
よろず支援拠点
注目の相談事例

─御社の業務内容について教えてく
ださい。
　木工制作、サイン制作を中心とした
イベント設営が主な仕事になります。
加えて、20年近く携わらせてもらって
いるイルミネーションも大きな柱の事
業となります。なかなか伝わりにくい仕
事内容ではありますが、テレビの大道
具さんをイメージしてもらえれば近い
かなと思います。

─いつ頃から後継者となることを意
識されましたか？
　私は創業者（現取締役会長）とは血
縁関係がなく、ハローワークの募集を
見て入社しました。それが16年くらい前
になります。それから目の前の仕事を
こなし続けて、気がつけば私も当時の
社長も、この先を考えないといけない
年齢になっていました。何度となく話し
合いを重ね、まずは取締役として経営
に携わるようになり、その辺りからゆく
ゆくは私が会社を引き継いでいければ
いいなと思うようになりました。私に引
き継ぐ決断をしていただいた会長には
感謝しています。

─社長に就任した当時、どのような
経営方針を考えていましたか？
　私はなんの経験もない平社員からス
タートしたので、社員の気持ちはわかっ
ているつもりです。ただわかっているか
らこそ経営者目線と社員目線の溝にジ
レンマを感じています。
　なるべくその溝を埋める事を念頭に、
社員、お客さま、協力業者さん、もちろ
ん私自身も含めて、関わるすべての人
が幸せでいられる会社にしようと思っ
ていました。
 
─社長に就任後、一番嬉しかったこ
とは？
　代表に就任したのが2020年の1月
からですが、2月から新型コロナ禍が始
まり、3月には多くの仕事が飛んでしま
いました。正直、ここまで長引くとは当
時思っていなかったのですが、就任後
早々に大きな試練だなと感じていまし
た。イベント業は多くの仕事がなくなっ
てしまいましたが、今までおつきあいを
していただいていた多くのお客さまか
らイベント以外のお仕事もいただき、ま
た、社員やパートの皆さんの協力もあっ

て、2020年、2021年と乗り切ることが
できました。そこは胸を張れますし、み
んなで乗り切れたという喜びもありま
す。

 

─MIE塾に参加したきっかけは？
　私は第2期も参加しているのですが、
その時は銀行さんからお話をいただき、
経営のプロから経営を学ぶいい機会
だなと思い参加させていただきました。
受講を終えて色々な学びを得た中で、
目指すべき道が見えてきたと感じてい
ました。そんな中、今回のお話をいただ
きました。これは前山塾長に教えてい
ただきながら、より明確に会社の目指
すべき道を考えるチャンスと思い、参加
を決めました。
 
─今回、MIE塾に参加して、どのよ
うな成果を得たいと考えていますか？
　せっかく理念策定のプロである前山
さんが塾長を務めているので、会社と
してのビジョンを明確に言語化し、社
員の皆さんと全員で同じ方向に進んで
いけるよう、良い理念策定の足掛かり
になるといいなと思っています。

ご相談は、
「三重県産業支援センター よろず支援拠点」まで

059-228-3326

支援内容相談内容

Before
After

株式会社 タカノファーム

自社米のネット販売を支援。
ページデザインや
SEO対策で検索結果
上位表示を実現

コーディネーター　鈴木 克彦

Company Profile

開設したネットショップが宝の持ち腐れ状態に。
改善の手立てを指導していただきました

的確なキーワード設定が
上位表示のカギに

　デザインに関しては、パソコンのデフォルトアプ
リで作成する手法で、トップページ画像や商品画像
作成の指導をしました。レイアウトに関しては、管
理画面と向き合いながら、一緒にその変更方法を調
べて調整。SEO対策については、事業者の強みとそ
の訴求を協議しながら出したキーワードで、上位表
示をするための内部対策の方法を指導しました。設
定したキーワードで検索順位1位を獲得することが
できました。

　松阪市美濃田町で米栽培を中心とした農
業を展開している株式会社タカノファーム。
お米を中心に小麦、トウモロコシ、小豆、サツ
マイモ、ブロッコリーなどを栽培している。地
域の農家の高齢化に伴い、約20ヘクタール
の農地を地元農家から請け負って運営。安
全・安心を重視し、SDGｓにも取り組んでい
る。納品先は飲食店への直接販売が中心。
販売エリアは主に三重県内になるが、愛知県
や大阪府にも販路拡大を試みている。今回
開拓中のネット販売についてデザインとレイ
アウトは管理画面で、SEO対策を無料ツー
ルの活用で効果を上げる支援を行った。

　今から３年前にネットショップを開設したのです
が、受注どころか上位表示もされない状態になってい
ました。宝の持ち腐れ状態になっており、自分たちで
改善を試みたのですが、スキルも知識もなく効果が得
られない状態で。そんなときに行政書士の紹介をきっ
かけにご相談をさせていただくことになりました。相
談当初は改善できるのか不安でしたが、既存ツールで
の編集方法や情報発信をアドバイスいただき、自分た
ちで作業しながら進めることができました。自分たち
に合った解決方法を提案してくださり、前向きな気持
ちで取り組むことができて感謝しています。

住 所
電 話
H P

松阪市美濃田町584
0598-58-1437
https://www.takano-farm.com

株式会社 タカノファーム

株式会社 タカノファーム　代表取締役　高野 勝

無料の経営相談所
中小企業・小規模事業者のための

注目の相談事例

支援内容相談内容

有限会社 近藤製作所

受注管理システムの開発と
データ入力の自動化を支援して
生産効率アップを実現

コーディネーター　村阪 浩司

Company Profile

受注管理のDX化に
取り組むにあたって、
DXに関する知識不足に
不安を感じていました

発注企業からのデータの
手入力による課題に着目。
VBAによる
自動入力化を提案

発注企業からの発注データを手入力することによる入力
時間と入力誤りというところを課題に感じ、受注管理の
Excelのシートの作成とデータ入力の自動化を提案しま
した。受注管理のExcelのフォーマット作成は近藤代表取
締役に作成していただき、自動入力化部分をVBAで作成
したことで、受注部品製作の進捗管理、在庫の把握が可能
となり、生産効率が格段に上がりました。それにより、入
力時間の削減、入力チェック時間を削減して、生産工程に
時間を割くことができるようになり、収益がアップしま
した。支援の際には相談者様のお話をじっくり聞いて、ご
提案をすることを心がけました。

　電動工具部品、自動車部品、モーター部品
を製作している有限会社 近藤製作所。NC
旋盤・マシニングセンタ・複合加工機による
量産部品の切削加工を手がけており、主に東
海エリアを中心に受注生産を行っている。多
品種・少量・短納期に対応できる部品生産を
実現。サプライチェーンの一環を担っている。
今回よろず支援拠点では、受注管理システム
の開発とデータ入力の自動化を支援して、生
産効率アップによる売上増を実現した。

　コロナ禍や中国の部品生産中止などの影響を受け
ていました。売り上げ拡大を目指して、在庫管理を含
め、受注管理をDX化したいと考え、メインバンクか
らの紹介でご相談させていただくことになりました。
DXについて知識不足で不安を感じていましたが、
ExcelのVBAを使用した自動化といった提案を受け、
受注管理システムに取り組んだところ、画面を私が
設計して、発注会社のデータ取り込みを支援してい
ただいて作業の効率化を実現できました。コーディ
ネーターさんが根気強く話を聞いて親身になって支
援してくださったことで、自信に繋がりました。

住 所
電 話

四日市市山之一色町2442-2
059-333-5000

有限会社 近藤製作所

有限会社 近藤製作所　代表取締役　近藤 孝弘

経営者目線と社員目線の
溝を埋めることを目指して

MIE塾は経営のプロから
直接学べる貴重な場に

県内企業の後継者難が加速して
いる現状を打開すべく、成長創
造パートナーの前山都子氏を塾
長に迎え、豪華講師陣による多
岐にわたる講義を全7回（令和4
年9月～令和5年2月）開催して
います。実践的な経営者学や現
場主義の感性を習得するため、
第4期となる今年度は、これから
の県経済を担っていく志高き若
手経営者および後継者候補生た
ち13人がさまざまなカリキュラ
ムに取り組んでいます。

 「VUCA」と呼ばれる将来の予測
が困難な変革の時代は、「正解」を
自分の頭で考える必要があります。
特に昨今のあまりにも早い変化の
中で、経営者の方々は自社の維持
と成長のためになすべきことを模
索し続けているのでしょう。
　今年度のMIE塾では、「塾生の皆
さんが、5年後、10年後に向けた自
社の未来像を自ら考え、ステークホ
ルダーに覚悟して宣言できるように

なる」ことを前提に、皆さんが「自社
の将来への強い想い」と「経営者と
しての軸」を確たるものにする機会
として企画しました。
　講師陣や県内の素晴らしい経営
者の方々のお話を伺いながら、自ら
の想いのこもった経営計画を策定
し、行動を起こせば、塾生の皆さん
の飛躍により「三重の元気」が叶い
ます。私たちはそのための支援を惜
しみません。

百五銀行に入行し、4店舗の支店長を経て、人事部副部
長兼人材開発課長（研修所長）として行員の能力開発に
携わる。同行退職後、インスピーレマネジメントを設立。現在
は人材開発コンサルティングや講演、執筆、企業研修講師
のほか、地域の中小企業の理念策定・浸透パートナー、
キャッシュフローコーチとして活動中。

New
Topics

経営計画・経営理念の策定が飛躍のカギに

5年後、10年後の
自社の将来像を描く。
塾生の皆さんの飛躍が
三重の元気に!!

前山 都子
インスピーレマネジメント
代表／成長創造パートナー

MIE塾参加者 Pick Upインタビュ
ー
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第4期MIE塾参加者の皆さん

講 師（順不同、敬称略）

津田 浩一さん
株式会社アートボックス　代表取締役

塾長

塾長  前山 都子

顧問  田中 靖浩

講師  伊藤 　隆

講師  阪本 啓一

講師  松岡 祐司

講師  小野 博行

講師  松浦 信男

インスピーレマネジメント
代表／成長創造パートナー

田中靖浩公認会計士事務所 所長　

伊藤会計事務所代表 公認会計士

（株）JOYWOW 創業者

（株）アサプリホールディングス
代表取締役社長

尾鷲物産（株） 代表取締役社長

万協製薬（株） 代表取締役社長

若手経営者・後継者向け育成塾
「第4期MIE塾」開講中
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