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【作成に当たっての注意事項】  

⚫ ＜経営計画＞及び＜補助事業計画＞は、合計最大５枚までとしてください。 

⚫ ファイル形式は、Word 又は PDF とし、ファイル容量は 3MB 以内に収めてください。 

⚫ フォントは日本語「ＭＳ 明朝」、英数字「Century」、文字サイズは 11 にしてください。 

⚫ ファイル名は、「【事業者名】補助事業名」としてください。 

⚫ 「本注意事項」、下記の「＜経営計画＞及び＜補助事業計画＞内の黄色塗りつぶしの文書」

については、申請時に削除して構いません。 

 

＜申請者名＞【必須記入】 

※法人の場合、「法人名」、「代表者役職・氏名」、個人事業主の場合、「屋号」、「代表者氏名」を記載してください。 

やまぐち音楽教室 山口 真 

 

＜経営計画＞【必須記入】 

１．自社の事業概要 

※自社の概要や経営状況、課題、特徴、自らが製造・販売・提供している商品・サービスの内容や市場動向等につい

て記載してください。また、自社の経営方針・目標等についても記載してください。 

 

１．１．事業の概要 

三重県四日市市のピアノ・エレクトーン教室、やまぐち音楽教室（以下、当教室）では、三

重県四日市市日永にある自宅内の音楽室で、ピアノ・エレクトーンを地域の子供たちに対して

教えています。 

 

当教室の理念は「のんびり音楽のある暮らし。夫婦で営む小さな音楽教室。」を地域のご家庭

にご提案することです。私たちにとって、ハーモニーを奏でることやリズムを楽しむことは特

別なことではなく、毎日の「暮らし」そのものです。演奏するというよろこびや楽しさを地域

の子どもたちに伝えることで「音楽のある暮らし」を提案しています。それぞれの個性や成長

ペースに合わせて、なによりご本人の「もっと弾きたい！」を大切にピアノ・エレクトーンの

個人レッスンをお届けしています。 

 

１．２．サービスの内容 

 当教室のサービス内容は以下の通りです。 

１）ピアノ・エレクトーンの個人レッスン（オンラインを含む） 

２）ピアノ・エレクトーンの発表会の運営（地域の教室との共同運営） 

 

ゆったりと音楽を学ぶというポリシーに反するため、グループレッスンは行っておりませ

ん。個人レッスンのみです。レッスンの頻度は週 1 回程度、金額は 6,000 円から年齢によって

変化する料金設定になっています。レッスンのレベルは、主に一般の幼児から中学生までが中



心で、音大やプロを目指す方は教えておりません。発表会は、年に 1～2 回開催される全日本エ

レクトーン指導者協会主催の合同発表会への出演を、個人の希望を基に調整しています。 

 

 

普段の個人レッスンの様子（左）、演奏会の様子（右） 

 

１．３．当教室の特徴 

 設備は、ヤマハアップライトピアノ 1 台、ヤマハエレクトーン 1 台を保有しております。 

 講師の山口亜季（以下、亜季）は、名古屋芸術大学教育学部電子楽器コース卒業の音楽家で

す。幼少時代よりヤマハでエレクトーンの教育を受けて成長してきたため、名古屋芸術大学や

楽器店、音楽講師の方々など、ヤマハ音楽教室関連の人脈を多く築いてきました。学生時代に

は、オリジナルやアレンジの楽曲をエレクトーンで表現するなどの演奏活動も継続的に行って

きました。主に、音楽教室の講師として活躍しているのは亜季です。 

 また、亜季の夫である山口真（以下、真）は、名古屋芸術大学音楽学部音楽教育コースの卒

業です。ピアノや声楽など、音楽実技に関するスキルを一通り修得しており、音楽教室活動の

支援に徹しています。主に、初見演奏、演奏録音時の連弾演奏、オンラインレッスン環境の設

営などがその支援内容です。 

 夫婦で営んでいる音楽教室は地域にも多くないため、夫婦 2 名体制で指導に当たることが可

能です。例えば、歌詞が付いている曲であれば、亜季が演奏し、真が歌う、またはその逆での

対応が可能です。少し難しい曲でも、真と亜季が片手づつ演奏することで、初見演奏などを実

現しています。 

また、亜季・真ともに公立学校教員経験があるため、ピアノやエレクトーンなどの音楽教育

を行う際に一人一人の特性を考えて、「演奏することが楽しい」と思ってもらえるように。日々

のレッスンに反映できるところが当教室最大の特徴です。 

その他、真の仕事がシステムエンジニアであるため、IT 活用が得意な音楽教室と言えるかも

しれません。 

 

１．４．市場動向 

 事業を開始してから、約 4 年の月日が流れました。生徒数は、毎年２～３名のペースで増加

を続け、2021 年 7 月現在では、11 名を数えるところまで成長し、現在 12 名目の方から入会の

ご相談をいただいております。 

 一般家庭の子供向け音楽教室のニーズとしては、楽器別では、ピアノに人気が集まっている

ように感じられます（以前出稿した Google 広告の結果による）。その反面、エレクトーンを指

導できる教室自体が少ない状況に加えて「近所の教室に通いたい」というローカルビジネス特

有のニーズがあることから、事業特性としての地域性が強いため、競争が激化している状況と



までは言えないと考えられます。 

 また、グループレッスンと個人レッスン、ヤマハなどの楽器店系列の教室と個人教室のニー

ズについては、個人レッスンと個人教室のニーズが高まっているように感じられます。その理

由は「同じくらいの金額を支払うのであれば、わが子のペースに合わせて指導してもらえる方

を選ぶ（当教室生徒保護者の声）」という現代の親御さんの価値観が何となく見え隠れします。 

 最近の新規加入者については、口コミでの紹介の比率が高まってきました。既存顧客からの

評価は高く、教室運営も軌道に乗り、新規顧客からの連絡も順調に獲得ができております。 

 

１．５．事業課題 

 顧客数増加の影響によるレッスン日時調整や月謝集金などの業務負荷増加によるヒューマン

エラーが最近少しずつ発生するようになってきました。レッスン日時調整や月謝集金の業務を

効率化し、サービス品質の維持が現在最大の事業課題です。 

 サービス品質の維持が実現できれば、既存生徒の要請による追加レッスンが行いやすくな

り、更なる売上拡大を期待できます。 

 

１．６．経営方針・目標 

 まずは、ヒューマンエラーを防止するため、業務を効率化するためのシステムを導入し、顧

客満足度の低下を抑制するとともに、主要業務であるレッスンに集中できる環境を創り出して

いくことが必要です。 

 本補助金の活用により、業務の効率化による生産性向上を実現し、ホームページの活用と紹

介により増加を続ける新規顧客獲得と合わせて、既存顧客の満足度維持に邁進していきたいと

考えております。 

 

２．新型コロナウイルス感染症の影響・既に取り組んでいる対策 

※新型コロナウイルス感染症による自社の経営や事業環境への影響を記載してください。また、現在取り組んでいる

対策を記載してください。 

２．１．自社の経営や事業環境への影響 

緊急事態宣言や蔓延防止措置などの国や都道府県の感染拡大対策がある場合には、保護者の

意見を尊重した上で、教室やレッスンを休講にするなどの対応を行いました。具体的には、新

型コロナウィルスの蔓延が始まった 2020 年 4 月から夏場にかけて、レッスンを休講にするなど

の対応を行いました。幸いにも、生徒数の減少などの影響はありませんでした。 

また、対面でレッスンを行う場合には、教室内に設置した手消毒道具や体温計の設置による

対策を行うようにしました。 

 その他、エレクトーンに接続ができるオーディオ機器を購入し、Zoom などのビデオ会議ツー

ルやタブレット端末とを連携させることによって、オンラインレッスンにも対応できる環境を

整えました。 

 これらの対応によって、物品購入などが増えたこともあり、財政面に多少なりの悪影響を与

えております。 

 

２．２．現在取り組んでいる対策 

 お客様が希望される場合には、レッスンの休講やオンラインレッスンに対応をしておりま

す。その他、手消毒や体温測定などの対応は継続的に行っております。 

 



＜補助事業計画＞【必須記入】 

１．補助事業名（30文字以内で記入すること） 

※J グランツ上の申請フォームにも記載してください。 

音楽教室アプリ開発による業務効率化と追加レッスンの提供 

２．補助事業の内容 

※感染拡大防止のための対人接触機会の減少に資する新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組につ

いて、取組内容や実施体制、スケジュールを具体的に記載してください。 

２．１．取組内容 

２．１．１．取組内容と目的 

 本補助金の取組内容として、以下の機能を備えた音楽教室アプリ（以下、当アプリ）の開発お

よび導入を予定しております。 

１）顧客との接触機会削減のためのキャッシュレス決済機能 

２）ＬＩＮＥと連携できるレッスン日時調整機能 

 

 上記機能を備えた当アプリの導入により、月謝集金やレッスン日時調整が効率化され、顧客満

足度の低下抑制・維持に役立つと考えております。その結果、業務品質を低下させることなく、

予約がより煩雑になる既存生徒への追加スポットレッスンのサービスを安全に開始できると考

えております。 

 

２．１．２．開発内容の詳細 

音楽教室アプリは、お客様が利用する「生徒アプリ」と、当教室が利用する「先生アプリ」の

2 つに分けて開発を行う予定です。生徒アプリおよび先生アプリは、ＬＩＮＥアプリとして開発

を行う予定です（ＬＩＮＥアプリとして実現できない場合にはスマホアプリとして実現予定で

す）。 

生徒アプリでは、クレジットカード情報の登録、料金支払、レッスンスケジュールの調整を行

うことができます。先生アプリでは、お客様毎のユーザー情報とクレジットカード情報の管理、

集金周期や金額の設定と臨時的な金額変更への対応、スポット支払いへの対応、お客様からの欠

席や日程変更リクエストに対する承認と LINE での自動返信、その他各種設定などを行うことが

できます。機能の詳細については、以下に記載します。 

１） 生徒アプリ 

 １．プロフィール編集 ２．支払情報登録（クレジットカード） 

３．料金支払（定期支払、スポット支払、支払履歴閲覧） 

２）先生アプリ 

 １．ユーザー管理（新規登録、一覧、変更、削除） 

２．集金管理（定期支払登録、臨時金額変更、スポット支払リクエスト） 

３．レッスンスケジュール管理（スケジュール一覧、カレンダー） ４．各種設定 

 

２．２．実施体制 

 当アプリ開発の見積を以下の事業者より取得しました。 

１）山本航平氏（136万円） ２）フレアーズ合同会社（172 万円） 

 

今回は価格競争力に優れる山本航平氏を選定いたしました。山本航平氏は三重県亀山市在住の

IT エンジニアです。マスプロ電工、キオクシアなど、愛知三重の大手メーカー企業への勤続経験



などがあり、ITの開発技術に明るい方です。 

 

２．３．スケジュール 

 山本氏のスケジュールの都合により、当アプリ開発は以下のスケジュールで実施予定です。 

 11月 12月 1月 2月 3 月 

設計      

実装      

テスト      

効果測定      
 

３. 補助事業の効果 

※補助事業の実施により、自社の経営に与える効果について記載してください。 

３．１．補助事業の効果 

当補助金の取り組みにより、非対面・非接触での料金支払の実現、レッスンスケジュールのダ

ブルブッキング防止などの効果を期待できます。その結果、パンデミックなどの脅威への事業耐

性獲得や顧客満足度低下抑制効果が期待でき、お客様との持続可能な関係性の構築に繋げられる

と考えております。更に、追加スポットレッスンの安全な実施により売上の新たな創出効果が期

待できます。 

 

３．２．売上計画 

 これまで約 4年間事業を継続してきましたが、当教室をやめたいとおっしゃられたお客様はい

らっしゃいません。最近口コミでの集客が好調であることから、今後集客速度の向上が期待でき

ます。これにより期待できる売上計画は以下の通りです。 

 

 2022年 2023 年 

顧客獲得数 

在籍顧客数 

スポット回数 

4名獲得 

合計 16名 

年間 48回（月 4回ペース） 

4名獲得 

合計 20名 

年間 48回（月 4回ペース） 

定期 

スポット 

合計金額 

72,000円 × 16名 = 1,152,000円 

2,000円 × 48回 = 96,000円 

1,248,000 円（昨年対比+390,000円） 

72,000 円 × 20名 = 1,440,000円 

2,000円 × 48回 = 96,000 円 

1,536,000 円（昨年対比+390,000円） 

 

山本氏への依頼による実質負担金額は約 50 万円になります。音楽教室アプリの開発により、

顧客満足度の低下を抑制でき、継続的な顧客数増加が実現すれば、約 1年 3か月で資金回収が可

能です。その結果、2年間での投資対効果額は現在と比較して 78万円／年の増加となります。 

2022 年投資効果 投資額-500,000円 + 総収益増加額 390,000 円 = 総損失-110,000 円 

2023 年投資効果 繰越損-110,000円 + 総収益増加額 780,000 円 = 総利益 670,000円 

今後も新規生徒の獲得に尽力して参りますので、何卒ご採択の程、よろしくお願いいたします。 

※経営計画・補助事業計画等の作成にあたっては商工会・商工会議所と相談し、助言・指導を得ながら進めることがで

きます。 

※各項目について記載内容が多い場合は適宜、行数・ページ数を追加してください。また、必要に応じて、図や写真を

貼り付けしても構いません。 

※採択公表時に補助事業者名、代表者名、補助事業名、事業概要、住所、業種、法人番号（法人の場合）及び補助金交

付申請額を公表することがありますので、予めご承知おきください。 


