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１．支援機関診断士に係る課題 
（１）「中小企業診断士」の課題 

 士業としての発展、隆盛とは、その資格を持つことにより「稼げる」「食べられる」人材

が増えるということであろう。その意味では、独立してやっていける有資格者の数が増え

ることがその目安になる。例えば税理士の登録者数は 7 万 5 千人以上であり、それだけの

数が開業もしくは社員、あるいは補助税理士として収入を得ている。中小企業診断士は税

理士のように独占業務を持たないので単純比較はできないが、2 万人を超える中小企業診断

士のうち、プロコンとして独立して活躍する診断士は 3 割に満たない。大半が金融機関を

始めとする企業内診断士であり、商工会、商工会議所始め、筆者所属の都道府県等中小企

業支援センターなどの産業支援機関に勤務する診断士もプロコンと同じぐらいの数になる

と思われる。過半を占める企業内診断士が、この資格に本来求められる「診断士らしい」

能力を発揮し、「診断士らしい」仕事、業務をしているのであれば、「診断士で食べている」

と言えるところだが、後述するように、実際にはそうはなっていない。中小企業診断士の

認知度が税理士や社会保険労務士ら他の士業と比べて低いことは大きな課題であるが、そ

れは登録者数の違いだけではなく、実際にその資格で「食べている」人数の違いに行き着

く。税理士と診断士を比べれば、登録者数では 4 倍弱だが、実際に資格で食べている人数

の割合とすると 10 倍以上の開きとなってしまう。 

中小企業診断士の認知度を高め、その社会的評価を高めていくには、プロコンとして活

躍する診断士を増やすことはもちろん必要。それだけではなく、過半を占める企業内診断

士がそれぞれの組織で「診断士らしい」活躍をして評価を受けることも、より現実的な課

題と言えるのである。 

 

（２）「産業支援機関」の課題 

①支援能力の向上 

商工会、商工会議所始め都道府県等中小企業支援センター、中小企業団体中央会などの

産業支援機関（以下、支援機関という）には、企業の課題・相談に一箇所で対応できる「ワ

ンストップサービス」や、個別の企業に深くかかわって寄り添うように支援しようという

「ハンズオン支援」というキャッチコピーが与えられ、その実現を促されてきた。しかし、

実際の支援機関の業務は与えられた事業予算ごとに遂行され、それに応じて担当者も分け

られることから、個別企業との関わりはどうしても単発的になる。また、抱える職員の能
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力や専門性にもバラつきがあることなどから、言葉通りのサービス、支援を実現しかねて

いるのが現実であろう。 

支援機関としては、個別企業の多様な課題を総合的に引き受け、寄り添いつつ解決へと

導いていくような支援能力の発揮を求められている。そのためには、それを実現する仕組

みの構築と職員のスキルアップが課題となっている。 

 ②「支援機関」の連携 

 またワンストップサービスとはいいながらも、支援機関はそれぞれに主として与えられ

た役割があり、得手不得手も当然にあることから、それぞれが有機的な連携をすることで

地域の産業を活性化に導くことも求められてきた。しかし実際には、それぞれの担当分野

が分かれていて日常業務での接点がないことなどから、連携のための会議は頻繁に開催さ

れても現場レベルでの連携は遅々として進まない、というのがこれまでの現実であった。

展示会・商談会などを合同開催するといったことはできても、個別企業の支援において連

携する例は中々見られなかった。逆に重なる分野や事業があると、ともすれば縄張り争い

のような場面も見られるなど、有機的な連携というには遠い状態というのが実情ではなか

ったか。 

 これまで、国としても支援機関の連携強化、トータルでの支援能力向上を企図して「地

域力連携拠点」「中小企業応援センター」などの枠組を構築してきた。さらには平成 26 年

度より「よろず支援拠点」という既存の支援機関連携とは別の枠組を始めた。このことな

どは、既存支援機関の連携、そして支援能力が十分ではないとの判断からと思われ、残念

な思いを拭いきれない。 

 

（３）「支援機関診断士」の課題 

福井県在住の中小企業診断士の内、3 割近くが支援機関の職員である。中小企業診断士で

あれば「企業診断」や「コンサルティング」、それに準ずる助言や相談といった業務にこそ

そのスキルの発揮を求められるものであるし、本人としてもそれを発揮したいと思うのが

大方のところであろう。だが実際には、支援機関に所属する診断士の大半は「診断士らし

い」仕事に時間やエネルギーを割けていない。 

例えば商工会や商工会議所であれば「夏祭り」などのイベントも大きな事業であり、膨

大なエネルギーを費やす業務となる。「地域商品券」といった国や県の委託事業も数多く降

ってくる。これらの滞りない遂行が組織として求められ、職員としてもそれが第一義の仕
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事となる。残念ながら、これらの事業・事務の遂行には診断士的スキルが少なくとも直接

的には必要とされない。また、私が所属する県産業支援センターでも県や国の補助金事業

の窓口となっており、診断士の職員が主担当をするケースも多い。この補助金業務の中で

診断士のスキルを一番発揮できるのは事業計画への助言・指導という部分であるが、そこ

に割けている時間・エネルギーは全体の 1 割程度でしかない。支出内容の検査といった管

理事務が半分以上を占めてしまう。3～4 割を占めるのが、説明会やチラシ作成等の広報業

務や審査・決裁等に関する事務といったところである。 

直接的に経営支援を行う部署にいても、専門家派遣の前段階での相談を行うだけだった

り、相談会でも専門家のサブとして付いたりということが多く、個別企業に深く関わって

助言・指導するというケースはあまり見られない。このような状況では、せっかく診断士

の資格を持っていてもそのスキルを磨く機会、発揮する機会に恵まれない。支援機関の職

員が純粋に中小企業診断士として評価される機会が極めて少ないということである。スキ

ル発揮とその手応えを感じられるのは、補助金のための事業計画や経営革新計画の作成支

援、その採択率ぐらいという感じではないか。 

診断士としてのスキルを発揮する場、スキルを磨く場を十分に与えられていないという

ことは、自らが診断士であることの意義を問う大きな課題となっている。 

 

（４）提案の趣旨・目的 

本レポートでは、支援機関診断士、支援機関、中小企業診断士（業界）の課題を同時に

解決する一つのモデルとして、福井県の支援機関連携による「企業支援チーム」が「地方

創生」の時代に地域資源活用ビジネスに挑む第三セクターを支援した事例を紹介し、支援

機関職員が「診断士らしい」仕事をする仕組みを提示し、その際に有効なコンサルティン

グのポイントについて考察する。 

「福井モデル」と題した「支援機関診断士が診断士らしい仕事をする仕組み」が「支援

機関の支援能力向上」と「支援機関の連携」につながり、ひいては「中小企業診断士の社

会的評価向上」につながる好循環を生むという、その可能性の一端を感じていただくこと

が目的である。 

そのために「福井県の支援機関連携による企業支援の仕組みの紹介」⇒「『企業支援チー

ム』による支援事例の内容・成果」⇒「成果に繋がった要因の考察」という流れで論を進

め、最後に「福井モデル」の可能性についてまとめたい。 
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２．「企業支援チーム」の仕組みの概要 
（１）福井県内支援機関連携による「組織横断型専門性向上事業」の概要 

 福井県担当部からの声かけもあり、県内各商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、

県産業支援センターは、各機関の「連携強化」と「職員のスキルアップ」を目的として、

平成 22 年度に「組織横断型専門性向上委員会」を組織した。県からの予算などはなく、各

機関が対等に負担金を拠出して運営することとし、県商工会議所連合会、県商工会連合会、

中小企業団体中央会、県産業支援センターの 4 機関が幹事機関となった。代表幹事は 4 機

関が一年交代の持ち回りで務めることとした。平成 22年度は、原則として全職員を対象に、

幹事機関それぞれの企画により合同での演習型研修を実施した。 

平成 23 年度からは、演習型研修に加え、より実践的な連携とスキルアップを企図して、

各機関職員が混成チームを組んで個別企業の経営革新を直接的に支援する「企業支援チー

ム」制度を開始した。 

図表 1：「企業支援チーム」制度実施の経緯  
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（２）「企業支援チーム」制度の概要およびチーム編成例 

「企業支援チーム」制度の概要は以下の通りである。 

①チーム編成 

各支援機関から中小企業診断士を始めとする支援実務担当者を二十数名選抜し、5 人前

後を 1 チームとして 4～6 チームを編成する。 

②支援先 

各チームメンバーが支援先の候補を持ち寄り、その中から必要性や波及性などを考慮

してチームとしての支援先を 1 社選定し、チームとしてハンズオン支援を行う。 

③支援期間・スケジュール 

6 月頃に全てのチームのメンバーが一堂に会してキックオフミーティングを開催する。

その場では、全体でのスケジュール等を確認した後、チーム毎に支援先や支援内容、ス

ケジュール、メンバーの役割分担、メンバー間の連絡方法などを決めていく。半年程度

の支援期間を経た年末頃に、二十数名の全メンバー、各支援機関の関係役職員が集まっ

て、支援結果や今後の支援方針の報告、意見交換を行う全体報告会を開催する。 

年度ごとに支援企業やメンバーの一部入替も行う。支援企業から継続支援の要望があ

る場合は支援を継続する。同一企業への継続支援は 3 年までを一応の限度としたが、4 年

目以降もチームメンバーでアフターフォローできることとした。 

 ④チーム編成例 

  参考までに、筆者所属チームの一年目の編成、役割分担を以下に記載する。 

リーダー：県産業支援センター（中小企業診断士） 

     全体統括・議事進行、ビジョン・商品戦略・組織戦略担当 

サブリーダー兼プレゼンター：福井商工会議所（中小企業診断士／経営指導員） 

     財務・価格戦略・販路戦略担当 

企業担当：わかさ東商工会（社会保険労務士／経営指導員） 

     支援先との連絡調整、組織戦略・販路戦略担当 

記録・書記：坂井市商工会（中小企業診断士／経営指導員） 

     商品戦略・販促戦略担当 

 総務：勝山商工会議所（経営指導員） 

      財務・価格戦略担当 
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全体流れ 全体日程

↓ ↓

継続支援グループ 新規支援グループ
（手順例） （手順例）

前年度提案内容の確認
継続支援計画案の検討とスケジュール調整

グループリーダーを中心に、支援先事業所
の選定とスケジュール調整

↓ ↓

リーダー・企業担当を中心に、トップインタ
ビューを実施。前年度からの業績、事業環境
変化の把握と、前回提案内容の実施状況の
確認

リーダー・代表メンバーでトップインタビュー
を実施。組織概要と現状把握、革新目標（経
営課題）の確認

↓ ↓

グループ合議（メール等）によるアクションプ
ラン、追加支援策の検討

グループ合議（メール等）による革新計画の
方向性・概要の検討、現地インタビュー計画
策定

↓ ↓

↓

グループメンバーで役割分担をして問題の
改善策、新商品コンセプト等を検討

↓

メンバーの検討内容を持ちより、グループの
提案をまとめる。集合可能なメンバーで合
議。

↓ ↓

アクションプランの中間レビュー、取り組み支
援（アドバイス等）

リーダー・代表メンバーによる事業所訪問、
提案書の提出と説明、質疑応答

↓ ↓

↓ ↓

平成２４年度　企業支援チーム
研修概要（案）

12
月

企業支援チーム全体報告会

支援企業への効果確認（アンケート実施等）

6
月

９
月

～

10
月

11
月

　・企業支援チームの研修目的と、支援スキーム、全体スケジュール等の説明
　・グループにわかれて、支援内容・方法・役割分担、スケジュール等の打合せ
役割分担の例（新規支援グループの場合）
【リーダー】グループの企業支援活動のリーダーシップをとり、合議ではファシリテータとなる。
【企業担当】支援する事業所の担当者が務める。企業との折衝、スケジュール調整などを行う。
【記録・書記】グループの合議、活動、現地ヒアリング等の記録を作成しメンバーに提供する。
【プレゼンター】企業への提案書説明、全体報告会でグループの活動内容・成果の発表及び資料作成。
【総　務】グループ内での連絡事項、スケジュール管理、支援に必要な資料や情報の収集。
※支援企業への提案書等の作成、提案は全員で分担する。

企業支援チームのイベントと支援手順例

７
月

～

８
月

キックオフ全体ミーティング

　・各グループの提案の効果、支援の進め方、グループメンバーの専門性などを調査

　・支援の進め方、経営課題の概要、提案の概要、研修としての効果・成果など
　・支援先事業所への効果確認のフィードバック

支
援
計
画
策
定

情
報
収
集
と
課
題
の
明
確
化

改
善
策
・
提
案

の
検
討

フ
ィ
ー

ド
バ

ッ
ク
と

研
修
成
果
の
確
認

リーダー・代表メンバーによる事業所訪問、
現地インタビュー、現場視察、強みと課題の
整理

代表メンバーによる改善・革新へのアクション
プラン提案、取り組み支援

図表 2：平成 24 年度のキックオフミーティングで使用した企業支援チーム研修概要（案）
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３．「企業支援チーム」による支援の内容 
（１）支援企業の概要と選定理由 

①支援先「㈱エコファームみかた」の概要（平成 28 年 1 月現在） 

  会社名：㈱エコファームみかた  

所在地：若狭町鳥浜 59－13－1   

代表取締役：新屋 明 

 事業：梅酒・梅果汁商品製造、町営研修所運営ほか  

資本金：8,030 万円  

売上高：約 8,000 万円 

社員：正社員 5 名、パート 3 名 

  沿革：平成 12 年 9 月 農業生産法人の第 3 セクターとして設立（資本金 4,030 万円） 

     平成 13 年 4 月 古代米栽培に着手 

     平成 14 年 4 月 直営レストラン、農産物直売所開設 

     平成 15 年 10 月 地鶏試験飼育開始 

     平成 16 年 4 月 資本金 8,030 万円に増資、梅酒工場建設 

     平成 23 年 3 月 若狭町の運営費補助金廃止（経営独立） 

     平成 24 年 6 月 代表者変更（町長⇒新屋氏） 

     平成 25 年 12 月 経済産業省「がんばる中小企業・小規模事業者 300 社」受賞 

  

②「㈱エコファームみかた」を支援先に選定した理由 

 a．背景 

  福井県の若狭町は日本海側で一番と言われる梅の産地であり、この地域を発祥とする

「紅映梅（べにさしうめ）」という品種を主に生産しており、「福井梅（ふくいうめ）」の

ブランド名で全国にアピールしている。福井梅はこの地域を代表する特産品であるが、

農家数の減少などで生産量、売上ともに減少傾向が続いている。 

  その梅の生産量を増やすこと、梅の加工品などの特産品の生産や販売を担うことを目

的に、農業生産法人の第三セクターとして当社は設立された。梅の加工品と言えばまず

梅干しと梅酒であるが、当地には本格的な梅干しメーカーは 1 社だけ、梅酒製造業者は

無いという状況であった。そのため当社は梅酒メーカーとなるべく、増資を受けて平成

16 年に梅酒工場を建設、それを本業と位置付けていくことになった。しかし、町が出資
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する第三セクターとして、町の意向も強く受け、梅のほかにも古代米や、一時期はダチ

ョウの飼育なども手掛け、また、町営の直売所やレストラン、県営の研修施設の運営受

託など、町の活性化のための様々な業務も請け負ってきた。 

  梅酒やその他の梅加工品の生産販売が思うように伸びず、他の事業も軌道に乗らず、

施設運営の受託事業は収支均衡という状態で赤字経営が続き、町からの補助金で穴埋め

してきたが、町長が変わるなど町としての方針変更もあり、一企業としての独立した運

営を促されることとなった。 

 

図表 3：「福井梅」集荷販売実績（推移）      福井梅精算会のデータを加工 

 b．選定のポイント 

  企業支援チームがスタートした平成 23 年度は、ちょうど若狭町からの運営補助金が廃

止されるタイミングであった。赤字体質を解消し、自立した企業になるために経営の立

て直しが急務だったのである。 

  また、当社は特産品を生産・販売する第三セクターとして、地域の農家や観光産業そ

の他の事業者を牽引するべき立場にあった。地域産業の活性化、今でいう「地方創生」

を真正面から担う企業である。当社の浮沈は地域の観光産業等に大きな影響を与える。 

  以上の理由により、地元わかさ東商工会所属のメンバーからの強い推薦があり、他の

メンバーもその緊急性や波及効果を十分に認識したことから、チームとしての支援先に

異議無く決定したものである。 
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（２）支援の流れ 

 支援の流れは、診断⇒経営革新の方向性および具体策の提案⇒提案に基づく支援の実践、

というオーソドックスなものである。 

 一方で、別々の組織に所属するメンバーが集っての支援であること、研修という位置づ

けであり時間をかけ過ぎることもできないことなどから、日程調整を始め、効率よく、負

担少なく進めるということを、支援を進める上での重要なポイントとして意識した。具体

的には、全メンバーが顔を合わせなくても支援が順調に進むやり方を模索したということ

である。また、各支援機関からメンバーが集まっていることから、支援策は各支援機関の

ものを幅広く使っていくことを意識した。 

①1 年目（平成 23 年度）：診断および革新の方向性・具体策提案 

  まずは全メンバーが支援先を訪れての企業診断を実施。事前に「企業担当」である地

元わかさ東商工会のメンバーが準備した資料に目を通しておく、診断時に収集した資料

や情報はメンバーがそれぞれ持ち帰ってまとめた上でメンバーに示す、といった工夫に

より、全員が顔を合わせる時間が少なくても済むことを意識した。 

  一方で、課題を整理し、革新の方向性をまとめる際には、メンバーが顔を合わせて十

分に時間を取って議論し、認識を共有した。 

  それを受けて各自が担当する課題を持ち帰る。解決策をまとめた上で、再度顔を合わ

せて意見交換を行い、提案のブラッシュアップを行った。その上で手分けしてプレゼン

資料（報告書）にまとめた。 

  メンバー全員、全社員そろっての提案報告会を開催し、社員の意見も汲み上げた上で、

今後のアクションおよび支援の進め方を確認、取り掛かれるものから取り掛かった。 

 

 ②2 年目～3 年目（平成 24～25 年度）：進捗確認しつつ、支援策も活用して支援 

  年度毎の支援開始当初にはメンバーが集って支援先を訪問、課題解決アクションの進

捗・進展の状況をヒアリングし、改めて課題の整理と今後の支援についての意見交換を

実施。支援策の実施時期などスケジュールの確認も行い、改めて役割分担も確認する。 

  その後は、メール等で連絡を取り合いながら、役割分担に応じて、個々のスキルや各

支援機関の支援策を活用して支援を進める。年度途中に進捗確認のために顔を合わせる

場を持つとともに、年末に行われる成果報告会の前にも集結して、進捗や成果、今後の
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課題と支援方針をまとめる。継続支援中、全員が顔を合わせるのは年間に 3～4回となる。

以下、事項からは具体的な支援内容を解説する。 

 

（３）ビジョンの共有 

 支援の入口となる診断に際し、まず行ったのは使命の確認、そこから導き出されるビジ

ョンの共有である。まず、改めて経営者に「自分たちは何者であるか」を考えていただい

た。当社は農業生産法人の第三セクターとして、地域の農業や観光を始めとする地域産業、

ひいては若狭町の活性化を担う立場にある。 

 ・特産品「福井梅」を世の中にアピールし、「福井梅」の消費量を増やすこと 

 ・企業として永続し、雇用も拡大していくこと 

 ・「梅酒」を中心に「福井梅」の加工商品を生産・販売していくこと 

・自ら梅の生産も行う、地元唯一の梅酒専門メーカーであることに存在価値 

 改めて上記のような使命、経営者としての想い、役割、ポジションを確認した。町から

の運営補助金が打ち切られ、一企業としての自立が求められるという環境変化なども踏ま

え、経営者、支援チームメンバーがＳＷＯＴ分析なども行いながら想いを語り合った。そ

の中から自然に、「梅酒メーカーとしての自立」という目指すべき経営革新の方向性、ビジ

ョンが導き出された。町からの委託事業にはもちろん頼らず、主力商品と位置付ける「梅

酒」の製造販売だけで永続できる企業になること。梅酒事業できっちりと利益を出し、売

上や雇用を拡大していくことである。ここでビジョンをしっかりと共有できたことが、成

果に繋がる大きなポイントとなった。 

 

（４）目標と課題の設定 

 ①目標の設定 

  「梅酒メーカーとしての自立」というビジョンの方向性が明確になり、共有できたこ

とを受け、その実現に向けて具体的な目標設定を行った。梅酒メーカーとして自立する

ためには、まず梅酒が売れなければならない。それも、地元の特産品としての梅酒メー

カーとしては、プライベートブランド（以下ＰＢという）など他社の名前で売れるので

はあまり意味がない。ということで、次のような目標を設定することとした。 

「自社ブランド梅酒の売上３倍増」 
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  詳細は後述するが、当社の梅酒生産量の半分以上が大手量販店のＰＢ向けとして販売

されていたが、その取引は採算が合っていないことが明白だった、という背景もある。

３倍というのは、営業などが不十分な現状を鑑みればそのぐらいの拡大余地は見込める

という観測と、そのぐらい売れなければ「自立」はとてもおぼつかないという逆算から

設定したものである。 

 

 ②課題の設定 

  経営者ヒアリングや経営資料の分析を中心とした診断から見えてくる当社の問題点は

多々あったが、それらをなるべくシンプルな形のフレームワークでまとめることを意識

した。別々の組織に所属する混成チームでの支援であることを考慮し、逐次顔を合わせ

なくても課題認識を共有しやすくするためである。 

目標が「自社ブランド梅酒の売上３倍増」であり、「売れていない現状」と「売れる姿」

とのギャップが課題であることから「マーケティングの４Ｐ」をフレームとして使うこ

ととした。また、そのマーケティングのアクションを行おうにも「営業」にかけられる

人員、時間、エネルギーが不足していることも必然的に大きな課題として浮上した。 

以上より「マーケティングの４Ｐ」と「その実行のための組織」という視点でまとめ

た課題が下表の通りである。 

目標：自社ブランド梅酒の売上３倍増 

商品力（Product）の課題 主力梅酒が土産用としても一般用としても中途半端 

価格面（Price）の課題 売上の半分を占めるＰＢ商品が採算割れ（粗利率 1 割） 

販路（Place）の課題 特に一般市販用販路が絶対的に不足 

販促（Promotion）の課題 目先の売上を支える土産売り場に売る工夫が見られない 

組織面の課題 社長以下、他業務に手が取られ、営業活動の余裕なし 

図表 4：設定された目標および課題（マーケティングの４Ｐ＋組織） 

 

（５）実際の支援内容 

 ①商品戦略：「一般市場向け、新主力商品の開発」 

 a．経緯 

  当社の従来の主力商品は、地元の名勝「三方五湖」を見下ろす「梅丈岳」から名付け

られた「BAIJO（ばいじょう）」であったが、「梅丈岳」の名を知る観光客は少ないこと
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などから土産物としてのアピールに弱い面があった。一般市販用としても、味に定評は

あるもののデザインや価格も含めインパクトに弱く、一般市場で差別化できるまでの競

争力には欠けていた。その商品力の向上が課題として捉えられたのである。 

  １年目当初は、その主力商品たる「BAIJO」を主要ユーザーたる「女性」に受けると

いう視点、また、「若狭」「福井」の土産物と分かりやすくという視点から、デザインか

らネーミングまで含めてリニューアルするべきという提案を行った。しかし、そこまで

リニューアルするのであれば、逆に、新商品を開発して投入する方がリスクも少ないと

いうことで、２年目（24 年度）には新商品開発に戦略の舵をきることとした。 

  新商品開発の方向性は、「梅酒メーカーとしての自立」という方向性からも、一般市販

用として通用する、差別化できる商品を開発する、ということとした。目先の売上を獲

得するためのお土産用は、当面は既存商品の展開で対応しようというものである。 

 b．活用した支援策および支援内容 

  商品戦略の視点からは、我々チームとして商品開発の方向性、コンセプトなどを検討

し、提案する一方、商品を仕上げていくにあたって外部の専門家の力も借りることとし

た。その具体的な内容、担当した支援機関、活用年度をまとめたものが以下の図表 5 で

ある。 

項 目 内 容 担当機関 実施年度 

専門家派遣 

福井出身の酒類専門家（ソムリエ・利酒師）

が新商品候補の中から選別し、コンセプト

等を助言 

坂井市商工会 H24 

デザイナー派遣 
コンセプトの詰めとともに、瓶やラベル、

販促物等をデザイン 
わかさ東商工会 H24 

図表 5：商品戦略に活用した主な支援策とその内容 

 c．支援の結果 

  新開発された商品は以下の図表 6 の通りである。当初の 38 度と 20 度の 2 種類からス

タートし、その後シリーズ展開をしていくこととした。 

商品（ブランド）名 「BENICHU（紅酎）」 

商品特性 
甘さに頼らず梅の風味を生かす、梅酒は甘いという概念を覆す新し

いタイプの梅酒 
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ラインナップ 
「無糖 甘くない男の梅酒 38 度」 

「微糖 甘くない女の梅酒 20 度」 

ボトル ウイスキーやリキュールのような背が低いタイプ 

ラベル 「紅映梅」にかけて口紅をトレードマークに 

コンセプト 「ロックで楽しむ、バーで楽しむ、大人の“男”と“女”の梅酒」 

図表 6：新開発商品の概要 

 

図表 7：㈱エコファームみかた 新旧主力商品の比較 

 

 ②価格戦略：不採算ＰＢ商品からの撤退⇒高価格新商品に切り替え 

 a．経緯 

  支援開始当時の売上構成では、生産量でいえば半分以上、売上ベースでは 3 分の 1 を

占めていたのが、東海地区を拠点とする大手酒販店向けのＰＢ商品であった。診断時の

原価計算では原価率が 9 割にも達し、当時の販管費比率が 3 割程度であったため、完全

に採算割れの状態であった。また、キャッシュフロー分析の結果からも毎年キャッシュ

の不足が拡大していく傾向、資金流出が見られた。 

 b．活用した支援策および支援内容 

  チームとして原価計算の精査も含めて原価管理についての助言を行い、同時にキャッ

シュフロー分析からの課題を説明した。高付加価値高価格帯の商品に軸足を移していく
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方向性を強く提案し、ＰＢ商品の見直しや新商品の開発をうながした。その概要をまと

めたものが以下の図表 8 である。 

項 目 内 容 担当機関 実施年度 

原価計算 

ＣＦ分析 
不採算ＰＢ商品からの撤退を提言 支援チーム H23 

新主力商品開発 

※前項①参照 

高価格帯の新主力商品を開発 

無糖で梅の風味強くアルコール度数も高

いプレミアム系 

支援チーム 

坂井市商工会 
H24 

新商品アレンジ 

→ＰＢ向提案 

新主力商品完成後、そのシリーズ商品をＰ

Ｂ向けの本格梅酒として提案 
支援チーム H25 

図表 8：価格戦略に活用した主な支援策とその内容 

 c．支援の結果 

  ＰＢ商品は２ℓの紙パックのお徳用タイプが２品目あったが、いずれも 999 円（税込）

と安価な設定だったため赤字商品となっていた。これを１品目ずつ、順次廃番とした。

その後、新開発「BENICHU」ブランドのシリーズの一つとして本格梅酒 700ml ガラス

瓶 1,598 円（税込）を代替ＰＢ商品として提案、無事に採用されるに至った。 

図表 9：㈱エコファームみかた 新旧ＰＢ商品の比較 
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 ③販路開拓戦略：展示会で首都圏に露出、地元販路には直接マッチング 

 a．経緯 

  これまでの販路は、お土産用として地元の観光施設や道の駅、一般向けとしては食品

関係商社や酒販店、業務用としては一部の居酒屋などがあったが、絶対数が不足してお

り、売上が伸びない状況であった。売上拡大のためには販路の絶対数を増やすことが不

可欠ということで、官民、首都圏・地元の各種展示会に積極的に出展して営業のきっか

けをつくっていくこととした。差別化できる新商品で首都圏に販路を確立することを中

期的目標として意識しつつ、目先の売上拡大のために地元の販路も着実に増やすという

二面作戦を展開した。 

 b．活用した支援策および支援内容 

  販路開拓戦略の視点からは、各種展示会への積極的出展、販路開拓に係る補助金活用、

県内取引先とのマッチングなどを進めた。具体的には以下の図表 10 の通りである。 

項 目 内 容 担当機関 実施年度 

展示会・商談会 

へ積極出展 

グルメ＆ダイニングスタイルショー

（東京ｷﾞﾌﾄｼｮｰ）、フーデックスジャパ

ン、地方銀行フードセレクション、ビ

ジネスマッチング in大阪福井の手土産

発掘会、しんきんビジネス商談会 etc. 

福井商工会議所 

商工会連合会 

わかさ東商工会 

H23 

～ 

H26 

国・県等の販路 

開拓補助金活用 

全国展開支援事業（国） 

６次産業化計画認定（国） 

逸品創造ファンド事業（県） 

わかさ東商工会 

産業支援センター 

H23 

～ 

H26 

地元販路は 

直接紹介 

メンバーのこれまでの支援のネットワ

ークを生かし、道の駅等の土産売り場、

居酒屋など業務用、引き出物としてブ

ライダル関係などを直接紹介 

チームメンバー 

H23 

～ 

H26 

図表 10：販路開拓戦略に活用した主な支援策とその内容 

c．支援の結果 

 地元の居酒屋チェーン、ブライダル業者、スキーリゾート、道の駅など地元販路を獲

得できた。首都圏でも大手食品商社を通じて百貨店などの販路を獲得。東京にある福井

出身経営者の居酒屋やバーなどでも使われるなど、着実に販路拡大が進捗している。 
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 ④販売促進戦略：土産売り場の改善 

 a．経緯 

  当時の当社の売上を支えていたのは、地元若狭地方の観光施設などの土産売り場での

販売だったが、売るための積極的な工夫が見られない売り場が多かった。当社の営業を

主に担っていた新屋社長は他の業務にも追われて営業活動もままならない状況で、自ら

売り場の改善を行うこともできていなかった。 

逆に言えば、売り場を「売れる売り場」に改善することでの売上の伸びしろは大きい

と考えられた。目先の売上をつくるために、販売店任せにするのではなく、専門家の力

も借りながら、当社自ら売り場の改善を行っていく方針を確認。モデル売り場を作り上

げて、それを他の売り場に展開するという流れで進めることとした。 

 b．活用した支援策および支援内容 

  販売促進戦略として、売り場改善にも専門家派遣を活用した。また、チームとしても

直接売り場改善を実践した。それらをまとめたのが以下の図表 11 である。 

項 目 内 容 担当機関 実施年度 

土産売り場改善

のための 

専門家派遣 

当 社 近 く の ド ラ イ ブ イ ン に

「BENICHU」と同じデザイナーを派

遣、サイン、内装、売り場を刷新 

産業支援センター H25 

販促ツール作成

のための 

専門家派遣 

売り場に活用するためのポップやポス

ターなどの販促ツールを作成、各売り

場に展開 

わかさ東商工会 

産業支援センター 

H24 

～ 

H25 

主力土産売り場

の改善実践 

当社近くに位置する物産品販売施設の

売り場をチームメンバー自らが作成さ

れた販促ツールも用いて改善 

支援チーム H25 

図表 11：販売促進戦略に活用した主な支援策とその内容 

c．支援の結果 

 アピールもボリューム感も欠けていて、微々たる売上しか上がっていなかった近くのド

ライブインの売り場は、「BENICHU」と同じデザイナーのデザイン力が発揮されたことも

あって、洗練されたインパクトのある売り場へと様変わりした。 

 また、専門家派遣によって作成された販促ツールは各売り場に展開され、当社商品のア

ピール力を高めることにつながっている。 
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図表 12：専門家派遣により改善した売り場の新旧比較 

 

 ⑤組織戦略：営業力（人材）強化 

 a．経緯 

  当社は梅の生産、梅酒や梅果汁の生産、研修所や直売所の運営などの多様な業務を少

ない社員で行ってきており、営業活動や売り場改善などの販促活動に割けるマンパワー

が大きく不足していた。営業を主に担当していたのは社長であるが、各種管理業務もあ

り、トップ営業をやりたくてもできない状況であった。売上アップのためには営業活動、

販促活動が不可欠であり、社長が営業に使える時間とエネルギーを生み出すことが求め

られた。そのため、業務や社員の役割分担を洗い出し、それを見直して、ＩＴ化も進め

て社長が営業を行う余力を確保することを提案した。 

 b．活用した支援策および支援内容 

  営業活動、販促活動に割けるマンパワーをひねり出すために、業務や役割分担見直し

を進めようとしたが、気持ちはあれども中々進まなかった。そこにいいタイミングで県

が新規雇用に対して人件費を助成する制度を開始したため、それを活用し、営業担当者

を雇用する方向に転換した。 

 



18 
 

項 目 内 容 担当機関 実施年度 

業務・役割分担 

見直し提案 

社長の担当している業務を洗い出し、

社員への権限移譲も行って社長の業務

負担を減らし、営業に力を入れる 

支援チーム H25 

補助金活用によ

る営業マン雇用 

福井県の起業支援型補助金活用 

そのための計画作成支援実施 
わかさ東商工会 H25 

図表 13：組織戦略に活用した主な支援策とその内容 

 c．支援の結果 

  アクティブないい人材が入ってくれたおかげで、やろうとしていた営業、マーケティ

ングのアクションが勢いをつけて進んでいくことになった。営業マンの企画により、ク

ラウドファンディングの活用によるＰＲ誌の製作やフェイスブックの活用など、これま

でできなかったマーケティングのアクションも展開された。 

  人員に余裕ができたことで、社長は逆に新商品開発にエネルギーをかけられただけで

なく、既存商品のデザイン一新に取り組む余裕も生まれた。 

 

図表 14：新採用の営業マン作成のＰＲ誌とデザインを一新した土産用梅酒 
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４．「企業支援チーム」による支援の成果 
（１）売上・利益の向上 

 以上のような支援の結果、支援を開始した平成 23 年度から平成 26 年度にかけての足掛

け 4 年間で売上面、利益面ともに大きな成果を手にすることができた。以下はその成果を

平成 23 年度と平成 26 年度の決算数値の比較でまとめたものである。 

①売上の向上 

主な成果の項目 平成 23 年度 平成 26 年度 伸び率 

年間売上高 57,160 千円  76,044 千円 133％ 

梅酒売上高 23,112 千円  40,501 千円 175％ 

量販ＰＢ梅酒売上高 7,989 千円 7,384 千円 92％ 

自社ブランド梅酒売上高 11,436 千円 32,603 千円 285％ 

「BENICHU」売上高 0 千円 16,113 千円 ― 

「若狭美水」売上高 1,437 千円 2,152 千円 150％ 

主力土産売り場の売上高 285 千円 1,967 千円 690％ 

ノンアルコール商品売上高 1,100 千円 12,567 千円 1,142％ 

図表 15：売上面の成果（平成 23 年度と平成 26年度比較） 

 ・当社の平成 26 年度の総売上高は平成 23 年度に対して 33％アップを達成。その主因

は本業に位置付ける梅酒部門の売上高が 3 年間で 75％アップしたことである。 

  ・梅酒部門の売上を分解してみると、量販店向けＰＢ梅酒は我々の提言を受け入れて

順次 2 品目を廃番にしたため売上高はいったん急減、しかし、代替品の採用により

急回復を果たし、結果として 8％減となった。 

  ・一方で、大目標に掲げている自社ブランド梅酒の売上高は、目標の 3 倍に肉薄する

185％アップとなった。 

  ・自社ブランド梅酒の売上高急増の要因は、平成 23 年度には存在していなかった新開

発商品「BENICHU」が、平成 26 年度には 16 百万円の売上を計上し、稼ぎ頭にな

ったことによる。 

  ・土産用の梅酒としてリニューアルした「若狭美水」も、リニューアル効果が見られ

て 50％アップとなった。 
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  ・先述した、専門家派遣により改善した土産売り場の売上は 30 万円弱から 200 万円弱

まで約 7 倍増となった。 

  ・梅酒と並行し、補助事業を活用して開発したノンアルコールの梅果汁商品も 11 倍以

上の売上アップとなり、形になってきた。 

 

②利益の向上 

主な成果の項目 平成 23 年度 平成 26 年度 伸び率 

経常利益 ▲1,897 千円  129 千円 ― 

梅酒部門 粗利益率 10.2％  34.2％ 335％ 

主力梅酒 小売単価 1,906 千円 3,472 千円 182％ 

量販ＰＢ梅酒 小売単価 500 円／ℓ 2,282 円／ℓ 456％ 

図表 16：利益面の成果（平成 23 年度と平成 26年度比較） 

 ・経常利益は 200 万円近い赤字から、僅かではあるが、初の実質黒字を達成。その主

因は、梅酒部門の粗利益率が３倍増となったことである。 

  ・その粗利益率向上の要因は「主力商品」の粗利益率が大きく改善したこと。小売単

価で比較すると、平成 23 年度時点の主力の「BAIJO」は１ℓ当たりの単価が 1,900

円に対し、平成 26 年度時点の主力の「BENICHU」は 3,500 円近くにもなっている。 

  ・同様に、量販向けＰＢ梅酒の小売単価は２ℓ紙パック時代の 500 円から、700ml ガラ

ス瓶になって 2,300 円弱までアップ。これが粗利益率の劇的改善の主因となった。 

 

（２）支援企業の体質変化 

 当社は上記のような成果が表れてくるのと相まって、第三セクターにありがちな行政の

意向に左右される“待ち”の体質から、自らの意志でアクティブに動く“攻め”の体質へ

と転換していくことができた。その要因となったのは「ビジョンの明確化」と「マーケテ

ィング力の獲得」ということであろう。 

 「梅酒メーカーとしての自立」という「ビジョン」を改めて明確に意識したことで、そ

れまでは漠然としていた「やらなければいけないこと」が明確になり、「商品開発」や「Ｐ

Ｂ見直し（撤退）」などに取り組む推進力が生まれた。 
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また、当社が獲得した「マーケティング力」は「商品開発力」の獲得と「営業力」の獲

得に分解できる。支援機関のネットワークを活用する中からそれを自らのネットワークと

して取り込んだこと、支援チームのサポートも活用して営業マンの雇用に成功したこと、

この２点がそれをもたらした大きな要因と考えられる。動いてみて成果につながったこと

が大きな学びとなり、それが次の動きをスムーズにし、活発にすることにつながっている。 

 支援チームのネットワーク獲得 補助制度活用による営業マン雇用 

商品開発力の獲得 

・デザイナーなど波長の合う専門

家との出会い 

・専門家活用のノウハウ獲得 

・社長が営業雑務から手離れでき、

商品開発に注力できるように 

営業力の獲得 

・展示会等出展による販路開拓先

との接点獲得 

・個別紹介による販路獲得 

・営業専任担当の設置により営業

活動の機動力大幅アップ 

・販促アクションの幅が拡大 

図表 17：企業体質面の成果のまとめ 

 

５．成果に繋がった要因の考察 

 今回、企業支援チームが行った支援が成果につながったのは、我々が行った診断・コン

サルティングが、小規模企業に求められるコンサルティングに合致している部分が多かっ

たからだと考えられる。それを以下に考察する。 

（１）小規模企業に必要なコンサルティング 

「トータルサポート（ワンストップ）」と「寄り添って継続支援（ハンズオン）」は、中

小企業支援を語るときによく耳にするものである。筆者の未熟ながらの経験からも、この

２つのキーワードは、特に小規模企業の経営革新に必要なコンサルティングを考える上で

外せないものだと思う。 

また、これは小規模企業に限ったことではないが、自社の「あるべき姿＝ビジョン」を

明確にすることは、それを目指そうとする経営陣のモチベーションを高め、社員のベクト

ルも合わせ、目の前の課題に対する判断に拠り所を与えるなど、大きな効果がある。 

①経営の各分野を「トータルサポート」 

 経営革新を進めようとすると「経営戦略」「組織人事」「財務経理」「商品開発」「生産

管理」「営業販売」等々の経営の各分野ほとんど全てが関わってくる。しかし、小規模企

業のマネージャーは実質的に経営者一人であり、一人で各分野の革新アクションに当た
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らなければならない。実際には経営者の苦手分野でアクションが進まず、経営革新全体

が進まないということが多々ある。 

それをサポートするのが専門家としての中小企業診断士であるが、福井県など地方の

診断士は一人で活動している場合が多い。診断士一個人としては当然得手不得手もあり、

一人で全体をサポートするのは負担が大きい。経営者が複数の専門家を使い分ける、使

いこなすのもまた容易ではない。いわゆる「ワンストップ」が望ましいことは明白だと

考える。 

 

 ②経営革新の各ステージを「トータルサポート」 

  経営革新を進めるにあたっては「現状把握」→「ビジョン・目標設定」→「課題の設

定」→「解決策立案」→「解決アクション実践」×「支援策活用」という各ステージを

歩まなければならないが、望むべきなのは、第三者の専門家の視点で現状把握からスタ

ートし、支援策のコーディネートも含めて解決アクションの実践段階まで、全てのステ

ージをトータルで支援することである。 

 

 ③経営革新が軌道に乗るまで「寄り添って継続支援」 

  繰り返しになるが、小規模企業が経営革新を推進するには、各分野各ステージのアク

ションに経営者が一人で当たっていかなければならない。それぞれにノウハウが必要で

あり、また、一人では近視眼的になりやすい。支える力、背中を押す力がなければ、ど

こかで壁にぶつかると止まってしまいがちである。特に、歯車が回り始めるまで、軌道

に乗るまでは寄り添ってサポートする必要がある。 

 

 ④「ビジョン」の明確化 

 特に経営資源の少ない小規模企業であればこそ、方向性を明確にしてエネルギーを集

中投入する必要性は高いだろう。支援する側としては、経営者の思いと内外の環境変化

を鑑み、漠然とした形で経営者の頭の中に埋もれている「ビジョン」をはっきりした形、

目に見える形に表すことが必要。そして、それをしっかりと共有することで、支援する

側とされる側にぶれがなくなり、よりスムーズな推進が期待できるようになる。 
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（２）「企業支援チーム」の仕組みの特長（成果を生んだポイント） 

 前項（１）で設定した小規模企業に必要なコンサルティングの要素に対して、「企業支援

チーム」の仕組みがそれを満たすものになっているということを以下に列挙する。 

①「トータルサポート（ワンストップ）」をチームで実現 

・企業支援チームでは、5 名前後のメンバーが各分野を担当分けしてサポートした。  

各分野をトータルでサポートすることが可能となった。 

・複数の視点で、診断・提案を行ったので近視眼的にならず、幅広い視点・視野でサ

ポートできた。 

・解決アクションの実践に当たって、各支援機関の様々な支援策の中から、各場面に

適した適切な支援策をコーディネートできた。 

  

 ②「継続・伴走支援」ができる仕組み 

  ・3 年間の継続支援、その後のフォローも可能という枠組により、経営革新の企画から

実践までの各ステージを継続してフォローしていくことができた。3 年という期間は

歯車が動き出すまでに必要な期間だったと言える。 

  ・チーム運営の中心になる「リーダー」と、支援先の身近にあってチームと企業との

仲立ちを担う「企業担当」という、いわば２トップのリーダーシップにより、負担

が偏らずにコミュニケーションを円滑にし、チームとして伴走支援を続けることが

できた。 

 

 ③「ビジョン」共有の仕組み 

  ・企業支援チームでは、診断から実践支援に移るに際し、チームとして支援先の目指

すべき姿を提案する流れになっていた。それを経営者とチームメンバーがしっかり

共有してベクトルを合わせることで、その後の実践段階で頻繁に顔を合わさなくて

も、ぶれずに支援を続けることが可能になった。 

  ・今でいう「地方創生」につながる分かりやすいビジョンは、経営者はもちろん、チ

ームメンバーもその気になった。 
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６．「福井モデル」の可能性～企業内診断士の活躍の形～ 
 一方で、企業支援チームの仕組みは支援機関診断士のモチベーションや能力を引き出す

仕組みであったからこそ成果につながったとも言える。以下は、その視点からの考察であ

る。 

（１）「支援機関診断士」の視点からの「企業支援チーム」の仕組みの特長 

 ①「出席必須の研修」という位置付け＆「成果報告会開催」 

  ・企業支援チームの活動は業務と同様の扱いであり、組織人として取り組まなければ

ならない義務感・責任感を感じさせるものであった。 

  ・「成果報告会」があり、他のチームメンバーを始め各支援機関の関係者、上司等が集

う中で支援の成果を発表しなければならないことにより、取り組みに緊張感をもた

らした。 

 

 ②支援機関混合のチーム編成 

  ・各支援機関において支援の最前線にいる担当者が集まってチームを組むことは、各

機関の名前を背負ってきているという競争意識、いい緊張感をもたらした。 

  ・一方で、日常のしがらみのないメンバーが集まって共に仕事をすることは、日常業

務では味わえない楽しさが感じられ、仲間意識を醸成した。 

  ・メンバーそれぞれの得意分野を見せられることで、刺激になり、学びになり、モチ

ベーションにもつながった。 

 

（２）「企業支援チーム」が「支援機関診断士」にもたらした成果 

 「企業支援チーム」による活動は、支援機関診断士にとって以下のように貴重な学びの

場、研修の場となり、成長をもたらす場となった。 

 ①コンサルティングスキルの向上 

  ・普段は直接的にコンサルティングスキルを発揮できる場の少ない者にとって、貴重

な実戦経験となり、学びとなった。「診断士らしい」仕事をできたことによりモチベ

ーションも高まった。 

  ・他のメンバーのコンサルティングスキルや考え方等に身近に接することもまた、貴

重な学びとなった。 
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  ・他の組織に所属するメンバーで長期に渡りチームを運営するという稀な経験は、リ

ーダーシップやフォロワーシップの発揮についての貴重な経験、学びとなった。 

 

 ②コーディネート能力の発揮 

  ・支援先企業の現状をしっかり把握した上で、適切な支援策をコーディネートし、そ

の実行に寄り添うことで、単に支援策の窓口担当として接するだけとは深みが違う

コーディネート体験を積めた。 

  ・チームとして各支援機関の支援策を持ち寄って、使うべき支援策を検討することで、

他の支援機関の支援策や専門家についても具体的に知ることができ、コーディネー

トの幅が広がった。 

 

 ③ネットワーク構築 

  ・一つの企業の経営革新を一緒にサポートするという刺激的な体験は、メンバー間に

信頼関係を醸成し、気軽に相談し、情報を交換し、頼りにし合う関係をつくった。 

  ・支援機関職員の中に多かれ少なかれあった縄張り意識や悪い意味での対抗意識を払

拭し、他の支援機関を身近に感じることができるようになった。 

 

（３）「支援機関診断士」に係る課題解決のサイクル 

 支援機関診断士が「企業支援チーム」によって「診断士らしい」仕事をし、学んだこと

は「コンサルティングスキルの向上」「コーディネート能力の発揮」「ネットワークの構築」

という成長をもたらした。 

 各支援機関の支援の最前線の担当者の「コンサルティングスキル」「コーディネート能力」

が高まることは、支援機関そのものの「支援能力の向上」に直結する。同じく各支援機関

の前線の担当者に強い「ネットワーク」ができたことは、各支援機関の支援の現場にネッ

トワークが構築されたことになる。これまで遅々として進まなかった、有機的な「支援機

関の連携」が進んだことになる。 

 「支援機関診断士」が「診断士らしい」活躍の場を与えられて成果を上げること、診断

士が多数所属する「支援機関」がその能力と評価を高めることは「中小企業診断士」自体

の社会的評価を高めることに大きく寄与する。 
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 以上のように「支援機関診断士」がその能力を発揮して成長する場を与えられることで

「支援機関」「中小企業診断士（業界）」の課題解消にもつながるというサイクルが生まれ

る。「企業支援チーム」の成果は、その手ごたえを感じさせてくれた。 

図表 18：支援機関診断士に係る課題解決のサイクル 

 

（４）「企業内診断士」活躍のための仕組みとしての「福井モデル」 

 本レポートでは「支援機関診断士」が「診断士らしい」仕事をして成長する一つのモデ

ルとして支援機関連携による「企業支援チーム」を紹介した。「地方創生」が叫ばれる中、

地域産業の活性化を本分とする支援機関の職員、その中核を担う「支援機関診断士」はこ

れまで以上にそのスキルとリーダーシップの発揮が求められているはずであり、福井発の

この仕組みはそのための一つのヒントになると思ってのことである。 

 しかし「地方創生」の時代にその「診断士らしい」活躍が求められているのは何も支援

機関職員ばかりではない。金融機関を始め、民間企業に所属する企業内診断士も全て同じ

であろう。この福井発のモデルは、その枠組を企業内診断士全体に広げても展開可能であ

る。「認定支援機関」の枠組などでの合同の支援チーム結成などは取り掛かりやすいであろ

う。また、今回の福井県の支援機関のモデルでは「研修」の扱いで無料での支援としてい

たが、プロコンを指導役・リーダー役にして有料での仕組みをつくることも考えられる。 
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 いずれの場合も、例えば各地に多々ある経営に苦戦する第三セクターなど「地方創生」

への直接的な波及効果が大きい企業を支援先として選定していけばまとまり安く、求心力

やモチベーションも高めやすいであろう。 

 

（５）「福井モデル」における「中小企業診断士協会」の役割、あり方 

 福井県において、支援機関の組織を超えた「企業支援チーム」の枠組ができ、機能した

のは、福井県では支援機関に所属する診断士の割合や診断士協会への加入率が比較的高い

ことも影響していると考えられる。この「福井モデル」を全国へあるいは支援機関の枠を

超えて企業内診断士全体へ広げていくには「中小企業診断士協会」の役割、リーダーシッ

プに期待されるものが大きいと思う。 

 診断士の評価を高めることが協会の重要な任務であることはもちろん、協会として各支

援機関や金融機関などとの連携を深めるための仕組みにもできるし、実務ポイントの獲得

のための仕組みとすることで加入率を高めることにもつなげられる。「福井モデル」と唱え

たものの、まだまだモデルとしては未完のものである。プロコンとの相乗効果を発揮する

など、このモデルがブラッシュアップされていくことを期待したい。中小企業診断士が中

小企業の経営革新を通じて地方創生に貢献していくための仕組みとして、関係各位にご一

考いただければ幸いである。 

 

図表 19：「福井モデル」の骨格（案） 



28 
 

 

 

 

 

【執筆者の略歴】 
川嶋 正己 （かわしま まさき） 

（公財）ふくい産業支援センター 所属 

（一社）福井県中小企業診断士協会協会 理事･総務委員長 

1989年、立命館大学産業社会学部卒業。大手リース会社で営業職を経験後、Ｕターンして

(財)福井県中小企業公社（現(公財)ふくい産業支援センター）に勤務。2003年中小企業診

断士登録、創業、経営革新、新連携、融資、販路開拓などを一通り担当。現在、福井県支

援センター独自の支援メニューとしての企業診断・コンサルティング業務に従事。 

専門は観光・まちづくり、組織・人事。 

 

 


