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一般社団法人 東京都中小企業診断士協会
会長  森川  雅章

一般社団法人東京都中小企業診断士協会（東京協会）は、中小企業診断士を会員とする組織で、2022

年8月末現在の会員数は約5,000名を数えます。様々な業界の第一線で専門家として活躍している

人材、会社勤務を続けながら中小企業支援の準備をしている人材などが在籍し活動しています。

最近では、副業として中小企業支援活動をしている人材も増えてきました。中小企業・小規模事業者

からの支援要請は多種多様に渡っており、支援者である中小企業診断士も常に能力の向上を図る必要

があります。東京協会には、研修やセミナー、有志が集まって磨きをかける認定研究会、プロコンサ

ルタントとして活躍する人材を育成するプロコン塾があり、日々研鑽を続けています。

中小企業・小規模事業者からの直接的なご支援要請や、行政、中小企業支援機関、金融機関等からの

支援要請に機敏に応えています。これからは、直面する課題対応だけではなく、明るい未来のために

体質改善を行いたい中小企業のご支援が重要になってきます。

「中小企業・小規模事業者の未来をデザインする中小企業診断士」を是非ご活用ください。

東京協会は、日本で唯一の国家資格である中小企業診断士（中小企業の経営課題に対応するための

診断・助言を行う専門家）を会員とする法人です。

チャレンジする中小企業の経営や起業、経営改善、事業改革などをアシストする専門家であり、主に

東京都を活動エリアとしています。約5,000 名の会員が所属し東京都をはじめ官公庁、中小企業支援

団体、金融機関、各士業団体と連携し、組織的に活動しています。

東京協会は会員相互の連携を緊密にし、会員の資質向上に努めるとともに、中小企業診断士

制度の普及、推進及び中小企業診断士の社会的地位の向上を図り、もって中小企業の振興と

国民経済の健全な発達に寄与することを目的とする。（定款 第４条）

中小企業の経営課題を解決するために診断・助言する専門家です。
中小企業診断士は、経済産業大臣により登録され、中小企業支援法では

次のように位置づけられています。

中小企業の経営資源確保に寄与するためのパートナーとして公的支援事業に留まらず、
幅広く民間で活躍する経営コンサルタント。

業務は「経営の診断および経営に関する助言」です。

1

2

■      目　的 ■  

東京都中小企業診断士協会は、昭和 34 年に社団法人中小企業診断協会の東京支部として

設立され、平成24年に一般社団法人に法人化されました。

昭和29年10月 社団法人中小企業診断協会設立

昭和34年 3月 社団法人中小企業診断協会東京支部設立

平成24年 4月 東京支部を一般社団法人東京都中小企業診断士協会として法人化独立

平成25年 5月 経営革新等支援機関 認定

■      沿　革 ■  

● 経営診断 企業の現状を見える化し、課題を抽出します。

● 経営コンサルティング 経営に関する診断・助言を行い、企業を成長・発展に導きます。

● 講演・研修 創業、社員教育、人材育成など様々なテーマについて講演・研修を行います。

● 経営相談 行政や支援機関等での経営相談を行います。

● 執筆 経営に関する幅広いテーマで記事やビジネス書籍の執筆を行います。

中小企業診断士は、経営診断、企業の成長戦略策定や実行支援など
経営全般にわたる助言・アドバイスなどが主な業務です。

私たちの活動分野私たちの活動分野私たちの活動分野私たちの活動分野

ご挨拶

概要・沿革
Our Field



東京の10士業が集まり、年１回、都内事業者への相談対
応を実施しています。10士業が集まることで、複雑な案
件に対する相談対応が可能です。

東京協会では、「災害復興まちづくり支援機構」と連携し、
各地で発生している災害復興に向け会員を派遣し、産業
復興の視点から助言をしています。

東京協会では、次の項目をテーマとして、社会貢献事業を
実施しています。

● ビジネスの発展/改善支援
● 働きやすい環境づくり
● 社会課題の発掘/事例調査

　　　   東京協会では、会員中小企業診断士による地
域社会に貢献できる様々な事業を展開しています。

「社会貢献」事業

　 10士業暮らしと事業のよろず相談会

　 災害復興・災害対策支援事業

　 「社会貢献」事業 事例

東京協会では、中小企業診断士の更新に必要な診断実務
ポイント取得に困難な方や診断スキルの向上を目指して
いる方向けに「実務従事事業」を実施しています。

東京協会では、人材育成・能力開発の一環として本部・支
部それぞれが特徴あるカリキュラムを組み、プロコンサル
タントとして活躍する人材育成を行っています。

東京協会では、中小企業診断士のスキルアップの一環と
して様々な研修を実施しています。
研修講師として中小企業経営者や支援機関等に依頼をす
ることもありますので、ご協力よろしくお願いいたします。

　　　   中小企業診断士の資格維持のためには資格の
更新が必要です。資格更新は登録有効期間（５年間）内
に、次の両方の要件を満たす必要があります。

● 理論政策更新研修を期間内に５回以上受講
● 経営診断実務に期間内に30日以上従事

「資格維持・能力開発」事業

中小企業診断協会と連携し、東京協会では、毎年40回前
後の「理論政策更新研修」を開催しています。
コロナ禍の影響もあり、集合形式だけではなく、オンライ
ン方式による研修も実施しています。毎年のスケジュー
ルは、中小企業診断協会ホームページより確認できます。

ＵＲＬ：https://www.j-smeca.jp/

　 理論政策更新研修

　 実務従事事業

　 プロコン塾事業

　 研修事業

　　　 中小企業経営者や小規模事業者、起業予定者か
らの相談は様々です。一つひとつの相談に対し、中小企
業診断士が丁寧に対応します。
複雑な相談に対しては、チームを組んで対応することも
あります。

 「経営相談」事業

東京都、区市町村、中小企業支援機関、商工会・商工会議所、
金融機関等と連携、協力し、中小企業からの相談、助言、
提言を行っています。

　 行政・支援機関連携

東京協会では、小規模事業者や創業・起業予定者からの
様々な相談に対し、対面だけではなく、オンライン方式に
よる相談にも対応しています。

　 小規模事業者相談事業

本部及び各支部では、広報誌、ホームページ、メールマガ
ジン、ＳＮＳなどを利用し、中小企業経営に役立つ情報提
供を行っています。

　 中小企業経営情報提供

東京協会では、各企業における人材育成や支援機関が実
施するセミナや研修等のテーマに応じた専門家を選任
し、講師として派遣しています。

　 研修講師派遣事業

東京協会は、地域の「経営診断」専門機関として「ＢＰＳ総
合診断」事業を実施します。

　 地域「経営診断」機関

経営課題の解決パートナーとして、チャレンジする中小企業を多方面から支援します。

中小企業・小規模事業者から信頼され、必要とされる
経営の支援者を目指します！

● 中小企業・小規模事業者の経営支援への積極的対応
● 会員活動の充実と会員拡大
● 社会貢献事業の推進

ビジョン

果たすべき役割

　　　   私たち一人ひとりは、年を重ねるごとに円熟さ
が増し魅力がにじみ出てきます。一方で体力が弱まり、
様々な疾患が出てきますので、「健康診断」により、自分
自身の問題点を見つけ、改善しています。早期発見、早
期治療は健康維持にとても大切であると理解していま
す。企業も同じで、成長期から成熟期へ移行する時期
には、成長期では見られなかった様々な問題が見えてく
ることがあります。人の健康維持と同様に企業の健康維
持がとても大切であると私たちは考えています。
「経営診断」により、現状を見つめ直してみませんか？

「表の競争力」に勝つには、「裏の競争力」に磨きをかけな
ければならないと言われています。
「表の競争力」を私たちは「ビジネスイノベーション」と位
置づけ、製品・サービスの開発力、顧客との関係性、キャッ
シュ創出を可能とする財務基盤の強さを指しています。
「裏の競争力」を私たちは「プロセスイノベーション」と「シ
ステムイノベーション」の２つに位置づけ、継続的な改善
の仕組みと変化対応型の人材と組織運営が大事であると
考えています。
「ＢＰＳ総合診断」では、財務諸表による財務分析を主とし
た「静的分析」だけではなく、日常の事業活動や業務プロ
セスを見える化した上で、問題点を洗い出し、課題を設定
する「動的分析」を行います。

「経営診断」事業

 03-5550-0033
 info_twork@t-smeca.com

「ＢＰＳ総合診断」についてのお問い合わせ先
 
東京都中小企業診断士協会 事業事務局
 

　 「ＢＰＳ総合診断」事業

電 話

メール

Vision

Mission

Business Domain事 業 活 動

東京協会は、日本で唯一の国家資格である中小企業診断士（中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家）を
会員とする法人です。主に東京都を活動エリアとしており、約5,000 名の会員が所属して、
東京都をはじめ官公庁、中小企業支援団体、金融機関、各士業団体と連携し、組織的に活動しています。



東京協会は、本部と６支部により構成され、会員はいずれかの支部に所属し、
業界研究や同好会を通じて交流やスキルアップを図っております。

知と情報を共有し繋ぐ、東京協会ネットワーク

支部概要 研究会活動

〈ビジネスマインド等〉
致知ヒューマンスキルの会
経学研究会
マネジメント・カウンセリング研究会
プロフェッショナル・プレゼンテーション研究会

〈衣･食･住･医療･福祉等〉
〈酒と食〉マーケティング研究会
医療ビジネス研究会
住宅ビジネス研究会
ファッションビジネス研究会
医薬品等研究会
食品業界研究会
福祉ビジネス研究会
良い食品販売研究会
アグリビジネス研究会
スポーツビジネス研究会
エリアマーケティング研究会

〈地域支援等〉
まちづくり研究会
地方創生・グローカル研究会
ソーシャルビジネス研究会

〈その他〉
中小企業施策研究会
もの・ことづくり実践研究会

■ 中央支部 千代田区、中央区、港区、文京区
■ 城東支部 墨田区、江東区、足立区、葛飾区、江戸川区
■ 城西支部 新宿区、中野区、杉並区、豊島区
■ 城南支部 渋谷区、目黒区、品川区、大田区、世田谷区
■ 城北支部 荒川区、板橋区、北区、台東区、練馬区
■ 三多摩支部 東京23区以外の市町村及び島しょ部

６支部と活動地区

インテリアビジネス研究会
AI・人工知能研究会
企業内診断士ビジネス連携
The Breakthrough Platform
士業&コンサルコンテンツマーケティング研究会
思想・哲学
実践的プロモーション研究会
老舗企業
生産革新フォーラム
セミナー・研修プログラム開発研究会
能力開発
ビジネスモデル
ビジネス英語
不動産コンサルティング
ふらっと研究会
プレゼンスキルアップ
フレッシュ診断士

中央支部

ニュービジネス研究会
財務診断研究会
まちづくり研究会
ＩＴビジネスラボ
労務管理研究会
環境経営研究会
経営法務研究会
マーケティング研究会
ものづくりイノベーション研究会
チームコンサル研究会
成長産業分野研究会
グローバライズ研究会
事業承継実務研究会
事業再生実務研究会
経営のデザイン研究会
スモールM&A研究会
新談士の会

城南支部

企業内診断士フォーラム
ロジスティクス研究会
観光経営研究会
社長川柳研究会
企業経営研究会
経営革新研究会
公的サポート研究会
渋沢スピリッツ研究会
実践経営勉強会
情報診断研究会
健康経営サスティナビリティー研究会

城北支部

地域研究会
デジタル・マーケティング研究会
企業内診断士活性化研究会
プロジェクトマネジメント研究会
先端ビジネスモデル研究会
環境マネジメント研究会
最新ＩＴ活用研究会
多摩法務研究会
小規模企業知的資産経営実践研究会
TAMA活性化支援グループ
VE研究会
IoT活用研究会
プレゼンテーションスキルアップ研究会
人材マッチングサポート研究会
スタートアップ支援研究会

三多摩支部

サイクリング同好会
カラオケ同好会
マジック同好会
マラソン同好会
囲碁同好会
ゴルフ同好会

東京協会

６支部

品質マネジメント研究会
女性力・女子力経営研究会
ビジネスリスク研究会
IT経営研究会
事業性評価研究会
経営理論実践研究会
実践財務分析研究会

城東支部

ものづくり経営管理研究会
印刷および関連産業ビジネス研究会
情報管理研究会
コンサルティング実務研究会
ビジネス法務研究会
国際化コンサルティング研究会
流通問題研究会
飲食業界研究会
労務管理研究会
先端小売業研究会

城西支部

〈製造･建設業関連〉
建設業経営研究会
工場診断研究会
製造業革新研究会

〈流通〉
ロスプリベンション研究会
農水ビジネス（卸売市場）研究会 

〈商店街〉
商店街研究会

〈IT関連〉
コンピュータ研究会
コンテンツビジネス研究会
ＩＴ利活用研究会
診断士ＩＴＣ研究会
Cの会
DX＆ビジネスプロセス IT化研究会
ＷＥＢマーケティング研究会

〈環境等関連〉
エコステージ実務研究会
産業廃棄物処理業研究会

〈国際問題･グローバル化〉
ワールドビジネス研究会

〈コンサルティング手法等〉
経営イノベイション研究会
経営支援機関サポート研究会
ファミリービジネス研究会
診断士FP研究会
東京企業内診断士実践研究会
コンサルティング・ビジネス研究会
自転車ビジネス振興研究会
経営デザイン研究会
チェーンストア・ビジネス研究会
中小PMI研究会
研究会女性診断士の会 “Ami”

〈経営機能別管理〉
ＢＣＰ・ＣＳＲ研究会
デジタル経営研究会
事業承継研究会
人財開発研究会
フランチャイズ研究会
企業評価システム実践研究会
営業力を科学する売上ＵＰ研究会
知財活用ビジネス研究会
経営革新計画・実践支援研究会
知的資産経営研究会
新市場創造研究会
実戦プレゼンテーション研究会
ダイバーシティ研究会
組織開発研究会
人を大切にする経営研究会
働き方研究会
６次化農業研究会
中小企業強靭化支援研究会
経営力アップ診断士の会
健康ビジネス研究会

〈金融･企業再生等〉
ベンチャービジネスサポート研究会
中小企業再生承継研究会
企業金融研究会
M&A研究会
事業承継支援コンサルティング研究会

東京協会

城西ビジネス診断士会（城西支部）
城西読書部（城西支部）
テニス同好会（城北支部）

〈研究会〉

〈同好会〉

中野区

足立区

江東区中央区
千代田区

港区

品川区

大田区

目黒区

渋谷区

新宿区

文京区
豊島区

北区板橋区

練馬区

清瀬市

東村山市

小平市
立川市昭島市

八王子市

あきる野市檜原村

小笠原諸島

伊豆諸島

奥多摩町

日の出町

青梅市

羽村市

福生市

瑞穂町

武蔵村山市東大和市

町田市

小金井市

府中市

稲城市多摩市

日野市

国立市

国分寺市
杉並区

世田谷区狛江市

調布市

三鷹市

武蔵野市

西東京市

東久留米市

荒川区

台東区

葛飾区

江戸川区

墨田区

城東支部
墨田区、江東区
足立区、葛飾区、江戸川区
URL：https://www.joto-smeca.com/

城北支部
荒川区、板橋区、北区
台東区、練馬区
URL：https://rmcjouhoku.com/

城西支部
新宿区、中野区
杉並区、豊島区
URL：https://jyosai-smeca.com/

中央支部
千代田区、中央区
港区、文京区
URL：https://www.rmc-chuo.jp/

城南支部
渋谷区、目黒区、品川区
大田区、世田谷区
URL：https://www.rmcjohnan.org/

三多摩支部
東京23区以外の市町村
及び島しょ部
URL：https://www.santama-smeca.jp/


