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データを経営に活かす！
- 本書の活用方法のヒント -

　商売の鉄則は、「伸びている市場をみつけ、そこを攻める！」ことです。この
社長さんは、観光客数のデータを、人口の推移と対比してみることで伸びている
市場をみつけ、それに対応した新サービスの展開を決意しました。
　本書は、市場を把握するのに必要と思われるデータをまとめ、分析しています。
データのあとにある中小企業診断士のコメントでは、着目すべき点や、利用した
い制度なども掲載しています。今後の市場の予測や売り上げアップの施策考案な
どに、大いに役立てていただければと思います。

中小企業診断士のコメント

登場人物

　市内で 10 年以上、 焼肉店と定食屋
を経営している。 近年、 店舗の売上
が下がり続けていることに頭を悩ませ
ているが……

社長さん タナカ
　中小企業診断士として、 地元の小
規模事業者の経営相談に乗る。 デー
タに基づいた経営戦略立案や新規事
業開発などのアドバイスが得意。

観光客入込数（総数）

人口の推移
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　本書には、国や地方自治体が提供するデータがたくさん掲載されています。小規模事業
者のみなさまに、これらのデータや分析を最大限に経営に活用していただくため、ここで
はその活用方法やデータの見かたのヒントを、ふたりの会話で紹介します。

ここ５年ほど、 焼肉屋も定食屋も売上が下がってきてねぇ ・ ・ ・
コロナ禍の中でも、 焼肉屋は換気がいいから安心して食べられるってことで、 焼肉が若者に人気だと言
われていたから、 若者向けメニューを作ってみたりしたんだけど、 サッパリなんだよ！

つまり、 地元の若い人が減っているってことだね。
でも、 観光客は増えている……ってことは、 観光
客向けのサービスがウケそう！

かたや地元住民の人口は、 近年は減少し続けてい
ますね。 社長さんが顧客ターゲットにしようとし
ていた若い世代は、 特に減りが顕著です。

その通りです！　人口は今後も減っていくことが予想さ
れますね。
地域経済の動向をみることで、 今後伸びるであろう市場や、 これからターゲットにすべき顧客
層を見つけやすくなるんです。

たとえば、 観光客に向けたメニュー開発や、 観光客が目にする媒体での広告宣伝を行ってみて
はどうでしょうか？
外国人向けのサービスや言語対応を視野に入れてみてもいいかもしれません。

観光客に向けたメニューかぁ……地元の名産品を使ったメニューなんてのがあれば、 目玉商品
になりそうだな！
外国語対応のサービスも検討してみよう。 よし、 まずは中国語を習ってみるか！

張り切ってますね！　応援しています。

なるほど。 ずっと同じやりかたで収益が上がり続けるなんて話はないんだねぇ。
観光客向けって言っても、 ウチの場合は具体的にどうしたらいいかな？

うーん。 ちょっとターゲットにする顧客層に、 地域の経済動向とのズレを感じますね。 顧客ターゲットを
絞る際には、 お店のある地域のデータをみて、 どんな人がメインのお客さんなのかを考えていくといい
ですよ。
もちろん、 来店されたお客さんがどんな方々なのか、 観察するのも大事です。

そういえば、 コロナ禍前は、 「観光客」 らしきお客さんが増えた気がするなぁ。

なるほど〜。 あと、 コロナ禍前は外国人の観光客も
増えていた気がするんだ。

たしかに、飯能市の観光入込客数のデータをみると、
観光客が増えていることがわかりますね。 今後も増
加が期待できそうです。
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※１　総務省・経済産業省「経済センサス」より引用
※ グラフ内の 　 は小規模事業者の数を、　　 は小規模事業者以外の数を示している
※ 左ページに比較的事業所数の多い業種、右ページに少ない業種を配置している
※ 小規模事業者……商業・サービス業において従業員５人以下、製造業その他において従業員20人以下の事業者をさす
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■「医療 ,福祉」が 32％の増加 - 業種別事業所数の推移（※１）-

医療， 福祉 サービス業 （他に分類されないもの）

金融業， 保険業

学術研究， 専門 ・ 技術サービス業 教育， 学習支援業

複合サービス事業

平成 28 年 ：小規模事業者数 323、 小規模事業者数割合 97.3%

建設業 製造業
平成 28 年 ： 小規模事業者数 258、 小規模事業者数割合 86.9%

卸売業， 小売業

平成 28 年 ：小規模事業者数 444、 小規模事業者数割合 67.0% 平成 28 年 ： 小規模事業者数 158、 小規模事業者数割合 95.8%

不動産業， 物品賃貸業

平成 28 年 ： 小規模事業者数 266、 小規模事業者数割合 67.9% 平成 28 年 ： 小規模事業者数 232、 小規模事業者数割合 ８６. ６%

宿泊業， 飲食サービス業 生活関連サービス業， 娯楽業

平成 28 年 ： 小規模事業者数　非該当

農業， 林業

平成 28 年 ： 小規模事業者数 4、 小規模事業者数割合 100.0%

平成 28 年 ： 小規模事業者数 1、小規模事業者数割合 33.3%

鉱業， 採石業， 砂利採取業

電気 ・ ガス ・ 熱供給 ・ 水道業

平成 28 年 ： 小規模事業者数 19、 小規模事業者数割合 ８６. ４%

平成 28 年 ： 小規模事業者数 37、小規模事業者数割合 63.8%

情報通信業

運輸業， 郵便業

平成 28 年 ： 小規模事業者数 111、 小規模事業者数割合 42.5% 平成 28 年 ： 小規模事業者数 128、 小規模事業者数割合 75.3%

平成 28 年 ： 小規模事業者数 22、 小規模事業者数割合７１. ０%

平成 28 年 ： 小規模事業者数 78、 小規模事業者数割合 80.4% 平成 28 年 ： 小規模事業者数 83、 小規模事業者数割合 70.9%

平成 28 年 ： 小規模事業者数 6、 小規模事業者数割合 37.5%
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対象
業種

事業者数が増えている業種・減っている業種
　はじめに、飯能市の事業者数を確認する。
　対企業取引（ＢtoＢ取引）を主体とする事業者は、その販売対象（ターゲット）とする事業者の数
および増減傾向を把握し、将来においても持続的に収益が確保できるかどうか検討したい。






