
第３章 ヒアリング企業の総括       

この項では、第２章において、ヒアリング調査を行なった企業の分析と総括を行なってみる。

ヒアリングにおける各項目について、共通点や独自の違いがあるもの、特筆すべきものについて、

総括を行い、簡単に考察を加えてみた。 

 

（１）事業を始めた動機 

短時間のヒアリングでは、経営者の本音を聞き出すのは難しかったのではないかと思われる。

そのなかで各調査者は、かなり突っ込んで本音をヒアリングしている。ここでは、「動機」とい

うよりむしろ、経営者の事業に対する思いやビジョンという形で示されることが多かった。「地

域の活性化に貢献したい」、「地域の農業と健康を守る」などの崇高な理念が示されている。さら

に、いずれの企業代表者も、自らの商品に極めて強い愛情を注いでいる。中小企業の経営という

点では、これらの根本理念はきわめて重要であり、貴重な情報となった。 

事業の始めたきっかけとしては、自社の従来持っていた技術、あるいは家業を発展させたか、

たまたま家業がこの分野であったというものが多かった。 

また、該当する公的助成制度をうまく利用して事業計画を立て、実施に結びつけたケースも多

い。(有)三国湊物語は、県の「地域ブランド創造活動推進事業」の 初の認定企業であり、（株）

吉村甘露堂のギャバプラスは、「地域産業資源活用事業計画」の認定を受けた。さらに、経営革

新認定を受けた企業の割合も多い。これらの公的助成制度を利用することによって、金銭的なメ

リットに加え、計画立案の支援を受けられることや、実現性ある計画立案ができるなど、大きな

メリットが生ずる。  

 

（２）製品開発～生産まで 

当然ではあるが、単なる思いつきでは事業は成功しない。地域に在住して長年事業を営み、経

営者の中で温められていたものが、ここにきて孵化したか、孵化しようとしているのである。ま

た、例外的に自社独自で進展させたものもあるが、公的機関の支援、他者との連携による事業拡

大のほうが圧倒的に多い。そして、すでに充分な実績を積み順調に売上を伸ばしているところも

あれば、やっと製品開発に成功したところ、あるいはまだ、開発途上のところもあり、それぞれ

の段階における実情も見てみたい。 

さらに、いずれの場合も、商品として売れるまでの技術開発には時間をかけている。典型的な

のはヨシダ工業（株）である。もともと眼鏡部品業者として業界で圧倒的な地位を占めていたが、

30 年前（眼鏡業界が現在ほど衰退していなかった頃）から楽器部門、医療器具製品へと進出し、

現在では眼鏡部品製造の割合は半分以下に激減している。製品開発が本物になるには、継続的な

取り組みが必要なのである。 



 

（３）販売方法 

 自社直営での店頭販売、委託販売（スーパー、専門店、デパート、料理店）、通信販売(電話、

FAX,インタネット、通販業者経由)、代理店契約など、多岐にわたっている。また、ほとんどの

企業が、自社のホームページをもち、そこでの販促活動を行っている。ブログの発信など、こま

めに取り組んでいる経営者も多い。 

また、地域資源ビジネスの特徴として、商品の販売を通して地域に貢献したいという想いから、

コミュニティビジネスとしての特徴を有している組織もある。 

 

（４）開発～販売までで苦労したところ．問題点 

前述のように、いずれの組織も製品開発にはかなりの時間を費やし、苦労をともなっている。

また、もともと中小企業は、製品開発には優れていても、販売が不得手だといわれるが、このよ

うに苦労して開発した商品を、さらに採算ベースに乗るまでに販売するとなると、それ以上の苦

労が必要であることが、ヒアリング内容からも読み取れる。 

販売についてはこれからという組織もあり、採算性を含め今後の展開を期待したい。また、老

舗企業などは、地道な信用による安定顧客を保有しており、今後も確実な事業運営によるブラン

ドの維持に心がけることが大切であろう。 

 

（５）今後の展開 

いずれの組織も、その事業に対して前向きに取り組んでいる。すなわち、バリエーションの追

加、販路の開拓、関連商品の開発、マネジメント力の強化など、製品だけでなく現在の組織の改

革にも積極的に取り組んでいる組織が多かった。 

しかし今後の展開といっても、成功している組織では、必ずしも自分たちの一方的な想いだけ

で進めていくのではない。これまでもそうであったが、絶え間なく顧客の声を聞いて、それにど

う対応していくかを模索していることが読み取れる。顧客の声に組織の独自性を加え、味のある

商品を提供し続けることが大切なのであろう。 

 

（６）調査者の考察 

 第 2 章に掲載したヒアリング報告書は、ヒアリング担当者自身が中小企業診断士であり、コン

サルタントとしての冷静な目で考察を加えている。現状の分析から問題点、改善すべき事項、今

後の戦略まで、ポイントごとに的確に記述してある。企業診断の事例として、或いはそれぞれの

個別の企業に対する提言としても読むことができるはずである。  

                                 （報告  佐治）  



第４章 地域資源活用ビジネスと地域の振興 

 

1.地域住民と地域資源活用ビジネス 

以前から「地方の時代」といわれ、地方の自治体や団体などを中心に、地域の個性を活かして

他の地域にアピールしようとする取り組みが活発化している。そんな中で、全国的に注目を集め

る地域とその取り組みがいくつも登場している。そして、そこには必ず先駆者である「キーパー

ソン」が存在していた。もちろん、きっかけとしての「キーパーソン」の役割はきわめて重要で

あり、それなしに地域や企業の取り組みが活性化することはありえない。  

しかし、その注目されている地域でも、必ずしも、その「キーパーソン」以外の住民すべてが、

関心を持って参加しているわけではない。その地域の人でも「ここの地域が注目を集めていると

いっても、本当は、一部の人ががんばっているだけだ」という場合が多い。すなわち、住民参加

といっても一部の特定住民によって指されていた場合が多いのではないか。  

さらにこれまで、地域や地域の産業ビジョンなど、地域を演出する取り組みがつくられてきた。

この場合でも、高額の費用を支払い、外部のコンサルタントや有識者を委員に委託して、彼らに

よってまとめられたものが多い。地域住民の意見や視点は、アンケートを通して集計されてはい

るが、それも外部有識者と称する人によって、一定の型にはめられたものが表に出てくるだけで

ある。  

このように、地域づくり・地域おこしといっても住民不在は明確であり、

地域企業者や住民のあずかり知らぬところで、「絵に描いた餅」のような計画

が乱発されていた。このような計画では、体裁の良い作文とそれをまとめた冊

子ができるだけで、その計画内容に対する地域企業・住民の理解や、それを実

現するための企業・住民の意欲を引き出すことはできなかった。  

このような、これまでの地域づくりから、本当に地元の人が主体になって行なう地域づくりが

重視されてくるようになった。そこでは、地元の人が地域の個性を自覚して地元のことを知って

いく必要がある。外部の専門家は、地元の人の気付きを手助けするための役割に徹する。住民に

よる調査の結果を勝手に引用することはしない。そこから、地域の中小企業者や住民が地域資源

の発掘、気付き、活用の主体となっていく。  

このような活動ができれば、本当の意味での地域資源の発掘、活用の機会が生まれてくるはず

である。しかしながら、これには非常に時間がかかる。いつまでに、何をしなければならないと

いう期限を切ってうまくいくものではない。また、地域資源の活用の方向や方策も制約しない。

つまり、ビジネスという観点で、地域の人々を主体にして地域資源を活用していくことは、きわ

めて困難であるということは、認識しておかなければならないであろう。  

 



２.地域活性化への視点 

地域経済の基礎を担う中小企業は、今日の厳しい環境の中にあって、産業構造・消費構造の変

化への対応や、循環型経済社会への対応、少子高齢化問題等、多くの課題への対応が求められて

いる。これらの対応がうまくいかなければ、企業活力の低下から地域の財政破綻へ、そして行政

サービスの極端な低下さえあり得る時代となっている。  

このような状況の中、どうすれば住民の暮らしを守る地域経済を活性化できるのであろうか。

そのための視点を２つ挙げてみよう。 

（１）ものづくり企業の振興 

ここで述べるものづくり企業とは、単に製造業だけでなく、その地域の外部に価値を提供し、

外部地域から通貨を獲得する事業すべてを指す。農業や観光業、場合によってはサービス業を含

める場合もある。  

なぜなら、地域の住民は、その地域の外部から何らかの価値を提供してもらって生活している。

自動車やパソコンなど、地域では作れないものがたくさんあるからだ。それに対しては、必ず対

価を支払わなければならない。すなわち、外部から価値を提供してもらうためには、それに見合

った別な価値を外部に提供し、そこで得た対価を蓄えておく必要がある。それができなければ、

地域として自立しているとはいえないであろう。  

そこで、もともと製造業は、地域に恵みをもたらす源泉といわれてきた。福井には、加工・部

品などの分野で世界的な競争力を持つ中堅・中小企業が多数存在している。また、その地域独特

の文化や自然に根ざした資源を活用し、ユニークな商品を作り出す企業もたくさんある。温泉や

海産物資源などを生かした宿泊サービスを提供し、県外観光客を数多く受け入れている企業も多

い。これらのものづくり企業は、地元で生み出した価値を、商品・サービスとして外国や他の地

域に提供し、そこから金銭的な恵みを受けている。その恵みは、その企業だけでなく、雇用や仕

入れ、消費という形で、地域の経済を潤すことになるのである。  

 

（２）商店街の活性化 

つぎに、商店街は、地域経済の商業機能の担い手であるだけでなく、歴史的経緯や地理的な状

況を背景に、その地域の文化や伝統を育んできた。産業としての機能や地域内での所得循環の役

割も担っている。ものづくりを通して外部から流入したお金は、地域内に満たされなければなら

ない。商店街そのものが観光資源として、地域外からの観光客、通貨の獲得に役だっている場合

もある。  

そして、人々が集まり、ともに助け合い、楽しみあう地域コミュニティとしての商店街は、中

心市街地としての役割をも有しており、まさに地域コミュニティの回復の鍵を握っているといえ

よう。 いわば、商店街の再生・活性化こそが、地域経済の活性化を、体現するものであると言



っても良いであろう。  

 

３．地域資源とコミュニティビジネス 

（１）コミュニティビジネスとは  

コミュニティビジネスとは、市民が主体となって、地域が抱える課題をビジネスの手法により

解決し、またコミュニティの再生を通じて、その活動の利益を地域に還元するという事業の総称

である。また、コミュニティビジネスは法人、資格を示すのではなく、「地域性・社会性+事業性・

自立性」を伴った地域事業体のことを指す。  

日本では、1990 年代半ばより『コミュニティビジネス』という言葉が使用され始め、雇用創

出や景気対策として注目されてきた。細内信孝氏によれば、コミュニティビジネスは「地域に眠

る労働力、技術を生かし、住民が自発的に地域問題に取り組み、ビジネスとして成り立たせる活

動」と定義される。すなわち、地域にあるものを活用し、地域の主体である住民が、地域のため

に行うビジネスであり、地域資源活用ビジネスの原点といえるかもしれない。  

 

（２）コミュニティビジネスにおける地域資源の活用  

前述のように、コミュニティビジネスとは、地域に埋もれている技術やノウハウ、労働力など

の資源を活用するものである。ここで、未利用の地域資源を活用する方法が、コミュニティビジ

ネスの考え方の中に見出せなければならない。  

そのためには、コミュニティビジネスは、地域の大きさにあった適正規模、適正利益を追求す

るスモールビジネスでなければならないということが言われている。  

また、コミュニティビジネスは、商品やサービスの提供者と消費者の顔が見える関係作りを大

切にしなければならない。きめ細かいニーズに対応していくことで、未利用の地域資源の活用の

道も開けてくる可能性がある。  

そしてコミュニティビジネスは、地域内での公益を目的とするものが多いだけに、その運営に

当たっては、行政や地域住民の協力を得やすいということがある。営利事業に対し、行政や地域

住民などの非営利なパワーを組み合わせることによって、通常のビジネスでは活用が困難な未利

用の地域資源でも、ビジネスとしてうまく活用することができるかもしれ

ないのである。  

 

４．地域通貨と地域資源の活用 

（１）地域通貨とはなにか  

地域通貨とは、ある限定された地域の中で流通する既存通貨（法定通貨）とは異なる交換手段

である。そこでは地域通貨は、既存通貨（法定通貨）と同等の価値あるいは全く異なる価値があ



るものとして使用される。代替通貨を発行するものや、例えば交換リングと呼ばれる通帳を作成

しそこに貸し借りを記入していくものなど、いろいろな手段がとられている。また、社会的に地

域通貨がコミュニティー内で流通している例や、割引券のような役割を果たす地域通貨制度など、

その経済的効力は地域通貨運動を行っているコミュニティごとに異なっている。 

 

（２）地域通貨の例 

まず、地域通貨の例として、『LETS』があげられる。これは、Local Exchange Trading System

の略で、1980 年代にカナダ西部・バンクーバー近郊の Commox Valley でマイケル・リントンによ

って開始された。中央銀行が発行する法定通貨は全国くまなく流通するため、炭鉱の閉山などに

よって地場産業が無くなると地域内での物やサービスをするにもその道具である法定通貨が不

足するという事態が発生するが、LETS ではせめて地域内で生産できる物やサービスに関しては地

域独自の交換手段を用いることによって自給自足を高めようとしている。 

また、『REGIO』は、LETSよりも広域圏を対象とすることで、地産地消の促進などを目的として

ドイツ各地で流通した。キームガウアーが有名である。 

米国の弁護士エドガー・カーンが創始した『タイムダラー』は、米国の貧民層などの相互扶助

の手段として普及した。地域への奉仕活動を取引対象とするため、その精算単位として非常に単

純な、時間を利用している。 

大福帳方式では、日本の「八ヶ岳大福帳」がある。取引内容も多彩で「病気の看病」や「車で

の送迎」といった内容から「引っ越しの手伝い」「草刈り」等のサービス提供の他、「自家製のジ

ャム」「古着」「古本」「有機野菜・米」「手作り人形」などの物品提供も活発に行われている。  

 

（３）地域通貨と地域資源の活用  

 前述のことから、地域通貨は地域内における地域資源の活用を促す手段であるともいえよう。

そして地域通貨を使用するときには、モノではなく労働やサービスの交換を重視するなど、これ

までの通貨とは異なる視点で見ることができる。その意味で、これまで活用されていなかった地

域資源を地域内循環によって活用する場合や、地域資源そのものに新たな価値を付加する場合、

地域通貨は有力な手段となる可能性がある。  

 新たな価値として、次のようなことが挙げられる。  

・ これまで金銭の対象になりにくかった労働やサービスを重視することによって、物質依存

文明からの脱却が可能になる。  

・ 地域通貨を使用することによって地域内循環、地産地消が促進され、物質移動負荷の減少

による環境負荷削減、健康・安全の増進効果が期待できる。  

                                （報告  佐治）  



第５章 地域ブランドと地域資源  

地域ブランドという言葉が現れて久しい。従来の企業誘致などの振興策の限界、地場産業の不

振、工業化社会からの脱皮という観点から、地域振興・活性化の切り札として、地域ブランドは、

多くの地域で取り込まれている。地域ブランドが重視されている理由は、地域ブランドを後ろ立

てにして消費者からの信頼を得ることと、地域ブランドによる付加価値の向上である。  

 

1.地域ブランドとは 

平成１７年６月に発行された、中小企業基盤整備機構の「地域ブランドマニュアル」によれば、

地域ブランドは、次のように定義されている。  

・地域ブランドとは、「地域に対する消費者からの評価」であり、地域が有する無形資産の

ひとつである。 

・地域ブランドには、地域そのもののブランド（RB）と、地域の特徴を生かした商品のブラ

ンド（PB）とから構成される 

（つまり、地域ブランドとは、地域の特長を生かした“商品ブランド”（PB = Products Brand）

と、その地域イメージを構成する地域そのもののブランド(RB = Regional Brand)とがあ

る。これらのどちらか一方でも地域ブランドとはならないし、両方が存在してもそれぞれ

がバラバラであったのでは「地域ブランド」とは呼べない。地域の魅力と、地域の商品と

が互いに好影響をもたらしながら、よいイメージ、評判を形成し

ている場合を「地域ブランド」と呼ぶことができる。） 

 

また、株式会社博報堂 地域ブランドプロジェクト によれば、地域

ブランドは次の３つの領域で構成される。 

①  地域の『場』に着目した、観光地ブランド。・・・行きたい価値。主として地域外の人々に

地域の場の魅力をアピールする活動で、固有の歴史や文化、自然風土やアクセス、インフ

ラなどの総合力で付加価値の向上を目指す。   

②  モノに着目した、特産品ブランド。・・・買いたい価値。その土地から生み出される農産物、

海産物、地場産業加工品などに地域名をつけることが付加価値の向上につながる状態を目

指す。 

③  その地域に住む人、生活に着目した、暮らしブランド。・・・住みたい価値。そこに住む人

にとっての快適さや、他に誇れる地域としての満足度につながる。 

 そして、この３つの領域は、有機的に結びついており、総合的に強化することで大きな相乗効

果を生み出すことができるのである。 

 



２.地域ブランドの構築と運用 

（１）地域ブランドの構築   

 地域ブランドは、商品やサービスが他のブランドにはない特徴を明確にしたものである。他の

地域のものより優れている何らかの付加価値を有し、それを商品化したものである必要がある。

その特徴は、製造方法や素材、形状など、ささいなものであってもいい。ただし、単なる思い付

きで簡単にできるものであってはいけない。なぜなら、他社もすぐにまねすることが出来るから

である。品質を高めるための徹底した研究と努力など、血と汗と長い時間をかけて作られた特徴

であればあるほど、オリジナリティは持続することになる。さらに、特徴がその地域特有のもの

であった場合、オリジナリティは恒久的に持続することが可能になる。  

ここでは、様々なものが特徴になりうる。その地域の地形、気候、土壌、水などを活かした特

産品を核とするもの。たとえば、地元で栽培された野菜や果物を使った加工食品、地元天然水か

ら作られた日本酒などがその一例である。しかし、これらのほかにも以下のようなものがある。 

・ 形状  ：  スペック（大きさ、軽さ、性能など）、味、デザイン、材質（素材）など  

・ 製造方法  ：  製造技術、加工方法、育成方法、トレーサビリティなど  

・ 地域資源  ：  景観、自然資源、温泉、気候、地形、歴史、文化、伝統工芸など  

・ 人的資源  ：  著名人、歴史上の人物、人間国宝、生産者など  

・ イベント資源  ： 映画ドラマの舞台、漫画、祭り、イベント（スポーツ、音楽など）など  

・ 店舗資源  ：  ファッション、アウトレット、有名店、グルメなど  

 

つぎに、これらの商品のスペック（大きさや性能）、デザイン、製造技術など、商品そのもの

からオリジナリティを探すだけではなく、人為的に、さまざまなアイデアでオリジナリティを磨

き上げることが大切である。ブランドがブランドとして輝きを増すためには、あいまいで形のな

いブランドイメージに、しっかりした形を与えることが大切である。  

このための仕掛けとして、その商品についての「物語」を、コピーとして言語表現されること

がある。これがうまく決まれば、ブランドに関連するすべてのものが明確になって、規定され、

人々に共有されることになる。逆にこれが弱ければ、関連するすべてのものが、あいまいなまま

残ってしまうことになろう。  

そして、 も重要なことは、地域ブランドとして取り上げたものが「本物」であるかどうかと

いうことであろう。地域の外に対して美しい姿、形を見せたとしても、当の地域内の人々が納得

していないならば、情報の氾濫する現代社会の中で、消費者の目をごまかし続けることは、とて

もできない。「本物」とは、自己満足や迎合ではなく、地域内外においてしっかりとした合意が

なされていくものであり、人々が時間をかけて意識の中に浸透させ、根付いてきたものでなけれ

ばならないはずである。  



 

（２）地域ブランドの運用 

地域ブランド商品といえども、販売促進活動は必要である。  

第一歩として、まず専用のホームページを開設する。これがあれば、一瞬でも興味を抱いた消

費者にブランドの説明をする機会が得られる。反面、これがなければ、ブランドを提供する主体

がないものとみなされ、いったん抱いた興味を減衰させることもあり得る。  

そして、その商品が消費者（顧客）にとってどれだけ魅力的であるのか、どれだけ満足度を高

めることが出来るかを訴えることは、その商品の特徴を伝え、購買意欲を高めるには効果的だ。

つまり「ここが優れている」ではなく、「あなたにとって、こんなに魅力的」という視点だ。例

えば、「北海道には大自然がある」という事実を伝えるのではなく、「北海道に行って、大自然を

楽しもう」と呼びかける。  

また、ロイヤルカスタマー（贔屓客）を増やすことである。ロイヤルカスタマーとは、ある分

野の商品を購入する際、躊躇せずそのブランドの商品を選択する顧客のことである。ロイヤルユ

ーザーによる売り上げはその商品の総売り上げの相当な割合を占めることになる。また彼らは口

コミでそのブランドを普及、評価を引き上げる力も持つ。  

さらに、自分たちのブランドが実際にどのように評価され、どのような人々に、どのように利

用されているか、そしてどの程度満足しているかを定期的に調査、検証することは、ブランド力

を維持し高めていくためには不可欠なことである。  

 

つぎに、地域の名前を商売のネタとして利用するだけではなく、地域名を冠した商品がその地

域ブランドのイメージ作りに一役買っているということを、理解することが必要である。つまり、

地域ブランドを利用するだけではなく、地域ブランドを一緒に高めるのだという前提に立たなけ

れば、地域ブランドの力は向上しない。したがって地域ブランドを利用しただけの商品の場合は、

逆に個々の商品・サービスの中長期的な成長も約束されない。  

つまり、地域名を使って商品化するには、①その商品のイメージが地域のイメージとあうこと 

②その商品が、その地域のイメージを具現化したもの ③その商品が、地域経済に貢献するこ

と・・・のいずれかであるとき、その商品と地域はシナジー効果が生まれ、よい循環が生まれる

ことになる。こうした地域の視点を加味しなければ、地域ブランドには結びつかないのである。 

                                  （報告 佐治） 

 

 

 



第６章 地域資源活用ビジネスの課題と提言、中小企業診断士の役割 

 

１．地域資源活用ビジネスの今後の展開 

近畿経済産業局は、各地域の強みである農林水産物、鉱工業品及びその生産技術、観光資源を

新たな視点で着目し、新商品の開発・生産などを行う「地域産業資源活用事業計画」を  １９年

１２月１４日に、新たに１１事業を認定した。「地域産業資源活用事業計画」の認定は、第２回

目となる。 

このうち福井県は、２件が該当し、うち１件はまさしく本報告書で取り上げられた（株）吉村

甘露堂（農林水産物としての福井米を用いた、ギャバプラス）であった。もう１件は、山久漆工

（株）の、越前漆器の産地技術を活かした「男性用アトマイザー」である。  

前回の認定とあわせ、近畿経済産業局管内での認定は、合計２７件、うち福井県が６件を占め

ている。事業所の割合からみても、管内ではきわめて高い比率を占めることになった。これは、

個別企業の開発意欲もさることながら、企業を支える支援機関の取り組みの成果が現れているも

のと見ても良いであろう。 

しかしながらこの認定は、計画が認められ、今後、開発～試作～販売と進めていく中の、第１

歩を踏み出したに過ぎない。今回の報告書の事例に示されているように、計画からその事業が円

滑に軌道に乗るまでには、まだまだ多くの障害が横たわっている。これまでいろんな制度におい

て事業計画を認められた企業が、挫折してきた事例には事欠かない。 

各企業の責任者及び、これまで支援を行なってきた担当者は、このことを認識する必要がある。

そのうえで、計画進捗のモニタリングを確実に行なって、必要な修正や是正を行なっていかなけ

ればならないであろう。 

 

２． 企業の社会的責任（ＣＳＲ） 

企業を経営するに当たって、近年「企業の社会的責任」の必要性が叫ばれている。利益だけを

追求し、社会的責任を果たさない企業は 終的に衰退し、社会的責任を果たした企業だけが長期

的に繁栄するとの考えである。 

この、企業の社会的責任（CSR）には、次のような３つの段階がある。 

まず、法律を守ることである。次項２．に示すような関連する法律をよく理解し、商品の製造

段階での活動、あるいは販売に当たって伝える情報などは、これらの法律に違反しないことが大

切である。法律として制定されていなくとも、それぞれの自治体の条例や規制、地域での取り決

めなどもあるから注意を要する。 

例えば、昨年以来 JAS 法による表示違反が騒がれている。その報道内容を見て、「こんなこと

まで、なぜ？」と首をかしげることも多い。確かに JAS 法に限らず、法律には未整備なところや



整合性に欠けているところがあることは間違いない。ただ企業としては、法令違反とされただけ

で、企業イメージを大きく損なってしまう。その意味で、CSR をリスクマネジメントの対象とし

てとらえることも必要となろう。 

２つ目は、法律の条文に書かれていないことでも、正義感を持って行うことである。法律の趣

旨と科学的根拠とを考慮して事業活動を行い、適切で公平な情報を提供することが必要である。 

３つ目は、地球環境保護の視点を持つことである。地球人としての自覚を持って、廃棄物やエ

ネルギー使用量の削減など、汚染の予防に配慮した事業活動を行うことが必要である。 

これらの社会的責任（CSR）を確実に実践することによって、ブランドイメージが維持・向上

されることになる。さらに消費者に信頼され、消費者が自己の必要とする製品

やサービスを安全かつ適切に選択でき、企業としての存続も可能になるのであ

る。 

 

３．地域資源活用ビジネスに関する主な法律 

地域資源活用ビジネスといっても、一般になじみのある分類ではない。しかしながら、不充分

な理解のまま事業を始める前に、都道府県の行政担当部署や専門家の意見をよく聞いて、自社の

事業にかかわる法律・規制はよく調査し、またその改訂にも対応していく必要がある。  

また、個人情報の取り扱いや広告表現などに関しては、従業員にも重要性の認識と正しい理解

を植え付けることが大切である。これを怠ると、知らないまま法律を破ることになり、 悪の場

合には、事業存続が危うくなることさえ生じかねない。  

関連のビジネスにかかわる主な法律を以下に示す。  

①薬事法②健康増進法③不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法）④食品衛生法⑤食品安

全基本法⑥農林規格および品質表示の適正化に関する法律（ＪＡＳ法）⑦特定商取引に関する法

律（特定商取引法）⑧工業所有権（商標法など）⑨消費者契約法⑩製造物責任法（ＰＬ法）  

法規制が強化されるなか、悪意はなくとも知らずに違法行為を行なってしまい、企業イメージ

を損なってしまう例が後を絶たない。逆に言えば、過去の違法行為の積み重ねが、今の法規制の

強化と、消費者の不信感を生んできたといえるかもしれない。 

 

４．「地域資源活用」のビジネスチャンス 

地域資源は、様々な社会活動や経済活動に裏付けられたものである。その意味で、ビジネスチ

ャンスはいたるところに転がっている。  

たとえば、温泉などの地域資源の健康への効用は日本に限らず、ドイツの森林浴や、地中海に

起源をもつタラソテラピー（海洋療法）など外国にも見られる。例えば、タイ北部チェンマイ近

郊のヘルスリゾート（健康保養地）では、スパなどのほかに、地元でとれた野菜などをふんだん



に提供し、宿泊者の血液状態を改善させるサービスも提供されている。これらの取り組みは「自

然療法」と呼ばれており、諸外国では自然療法を保養や観光と結びつけた「ヘルスツーリズム（健

康保養型観光）」として、地域の主要な産業となっている。  

こうした取り組みは、我が国でも各地で同様に行われている。我が国は温泉資源に恵まれてい

ることから、とくに 温泉を活用した取り組みが多い。温泉を活用した健康サービスとしては、

温泉利用指導者による泉質を考慮した入浴指導や温泉プールでの水中ウォーキングなどが代表

的だ。 

また、長浜市には都市魅力創出の基本理念として博物館都市構想がある。構想は市民が育んで

きた文化の蓄積や伝統的なまちの雰囲気を現代の生活のなかに生かして、まち全体を博物館のよ

うに魅力あるコトやモノで覆い、個性ある美しく住めるまちにしていこうという考え方である。

昭和 59 年 3 月に策定され、構想の理念が市民と共有できたことが、その後のダイナミックな事

業推進のエネルギーとなっている。 

さらに、自社で培ってきた技術を伸ばすことも重要である。福井県あわら市の三澤機業場は、

繊維業界の危機的状況下で「原糸メーカーや産元商社に頼らず自立、一本立ち」に挑戦してきた。

同社は 52 年に現社長の三澤繁幸社長の父親が創業し、三澤社長は 2 代目。「父親は賃加工の機織

り屋だったが、94 年に亡くなってから『このままでは未来はない。賃加工からの脱皮、自立』を

決断。自分で糸を買って染め、産元を通さずアパレル問屋などに売りに歩いた」。三澤社長が開

発した新商品は"光り物"の複合織物。軽く光沢感があり、見栄えが良い。軽さは以前の製品と比

較すると 3 分の 1 から約半分だ。ジャケットやパンツ、コートなど用途は広い。 

 

中小企業白書でも、地域資源を活用した商品やサービスの差別化が、中小企業が利益を上げる

のにますます重要になっていると指摘し、差別化のポイントを有する企業は増益傾向にあると述

べている。市場において厳しい低価格競争に巻き込まれず、高価格帯で経営できている会社は、

地域資源を踏まえている割合が高いというのである。  

精密部品や家具作りなど伝統的に継承された製造技術の高度化、農林水産物の高付加価値化、

観光資源の掘り起こしなどの取り組みが目立つ。産学官連携や異業種交流などをこれまで以上に

活発化する必要があろう。  

 

５．中小企業診断士の役割 

 ここまで、地域資源活用ビジネスに関する事例や、それを取り巻く環境について紹介した。共

通しているのは、多くの人々が抱えるニーズに対応するために立ち上がった企業が、その解決を

うまく地域資源というシーズに結び付けている点である。これらの事業が逐次成功に結びつくこ

とができれば、地域資源活用ビジネスが、今後ますます地域に浸透していく可能性は大きいと思



われる。 

ただ、これらを推進していくためには、その事業における計画立案から、企業の経営管理体制

強化や人材育成といったしくみ作りが必要になってくる。その中での中小企業診断士の大きな役

割として、個別企業の経営資源やシーズにマッチしたビジネスプランの作成、経営課題の改善、

不足する人材を補うことなどがあげられる。そのためには、専門的アドバイスに加え、さまざま

な専門家とのコーディネーターとしての役割も求められるであろう。  

すなわち、中小企業を支援する任務を負っているのは、中小企業診断士だけではない。税理士、

弁護士、技術士、弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士など多くの「士」業が企業を支

えている。これら他の「士」業の人たちにとって、中小企業診断士の強みは、大きく次の２つに

集約される。ひとつは「コーディネータ的な仕事の仕方」、「専門家チームのまとめ役的な立場で

ある」といった機能を担うこと、あるいはプロデューサーとしての役割である。もうひとつは「社

長の立場にたつという意味で長けている」、「会社とのコミュニケーションをとれる立場」といっ

た経営者のより身近なパートナーという役割であろう。  

また、多くの「士」業の方と接触するときに痛感させられることのひとつが、他「士」業との

連携に対するどん欲な姿勢である。中小企業診断士においても、もっと危機感をもち「士」業間

での連携関係を構築することも必要ではないかと思う。 

それでも、中小企業診断士には、さまざまな分野の専門家がいることも大きな特徴である。マ

ーケティング、技術、生産管理、システム構築など多岐にわたっている。一方、中小企業の中に

は、生業・家業の域から一歩も出ていないところも多く、経営支援ニーズは千差万別である。会

社が成長する過程においても、様々な課題が出てくる。人材面、財務面、営業面、製造面、サー

ビス面、法律面、その他経営者が抱える課題は無尽蔵にあり、これらの一部に不備が生じただけ

でも、破綻にいたる場合さえある。  

その中で、中小企業診断士として、基本的には以下の項目における支援が必要になろう。 

（１）経営理念の明確化とビジネスプランの作成 

  社会的使命、自己実現との調和、戦略の立案 

（２）経営改善要素の抽出と解決策提言 

     財務管理、人事管理、販売管理、生産管理、技術、情報管理などにおいて、具体的管

理項目の設定と、管理内容の改善と手順化。 

（３）改善効果の確認と次なるアクション 

     収益性、顧客満足、社員満足 

 すなわち、企業の方向性と課題解決を支援するだけなく、新たな課題が産出する活動結果につ

いて、より確かな支援が求められるのである。 

                                   (報告 佐治) 



おわりに 

 

 今回のテーマである「地域資源活用」ビジネスは、まだ事業として未成熟であり、分野として

確立しているわけでもありません。したがって、各調査委員もテーマの把握とその取り組みには、

かなり苦労されたと思われます。とくに、個別の企業を訪問しヒアリングを実施された方は、経

営者に対する質問及びその回答を引き出すのにも、かなりの工夫をされたはずです。ただ、彼ら

のおかげもあり、今回の調査研究事業によって、福井県における地域資源活用ビジネスの現状と

課題及びその方向性が、わずかながらでも見えてきたのではないでしょうか。  

 

他方、中小企業の現状を見ると、平成 18 年から１９年にかけて、福井県の地場産業である繊

維、眼鏡枠企業の大型倒産が相次ぎました。建設業や地域の商店、サービス業の衰退も、目を覆

うばかりです。地域の中小企業の現状は、きわめて厳しいものです。  

そのなかで、地域資源活用事業は、今後地域に根付きさらに成長が期待される分野ということ

で、従来の古いビジネスモデル、企業体質を一新し、より近代化された事業分野に変化していく

ことが、強く期待できるものです。そして、この報告書により、多くの方が業界や企業の現状を

認識していただき、今後の活性化の一助となれば幸いです。  

 後に、今回の調査研究事業を実施するにあたり、ご支援・ご協力をいただいた方々に、厚く

お礼申し上げます。  
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