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支部長 上村 辰美  

初夏の候、ますます

ご活躍のこと存じます。

日頃は（一社）福井県

中小企業診断士協会の

活動にご理解とご協力

を賜り、厚く御礼申し

上げます。 
さて、法人化一年目の事業を終了し、いよいよ

二年目に入りましたが、法人化一年目は、事業活

動をより一層活発化させ、一人でも多くの会員が

事業参加していただけるようにしていきたいと

考え事業に取り組んできました。 
新たに取り組んだ事業として、金融機関との連

携をいたしました。また、受託事業の推進にも積

極的に取り組んできました。 
 

１．金融機関との連携の推進について 
福邦銀行、福井県下の 5 信用金庫と業務提携を

締結し、今後連携して企業支援を行う体制を確立

させていただきました。また、金融機関の相談会

への会員の派遣を行うなど活動の第一歩を開始

しました。今後はより一層の企業支援に取り組む

ことを双方合意しております。この事業を発展さ

せるために、会員の皆様のご参加、ご協力をお願

いいたします。 
２．受託事業の推進等に取り組んでまいりました。 

福井県観光連盟さんから「福井駅西口に建設予 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

定 
の施設に関するビジョン」を受託し提言をいたし

ました。また、勝山市の「そば屋のおもてなしに

関する診断」を受託し提言をいたしました。我々

がこれまで 3 年間にわたって調査事業を取り組

んできました「福井県の観光の振興に貢献する」

を活かしてこのような事業に取り組めましたこ

とは大いに意義があることと考えます。さらに、

ＮＰＯ法人の経営支援も昨年に続いて実施いた

しました。 
今後は、今年の成果をもとにより一層行政や各

種団体から受託が得られますように努めてまい

ります。 
 
また、今年は金融円滑化法の期限が本年 3 月で

終了したことに伴い、中小企業経営力強化支援法

が施行されました。この制度の支援を行うために、

私ども中小企業診断士に積極的な活動が期待さ

れています。 
その他にも農業分野、林業分野など、中小企業

診断士の支援が求められている分野が広がって

きています。今、私どもはこうした時代の要請に

積極的に対応していくことが重要と考えます。 
今後（一社）福井県中小企業診断士協会を存続

発展させていくために、各委員会の事業活動をよ

り一層活発化させることが大切です。そのために

は、多くの会員が参加しやすいように工夫してい

きたいと考えます。事業活動の活発化のためにご

「社団法人福井県中小企業診断士協会」設立 2 年目に向けて 
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意見をいただけましたら幸いであります。 

 
 

� 研修研究委員会 
委員長 峠岡 伸行 

 

 研修委員会では、昨年 11 月 7 日に大阪で開催

された「中小企業診断シンポ

ジウム」への参加事業を実施

しました。 
 17 年ぶりに近畿で開催さ

れるシンポジウムというこ

とで、近畿各府県の診断士協

会と連携し準備を進め、当日

は、福井県協会からも会員 19 名、一般参加 1 名

の計 20 名が参加し、全体では 502 名の参加者を

数え盛況裡に開催されました。 
 シンポジウムでは、コニカミノルタホールディ

ングス㈱取締役会議長の太田義勝氏より「経営統

合により事業強化」をテーマに基調講演が行われ、

その後３つの分科会に分かれて全国の中小企業

診断士より研究論文や診断士協会の取り組み事

例発表が行われました。 
 福井県協会からは、昨年度まで取り組んできた

調査研究事業をまとめ、「勝山市の観光活性化に

向けた提案～地域における中小企業診断士の新

たな役割」と題して、事例発表を行いました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

（第３分科会での事例発表の模様） 

 また、研修委員会では、県内中小企業のアジア

展開が進む中で、成長するインドネシアの現地事

情を視察する海外研修旅行を今年 2 月 20 日～24
日に実施し、7 名の参加をいただきました。（視

察レポートは協会ＨＰを参照ください） 
 25 年度も県内企業の活動事例や国内・海外の

情報提供など研修会の企画に努めてまいります

ので、ご参加ご協力よろしくお願いいたします。 
 

◆ 資格更新研修委員会 
委員長 嶋田 浩昌 

 
昨年 8 月に「中小企

業 経 営 力 強 化 支 援

法」が施行されまし

た。この法律は、中

小企業を巡る経営課

題が多様化・複雑化

する中にあって、中小企業支援を行う支援事業の

担い手の多様化・活性化を図るもので、税務、金

融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係

る実務経験が一定レベル以上の税理士（法人）、

弁護士（法人）、中小企業支援機関、そして中小

企業診断士等を経営革新等支援機関として認定

し、中小企業に対してより高度な支援を行うもの

です。 
この法律の施行にあっては、既存の支援機関で

ある商工会、商工会議所等からの強い抵抗や、ま

た中小企業庁内部でも様々な議論があったと伺

っております。しかし、最終的には中小企業庁に

押し切られた形で施行されました。金融円滑化法

の出口戦略としても活用できるためか、金融庁か

ら金融機関への働き掛けもあって、金融機関から

の申請も相次ぎました。 
さらには、平成 24 年度の補正予算や平成 25

年度の当初予算での中小企業関連施策のほとん

どにこの認定支援機関を絡めたために、その後も

認定支援機関への申請が増え続け、昨年 11 月の

1 回目の認定では全国で 2,101 機関であったもの

が、本年 3 月 21 日現在では全国で 6,740 機関、

福井県内においては 204 機関（人）が認定されて
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います。 
しかし、その一方で支援の現場では当施策の意

図が今一歩理解できていないまま、走っていると

いうのが実情ではないでしょうか。支援機関同士

が切磋琢磨することには全く異論はないのです

が、施策による特需目当てのにわか支援機関が乱

立し、支援機関全体の信用低下につながらないこ

とを願うばかりです。この施策が今後どうなって

いくのかは全くわかりませんが、少なくとも我々

診断士は、この施策に左右されることなくその使

命を果たしていきたいものです。 
本年の資格更新研修は9月 7日にふくい産業支

援センター（福井県産業情報センター）にて予定

しております。参加者の中には、この認定支援機

関に所属する方も多いと推測しますが、中小企業

診断士とともに認定支援機関の名に恥じないよ

うな資質向上に向けた研修を考えていきたいと

思います。 
 

� 事業推進委員会 
委員長 津田 均 

 受託事業と金融機関と 
   の提携について  
 
 新組織になって、受託事業

に対する期待は増加してい

ます。それは協会自体の健全

な運営を安定的に継続的に進めていくためです。

受託事業は、観光関連の事業が中心となりました。

①福井市の西口開発関連施設への提言②勝山市

の勝ち山（かちやま）おろしそばのおもてなし調

査、宿泊施設のおもてなし調査③坂井市の観光地

でのおもてなしセミナーなどです。他には、2 年

目を迎えたＮＰＯ支援事業（ＮＰＯ活性化セミナ

ー、４地区での相談会、出張相談）を行いました。 
①②の事業は、ともにチームを編成し報告書を

提出し、提言発表の場を設けました。なかなか好

評だったと聞いています。新幹線の金沢開業後を

意識しての呼び込み、おもてなしを事前の対策を

検討してのものです。これらの成果が福井への誘

客の方策となることと、当協会に対する次年度以

降のリピートにつながるように期待しています。 
また、金融機関との提携も進みました。最初は

福邦銀行との間で提携し、相談会を２地区で行い

ました。次いで信用金庫組合（県内すべての５信

用金庫）との間で締結しました。ともに２５年度

からの具体的な活動の打ち合わせを開始してい

るところです。相談会は定期的に行うことになる

と思います。その際には、会員の皆さんのご協力

をお願いすることになります。よろしくお願い致

します。 
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◆ システム管理委員会 

委員長 福田 一博 
 
１．新しいホームページの 

制作・公開  

システム管理委員会では、

24 年 4 月、新しい一般社団

法人福井県中小企業診断士協会が設立されたの

に伴い、支部ホームページのリニューアル（大改

造）に取り組み、新ホームページを制作しました。 

ＴＯＰページデザインは比較的、すっきりとし

たイメージに変身。さらに、フリーレポートは会

員の皆様から寄せられた記事を刻々と追加・更新

してきました。 

 

２．ホームページのアクセスログ集計  

新ホームページのアクセスログを集計しまし

たので、ご報告します。（アクセス集計表および

グラフ参照） 

平成 22 年 4 月以降のホームページヒット数、

訪問者数、ページ閲覧数をカウントしております

が、旧福井県支部のホームページでは、月間 7,000

ヒットから 12,000 ヒットで推移していたものが、

24 年 4 月以降では、月間 19,000 ヒット以上とな

り、最高 25,800 ヒット（24 年 7 月）を超えまし

た。 

訪問者数やページ閲覧数においても、24 年 4

月以降、軒並み増加傾向が見られています。 

新法人化とともに、いち早くリニューアルをし

た当協会のホームページを閲覧していただいて

いるユーザーが増えていることは、システム管理

委員会としても、大変喜ばしいことと受け止め、

より一層、ホームページの重要性を認識している

ところです。今後も、随時新しい情報の更新を継

続的に実行しながら、「福井県中小企業診断士協

会の広告塔」としての役割を担いたいと考えてい

ます。皆さんのご協力、ご支援のほど、よろしく

お願いします。 

 

福井県中小企業診断士協会 ＴＯＰページ 
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� 調査・研究委員会 

委員長 竹川 充 
 

調査研究委員長の竹川

です。平成 24 年度は、福

井観光コンベンションビ

ューロー様より「福井駅

西口再開発ビル内 1 階・2 階施設の運営に関する

調査・研究」として事業委託を受けました。事業

規模もそこそこあるとともに、調査研究委員長と

して慣れていない面もあり、24 年度は本事業一

つで終えてしまいました。 
平成 25 年度は、その反省点も踏まえ、委員会

Hits
訪問者
Visits

閲覧
Pages

平成２２年１０月 8,424 936 1,771

平成２２年１１月 8,496 1,033 1,968

平成２２年１２月 7,267 1,026 1,720

平成２３年１月 10,782 1,245 2,101

平成２３年２月 9,410 1,014 2,017

平成２３年３月 7,569 1,044 1,916

平成２３年４月 8,061 1,012 1,911

平成２３年５月 9,629 1,024 1,954

平成２３年６月 9,866 967 1,850

平成２３年７月 10,158 974 1,827

平成２３年８月 11,003 1,228 2,234

平成２３年９月 9,217 1,561 2,656

平成２３年１０月 10,011 1,506 2,549

平成２３年１１月 8,062 1,053 2,026

平成２３年１２月 11,239 1,017 2,854

平成２４年１月 12,694 974 2,331

平成２４年２月 8,807 822 1,919

平成２４年３月

平成２４年４月 19,296 1,299 2,928

平成２４年５月 24,333 1,806 3,894

平成２４年６月 18,341 1,641 3,654

平成２４年７月 25,870 1,570 3,672

平成２４年８月 21,992 1,674 4,082

平成２４年９月 23,641 1,800 4,448

平成２４年１０月 19,741 1,880 4,537

平成２４年１１月 18,590 1,889 4,941

平成２４年１２月 17,286 2,307 5,951

平成２５年１月 21,535 2,426 6,846

平成２５年２月 16,668 1,903 5,520

平成２５年３月 21,558 2,601 6,071

248,851 22,796 56,544総合計

（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

ＨＰ移行のため未集計
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を 10 名から 15 名程度のメンバーで組織し展開

してまいりたいと考えております。内容について

も、これまで観光振興への提言中心でしたが、オ

ールクリアにして考えたいと思います。県内経済

を支える役割である中小企業診断士としてどう

いう調査研究が県内中小企業者にとっても、また

当協会にとっても有意義となるかを第一として

考えたいと思います。例えば原発問題から嶺南地

域の企業は問題を抱えている企業も多く、こうし

た嶺南企業に対する経営支援が強く求められて

いる実情を勘案したテーマも選択肢のひとつに

なるでしょう。また、中小企業診断士としての本

分でもある中小企業施策に関して、本年度の中小

企業白書にも一章分のテーマとなっている「事業

承継」、大きな補正予算が計上された「ものづく

り」「経営改善」、さらには前向きな「海外進出」

「新事業展開」など、数多くのテーマが考えられ

ます。 
こうした数多くのテーマの中から、メンバーの

中で意見聴取し組織としての自己研鑽のみなら

ず、外部へも発信していきたいと考えます。外部

への発信により新たな受託事業につながる営業

ツールとしての活用も考えられます。 
さらには、直接の収益源として考えるならば、

本部の調査研究事業の受託であるとか、出版（電

子・アナログ）にもその可能性を見出したいと存

じます。 
6月下旬からメンバーの募集を始めたいと思い

ますので、奮ってご参加いただきますようよろし

くお願いいたします。 
 

� 広報 PR 委員会 

委員長 竹内 邦夫 
 

 当協会の会員数は、約 70 名。

全国の協会では約 8500 名の診

断士が在籍しています。 
 当協会の会員数の規模は、全

国の約 0.8％強です。全国の中にあっては、大変

小さい協会ではありますが、「中小企業診断シン

ポジウム」での事例発表や各調査研究事業など協

会としての取組み内容は、他に負けていないと思

っています。 
 福井県の在住の診断士で、当協会に未加入の方

がまだまだたくさんいらっしゃいます。そこで、

会員の方にお願いです。知り合いの未加入診断士

の方に声を掛けてください。 
同じ志しを持つ仲間が集まって、中小企業診断

士の地位向上に取り組んでいきましょう。 
 
 
 
 

ジャカルタ訪問記               

和田 龍三 

 

 2 月下旬インドネシ

ア・ジャカルタを訪問

した。福井は雪の舞う

真冬の寒さであったが、

7 時間 40 分後のジャカルタは赤道直下というこ

ともあり、半袖でも暑いくらいである。しかし、

雨季ということもあり、焼け付くような暑さでは

ない。ジャカルタを訪問した目的はチャイナ＋１

と呼ばれる国の経済実態を調査することである。 

 宿泊したホテルはジャカルタを南北に貫くメ

インストリートであるタムリン通りに面したサ

リ・パンパシフィックホテルであった。ストリー

ト沿いには高級ホテル、大型商業施設、外国大使

館、銀行等が立ち並ぶ。ホテルから大通りを 10

分ほど歩くと日本大使館があり、さらに 10 分ほ

ど歩くと世界の 50 番以内に入る巨大ショッピン

グセンターGRAND INDONESIA SHOPPING TOWN があ

る。GRAND INDONESIA には西武百貨店が入ってお

り、紀伊国屋書店・無印良品も出店、レストラン

街には寿司屋などの日本料理店もある。しかし、

宿泊ホテルから大通りを左へ曲がり 20ｍも歩く

と、もうそこはジャカルタ市民の生活の場となっ

ている。オート三輪車のパジャイという庶民のタ
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クシーが列ぶ。ほとんど都市下水の蓋が壊れた狭

い 1.5ｍほどの歩道を占拠して屋台が並び、丼様

食器でかゆの朝食を取っており、また、そこでニ

ワトリを解体している。そうした裏通りにもセブ

ン・イレブンなど日本のコンビニが出店している。

タムリン通りにも所々に地上げした広い空き地

がある。日本大使館のすぐ北側にも空き地がある。

その空き地に地方から出てきた人であろうか、バ

ラックを建てて生活している。大使館側からホテ

ルに戻る横断歩道橋があるが、屋根があり、歩道

橋上には食品や物品を並べた“ふろしき”商い人

がいる。また歩道橋上をネグラとしているのであ

ろうか女性の物乞いもいる。これが現在のインド 

ネシアの経済格差の現状である。 

 日本と同じ左側通行であるタムリン通りは月

～金曜は通勤の車・二輪車で大混雑となる。わず

か 10ｋｍの距離に 1 時間以上もかかる。二輪車

はタムリン通り周辺のオフイス街などへの通勤

者である。1 人乗りか 2 人乗りが通常であり全員

ヘルメットを被り、4 人乗りなどの家族連れはほ

とんどいないので通勤者であることは一目でわ

かる。四輪車はまだ年所得 30 万円の勤労者には

高根の華で社用族などが中心であるが、二輪車に

は手が届く。訪問したＮ社も福利厚生の観点から

二輪車の頭金を従業員に貸し二輪車購入を推奨

している。モータリゼーションの一歩手前といっ

た状況であるが、如何せん道路空間が狭い。ジャ

カルタ東部の工業団地へも高速道路が１本しか

ない。圧倒的にインフラ不足である。訪問したＮ

社 が 立 地 す る 西 ジ ャ ワ 州 の East Jakarta 
Industrial Park (EJIP)からジャカルタ中心部ま

でわずか 50ｋｍ程度であるが、3 時間もかかる場

合がある。ジャカルタ中心部の移動はほとんど

車・バス・タクシー以外にはない。メイン通りは

バス専用レーンがあり、エアコンのある大型バス

が走る。また庶民はドアを開けたまま走るミニバ

スを利用する。四輪車はトヨタ、ホンダ、ダイハ

ツ等々・二輪車はホンダ、ヤマハ・トラックは日

野、いすゞなど走る車のほとんどは日本車である。

四輪車の 95%は日本車が、二輪車はほぼ 100%が日

本車が占めているという日本車大国である。 
 ガソリン価格は 95～105 円であり、産油国と

いうには高い。高い理由はインドネシアの貿易構

造にある。輸出に占める「石油・ガス」の割合は

20.4%だが、輸入も 22.9%を占める。国別の輸出

割合では「シンガポール」が 6.9%を占め、輸入

も 7.6%ある。石油製品の輸入である。シンガポ

ールは欧米石油資本の石油精製施設の拠点であ

る。インドネシア国内にも製油所はあるが、多く

はシンガポールに運ばれ、製品として逆輸入され

ている。オランダから独立して 67 年になるが、

いまだに主要な資源産業は欧米メジャーに支配

されていることが伺える。 
ホテルやショッピングセンター・オフイスビル

の入り口には必ず警備員がおり、金属探知ゲート

のお迎えがある。イスラム教国でありバリ島での

爆弾テロやイラク・アフガニスタン戦争の影響も

あるが、華人に対する国内政策の問題もあるので

はないか。現地添乗員のトノ氏は 1998 年 5 月の

スハルト退陣となった暴動事件では華人の商店

が襲われ、女性が集団で強姦され犠牲者 150 名に

のぼるいわゆる「5 月暴動」の記憶を強調してい

た。しかし、それ以上にスカルノ政権末期の 1965
年 9 月 30 日の「9.30 事件」の影響がいまだに大

きいのかもしれない。当時、中国共産党の強い影

響下にある東南アジア最大のインドネシア共産

党が基盤の強化を計る目的で武装蜂起したが失

敗した。その後、国軍がバックアップした反共産

党デモが荒れ狂い、共産党員狩りにより推定では

50 万人が殺害されたともいわれている。共産党

＝中国＝華人というイメージで多くの華人が巻

き添えになっている。この事件はスハルト軍事政

権を後押しする米国 CIA が関与していたといわ

れる。 
1998 年の「5 月暴動」では 2 万 3 千人といわ

れる富裕華人が国外に財産を持って避難し、イン

ドネシア経済はガタガタになってしまった。経済

で行き詰まったインドネシアは華人に依存せざ

るをえないことが明らかであった。2001 年、ワ

ヒド政権下において経済再建のため国外に脱し
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た華人のインドネシア復帰を呼びかけ、旧正月の

祝日化やインドネシア名を強制しない同化政策

の緩和、漢字新聞の刊行、中国語の学習も許可さ

れ、ようやく経済はここ 10 年くらいで正常化し

たといえる。上記ショッピングセンターや合弁企

業をはじめ、インドネシア経済の主要部門の多く

を華人が握っている。華人企業は国家以上の存在

になっているといわれる。トノ氏は白人＝華人、

黒人＝ジャワ族・スンダ族他という言い方をして

いたが、人口のわずか 3～4%を占めるに過ぎない

華人の影響の大きさは、同様の問題を抱える隣国

マレーシア以上に複雑であるようだ。1980 年代

初めより日本の自動車産業は現地企業の育成を

始めたが、産業として立ち上がるのに時間がかか

った。当初の目論見はタイのような東南アジアに

おける部品供給の拠点にすることであったが、残

念ながらそうはならなかった。それも、こうした

インドネシアの抱える複雑な民族＝政治状況が

反映しているのかもしれない。 
 ところで、ジャカルタ周辺の通信状況は快適な

ものであった。市街地を離れてもあちこちに電波

塔が立ち、スマホが途切れることはなかった。道

路・鉄道・港湾・河川・電力といった重厚長大の

インフラ整備はなかなか進まないが、通信などの

軽いインフラは急速に整備が進んでいるようだ。 
 

海外視察研修報告（インドネシア・ジャカルタ） 

峠岡 伸行 

 

研修委員会では、成長するアジアを体感すると

ともに日系進出企業の状況を把握するため、イン

ドネシア共和国の首都ジャカルタを訪問する研

修会を企画、上村会長をはじめ７名の参加を得て

2 月 20 日～24 日に実施しました。 

現地では、ＪＥＴＲＯジャカルタ事務所、日華

化学インドネシア現地法人、ジャカルタ市内の高

級ショッピングモール、観光地となっているコタ

地区を正味２日間というハードスケジュールで

訪問し、生のインドネシアを体感しました。 

そこで、訪問レポートで現地事情をご紹介した

いと思います。 

 

 成田から直行便で７時間半、赤道を越え南半球

に入ります。一年中気温が変わらず、昼間は 30℃

を超え、夜でも 25℃くらいと、雨期だったので

蒸し暑い感じはありましたが、風が吹けば過ごし

やすい気候です。 

 

ジェトロ事務所で政治経済事情をヒアリング 

 

 さて、人口 2 億 4 千万人のインドネシアは経済

成長の真っただ中。その中心というか海外からの

投資はジャカルタ周辺に集中し、工業団地が不足

し価格高騰を引き起こしています。 

 一方で、数年前から人件費の上昇が始まり、作

業員の賃金は中国をちょっと下回るくらいにま

で上ってきているとのお話しで、今後も政策的に

上げないと内需中心の経済なので雇用を生み出

せないということでした。 

 

日華化学で現地での企業活動をヒアリング 
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 数年前には、中国で賃金が上昇したため中国の

縫製産業がベトナムに進出するという新聞記事

を見ましたが、ジャカルタ周辺でも韓国の縫製企

業が撤退したという話も聞かれました。 

 インドネシアは親日的で、日本企業の投資が最

も多いという地域ですが、中小製造業の進出には

まず販路としての取引先がしっかり確保できて

いることが重要で、その上で、韓国企業や現地企

業などへの更なる販路開拓ができる営業力を持

てるかどうかがカギになるようです。 

 一方で、高級スーパー等では日本製品も多く見

受けますが、価格は日本とほぼ同じ水準です。一

人当たりＧＤＰが 35 万円という現状（インドネ

シア全体、ジャカルタ首都圏は 120 万円まで上

昇）では、高嶺の花というか富裕層しか手が出な

いものとなっています。ただし、日本製は高くて

も買いたいという人も多いようですが。 

 

高級スーパーで品揃えや陳列をチェック 

 

 では、富裕層はどれくらいいるのかというと、

ジャカルタ周辺で 500 万人程度。ほとんどが福建

省をルーツに持つ華僑ということでした。この層

が徐々に増えて、2020 年には 1,000 万人を超え

ると予想されています。一方で、中間層といわれ

る世帯年収 50～350 万円の層は 1 億 9 千万人に増

えるとの見方もありますが、50 万円に近い低い

層が大多数を占めるのではないか（それも外資系

企業の賃上げのお陰で）とも感じました。 

 この所得アップを狙ってか、外資系の大型商業

施設の建設ラッシュにあったジャカルタ市内で

したが、渋滞を加速させるという理由で、現在は

新規建設にストップが掛っています。その分ジャ

カルタを一歩出ると、新たな大型商業施設の建設

が始まっていました。 

 

高層ビルと渋滞の中心街 

  

とにかく、印象は「大都市」、「大渋滞」、「貧

富の格差」。自動車や工場の増加に、道路や港湾

施設の整備が追いついていないなど課題もたく

さんありますが、バイクと自動車が溢れる市街地

を見ると、「アジアの活力」を再確認しました。 

 

インドネシア旅行記 

佐治 眞悟 

 

2月20日（水）【出発まで】 

 今日から 4 日間、診断

協会のインドネシア視察

旅行である。小松発 20：

00 の飛行機 で羽田へ。そ

こから成田で 1 泊、明朝飛行機でジャカルタに飛

ぶ。私には、初めての国だ。福井は真冬なのに、

ジャカルタは、赤道の近くである。冬物を成田に 

預けるというが、どんな服装で行けばいいのか。

とくに、足回りが不安である。 

 とにかく今日は、成田までで、近くのホテルで

１泊。ところが、羽田 から成田までの電車が長

いこと。2 時間近くも通勤電車に揺られた。成田

がまるで、地の果てのように思える。成田空港の

使い勝手が悪すぎる。あれだけ大騒ぎ して作っ
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た空港なのに、これでは不便すぎる。すべて羽田

に集中させればいい。誰かの利権がなければ、と

っくにそうなっているであろう。福井から、空路

を入 れて夕刻から 5 時間。やっとの思いで、出

発地近くのホテルにたどり着いた。 

 

 

 

 

 

 

2 月 21 日（木）【移動】 

 成田から、約 8 時間のフライト。出発が 2 時間

遅れ、いささかうんざり。機材の不具合らしいが、

そうだとしても、本当に 15 分程度で修復できた

のか。ただ、エコノミー席にしては、モニター装

備がそろっていて、それほど退屈せずに過ごすこ

とができた。 

 現地到着後、ホテルから市内のショッピングセ

ンター（スナヤンシティ）へ、夕食に出かけた。

5～6 キロを、タクシーで 1 時間以上かかる渋滞

である。乗用 車の混雑の中を、無数のバイクが

器用にすり抜けていく。タクシー代およそ 30000

ルピア（300 円）。夕食は中華料理とビール 2 杯

ほどで、１人 320000 ルピア（3200 円）。帰りは

10 時近くになって、道路は空いていたが、ベン

ツタクシーに乗ったため、およそ 60000 ルピア

（600 円）の 支払いであった。今日 1 日、ほと

んどを移動に費やす。 

 

 

 

 

 

2 月 22 日（金）【渋滞とトイレ事情】 

 朝、ジェトロでこの国についてのレクチャー。

午後は、日華化学の現地駐在人の話を聞いた。 

 ジェトロでは、この国の自動車市場にも触れて

もらった。この国では、中古車の価格が年間数％

しか減価せず、高値で取引されている。自分の車

を中古車として高く販売するために、磨き立て、

飾りたてて「商品価値」を挙げている。そうやっ

て、30 年近く乗るという。 

 そのせいか、とにかく車が多い。どこへ行って

も渋滞である。これだけ渋滞が多いと、移動を伴

うビジネスはきわめて効率が悪い。したがって、

これからの経 済発展のポイントは、道路インフ

ラの整備であろう。田中角栄みたいな人が大統領

になれば、極端に変わるかもしれない。そういえ

ば、2 年後に大統領選挙があ るようだ。 

 ところで、私のような前立腺肥大の中高年旅行

者にとって、最大の敵は「尿意」である。液体が

体内に入ると、すぐ排出したくなる。尿道が狭く

なり、踏ん張 りがきかないためだ。いざとなる

と、我慢できなくなる。今度の旅行でもかなり自

重し、アルコール類は控えざるを得なかった。そ

の点、日本国内での外出は気 楽である。観光地

や公園などでは、屋外のいたるところに公衆トイ

レが設置してあり、歩くときに目をつけておけば、

たいてい都合がつく。コンビニもたくさん ある。

自分が慣れたのか、日本でのトイレ整備が進んだ

のか。両方であろう。 

 ところがインドネシアでは、ホテルや大型ショ

ッピングモール、飲食店を 1 歩出ると、ほとんど

トイレがない。たまに有料トイレ（1000 ルピア？）

がある が、番人がいて、入るには勇気がいる。

いちど余裕がなくなり、ガイドに案内されて独立

記念塔近くの有料トイレに入った。一応「水洗」

であって、床面所構わ ず流している。何の液体

で洗っているのかは、不明。しかし、ここで用を

足すのには、かなりのテクニックと、バランス感

覚、柔らかい体が必要である。狭く て、ドアを

開けても中に入れないから、一本足、半身の姿勢

でチャックを下ろした。私の前に入った、ヒジャ
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ブの太った（トイレ空間より大きいと思う）女性 

は、どのようにして用を足したのであろうか。 

 もっともこの国は、赤道直下で、1 年中暑い。

体内の液体は、ほとんどが汗となって空気中に拡

散する。また、イスラム教徒が圧倒的で、国民の

多くはほとんどアルコールを飲まない。したがっ

て、それほど下から排泄することはないのであろ

う。立ち小便の姿も見かけなかった。 

 ただ、この国が経済発展して、アルコールやコ

ーラなどの飲料が大量に出回るようになると、ど

うか。いたるところに、不思議な水たまりが出没

するのではな いか。トイレの整備を並行して行

わなければ、観光客どころか、中流以上の国民も

逃げて行ってしまう。そして発展に伴い、排泄物

以上に、あらゆる廃棄物が増 大する。そのため

の下水や処理施設など、まさに、車の増加と道路

整備の関係と同じである。あらゆるインフラ整備

が、急務であろう。 

 さて、あと 1 日、この国で「尿意」と戦わなけ

ればならない。しかし、どこへ行っても敵はいる。

やがて日本に帰ると、新たな敵「汚染物質入りス

ギ花粉」と戦わなければならないのだ。 

 

 

 

 

 

 

2 月 23 日（土）【買い物と乞食】 

 旅行者の常として、大小の小売店へ立ち寄った。

もともと日本でも、ほとんど買い物をしないため、

買いたいものがない。その私の目で見ても、この

国の商品 には魅力がない。まず、品揃えが圧倒

的に不足している。そして高級感がない。高級店

舗の中でさえそうである。もっとも、インドネシ

ア産の商品はほとんどな く、目についたものは

全部輸入品であった。価格も、日本で買うより高

い。現時点で、この国では高級感あふれるもので

あれば、何をもってきても売れるのでは ないか。

パッケージデザインなどの余計なものは、不要で

あろう。 

 昨晩行った、「ブロックＭ」（日本人向けの居

酒屋やカラオケが並んでいる）の日本料理店での

食事も良くなかった。雰囲気と価格、料理の見映

えは高級居酒 屋だが、味は小学生並みである。

日本人だったら、調理人でない普通の大人でも、

こんな不味い料理は作らない。日本の味覚をもつ

人なら誰でも、この地で日本 人向けの料理店を

開ける。あっという間に有名店になるはずだ。そ

の割にこの店は、日本人（駐在者？）客で、満席

であった。不味くても何とか食べられるの で、

これが当たり前になっているのかもしれない。

（ただ、我々が入ったこの１軒だけみて、ブロッ

クＭ全体を決め付けるわけにはいかない。） 

 日本人駐在者が減少（98 年ジャカルタ暴動以

来、家族は帰国し、単身赴任が増えたと言う）し

ているためか、「ブロックＭ」の店舗数もだいぶ

減っているよ うだ。福井の片町以下の街並みで、

なんとなく怪しげである。ガイドブックでは、こ

の辺の店は比較的「安心」できるとあったが、行

き当たりでカラオケ店に入 る勇気は、誰にもな

かった。 

 またこの国で、「乞食」の姿を何人か見かけた。

屋根のついた歩道橋や、渋滞の車の間を回って、

物乞いをしている。「乞食」というと、かならず

軽蔑する人 がいる。「そんなことをするくらい

なら、なにか働けばいいのに」という。ただ彼ら

の働く場はないし、私自身は、「乞食」はそれほ

ど低級な仕事には思えな い。少なくとも、不要

な商品やサービス（毎日のようにゴミが郵送され

てくる）を売りつけて、代金をせしめる仕事に比

べれば、ずっとましである。不要なもの を提供

し金銭をせしめる仕事は、社会にとって明らかに

マイナスである。しかし「乞食」は、マイナスも

プラスもない。むしろ、施しする人に優越感を与

えるだ け、世の中に貢献している。見た目が不
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快な人なら、「乞食」以外に、いくらでもいる。 

 今日は、独立記念塔とモスク、ファタヒラ広場

と、グランドインドネシア（この国最大のショッ

ピングモール）を訪問し、そこからスハルト空港

へ。 21:30 発 ANA 帰国の飛行機に乗る。エコノ

ミー席は満員。さすがに、８時間も狭い席で、疲

れる。何人か体調を崩した人がいた。私も少しお

かしい。 

 

2 月 24 日（日）【帰国 富士山】 

 成田空港からは、36 人乗りの小型機である。

これで、成田からうんざりの陸路が省ける。この

路線は、小型機で充分だ。そして、機内から雪の

富士山がくっ きりと見えた。孤高の頂からなだ

らかな斜面に新雪を被せた富士山は、まさに国土

のシンボルである。これまで見た、どの富士山よ

りも美しかった。日本へ来る 外人客（日本人で

も）が、最初に飛行機から見る日本のイメージと

して、これ以上のものはない。とくに１～３月の

富士山は最高である。 

 ただ、期待していたアルプス山脈（北ア・穂高

の真上を飛んだはず）は、すべて雲の中であった。

また小松から福井へは、吹雪の旅となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジャカルタ視察 

竹内 邦夫 

 

 インドネシア首都ジャカルタ、経済成長を続け

ている都市ではあるが、世界的なリゾート地バリ

島以外、行ってみたいと思ったこともなかった。

赤道直下の熱帯性気候で乾季と雨季が分かれて

入り、湿度が高くスコールで都市部でも洪水にな

り、妻も全く関心のない地であった。 

 インドネシアは、東西に約 5,110 ㎞、南北に約

1,880 ㎞の間に、ジャワ、スマトラ、スラベシ、

バリ島など 18,000 程度の大小様々な島々から構

成されている。人口は中国、インド、アメリカに

次ぐ世界第 4 位の約 2 億 4,000 万人で、ASEAN 地

域の約 4 割を占めている。首都ジャカルタには約

1,000 万人が住んでいる。人口の約 45％が 30 歳

未満で、若年層が圧倒的に多い。国民の約 88％

がイスラム教である。堅調な内需拡大により成長

を続けており、2010 年に一人あたり GDP が 3,000

＄を超えた。一人あたり GDP3,000＄はモータリ

ゼーションが始まり、消費が活発化する目安とさ

れている。 

 このくらいの知識でジャカルタに降り立って、

まず、驚いたのは、車の渋滞である。その車の約

8 割は日本車のようである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 しかも新車が多い。 

 タクシーに乗った。初乗り料金、日本円でなん

ど 50 円（新車ベンツのタクシーでも 70 円）!!。 

車の価格（200 万円～300 万円）は日本と変わら

ないようである。この収入で投資が回収できるの

であろうか。 

 この疑問は、この後のジェトロさんや日華化学

さんの視察の中で、理解することができた。まず、

このような企業経営者は、ほんの一握りのスーパ

ー富裕層であること。次に、車両は固定資産であ

り、その価値は下がらないこと。最後に、ジャカ

ルタは中古車基地の役割を担っていること。福井

に帰ってから、中古車の展示場を見て回っていた

とき、その展示場の従業員さんが磨いていた車は
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ジャカルタから輸入されたものであるとのこと。

身近に、ジャカルタからの輸入中古車があること

に驚いた。 

 また、2 月 22 日のじゅかるた新聞（日本語新

聞）の一面には、「国軍兵士ら 10 人死亡、パプア

で銃撃事件」が掲載され、23 日の一面には、「パ

プアの兵士殺害 近年最悪 遺体搬入ヘリに銃

撃 乗員負傷で徹底」とテロ関係の記事は連日掲

載さていた。 

 ホテル、ショッピングセンターの入り口にはテ

ロの警戒のための警備員が配置されるなど、治安

に不安を感じさせる光景が目についた。 

 このような中にあって、首都ジャカルタにも次

の写真のように貧富の差を感じさせる。しかし、

平均年齢は 28 歳と大変若く、最低賃金も急上昇

している様子は、日本の昭和 40 年代のような高

度経済成長期に入ったような活気に溢れている

ジャカルタであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中小企業施策のムダ 

施策は集約化し、ムダ削減に強めるとともに、ま

ず「伯楽」を育てなければならない 

                佐治 眞悟 

 

  今年度は、補正予算を含めて中小企業に対す

る施策が大幅に増えた。もちろん、各種補助金も

増大している。ただ、予算の内訳をみると、細か

い事業分野ごと に、それぞれびっしりと予算額

が張り付いている。たとえば、経済産業省 25 年

度予算案→中小企業対策費→重点化する分野の

中項目（１）～（３）の中の、例 えば、「（２）

成長による富の創出」のなかに「①～⑤」があっ

て、その中に「ⅰ～ⅴ」があり、例えば「ⅲ戦略

産業の育成・社会的課題を解決するための技術 

開発」、その中にまた細かい分野がびっしり並ん

でいる。たとえば、「ロボット介護機器開発・導

入促進事業 23.9 億円」、「福祉用具実用化開発

推進事業 1.0 億円」などである。これらの項目

が、数えきれないくらい、無数に並んでいる。こ

れをまた、地域ごとに配分するのである。・・こ

こを読むだけで疲れ る。 

 ここで大きな疑問がある。これだけ細かく分類

され、それぞれ微妙に異なる予算額が張り付いて

いて、過不足なく使い切ることができるのであろ

うか？ でき るはずがない。必ず、それぞれの

分野ごとに余分か不足が生ずるはずだ。すべて予

算通りに納まるということは、絶対にない。あっ

たらおかしい。しかし不思議 なことに、いつも

最終的には、各担当者がつじつま合わせをして、

ぴったりと使い切る。そしてそこには、膨大な無

駄が発生しているのである。今年度に限った こ

とではないが、今年はとくに大盤振る舞いしてい

る。 

 では、これらの補助金予算を無駄遣いしないた
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めには、どうしたらよい か。それは、予算の総

額だけを決め、あとは内容に応じて都度配分すれ

ばいい（地方一括交付金のように）。平準化であ

る。今のままでは、細かい縦割りによって、大き

な無駄が発生するだけでなく、本当に必要な分野

に助成が行かない。これは杞憂ではない。したが

って予算の使い方について、省庁横断ぐらいの融

通性 を持たせるべきであるし、こんな時こそ行

政の担当者は柔軟な対応をして欲しいものだ。単

に右から左だけでは、それこそ「税金泥棒」であ

る。またマスコミも 異常である。各予算案件と

金額がぴったり合うことこそおかしいのに、すこ

しでも要件を外すと大騒ぎする。典型は、復興助

成金の流用問題である。 

 一方、これらの助成を受ける中小企業者も大変

である。これだけ細かく助成要件が決められてい

ると、自分の案件がどの分野に該当するのかが分

からなくなる。 とくに新しい業態にチャレンジ

しようとする企業にとって、行政が勝手に決めた

事業分野には、うまいことあてはまらない。新事

業とは、そういうものである。 まあ、そこへた

どり着く前に、中小企業者にとって、屋上屋を架

した助成制度は、何が何だかわからないと思う。

それぞれ申請方法も異なるとしたら、もうお手 

上げである。 

 そこで提案したいのは、10 年以上前から制度

として定着している「経営革新事業」の有効活用

である。この事業 は、とくに分野を定めず、企

業が新しい事業に取り組む場合の計画を承認す

るものであった。ただ、この計画認定のメリット

は、金融機関の内部稟議の助けにな るくらいし

かないため、申請企業数は頭打ちになっている。

これを活用しない手はない。この事業を充実させ、

計画の中で必要な資金を助成するのである。 

 そしてその場合でも重要なのは、『伯楽』の存

在である。有望な事業を生み出す「名馬」は、ど

こにいるかわからない。どこにでも、薄汚い格好

で埋もれてい る。しかしそれを見つけて、金を

生む「名馬」に育てる人材は、そうはいない。わ

が福井県でも数人いるかどうかであろう。そのわ

ずかな『伯楽』となる人材を 集約、育成するう

えでも、補助事業の 1 本化は必要なのではないか。

あれだけ細分化したら、『伯楽』も育たない。 

 

規制緩和と生産性 

佐治 眞悟 

 

ずいぶん昔から『規制緩和』についての賛否両

論が渦巻いていた。しかし、この『規制緩和』と

いう言葉の意味が、人によって違うのではないか。

違う概念で同じ言葉を使っていたら、話が合わな

いのが当たり前である。 

  たとえば、気鋭の経済評論家で中小企業診断

士の、三橋貴明氏が「日本経済を殺した真犯人は

だれだ！？マガジンハウス社」で、つぎのように

述べている。『経 済がインフレギャップの状態

にあるならば、政府が規制を緩和、撤廃し、民間

企業の新規参入を促し、さらに国営企業は民営化

し、市場競争の波にさらし、生産 性向上をはか

るという施策は全く正しい。だが、デフレ期には

間違っている』 

 すなわち、この場合の『規制緩和』の意味は、

業界の垣根を外して企業を競争にさらし、生産性

を上げる（聞こえはいいが、安値競争させる）と

いうことである。もちろん、このような『規制緩

和』は、デフレをますます促進させる。当たり前

である。 

  しかし、私自身は全く異なる意味で『規制緩

和』をとらえていた。たとえば、Ａというものを

作っていた企業が、新たにこれまでにないＢとい

う商品を開発しよ うとする場合に、立ちはだか

る規制である。1 例として、医療関係の器具や薬

品を作る場合、中小企業には不可能と思える規制

の壁が立ちはだかっている。天下 り役人が陣取

っている検査機関に対する、膨大な申請資料と法

外な手数料である。これは、食品関係、消防関係

など他にも無数にある。産業財産権もそうであ 

る。『安全』に名を借りた、あるいは特定の圧力

団体による、非合理で理不尽な規制が山ほどある
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のだ。もちろん、中国のように、お金のためなら

何でも自由、 は論外としても、規制のやりすぎ

はいけない。この場合の規制は、『需要を創造』

する機会を奪うことになっているのである。 

 生産性の向上とは、こ れまで 10 人で作ってい

たＡという商品を５人でつくることだけではな

い。むしろ、Ａより付加価値の高い、Ｂという商

品を同じ人数の 10 人で作ろうとするも のでな

ければならない。そうやって、雇用を守り売り上

げを伸ばす。先進的な企業とはこのように、ドラ

ッカーの提言『顧客を創造』しようとする企業で

ある。 このような企業を応援するための『規制

緩和』は、国民に新たな価値を提供するだけでな

く、需給ギャップを縮めてデフレを解消するはず

である。 

 た だ、大きな心配がある。日本がこれから伸

びていくためには、まず需要が伸びて、それに供

給が追い付く必要がある。しかしながらこの長ら

くデフレで、日本の 技術力、供給力が毀損して

しまったのではないか。すでに、多くの製造業は

中国へ行き、製造機械などは、すでに日本ではあ

まり作っていない。日本より中国の ほうがすぐ

れている。これを取り戻すためには、日本人が徹

底的に働く必要がある。プライマリーバランスよ

り、そのほうがはるかに大切である。日本人がみ 

な、一生懸命働けば、財政赤字は無限大でもかま

わない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
竹内 真一氏 

（明道コンサルティング 代表） 
 

この度、福井県中小企業診断士協会に入会させ

ていただきました竹内真一で

す。 
 平成 24 年の 1 次・2 次試験

に合格し、平成 25 年 3 月診断

士の登録をいたしました。 
私は、昭和 58 年にダイキン

工業の販売会社に入社し、営

業・管理・人事・企画等の様々な職種を兼務を含

め経験し、28 年余勤務いたしました。 
 退職後、今まで経験し培ったものを生かし「問

題解決」や「人材育成」のお手伝いができるコン

サルタントを目指し診断士を志し、さらに「平成

23 年度プロコン養成講座」を受講することで独

立開業を決意いたしました。 
 そして、平成 25 年 5 月「明道コンサルティン

グ」を開業いたしました。 
 現在は、前職の関係で金沢に在住しております

が、元々は福井生まれの福井育ちで 40 歳までは

福井に在住しており、社名も出身の明道中学校か

ら貰いました。 
 今後は、全ての源である「人」と「私は人を好

きである」を基軸において、企業を盛りたてる人

材づくり、人材を生かす組織づくりに取り組むこ

とを自分の使命とし、地元の皆様の企業力強化や

問題解決のお手伝いをしてまいりたいと考えて

おります。 
 診断士としては「ひよこ」で年齢的には「ヒネ」

の私でありますが、諸先輩と共に精力的に活動さ

せていただきたいと思います。 
 今後ともご指導を賜りますようお願い申し上

げます。 
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鈴木 智博氏 
（ニチコン大野株式会社 勤務） 

  

私の名前は、鈴木智博と

申します。電子部品の製

造・販売メーカーに勤務

しており、現在は導電性

高分子コンデンサの生

産技術に従事していま

す。 

これまで同分野において、研究・設計の仕事にも

携わっており、製品を生み出すすべての工程を経験

してきたことが、私の強みであると考えています。 

診断士の資格は、2012 年の 1 月に取得しました。

2011 年 8 月の 1 次試験および同年 10 月の 2 次試

験をクリアし、ストレート合格できたことは、大きな自

信となりました。 

診断士を目指した主な理由は、技術者の延長で

は手にできない経営に関する知識や経験を得るた

めです。グローバル競争が激化し、技術の陳腐化す

るスピードが早くなった現代に対応するため、技術の

みではなく、経営に関する知見を深める必要がある

と考えた結果です。 

資格取得後は、士業のネットワークに参加できると

いうことも魅力的でした。技術者として、社内に引きこ

もることが多く、多様な価値観に触れる機会がなかっ

たためです。 

他にも「コンサルタント」という響きをカッコイイと感

じ、惹かれたことも、資格取得の動機となりました。 

福井県の診断協会は、転勤を期に 2012 年の 9 月

からお世話になっております。それ以前の 4 月から 8

月にかけては、長野県の診断士協会でも活動してい

ました。 

 2 つの診断協会に参加し、共通して感じたことは、

中小企業診断士のパワーでした。多様なバックボー

ンを持つ会員のパワーを結集すれば、地域に大きな

貢献ができると考えています。 

 今後は机上の勉強のみならず、コンサルタントとし

ての実践を積んでいきたいと考えております。実践を

通じて、診断協会、地域および自社に貢献できる人

材へと成長していきます。診断協会が、自分を磨くた

めの、実践の場となることを期待しています。 

 最後に、先月の 5 月で 32 歳になりました。自己啓

発書によれば、「30 代は寝食を忘れて仕事に没頭す

べき時期」とのことですので、少なくとも残り 8 年間は、

体に鞭打ってがんばっていこうと思います。 

 福井県診断協会の皆様および関係者の皆様、こ

れからもどうぞよろしくお願いします。 

 
西田 晃一氏 
（株式会社村田製作所 勤務） 
  

はじめまして、今年の 4
月に新たに（社）福井県

中小企業診断士協会の会

員となりました西田晃一

と申します。よろしくお

願いいたします。 
中小企業診断士をめざすきっかけとなったの

は、企画管理部門に異動になった会社の同僚の誘

いからなのですが、勉強すること 4 年、昨年よう

やく登録をすることができました。 
普段はメーカーである村田製作所の技術者と

して勤務しており、企業内診断士として活動する

ことが多いのですが出身は大野市ですので、これ

からは地元の経営者の皆様方のためにも尽力し

て参りたいと考えております。 
これまで、新規製品の開発や技術調査等の業務

に 13 年間従事してまいりましたが、最近では特

許関連業務も担当するようになり、知的財産に関

する社内での相談も行っています。 
そのため、これまで学んできた生産管理や運営

管理だけでなく今後は中小企業の知的財産活動

支援も専門分野の一つとして活躍できたらと考

えております。 
みなさま、どうぞよろしくお願いいたします。 

 
専門分野：中小企業経営改善支援、生産・運営管

理、知的財産、財務 
E-mail  ：qqnr7spt9@world.ocn.ne.jp 
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＜編集後記＞ 

 

 今回も「診断ふくい」の発行へ積極的に寄稿し

ていただき、ご協力に感謝します。 

 今回より、ホームページで広く読んでいただく

ことと、経費節減のために、印刷会社に依頼せず、

私のパソコンで編集しました。そのため、レイア

ウトなど素人の体裁となりました。 

 今後とも、「診断ふくい」のレベルアップを図

っていきたいと考えておりますので、アイディア

を持っていらっしゃる方、一緒に作りまししょ

う。 

今後もよろしくお願いいたします。 

 

広報 PR 委員会 

 

 

 
 


