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 新年度となり 6 月に入っています。そろそろ新し

い体制が固まってきて、本格的な事業に取り組みを

開始しようとされている頃でしょうか。改めて今後

の取り組みなどについて、ご挨拶、ご紹介させてい

ただきます。 

 私たち中小企業診断士は、地方創生をメインテー

マとして、新しく展開される地域活動に合わせて、

新しい企業ニーズに対して、福井県内の行政機関、

支援機関、金融機関等と何ができるか、何をしなく

てはならないかなどについて話し合いを始めてい

ます。 

 我々中小企業診断士の取り組みとしての活動を

ご紹介します。まず、シンポジウムを開催します。

昨年に続き広く県内全域から様々な方に参加して

頂きたいと考えています。時期は 11 月頃を予定し

ていますが、テーマは地方創生です。地方創生に関

わる成功事例、取り組み事例、問題点と解決策の検

討などについて、具体例とともに皆さんと考えてい

きたい、一緒に新たな取り組みについて相談しあう

キッカケづくりにしていきたいと考えています。 

 次にご紹介するのは、“チーム支援“です。我々

は単独で支援に関わることが多いのですが、求めら

れるニーズが多様化、専門化していく中で、一人の

知恵と能力では対応できない状況を迎えて、チーム

対応が求められており、その体制を整備しました。

幸いに我々中小企業診断士協会には、85 名の会員 

がおり、皆が得意分野を持ち、その分野を超えて意 

 

 

 

 

見、提案を高めあう体制

ができあがってきまし

た。この体制で、行政や

地域の活動団体などと

一緒に活性化に向けて

計画づくりに携わって

いきます。もちろん、出

先機関、支援機関、民間

企業に対しても同様の取り組みをしていきます。 

 我々中小企業診断士は、新たに必要となってくる

知識、技術などに対応し、ノウハウづくり、能力ア

ップに力を注いでいます。多くの分野に専門性が保

てるように、県内各地の市町ごとに詳しい担当がで

きるように今後も精進していく所存です。 

最後に、皆さんもご承知だと思いますが、金融機関

は明らかに変わってきました。この金融機関が“事

業性を評価する”という方向性に舵をきったように、

事業を展開している組織体は、絶えず評価をして、

見直して、高めていくことが欠かせないことだと感

じています。我々と一緒に地方創生に向けて、福井

県の創生のために、取り組みを開始してみませんか。

中小企業診断士はその事前準備として県及び各市

町の計画を知り、支援機関の計画を把握することに

努めています。地域への活動領域を広げ、深めなが

ら、事業のさらなる拡大を図りたいと考えています。

一声かけて頂けることを期待しています。 

いつもと変わらない力強さと、新たな活動による飛躍を 
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◆ 事業推進委員会 

委員長 竹内 真一 

 事業推進委員会は、会社で言

うと「営業部隊」です。本年度

は、前年度から実施している「営

業」と「新事業の開発」の２本

柱を更に推進します。 

具体的には、行政・金融機関・支援機関・企業等

の定期的な訪問により、関連機関等の悩み・問題点

を把握し、これを解決する企画を提案する「ソリュ

ーション営業」を展開します。 

各方面からは、「専門の異なる複数の診断士に関

わってもらうことで、相談することに安心感や期待

感がある」、「同時にいろいろな角度からの意見が

聞けてスピード感がある」という意見をいただいて

おります。 

今後は、多彩な専門分野・得意分野を有する中小

企業診断士が所属する「福井県中小企業診断士協

会」の総力を結集し、様々な問題を解決していきた

いと思います。 

◆ 創業支援委員会 
委員長 出倉 裕 

 創業支援委員会では、昨年に

引き続き県下商工会議所等の支

援機関主催の創業セミナーにつ

いて、その進め方のご相談に対

応したり、各分野の講師の派遣

を通じて創業者・創業予定者の支援を進めるととも

に、個別相談や創業の具体的アドバイスにも応じて

いく予定です。 

 当県の中小企業診断士協会には、経営戦略・商品

企画・顧客開拓・財務・労務・IT 等の各分野を得意

とする診断士が多数在籍し、創業セミナーや創業個

別相談会等に的確な対応が可能です。 

 昨年の実績のお問い合わせや、企画の段階からの

ご相談にも対応いたますのでご連絡ください。 

◆ 県市町支援機関連携委員会 
委員長 左近 政裕 

１.経営発達支援計画の認定を受

けた支援機関・認定を受けよう

とする支援機関の情報の収集を

行う。 

２.自治体・商工会議所・商工会・金融機関の各支援

機関に福井県中小企業診断協会の情報を提供し、各

支援機関との親交を深める 

３.自治体・金融機関・商工会議所・商工会において

地域中小企業の支援を行っている 

 各支援機関の皆さんに、中小企業支援において困

っている問題・こうしたいという計画をお聞きし、

福井県中小企業診断士協会が最適な提案を行いま

す。訪問時に、遠慮なく是非ともお話しをお聞かせ

下さい。 

◆ 見習研修・養成塾委員会 
委員長 北島 宏樹 

 今年度から新設された委員会

です。見習研修は昨年に引き続

き受託を目指し、プロコン養成

塾では資格の学校 TAC が主催す

る全国模擬試験を福井で初めて実施します。当委員

会では①支援機関等の経営相談員スキル向上と、②

中小企業診断士試験合格者を創出し当協会への入

会を促進するだけでなく、③当協会会員のリーダー

シップなどのスキルアップも図っていきます。 

 中小企業診断士は多くの企業との出会いがある

魅力的な資格です。また、当協会では各種委員会や

月 1回の定例会など活発な活動の中で中小企業診断

士同士の交流も盛んで多くの仲間ができる場です。

プロコン養成塾で一緒に資格取得を目指し見習研

修でスキルアップを図りましょう。 

◆ 調査研究委員会 
委員長 竹川 充 

（一社）中小企業診断協会が行

う調査研究事業の受託を目指し

ます。テーマについては委員会

のメンバーと話し合いを行い、
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福井県らしく、また経済・経営のトピックとなるよ

うなテーマを選びます。行政からの研究の受託や研

究会にとらわれない独自の調査研究事業も重ねて

いきますので、企業内診断士の方々にもご参加いた

だきたいと思います。 

これまで、（一社）中小企業診断協会（本部）の

委託事業の実施、および観光団体より調査・研究事

業を受託した経緯もあり、地域経済の動向調査・提

言など、診断士のノウハウを活かした調査・提言が

出来ます。また、支援機関の皆様には、伴走型小規

模事業者支援推進事業（経営発達支援計画）に対す

るサポートをご提供いたします。 

◆ 資格更新委員会 
委員長 加藤 永俊 

 当協会会員を中心とし、資格

更新のための「理論政策更新研

修」を開催します。施策の理解

を図るとともに、中小企業支援

に必要とされる知識取得、また

革新的な企業経営に取り組む経営者を講師に招き

実務に役立つ研修を行います。 

【理論政策更新研修事業】 

日時 平成 28 年 9 月 9 日（土） 8：50～13：00 

会場 福井県産業情報センタービルマルチホール 

福井県中小企業診断士協会では、「地方創生ナビ

ゲーター」を重点目標に、各省庁が行う中小企業施

策や公的機関の支援情報・支援施策（補助金・助成

金など）の情報共有を図り、中小企業・小規模事業

者に対する支援体制（個別支援、チーム支援）を構

築しています。 

◆ 総務委員会 
委員長 川嶋 正己 

総務委員会は、福井県中小企

業診断士協会の組織としての機

能を強化していく役割を担って

いきます。事務局の仕事の見直

しや必要なルールの作成などを

昨年度に引き続き進めます。また、当協会はどのよ

うな姿を目指すべきなのかのビジョンづくりを本

格化させます。三役を中心に委員会を組織して会員

から広く意見を募り、ビジョンを形にしていく予定

です。同時に、企業内診断士を中心に会員のニーズ

を収集し、実務ポイント取得対策などを検討してい

きます。 

当診断士協会では「地方創生ナビゲーター」とし

て、福井県の産業・観光分野で行政や支援機関にと

ってのシンクタンクのような存在になっていくこ

とを目指していきます。個人では対応しきれなない

能力を組織として蓄えていきます。そのための組織

力を当委員会が中心になって高めています。 

◆ 例会委員会 
委員長 谷川 俊太郎 

 中小企業診断士としての知識

習得・支援能力向上を目的とし

た研修、県内中小企業の新分野

や海外進出の取り組みについて

事例研修を月例会として開催し

ます。加えて、各研究会、各中小企業診断士の発信

の場としても月例会を活用し、中小企業診断士の発

信能力の向上を目指す場としても月例会を活用し

てもらうべく、多様な中小企業診断士に講師の依頼

を行い、例会を通じた福井県中小企業診断士協会会

員の能力向上を目標に活動します。 

私達中小企業診断士は、プロとしての能力を高め

ることを欠かすことはできません。また、クライア

ントの様々な問題を解決するためには、中小企業診

断士同士の連携も欠かすことはできません。例会委

員会の月例会を通じて、当協会の会員診断士は能力

向上と会員同士の交流に努めています。会員同士の

横の繋がりも強いため、ご相談事に対して適切な会

員診断士をご紹介できます。 

◆ 広報 HP委員会 
委員長 北島 宏樹 

 今年度も昨年度と同様に、①

協会会員同士のコミュニケーシ

ョンの活発化、②支援機関・金

融機関・一般企業への情報発信

（媒体：ホームページ、パンフ

レット、会報）を中心に協会の見える化を推進しま

す。他にも今年度は協会パンフレットの刷新を行い、
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当協会を身近に感じていただけるようにしていき

ます。 

当協会で開催しています、定時総会、シンポジウ

ム、月例会、国内・海外視察、各委員会活動などは

年 2 回発行の会報「診断ふくい」で配信しています

が、ホームページでは、会員紹介、診断事例、調査

研究事例など会報にないコンテンツも盛りだくさ

んです。一度ご覧になって下さい。 

（協会 HP：http://www.sindan-fukui.jp） 

◆ 会員研修・視察委員会 
委員長 吉田 裕晃 

当委員会ではクライアントか

ら中小企業診断士に期待される

コンサルティングなどのスキル

を再確認し、更なる向上を図る

研修会や先進事例先への視察会を実施しています。 

今年度は「ロジカル・シンキング」や「IT」をテ

ーマにスキルアップ研修会を実施します。また地域

づくりや観光活性化に向けた事例を学ぶ国内視察

研修は北関東もしくは東九州を、さらに県内企業の

海外展開の事例と課題を現地で学ぶ海外視察はイ

ンドネシアもしくはフィリピンを検討しています。

奮ってのご参加をお願い致します。 

当協会では時代のニーズに応えられるよう常に

自己研鑽の場を設けて診断士のレベルアップを図

り、地域中小企業を強力にバックアップしています。

経営サポートのエキスパート集団である中小企業

診断士を是非ご活用下さい。 

◆ 福祉ビジネス研究会 

委員長 中川 義崇 

介護事業所や障害事業所が抱

えている経営課題を解決するた

めの研究会を開催し、会員の福

祉ビジネス支援のスキルアップ

を図ります。 

 前年度は、福井県庁担当課職員様を招いての集

合研修会、及び、会員のリレー方式による継続的な

訪問支援を行いました。今年度は、経営課題を解決

するためのノウハウをまとめたいと考えています。 

【事業】 

①介護事業所向け 

介護事業所には、キャリアパス制度の運用に課題

があります。社労士にはない診断士ならではの人事

考課制度・賃金制度のノウハウをまとめたい。 

②障害事業所向け 

障害事業所では、工賃アップのための具体策の提

示が求められている。移動販売事業への新規参入か

ら販路開拓までのノウハウをまとめたい。 

今年度の福祉ビジネス研究会は、成果の見込める

具体的な指導ができるように、また、指導内容に再

現性を持たせるために、「型」となるノウハウをま

とめたいと考えています。 

毎月会員が集まり、たたき台となる「ノウハウ」

をブラッシュアップしていくことで、本年度末まで

には完成させたいと考えています。 

完成のあかつきには、当研究会を「福祉事業所の

経営課題を解決するための知恵袋」としてご活用い

ただければ幸いです。 

◆ シンポジウム委員会 
委員長 竹内 邦夫 

地域連携委員会を改め、本年

度は、シンポジウム委員会とし

て活動します。昨年度は、『地方

創生に参画する中小企業企業診

断士』をテーマにシンポジウム

を開催しました。今年度も 11 月頃に地方創生をメ

インテーマとして成功事例、取り組み事例など具体

例を発表する予定です。 

このシンポジウムが、参加していただいた皆様と

新たな取り組みを相談するきっかけになればと考

えております。会員の皆様、他の士業の皆様、地方

創生に関心のある皆様、是非ご参加いただきますよ

うお願いします。 

地方創生のまちづくりに貢献するため、地方公共

団体や支援機関の「連携」を強化することを目的に

シンポジウムを開催いたします。このシンポジウム

が、参加していただいた皆様と新たな取り組みを相

談するきっかけになればと考えております。 

具体的には、平成２８年度に受賞した診断協会会
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長賞の事例を始め、成果を上げている事例を紹介す

る中から、ともに地方創生を進める手がかりをつか

んでいきたいと思います。 

是非ご参加いただきますようお願いします。 

◆ 農業ビジネス研究会 
委員長 前野 壽伸 

「ふくいのあるべき農林水産

業の方向性」を研究し、その実

態を経営面及び政策等から調査

することを目標としています。

集まっていただいた方々との話

し合いからその年度の活動方向を決めるため、多面

的な取組みが可能となっています。 

昨年度は、農業法人化促進事業（セミナー及び個

別指導）を受託。今年度も皆さんで決めた活動方針

の中から、訪問や調査、研究を通じて事業の受託が

できればいいなと考えています。 

多くの方に参加いただき、新たな切り口で活動を

進めることが事業の受託に繋がると考えています。 

◆ 観光産業化研究会 
委員長 峠岡伸行・川嶋正己 

北陸新幹線延伸などの高速交

通網整備、福井国体や東京オリ

ンピック開催など、福井県の観

光を取り巻く状況は大きな変化

の中にあります。インバウンド

対策の立ち遅れなども指摘され

る中、福井県はどのようにして観光を振興し、それ

を産業として事業者の収益にまで落とし込むべき

なのか、早急に考えてアクションを起こす必要があ

ります。観光産業課研究会ではその環境変化を調査

するとともに、市町に対する具体的な提案をまとめ、

当該市町の関係者と意見交換を行っていきたいと

考えています。 

福井県中小企業診断士協会では約 10 年前から

「観光」を大きなテーマとして捉え、調査研究を続

けています。我々の提案も参照して観光産業課に具

体的に踏み出した勝山市の例なども出ています。

我々を観光産業化のシンクタンクとしてご活用い

ただければと思っています。 

 

 

 

ベトナム・ハノイの県内進出企業を訪問 

～海外視察研修報告～ 

福井県中小企業診断士協会では、平成 29 年 2 月

22 日（水）～26 日（日）の日程で、ベトナム社会

主義共和国ハノイ市周辺地域に進出する福井県企

業を訪問する海外視察研修を、福井県経営者協会、

福井県立大学地域経済研究所、福井銀行との共催で

実施した。 

今 回 の 視

察会には、経

営 者 協会 と

共 同 で募 集

し た 社会 人

11 名（うち会

員 5 名）と大

学生 2 名に加え、福井県立大学の学生海外インター

ンシップ事業と連携して学生 10 名と引率者 2 名、

ハノイでのビジネス商談会に参加する福井銀行行

員 5 名の総勢 30 名で、視察見学を実施した。 

主な視察訪問先は、以下の通り。 

①ハノイものづくり商談会（福井銀行共催） 

②吉中精工ベトナム（タンロン工業団地） 

③ジェトロ・ハノイ事務所 

④前田工繊ベトナム（ダイドンホアソン工業団地） 

④ナカシマベトナム（ハイフォン市） 

⑤イオンモール・ロンビエン 

 また、ベトナム政府関係者や福井県企業の駐在員

を囲んでの夕食懇談会も開催し、経営だけでなく駐

在員の生活などについても忌憚のない意見交換を

行った。 

 ジェトロでは、ベトナムの経済情勢や日本企業の

進出動向などについて伺うとともに、現地法人を訪

問した 3 社では、各企業のベトナム進出の経緯や経

営の状況、労務管理面での取り組みなどについて説

明いただいた後に、参加者からの質問にお応えいた

だき、その後工場内をご案内いただくなど、各社と

も予定時間を超えた訪問となった。 

訪問先でのヒアリングの内容を整理すると、 

協会活動のご紹介 
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①人口 9,300 万人のうち 40 歳未満が 64％と労働力

人口が豊富で、消費市場の拡大も期待できる 

②経済成長率は

7％で、一人当た

りＧＤＰは地方

の農村部を含め

平均 2,000 ドル

程度と着実に上

昇し、物価が安

定したことで労働者の転職が減少 

③海外からの投資も過去最高に増加し、毎年 200 億

ドルを超え、最近は北部への投資が増加 

④世界各国との経済連携協定を積極的に結び低関

税で輸出できるメリットが拡大中 

⑤中間所得（年収 15､000 ドル）以上世帯が 400 万

人まで増加しているが日本製品はまだ買えない 

⑥工業団地は 50 年の使用権を一括して購入する形

が多く、中小企業向けに貸工場なども増加 

⑦近年、日本の投資は小売業、コンサルやホテル等

サービス業が増え、全体として小型投資が増加 

⑧中国国境への高速道路、大型船用の港湾施設が整

備中で、物流が改善されれば更に注目される地域 

 また、ベトナムの労務管理については、 

①ベトナムは識字率が 95％と高く、文字で表せば理

解できるが、一方で指示されたことはできるが、

自分で工夫することは苦手 

②東南アジアでは共通して叱られた経験が少なく、

人前で叱ると辞めてしまうので、コミュニケーシ

ョンと取り方に工夫している 

③従業員の定着を高めるためには、家族と仲良くす

ることも必要で、従業員の結婚式に出席したり、

社員旅行に家族を同行させたり、地域のお祭りに

参加するなど家族や地域を意識した取組みが重

要 

④物価上昇に合せて国が最低賃金を毎年引き上げ

ているが、勤続年数に応じて昇給したり、頑張っ

た人にちょっとした手当を出すと、定着率や生産

性は徐々に上がっていく 

⑤日本で留学生を採用したり、また現地社員を日本

で研修することで、日本の文化や考え方、技術の

大切さや経験によって習熟していくことを学び、

それが品質向上や定着にもつながる 

 原材料の現地調達など課題はあるものの、インフ

ラの整備が進み着実に成長しているベトナム北部

は、今後も中国と東南アジアを繋ぐ重要な地域とし

て更に発展していく可能性を感じた訪問でした。 

 

12月例会で県内ＳＣの現状と今後を学ぶ 

平成 28 年 12月 7 日（水）、繊協ビルで 12 月例会

を開催、会員 27 名が参加し、地域間競争が激化す

る中での県内ショッピングセンターの状況と福井

県内の共同店舗の課題について学んだ。 

まず、（協）福井ショッピングモール（エルパ）

事務局長の佐々木国雄氏から、「デベロッパーから

みた流通業の現状と今後」をテーマに講演頂いた。 

「エルパ」は、アピタと地元の商業者による協同

組合エルパで構成され、開業から 16 年を迎える。

協同組合の店舗だけで年間 250万人がレジを通過す

るほど、多くのお客様に来店いただいている。お蔭

様でエルパは、昨年度開店以来最高の売上を記録し、

アピタを含めても過去最高となった。 

 要因が何かと特定するのは難しいが、エルパでは

年間の休日を増やす取り組みを進めていて、組合員

のお店の従業員が休めない状況では、従業員満足度

が下がり定着率も下がると、それが売上に大きく影

響するのではないかと考え、年間休日を 10 日に増

やしたところ、売上が向上する結果につながった。 

事務局にいて感じることは、組合員は皆さん中小

企業で、売上には関心があっても係数はあまりわか

っていない方が多いということ。また、給料をすこ

し上げれば人は採用できると思っていること。実際

に店舗を見ていると、経営者が普段から従業員に目

を掛け声掛けしている店舗は業績がよく、経営者自

らが頑張っている姿を見せている店舗は従業員の

定着率も高い。 

エルパと他の共同店舗との違いは、組合直営の店

舗を持っていることで、実際に事務局も店舗の経営

を行うことで売上を上げていれば、組合員に対して

も指導助言を行う際に説得力があるし、組合員も助

言を聞いてくれるように変化してきた。 

中小企業診断士の皆さんには、①総論ではなく店

舗毎に具体的な指導をして欲しい、②単発の助言だ
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けでなく最終的な結果の検証まで支援いただきた

い、③経営者は店頭からなかなか離れられず、ネッ

トワークを作る時間がないので、専門家など連携で

きる人脈を紹介して欲しい。 

 続いて、福井県中小企業団体中央会専門員の芹沢

利幸氏から、「福井県内の共同店舗の状況と今後」

をテーマに「福井方式」の解説を含め講演頂いた。 

福井の共同店舗の特徴は、地元商業者でつくる協

同組合がＳＣを開発し、そのテナントとしてＧＭＳ

を誘致していったところで、「福井方式」と呼ばれ

ている。昭和 52 年に最初のＳＣとして「ピア」が

誕生したが、当時ダイエーが全国の空き地を物色し

て、次々と大規模店を建設していた時で、地元商業

者がダイエーの出店を阻止するために連携して取

り組んだものが、「福井方式」として定着した。 

このような「福井方式」の協同組合ＳＣは県内で

11 店舗あるが、エルパのような好調な店舗は少なく、

ほとんどが空き店舗を抱える状況にある。これは、

バブル期に何もしなくても商品を並べておけば売

れた時代を経験して、個店経営者が努力することを

忘れてしまったからではないのか。 

今、福井の商業者の話題は、小松のイオンモール

の影響がどのくらいでるのかで、周辺にカテゴリー

キラーが集積し、また家族連れが楽しめる公共施設

の整備も進んでいて、買物だけでなく地域が連携し

て、楽しく滞在できる仕組みをつくらなければ、小

松エリアに負けてしまうのではないかと懸念して

いる。 

ＳＣも昔のように、ワクワク感を感じられる場所

にしていかなくてはいけない。県内では「アミ」が

接客に力を入れて取り組んでいて、周辺にスーパー

が出店しても売上が下がっていない理由が、顧客と

の関係性を大事にし、スタッフがしっかりとした接

客をしているからではないか。やはり人づくりが小

売業にとって生命線なのではないか。 

 

嶺南の大規模農業の現状を学ぶ 

～農業ビジネス研究会を開催～ 

福井県中小企業診断士協会では、農業分野での経

営支援拡大と受託事業の開拓に向けて農業ビジネ

ス研究会を設置し、関係機関への働きかけや具体的

な支援事例の創出に取り組んできたが、今回、同研

究会の企画で、嶺南地域で取り組まれている大規模

施設型農業の事例やメガファームへの取組みにつ

いて現地見学を行う例会を平成 29 年 4月 8 日（土）

にバスツアーで実施し、関係者を含め 18 名が参加

した。 

最初に訪問したのが、小浜市で平成 27 年度から

スタートした大規模ビニールハウス 14 棟をつなげ

て青ネギ生産に取り組む（合同）若狭こすもかんと

りーで、平成 27 年 8 月に設立し、現在 3 名の社員

とパート 1 名で操業を行っている。 

まず、この

連 棟 ハウ ス

整備事業は、

Ｊ Ａ 若狭 が

主導して、国

の補助５割、

福 井 県及 び

地元自治体の補助約４割を受けて施設を建設し、そ

れを運営主体である若狭こすもかんとりーに年 420

万円のリース料で 14 年間賃貸する仕組みとなって

いて、2 億円以上かかるとみられる施設費用をＪＡ

が補助金を利用して建設して賃貸することで、新た

に大規模農業に取組みたいという農業者にとって

は資金面でも安定したスタートが切れる仕組みと

なっている。 

この施設では、福井県内では生産が少なかった青

ネギを、パレットを利用した水耕栽培で生産してお

り、種の植え付けから収穫までこのビニールハウス

の中で全て行い、年間 52ｔを目標に生産に取り組み、

全量をＪＡに出荷している。 

生産した青ネギは、他の大規模農家から持ち寄っ

た青ネギと一緒に、ＪＡの選果場で調整包装が行わ

れ、主に県内スーパーに「幸福（しあわせ）ネギ」

の名称で出荷されていて、「将来は関西方面にも出

荷拡大を考えている」というお話しでした。 

 2 番目に訪問したのが、高浜町で「越のルビー」

で有名になったミディトマト生産に取り組む（合

同）ながの農園で、平成 24 年度に若狭地区の大規

模エコ園芸施設の第一号として建設された施設。 

 こちらの施設は、高浜町の３セク会社「いきいき



 
8 

タウン高浜」が福井県と高浜町の補助金を活用して

施設を整備し、運営主体となる農業者を募集して、

14 年のリース形式で賃貸する形をとっている。 

年間 60ｔ

の 目 標に 対

し て 現状 で

は 52ｔの生

産で、また規

格 に 合っ た

製品は 8割と

なっていて、規格外の 2 割も低価格でＪＡの直売所

に出すなど、販売面では「ＪＡが全量買い取りして

くれる契約となっているので安心して生産に力を

注げる」と代表者は話す。生産で苦労しているのは

温度管理で、センサーなどで暖房や湿度の調整はし

ているものの「急な天候の変化や温度の変化に植物

は対応できないので、どうしても品質が落ちてしま

うのが課題」とも話している。 

「フルタイムの従業員を採用したいが、現実には

そこまで収益が出せていないので、パートの皆さん

に交代で勤務いただくことで、なんとか生産、出荷

を回している」と本音を語ってくれた。 

 

 

 

 
 

 

株式会社 福邦銀行 
 

下中 俊彦 
 

平成 28 年に資格登録し、今

回入会させていただきました。

嶺南名田庄村生まれ「シタナ

カ」と言います。資格取得の

きっかけは会社（銀行）の資格取得制度の中でレベ

ルアップを目指し受験しました。資格取得後の現在

は期待されている部分もあり正直戸惑っています

が、自分自身が楽しまなければ続かないと開き直っ

て、仕事（営業）に取り組んでおります。 

クライアントから頼られる診断士になりたいと

思っております。細かなことでも相談してもらえる

ように信頼関係を築き、課題や夢を語ってもらい、

それに役立てる診断士になりたいと思っておりま

す。地方創生が最近のキーワードになっていますが、

その役割を担えたらと思います。 

事業承継、販路開拓等福井県の産業が新幹線を機

に盛り上がって、若い経営者が元気に活躍できる場

を提供できる仕事に取り組めたらと思っています。 

 

株式会社 福井銀行 
 

松村 和幸 
 

平成 27 年に登録し、この度

入会させて頂きました。1990

年生まれの 26 歳です。資格取

得のきっかけは、地方銀行に

就職することが決まったとき

に、地域活性化のためには地

元の企業が成長することが必要だと感じ、その手助

けをしたいと思ったからです。現在は経理部門で実

際に企業と関わる機会は少ないですが、様々な形で

地元企業の支援に携わることができれば思ってお

ります。 

目指す診断士像といたしましては、経営者・企業

が自ら考えて持続的にアクションを起こせるよう

になってもらえるような手助けができる診断士に

なりたいです。そのためには、経営者や従業員の方

などの納得が得られるような提案を、対話を重ねな

がらしていけたらと考えております。 

入会してやりたいことといたしましては、年代の

近い人たちのチャレンジの手助けをしたい気持ち

があるので、創業支援などに携われる機会があれば

参加したいです。また、経験豊富な先輩方からひと

つでも多くのことを学び、自己成長につなげ、さら

に他の誰かの成長につなげていきたいです。 

 
日本システムバンク株式会社 

 
大森 健 

 
平成 22 年に資格取得し、今

回入会させて頂きました大森 

健です。現在は不動産関連の

企業に勤務致しております。

資格取得のきっかけは、社会

人生活が 20年経過した頃、目

に見える自分の強みが何も無い事に気づき、東京で

勤務している期間に一念発起し、資格取得致しまし

た。また取得後に故郷である福井県に異動となり、

普段の業務では中小企業の支援に携わる事が無く、

診断士としてのスキルの維持、向上を目指し、今回、

当協会に入会させて頂きました。 

福井県の企業はモノづくりは得意であるが、マー

ケティングが不得手であると云われております。自

らの唯一の強みであるマーケティング力（営業力）

を最大限発揮し、福井県の中小企業の活性化に寄与

出来ればと考えております。 


