
（一社）福井県中小企業診断士協会 

平成２９年度事業報告 
 

１．２９年度の事業について 

今年度も継続して重点的に取り組んできたことは、地方創生というテーマで、地域に、

企業にいかに診断士の活用を呼び掛けるかと言うことであった。 

対外的には、チーム支援という形で積極的に事業の受託を働きかけること、「診断士の

日」に行うシンポジウム開催で行政機関、支援機関に対して“診断士の力”を示す、訴え

ることであった。シンポジウムは今年も全市町から協賛をもらい、多くの参加者を集め“診

断士の力”をアピールできたものとして評価している。 

内部的には毎月の例会や研究会活動等を実施し、これらの活動をホームページ、パンフ

レットなどを通じて紹介し、より見えるように、より伝えることができるように取り組ん

できた。 

 

（１）受託事業について 

今年度の新規事業として、県内３商工会が実施する経営発達支援計画での事業支援があ

った。主な事業としては、地域経済動向調査、需要動向調査、経営計画策定、経営診断な

どである。企業内診断士を含め多くの会員に参加してもらい実行した。調査報告書に関し

ては、どこの商工会からも好評を得ることができた。また継続事業として①チーム支援に

よる事業受託（福井県、大野市、あわら市、県公社からの受託）②計画策定事業（再生支

援協議会、経営改善計画センター、信用保証協会）③創業塾・創業セミナー（商工会議所、

商工会、信用保証協会）、見習い研修、中小企業診断士養成塾等の事業④ＩＴ導入補助金に

関する支援事業などを実施してきた。これらの事業は、福井県内に広く中小企業診断士と

しての知名度を高め、行政機関、支援機関からの信頼を得ることができたものと評価して

いる。 

 

（２）組織活動、会員参加について 

今期は延び延びになっていた協会のビジョンづくりを行った。あるべき中小企業診断士

の姿や組織の在り方等を検討し、今後の中小企業診断士（協会）の活動をどう進めていく

か討議した。ビジョンは今後の指針として総会で発表を行った。 

また、会員の資質・能力向上のためのスキルアップ研修会や会員間のコミュニケーショ

ンをより増やすための例会を積極的に実施した。毎月多くの参加があったが、まだ全く参

加していない会員も少なくないため、さらなる企画（嶺南での例会など）が必要である。 

これらの活動を踏まえ、これらの取り組みもあって、当協会会員数は９０名となり、北

陸３県では最大の会員を持つ協会となった。今後はさらに会員の参加（率）を高めるため、

企業内診断士の活躍の場づくりなどに向けて取り組むことが重要と考えている。 

 



２．会議等の開催 

（１）総会 

日 時  平成 29年 5月 19日（金）18時 00分～19時 00分 

 場 所  福井商工会議所ビル 2階ＡＢ会議室 

議 題  ・平成 28年度事業報告、収支決算の報告 

・平成 29年度事業計画（案）審議、収支予算（案）審議 承認 

・定款の変更 

・役員選任（追加） 

  出席者  67名（委任状出席 27名含む） 

 

（２）会員交流会 

日 時  平成 29年 5月 19日（金）19時 15分～21時 00分 

場 所  ふせ金 

 出席者  42名 

 

（３）新年会（兼 1月例会） 

日 時  平成 30年 1月 26日（金）18時 30分～21時 00分 

場 所  チャイナテーブル 

  出席者  28名 

 

（４）役員会 

（第１回） 

日 時  平成 29年 4月 19日（水）18時 30分～21時 30分 

場 所  福井県産業情報センタービル ２階 会議室Ｂ 

議 題  ・新年度の組織体制、総会資料の確認について等 

 出席者  14名 

（第２回） 

日 時  平成 29年 6月 14日（水）18時 30分～21時 

場 所  福井県産業情報センタービル ２階 会議室Ｂ 

議 題  ・委員会参加希望・ニーズ調査の結果について等 

出席者  17名 

（第３回） 

日 時  平成 29年 8月 3日（木）18時 30分～21時 00分 

場 所  福井県産業情報センタービル ２階 会議室Ｂ 

 議 題  ・各委員会事業実施状況、更新研修について 

出席者  10名 

（第４回） 

日 時  平成 29年 9月 27日（水）18時 30分～21時 00分 



場 所  福井県産業情報センタービル ４階 会議室 

 議 題  ・プロコン養成塾、シンポジウムについて等 

出席者  13名 

（第５回） 

日 時  平成 29年 12月 1日（金）18時 30分～19時 30分 

場 所  酒肴コブ 

 議 題  ・海外視察研修、近畿ブロック会議報告等 

出席者  14名 

（第６回） 

日 時  平成 30年 2月 28日（水）18時 30分～20時 30分 

場 所  福井県産業情報センタービル ２階 会議室Ａ 

 議 題  ・海外視察研修の実施、協会ビジョン、総会の開催日程等 

出席者  13名 

 

 

３．委員会活動および研修会の開催 

 

【事業運営部】 

 

（１）事業推進委員会  委員長  竹内 真一 理事  他委員１名 

①受託事業の実施 

1) 福井県再生支援協議会   

：「再生計画作成」事業  計画作成 6件（次年度以降分含む） 

2) 経営改善支援センター   

：「経営改善計画策定」  

計画作成 7件（次年度以降分含む）、モニタリング 26件 

3) 福井県信用保証協会     

：「経営診断、計画策定、計画フォロー、創業支援、創業フォロー、 

事業承継、生産性向上」 

      支援件数 85件  （参加者 16会員） 

4) 福井県農林水産部          

:「農協財務診断７組合」 

5）チーム支援 

 ：３商工会（池田、越前市、福井北） 

：３商工会（自主事業として）（越前町、永平寺町、坂井市） 

：大野市（昨年からの継続事業）、あわら市農業法人支援 

：その他 2社（福祉施設、福井県公社） 



6）補助金等事業計画策定支援 

 ：ＩＴ導入補助金申請書作成サポート 申請 69社 

 ②経営革新等認定支援機関業務 

ものづくり補助金申請書作成支援 0社 

 ③ものづくり補助金に関する相談会実施  

   福井商工会議所（協力団体として） 

鯖江商工会議所、武生商工会議所（自主事業で共催として） 

 ④その他 

   福井県商工会連合会 能力開発セミナー 1回 

 

 

（２）創業支援委員会  委員長 出倉 裕  他委員 ７名 

創業塾、セミナー開催 

① 敦賀商工会議所 創業塾 

   日 時  平成 29年 9月 24日～10月 29日（全 5回） 

   受講者  17名受講 

   講師派遣  8名 

② 坂井市商工会 創業セミナー 

   日 時  平成 29年 11月 30日、平成 30年 2月 1日（全 4回） 

   受講者  25名受講 

    講師派遣 3名 

③ 武生商工会議所 たけふ創業スクール 

   日 時  平成 30年 1月 10日～2月 14日（全 6回） 

   受講者  29名受講 

   講師派遣  5名 

 

 

（３）県市町・支援機関連携委員会  委員長 左近 政裕 理事 

①支援機関の情報収集ついて、委員会を２回開催。 

②各委員が、支援機関の抱える課題等の調査を実施。 

 

 

（４）見習研修・養成塾委員会  委員長 北島 宏樹 理事 

①商工会連合会向け見習研修の実施。 

 研修生：1名（経営指導員見習） 

 実施日（全 10日）：9/29（金）、10/13（金）14（土）27（金）28（土）、11/2（木）3

（祝）22（水）23（祝）、12/8（金） 

 カリキュラム：座学１日、企業訪問＋報告書作成 8日（4社×2日）、総括 1日 



②中小企業診断士試験合格に向けての講義と全国模試の実施 

 【H29年度】 

 塾生：7名 

 実施日：5/20（土）、7/1（土）2（日）15（土） 

 カリキュラム：オリエンテーション 2回、全国模試 1回 

 1次試験合格者：1名 

 2次試験合格者：1名 

 【H30年度】 

 塾生：8名 ※3/31現在 

 実施日：10/21（土）、12/8（土）、1/20（土）、2/17（土）、3/17（土） 

 カリキュラム：オリエンテーション 2回、講義 3回 

 次年度も引き続き実施 

 

 

【調査研究部】 
 

（５）調査・研究委員会  委員長  竹川 充 理事 

 ①会議 

 第１回 平成２９年７月１２日（水）１８時３０分～ 

 場 所 福井県産業情報センタービル３Ｆ 

 参加者 ５名 

  内 容 調査・研究テーマ 「事業承継を契機とした組織経営構築」 

      本部の「調査研究」事業に応募 → 落選 

   

  第２回 平成２９年１０月２５日（水）１８時３０分～ 

  場 所 福井県産業情報センタービル３Ｆ 

  参加者 ４名 

  内 容 研究テーマを「事業承継事例研究」に切り替え 

      １ヶ月程度の期間で各自１事例を持ち寄ることとする 

 

  第３回 平成２９年１１月２０日（月）１８時３０分～ 

  場 所 福井県産業情報センタービル３Ｆ 

  参加者 ４名 

  内 容 各自の持ち寄り事例の選択 

      ３月を目途に５ページ程度で原稿をまとめる 

 

 ②成果物 ３月末日完成出来ず、翌年度への持ち越しとする 

 



 

（６）資格更新委員会 委員長 加藤 永俊 理事  他委員 13名 

①理論政策更新研修会 

日 時  平成 29年 9月 9日（土）8時 50分～13時 

場 所  福井県産業情報センター マルチホール 

内 容  新しい中小企業施策について 

「福井県における中小企業振興施策」 

講 師 福井県産業労働部 企画幹 吉川 幸文 氏 

事例研究 伝統工芸による地方創生への取り組み 

「技術を活かした新分野参入と海外展開への取組について」 

講 師 株式会社 龍泉刃物 代表取締役   増谷 浩司 氏 

         「職人集団“福井七人の工芸ｻﾑﾗｲ”発起人が語る地方創生への想い」 

講 師 株式会社 キッソオ ディレクター 熊本 雄馬 氏 

事例研究 地域経済と地方創生への取り組み 

「『福井地域学』～ 地方創生に向けて～」 

講 師 福井県立大学 地域経済研究所 所長・教授 南保 勝 氏 

受講者 111名 

 

②委員会の開催 

（第１回） 

日 時  平成 29年 6月 28日（水）18時 30分～21時 30分 

場 所  ふくい産業支援センター 2階会議室 

内 容  ・理論政策更新研修の実施内容（講師、テーマ）について 

・役割分担について 

出席者 13名 

（第２回） 

日 時  平成 29年 7月 27日（木）18時 30分～21時 30分 

場 所  福井商工会議所 2階会議室 

内 容  ・理論政策更新研修カリキュラムの確認について 

・理論政策更新研修の手配事項について 

・資格更新に関するアンケート調査実施について 

出席者 13名 

（第３回） 

日 時  平成 29年 9月 8日（金）17時 30分～20時 30分 

場 所  ふくい産業支援センター 2階会議室 

内 容  ・理論政策更新研修会 最終打ち合わせ 

・理論政策更新研修会 会場設営及び資料配布準備 

出席者 13名 



（第４回）  

日 時  平成 29年 9月 22日（金）19時 00分～21時 00分 

場 所   和食ダイニング 柳月亭 

内 容  ・理論政策更新研修アンケートレビュー 

・理論政策更新研修の振り返り、反省点 

・次回の理論政策更新研修への課題、改善点 

出席者  11名 
 

 

（７）福祉ビジネス研究会 委員長 中川義崇  他委員 9名 

①委員会の開催 

（第１回） 

日 時  平成 29年 4月 24日 18時 30分～21時 30分 

場 所  やなぎ町（飲食店） 

内 容  ・前年度の就労支援施設支援のふりかえり 

・各会員の担当するテーマ決め 

出席者 6名 

（第 2回） 

日 時  平成 29年 5月 22日 18時 30分～21時 00分 

場 所  いきいきプラザ霞の郷 

内 容  ・福祉事業所の人事制度コンテンツ構築 

・就労支援事業の移動販売コンテンツ構築 

出席者 4名 

（第 3回） 

日 時  平成 29年 12月 19日 18時 30分～21時 00分 

場 所  いきいきプラザ霞の郷 

内 容  ・就労支援事業の移動販売コンテンツ構築 

     ・セミナー開催の打ち合わせ 

出席者 3名 
 

 

（８）農業ビジネス研究会 委員長 前野 壽伸 理事  他委員 8名 

 ①第１回研究会 

   日 時  平成 29年 4月 5～6日 

   会 場  嶺南振興局農業経営支援部 会議室 

   内 容  当協会４月例会開催についての打合せ 

・農場見学依頼状況及び巡回経路等 

        ・例会発表資料の内容等 



        ・参加者人数の確認 

   参加者  福井県嶺南振興局 主任 前川英範氏、当委員会 前野 壽伸 

 

 

（９）観光産業化研究会 委員長 峠岡伸行・川嶋正己  他委員 8名 

①第１回研究会 

日 時  平成 29年 6月 29日（木） 

会 場  弥吉 駅前店 

内 容  観光産業化研究会の運営方針について 

     視察研修の内容について 

   出席者  7名 

 

 ②萩・津和野視察研修の実施 

会員研修・視察委員会と共催（詳細は会員研修・視察委員会の項参照） 

 ③尾道・津山視察研修の実施 

   会員研修・視察委員会と共催（詳細は会員研修・視察委員会の項参照） 

 

 

【組織運営部】 

 

（１０）総務委員会 委員長 川嶋 正己 理事  他委員３名 

①役員会・総会等の企画運営 

 上述２．会議等の開催参照 

②中期ビジョンの枠組検討 

 三役と原案作成（総会にて提示） 

③会員アンケートの実施、実務ポイント対策検討 

  会員ニーズを調査するためのアンケートを実施し、集計した（6月）。 

  その中でも切迫したニーズである実務ポイント対策を検討するために、対象者に対し

てアンケートを実施（8月）し、また、個別にヒアリング等を行った。 

  チーム支援への参加を促すなど可能な範囲からアクションを開始した。 

④会議等の開催 

（第１回委員会：事務局業務引き継ぎ） 

日 時  平成 29年 5月 1日（月） 17時 00分～18時 30分 

場 所  ふくい産業支援センター 相談室 

内 容  ・事務引継ぎ内容および 29年度事業内容・役割分担の確認 

出席者  5名 

（第２回委員会） 

日 時  平成 29年 7月 31日（月） 18時 30分～20時 



場 所  福井県産業情報センタービル 5階 会議室Ｃ 

内 容  ・三役同席にてビジョン作成等について検討 

出席者  8名 

⑤その他 

   三役とビジョン検討会を随時開催 

 

 

（１１）例会委員会 委員長  谷川 俊太郎 監事 

 ①４月例会 

   日 時  平成 29年 4月 8日（土）8時～16時 

会 場  おおい町、高浜町等の農場（農家）及び民宿 

内 容  (1)農場見学 

      a.(合)若狭こすもかんとりー（ネギ農家）：第３セクター事例 

      b.(合)ながの農園（トマト農家） 

     (2)講演（民宿にて） 

      a.メガファーム「若狭の恵」について  前野壽伸 

   b.若狭管内の大規模園芸施設の状況と課題について 

      嶺南振興局農業支援部 主任 前川英範 氏 

    出席者  18名（うち当協会会員 15名） 
 

 ②６月例会 

    日 時  平成 29年 6月 29日（木）18時半～20時 

会 場  アオッサ 6階 603会議室 

内 容  ①「平成 28年度福祉ビジネス研究会活動報告」 

             講師 当協会 中川 義崇 会員 

     ②「ベトナム視察報告」 

       講師 当協会 峠岡 伸行 副会長 

    出席者  18名（うち当協会会員 18名） 

 ③７月例会 

    日 時  平成 28年 7月 24日（月）18時半～20時 

会 場  アオッサ 6階 603会議室 

内 容  １．「福井県の観光の現状と課題」 

      講師 公益社団法人 福井県観光連盟 専務理事 佐々木康男 氏 

 

     ２．「大野市旅館チーム支援報告」～我々の感じた結～ 

      講師 当協会 竹内 真一 理事 /当協会 谷川 俊太郎 監事  

    出席者  19名（うち当協会会員 18名） 

 



 ③８月例会 

    日 時  平成 29年 8月 25日（金）18時半～20時 

会 場  アオッサ 6階 601C会議室 

内 容  ①「働き方改革実行計画の説明」 

      講師 当協会 峠岡伸行 副会長  

 

          ②「実例からみる中小企業の労務トラブル」 

      講師 当協会 出倉 裕 理事     

出席者  14名（うち当協会会員 14名） 

 ④１０月例会 

    日 時  平成 29年 10月 30日（月）19時～21時 

会 場  オステリア ダ シルバーノ 

内 容  ①「レストランの創業支援の取組事例報告」 

      講師 当協会 竹川 充 副会長 

 

     ②「創業の想いとイタリア料理の楽しみ方」（仮題） 

      講師 シルバーノ氏 鍋木 千代氏 

    出席者  17名（うち当協会会員 17名） 

⑤１月例会 

    日 時  平成 30年 1月 26日（月）18時半～19時半 

会 場  チャイナテーブル（ホテルフジタ内） 

     ※新年会の前に新年会会場で開催 

内 容  ①「企業内での中小企業診断士資格の活かし方」 

      講師 当協会 上條 辰徳氏、大森 健 氏 

 

②「独立時の想い」 

講師 当協会 松田 博史氏、川嶋 正己氏 

出席者  28名（うち当協会会員 28名） 

⑥３月例会 

    日 時  平成 30年 3月 20日（火）18時半～20時 

会 場  福井商工会議所ビル２階Ｄ会議室 

内 容  「企業内診断士が参加したチーム支援の取り組み事例報告 

       ～県内３商工会の経営発達支援計画アンケート調査分析～」 

４．発表者  池田町商工会  大森 健氏、上條 辰徳氏 

       越前市商工会  松田 博史氏 

       福井北商工会  仁井 寛喜氏、北島 宏樹氏 

出席者  17名（うち当協会会員 17名） 

 ※なお、各例会終了後、参加者による交流会を実施 



 

（１２）広報・ホームページ委員会 委員長 北島 宏樹 理事 

①Chamber(福井商工会議所 所報) 平成 29年 7月号、30年新年号に協会の広告掲載 

②協会ホームページの更新管理 

29年度におけるホームページの更新作業は次のとおり実施。 

1)新着情報     7回（前年度 18回） 

養成塾告知、例会、定時総会、地方創生シンポジウム、保証月報掲載告知、海外

視察など 

2)フリーレポート  6回（前年度 4回） 

会員、役員からのレポート、海外視察レポートの紹介 

3)診断ふくい、概要 1回 

4)会員紹介    3回（前年度 8回） 

5)調査研究レポート なし 

（前年度 0回） 

6)協会のご案内 3回（前年度 3回） 

     合計 22回（前年度 40回） 

②ホームページのアクセス集計 

ホームページの閲覧状況を把握するた

め、アクセスログの取得を行い、集計

を行った。 

28年4月以降の集計結果は表とグラフ

のとおり。 

ページ閲覧数は前年比 6.5％減となっ

ているが、安定したアクセス数を確保

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hits
訪問者
Visits

閲覧
Pages

平成２８年４月 46,144 3,336 13,348

平成２８年５月 49,636 3,513 12,142

平成２８年６月 45,984 4,293 13,857

平成２８年７月 41,790 4,156 13,748

平成２８年８月 47,774 3,868 14,488

平成２８年９月 54,628 3,811 14,122

平成２８年１０月 51,395 4,358 14,577

平成２８年１１月 53,618 4,325 13,484

平成２８年１２月 48,127 3,893 16,303

平成２９年１月 48,575 3,492 14,516

平成２９年２月 44,604 3,696 14,456

平成２９年３月 47,712 3,000 15,936

２８年度 579,987 45,741 170,977

平成２９年４月 43,649 3,098 15,906

平成２９年５月 45,373 4,047 15,755

平成２９年６月 49,434 4,692 13,439

平成２９年７月 43,983 3,553 11,869

平成２９年８月 46,953 3,529 10,593

平成２９年９月 48,490 3,899 10,324

平成２９年１０月 47,372 3,430 10,678

平成２９年１１月 46,293 3,655 9,977

平成２９年１２月 41,857 3,472 11,596

平成３０年１月 46,162 4,100 14,844

平成３０年２月 51,070 3,661 14,595

平成３０年３月 57,860 4,271 20,371

２９年度 568,496 45,407 159,947

（一社）福井県中小企業診断士協会
ホームページアクセス集計結果
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（１３）会員研修・視察委員会 委員長  吉田裕晃 理事 

①スキルアップ研修会 

１）第１回 

日 時  平成 29年 12月 8日（金）18:30～20:00 

    会 場  福井商工会議所ビル 国際ホール 

    テーマ  超・実践的「ロジカルシンキング」 

         ～「分かる」を超えて「出来る！」「使える！」論理的思考法 

講 師  木村 清香 氏（中小企業診断士） 

     東京都中小企業診断士協会中央支部所属 

出席者  29名 

  ２）第２回 

日 時  平成 30年 2月 21日（水）18:30～20:30 

   会 場  福井商工会議所ビル 国際ホール 

   テーマ  攻めと守りのＩＴ活用支援について 

       ～ＷＥＢマーケティングの売上向上支援と、 

                クラウド等を利用したシステムの導入支援～ 

   講 師  村上 知也 氏（中小企業診断士） 

        実践ＩＴ研究所 代表、㈱にぎわい研究所 代表取締役 

   出席者  18名 

 



②国内視察研修 

１）萩・津和野観光まちづくり視察研修 

    日 程  平成 29年 9月 30日（土）～10月 1日（日）（1泊 2日） 

    訪問先  山口県萩市、島根県津和野町 

         ・「はぎ御膳」、「うずめ飯」等郷土料理の体験 

         ・世界遺産「萩反射炉、松下村塾、城下町」見学 

         ・世界遺産ビジターセンター兼観光インフォメーションセンター 

          「明倫学舎」見学 

         ・萩駅にてトワイライトエクスプレス「瑞風」の歓迎模様を見学 

         ・太鼓谷稲荷神社訪問、津和野城跡見学、森鴎外旧宅見学 

         ・観光ボランティアガイドによる津和野街なか視察 

         ・ＳＬやまぐち号に体験乗車 

    参加者  6名 

    ※視察レポートをホームページに３回寄稿 

２）尾道・津山観光まちづくり視察研修 

    日 程  平成 29年 11月 11日（土）～12日（日）（1泊 2日） 

    訪問先  広島県尾道市、岡山県津山市 

         ・「尾道ラーメン」、「ホルモンうどん」等郷土料理の体験 

         ・観光ボランティアガイドによる古寺散策コース視察 

         ・おのみち映画資料館、おのみち歴史博物館見学 

         ・ONOMICHI Ｕ２（リノベーション）見学 

         ・衆楽園見学、津山城下町歴史館見学 

         ・観光ボランティアガイドによる津山街なか視察 

    参加者  9名 

    ※視察レポートをホームページに１回寄稿 

 

③海外視察研修 

    日 程  平成 30年 2月 10日（土）～14日（水）（3泊 5日） 

    訪問先  マレーシア連邦クアラルンプール市及びシンガポール 

・ジェトロ・クアラルンプール事務所 

         ・増永眼鏡マレーシア（セレンバン市） 

         ・伊勢丹ジャパンストア（クアラルンプール市） 

         ・勘八トロイカ店（クアラルンプール市） 

         ・イオンモール・シャーアラム店（シャーアラム市） 

         ・シンガポール高島屋（シンガポール） 

    参加者  4名（福井県経営者協会と共催し、県内大学に学生の参加を呼びか 

            け、大学生 3名を含む合計 15名が参加） 

    ※視察レポートをホームページに寄稿 



 

 

（１４）シンポジウム委員会 委員長 竹内 邦夫 理事  他 

①シンポジウム 

日 時 平成 29年 11月 10日（金） 

       シンポジウム ＰＭ3：00～ 交流会    ＰＭ6：00～ 

場 所 福井商工会議所ビル・国際ホール 

テーマ 『地方創生に参画する中小企業企業診断士』 

内容（事例発表） 

１）基調講演（28年度中小企業経営診断ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ・中小企業診断協会会長賞受賞）  

地域資源「ふくこむぎ」を活用した新商品開発及び IoT化による生産性への 

取り組みについて～紙一枚にまとめる「事業計画」フレームワーク～ 

発表者 加藤 永俊（加藤中小企業診断士事務所 当協会会員） 

ゲスト 大川 恭史 氏（㈱オーカワパン 代表取締役） 

２）チーム支援による地方創生参画事例共同発表 

ａ．南越前町の事例 ～今庄宿の観光活性化支援～ 

  発表者 竹川 充（ＭＩＴコンサルティング㈱ 当協会会員） 

ゲスト 関根 将人 氏（南越前町観光まちづくり課参事） 

治内 茂喜 氏（南越前町観光まちづくり課主査） 

ｂ．大野市の事例 ～地元診断士だからできる支援のあり方～ 

  発表者 谷川 俊太郎（ＦＳＡコンサルティング㈱ 当協会会員） 

  ゲスト 上藤 正純 氏（大野市商工観光振興課長） 

   参加者 シンポジウム ８３名（他、マスコミ２名） 交流会 約６０名 

 

 

３．他団体との連携、参加事業、参加会議、その他 

（１）中小企業診断協会（本部） 

総会（津田会長出席） 日 時  平成 29年 6月 21日（水） 

 

（２）平成 29年度近畿ブロック会議 

   日 時  平成 29年 11月 22日（水）13：00～15：00 

場 所  奈良ホテル 会議室「菊の間」 

内 容  ・本部連絡事項、県協会活動報告 

出席者  近畿７府県協会及び中小企業診断協会より 17名が参加 

     当協会より津田会長、竹川副会長 

 

（３）平成 28年度北陸三県協会・士会事務連絡会議 

日 時  平成 30年 2月 23日（金）14:30～16:30 



場 所  ホテル よし原（富山県） 

内 容  ・各県協会・司会の事業実施状況について、その他 

出席者  北陸三県協会より 7名が参加 

当協会より津田会長、竹川副会長 

 

 

４．入退会の状況 

区 分 入 会 退 会 
30年 3月末現在 

会 員 数 

正  会  員 ４名 ０名 ８９名 

準 会 員、他 ０名 ０名  ０名 

 

 

５．組織 

 

 

 

 

 

 

 

会長 
［津田 均］ 

事業運営部 
［津田 均 会長］ 

調査研究部 
［竹川 充 副会長］ 

組織運営部 
［峠岡伸行 副会長］ 

調査研究委員会［竹川充］ 

資格更新委員会［加藤永俊］ 

監事 
［長谷川俊文、谷川俊太郎］ 

総務委員会［川嶋正己］ 

例会委員会［谷川俊太郎］ 

広報・ホームページ委員会 

  ［北島宏樹］ 

会員研修・視察委員会 

［吉田裕晃］ 

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ委員会［竹内邦夫］ 

福祉ビジネス研究会［中川義崇］ 

農業ビジネス研究会［前野壽伸］ 

観光産業化研究会 

［峠岡伸行・川嶋正己］ 

 

三役会 理事会 

副部長 
［竹川 充 副会長］ 

事業推進委員会［竹内真一］ 

創業支援委員会［出倉裕］ 

県市町・支援機関連携委員会

［左近政裕］ 

見習研修・養成塾委員会 

［北島宏樹］ 

 



（単位：円）

科　　　目 予 算 額 決 算 額
うち

受託事業決算
うち

一般会計決算

会  費 3,655,000 3,748,500 3,748,500 　＠43,000×84名   新会員5名

役務収益 0 3,818 3,818 　診断士賠償責任保険手数料

受託事業収入 25,790,000 25,352,338 25,352,338 　受託事業会計より【別紙】

経常収益計 29,445,000 29,104,656 25,356,156 3,748,500

本部会費 840,000 840,000 840,000 　＠10,000×84名

総会費 300,000 214,956 214,956 　総会・会員交流会

会議費 540,000 426,060 426,060 　理事会・新年会・理事監事活動費

事業費 26,024,000 24,706,666 22,685,246 2,021,420

(155,035) 　委員会・研究会会議費

(451,390) 　例会事業費

(698,530) 　視察研修事業費

(103,680) 　パンフレット作製費等

(194,400) 　システム管理事業費

(240,165) 　シンポジウム・診断士の日イベント

(178,220) 　出張旅費・ブロック会議

事務所開設準備費 0 0 0

通信費 155,000 206,987 16,554 190,433 　電話料金、切手代金等

消耗品費 105,000 70,882 10,720 60,162   封筒印刷

保険料 140,000 241,180 241,180 　賠償責任保険料

渉外費 100,000 102,400 102,400   御香料（4名）

事務所費 50,000 49,248 49,248   消耗品等相当額代替支払

租税公課 0 252,805 240,000 12,805 　変更登記・消費税等

事務管理費 840,000 840,000 480,000 360,000 　受託事業・会計担当事務局

雑費 170,000 140,379 48,604 91,775 　振込手数料・その他

経常費用合計 29,264,000 28,091,563 23,722,304 4,369,259

当期経常増減額 181,000 1,013,093 1,633,852 △ 620,759

経常外収益 1,000 480,089 480,048 41 　預金利息・事務収入

経常外費用 0 0

税引前正味財産増減額 182,000 1,493,182 2,113,900 △ 620,718

法人税等 80,000 65,000 65,000

当期正味財産増減額 102,000 1,428,182 2,113,900 △ 685,718

正味財産期首残高 8,689,788 8,689,788

正味財産期末残高 8,791,788 10,117,970

平成29年度正味財産増減決算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日

備　　　　　考

※参加費収入は、予算は純額で計上、決算は実額で計上している。



(単位：円)

科　目 金　額 科　目 金　額

　普通預金 10,370,770 　未払金 503,000

　未収入金 270,000 　前受金 19,800

　正味財産 10,117,970

合　 計 10,640,770 合 　計 10,640,770

 

【資　産】

普通預金/一般（福邦銀行本店営業部） 2,529,884 円

普通預金/一般（福井銀行丸岡支店） 316,685 円

普通預金/一般（福井信用金庫志比口支店） 10,000 円

普通預金/特別（福邦銀行本店営業部） 5,834,029 円

普通預金/特別（福井銀行本店営業部） 1,680,172 円

未収入金（あわら市） 270,000 円

合　計 10,640,770 円

【負　債】

未払金　　（あわら市） 243,000 円

未払金　　（事務管理費） 20,000 円

未払金　　（消費税） 240,000 円

19,800 円

522,800 円

【差引正味財産】

繰越金 10,117,970 円

平成29年度　貸借対照表

平成30年3月31日現在

前受金　　（改善センター事業）

財　産　目　録

平成30年3月31日現在

資　産　の　部 負　債　・　基　金　の　部


