして

も、途中で挫折してしまったり、もしくは、計画をつくったものの、そのまま放置して

しまう原因となったりします。 

   そこで、まずは、その前段階として、「柔軟事業計画書」の作成を推奨しています。 

   この柔軟事業計画書の特徴は、柔軟でＯＫ，計画変更ＯＫとして、ハードルを下げる

代わりに、計画の設定と見直しを継続しやすくしているところにポイントがあります。 

   これを作成して継続的に使用することで、いざというときに、より緻密な事業計画づ

くりもできるようになることを狙いとしています。 

   別紙「柔軟事業計画書作成サポートマニュアル」参照 

 

 ２ 時間術・習慣術 

   経営者の方からよくあるご相談として「忙しくて時間がない」「時間が足りなくてゆ

っくり経営について考える時間がない」「新しいことをしようとしても続かない」「習慣

化ができない」というようなご相談も多いです。 

   そこで、これらのご相談があった場合は、時間術・習慣術をテーマにして、コーチン

グ的対話・ビジネスコーチングを実施します。 

   この場合の着眼点については、たとえば、以下の A４一枚シート（経営相談シート）

記載のような内容が考えられます。とはいえ、いきなりこれを見せるのではなく、まず

は丁寧にヒアリング、コーチング的対話を実施してから、選択肢を検討する際の補助と

して、このシートを用います。 

ちなみに、時間術・習慣術については、日頃から、自分のための改善を考えてセルフ

コーチングしておくと、実際にビジネスコーチングをする際の説得力が増すと思います。 
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第６ 補足事項 

 １ コーチング的対話術の重要性 

   上述のとおり、時代の変化スピードが激しく、正解がどんどん変わってしまう時代で

あり、その時点ごとの完璧な正解は、神様にしかわからないと思います。また、われわ

れ士業は毎日クライアントの現場にいるわけではないので現場の情報量が圧倒的に少
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ないです。われわれよりも経営者の方・クライアントの方の方が毎日現場にいて現場の

情報を多くもっており、その情報をもとにした方が正解に至りやすい可能性もあると思

います。 

   さらに、ビジネスの相談について、自分の信じる答えが仮にどれだけ正しかったとし

ても、クライアントがそれを信じて行動しようと思わなければ実行されずじまいとなっ

てしまいます。 

   とすると、そもそも誰にも正解かどうかわからないうえに、仮に自分の考えた内容が

正解であったとしてもそれが実行されるとは限らないため、そうであれば、やはり、ま

ずは、われわれではなくクライアントが出した答えが優先であり、それが実行されて成

功すれば良し、逆に、失敗したとしてもひとつの経験値が増えるので、それを前提に次

のアクションを検討することができます。 

  そう考えると、経営相談は、短期的にではなく、時間をかけて、信頼関係を構築し続

けて、一緒に正解を探し続ける必要があるように思われます。 

   また、どれだけ正しいことを伝えるかの前に、ラポール（信頼関係）の構築が先であ

り、「何を言うかより誰が言うか」が大切と言われるのも、この点に関連するのではな

いかと思われます。 

   そして、たしかに、クライアントの会社の情報についてはわれわれよりもクライアン

トのほうがその情報を多く持っていますが、他方で、われわれは他社の情報については、

日頃の相談業務や本・セミナーなどの情報収集により、クライアントよりも多くの情報

を持っていると思いますので、それをコーチング的対話のなかの視点・着眼点の提供に

活かすことができます。 

   ちなみに、経営相談の際に何かすごい情報を提供しなければならないと思ってしまう

ことは、実際上現実的でないうえに、経営相談に取り組むハードルも上がってしまうデ

メリットがあると思います。そこで、コーチング的な対話によって、クライアントが自

身の経験、置かれている環境、すでに持っている情報等を前提に、「気づき」を得て、

試行錯誤のためのモチベーション・行動力を増やしていくこと自体に、大きな価値があ

るのではないかと思います。 

なお、士業の法的な業務で、正解が明確なものはあり（法制度、条文・裁判例など）、

これらについては、むしろ、正解のティーチングをすることが法律上の義務である場合

はティーチングをせざるを得ません。 

   結局、相談のなかで、柔軟に、ティーチングとコーチング的対話を使い分ける必要が

あると思います。 

（別紙「簡単コーチングシート」「コーチング的対話手順例」「士業のためのコーチングと

ティーチングの使い分け」参照） 
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＊コーチング的対話については、座学で理論を沢山学ぶよりも、コーチング的対話を経験し

た数、実践した回数が重要ではないかと思います。まず、自分がコーチング的対話のメリッ

ト・良さ・気づきが下りてくる感覚、行動が加速する感覚を何度も体験することで、それを

クライアントにも提供しやすくなると思います。（また、なるべくシンプルな理論を把握し

て、仲間同士で３０回くらい練習してみることを推奨します。） 

 

 ２ ツールを使うことの重要性 

   上述のとおり、経営相談において、口頭で相談を実施するだけでなく、A４一枚シー

トや名刺サイズのカード、図表、ホワイトボード、ノートなどを活用することを推奨し

ます。 

人それぞれ、口頭で聞くのが理解しやすい人もいれば、図があったり、表があったり、

話ながらメモを書いたり、物語・ストーリーにしたりしたほうが理解しやすかったりと

人それぞれの特性があると思いますので、これらは複合的に活用すると効果が上がりや

すいと思います。 

以下、これまでの制作例を掲載します。 

（A４一枚シートについては、今後の制作物についても適宜配信します） 
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３ 情報収集と情報発信をし続けることの重要性 

  上述のとおり、現代は変化が激しい以上、情報収集は欠かせないと思われ、インプッ

トの効率を上げるためにはアウトプットを用意する必要があり（アウトプットを用意し

ていないインプットは忘れてしまいがち）、そのアウトプットがそのままクライアント

のお役に立つことができれば一石二鳥であるため、インプットとアウトプットをし続け

る必要があると思われます。 

  インプットの方法としては、日々のさまざまな現場で起きている問題のご相談などの

実務や、本、同業者との情報交換、セミナー等からインプットできます。 

  アウトプットの方法としては、実際の経営相談のほか、上述の A４一枚シートを制作

したり、ニュースレターを書いたり、ブログを書いたり、それらをまとめて小冊子を作

ったり、書籍化したりすることが考えられます。 

  本小冊子もまさにアウトプットであり、アウトプットがあるからインプットが効率化

するうえに、アウトプットを誰かに見てもらえるとなれば、今までのインプットを体系
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的にまとめるモチベーションが高まり、アウトプットを作るプロセスで自分の思考が整

理され、よりいっそう自分のインプットが定着し、効率化するというありがたい流れに

なるので、自分のインプットしたことを見てもらえる場があることはありがたいと思い

ます。 

 

   たとえば、これまでに制作した小冊子の例は以下のとおりです。 

  ・トラブルに強い会社作りアイデアチェックリスト 

  ・ユニーク会社制度事例集 

  ・経営者のための「人事」よくある誤解チェックリスト 

  ・士業のためのマーケティング・セールスアイデア 

 

   上述したとおり、「何を言うかより誰が言うか」が重要であり、そのための一つの方

法として、「こういったアウトプットをしている人の話であれば聞いてみたい」、と思っ

てもらえるようにすることも、一つの方法と思われます。 

   ほかにも、たとえば、「ビジネス書を○○○冊読んでブログにアウトプットし続けて

いる A さんの話を聞いてみたい」、「建設業の経営お役立ち情報の小冊子を作り続けて

いる Bさんの話を聞いてみたい」というようなイメージです。 

 

第７ さいごに 

 


