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今年も、雪の季節を

迎えています。2月のよ

うな混乱した事態にな

らないことを願いつつ

ＢＣＰ（事業継続計画）

の必要性を感じており、

その取り組みを我々中

小企業診断士協会とし

ていかに進めるべきか

検討しております。ＢＣＰの専門家として、中小

企業診断士を活用していただけるようにしてい

きます。 

さて、今年も 11 月 9 日に観光をテーマに、福

井県中小企業診断士協会のシンポジウムを開催

しました。行政の商工関係、観光関係の方 90 名

程度の方にご参集いただきました。お忙しい中ご

参加いただいた方々に感謝申し上げます。 

シンポジウムは、我々中小企業診断士の発表の

場という位置づけで考えています。日頃行政や支

援機関の方々と一緒に行っている事業を見てい

ただき、どのような課題に対して、どのように検

討をし、どう考え、どう提案したのか報告させて

いただいています。 

東京の高層ビルに働くシンクタンクとは違い、

地元において地場の中小企業さんと一緒に語り

合いながら、汗をかいている姿を見ていただきた

いという思いです。我々は地域のプロフェッショ

ナルと信じ、いつも行動しています。 

我々中小企業診断士は、全員で 90 名足らずで

すが、地域貢献に向けて県内各地で取り組みを行

っています。 

 

 

 

目に留まっていないかもしれませんが、皆さん

の近くで診断士が活動しています。今から一緒に

何かを作り上げていきませんか、新たな一歩を踏

み出して行きませんか、ご一緒に。 

 

 

 

 

〈事業企画委員会〉 

11 月 9 日（金）に地方創生シンポジウムを開

催、サブタイトルを「観光の産業化に向けて」と

題して、当協会で取り組んでいる地域と連携した

事例を発表しました。 

 

 北陸新幹線の福井県開業まであと 4 年半と目

前に迫っている中で、当協会では「観光産業化研

究会」を設けて、地域の観光活性化に向けた調査

研究に取り組んでおり、今回、地域に向けた提案

や具体的な取り組みを発表しました。 

 2部構成として、第 1部は基調講演「大野市へ

の提案『観光の産業化』に向けて」と題し、当協

会会員で合同会社プラスアルファ・ラボラトリー

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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所長の川嶋正己氏が発表を行い、ゲストとして、

大野市商工観光振興課長の上藤正純氏をお迎え

しました。 

 第 2部は、池田町の事例「地域資源の調査分析

から見た観光への活かし方」と題して、当協会会

員で合同会社システムなんでもサポート代表北

島宏樹氏並びに当協会会員の上條辰徳氏が発表

を行い、ゲストとして池田町商工会副参事の寺田

肇氏にビデオ出演をいただきました。 

 次に、敦賀市の事例「新幹線開業に向けての受

け皿づくり」と題して、当協会会員で敦賀商工会

議所事務局長伊藤敬一氏が発表し、ゲストとして

敦賀市産業経済部政策幹織田一宏氏にも登壇い

ただきました。 

 いずれも、当協会会員が地元自治体や支援機関

と一緒に取り組んだ事例で、発表もそれぞれの地

域の関係者の方にゲストとして来ていただき、報

告書が出来るまでの経緯や様子を知ることがで

きました。 

 私ども地元で活動している中小企業診断士は、

地元に住んでいるからこそわかるそれぞれの地

区の歴史や風土、人情を肌感覚で理解していると

ともに、地元の関係機関の方とのコミュニケーシ

ョンを持っています。逆に、日常で見えなくなっ

ているところは、私どもが持っているネットワー

クでカバーすることができると考えております。 

 今回、発表した事例の全てで、関係者の方にゲ

ストとしてお越しいただき、加えて、今回の事例

で紹介した自治体以外の関係者の方にもたくさ

んのご参加いただきました。 

 本シンポジウムは、私どもの活動をアピールす

るだけでなく、行政機関や支援機関、金融機関の

方々とコミュニケーションを図る場としても有

意義であったものと感じました。 

 来年も、われわれの活動の発表の機会とし、更

にコミュニケーションを深める場としてシンポ

ジウムを企画したいと考えています。いろいろな

ご意見を頂戴いただけければ幸いです。ありがと

うございました。 

 

 

 

◆事業推進委員会 

委員長 竹内 真一 

 上半期は、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

しました。その結果、関連機関等から様々なご依

頼を受け、会の総力を挙げてチーム支援や計画策

定を現在も実施中です。 

また 5月からは、会員各位の更なるレベルアッ

プを図る「事例検討会」を開始し、9月までに延

べ 10 回開催され現在も継続中です。「事例検討

会」には多くの会員が参加し、それぞれの経験や

専門分野を活用した意見・アドバイス・ディスカ

ッションが行われ、着実にレベルアップが図られ

ています。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

意見をいただいています。 

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し、豊富な事例とノウハウを

有する「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。  

◆見習研修・養成塾 

 藤野 恵子 

 1月からの養成塾開始

に先立ち、12月 8日に養

成塾オリエンテーション

を開催しました。今年 2

回目のオリエンテーショ

ンとなり、新たに中小企

業診断士試験に挑戦され
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る 6名の方が参加されました。 

 津田会長から、診断士の活躍状況について紹介

があり、特に AI（人工知能）にとって代わられ

る確率の極めて低いとされる資格に中小企業診

断士があり、とても人気が高まっている状況など

が紹介されました。 

 また、天田委員からは、カリキュラムとともに、

試験対策は客観的データに基づく情報戦である

ことなどの説明がありました。参加者の皆様には、

試験合格に向けたイメージを高めていただいく

説明会となったのではないでしょうか。 

養成塾では、今後も随時、受講者の募集を行っ

ています。ご希望の方のお問合せをお待ちしてい

ます。 

◆創業支援委員会 

委員長 谷川 俊太郎 

創業支援委員会の仕事

は創業セミナーの講師を

選定することです。今期

ご依頼頂いた創業セミナ

ーに関して、専門性を考

慮して講師選定を致しま

した。今後も各個人の専

門性、得意分野に応じた講師選定をしていきます。

女性が多い場で話せる人、営業を専門に話せる人、

会計的な視点に強い人、経営戦略に強い人、など

当協会には様々なニーズに応えられる人材が揃

っています。こんな創業の話が聞きたいというこ

と、お気軽にご相談ください。 

◆資格更新委員会 

委員長 北島 宏樹 

今年度開催しました理論

研修についての詳細です。

【理論政策更新研修事業】 

 日時 平成 30年 9月 8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 

 研修内容 

◆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 

福井県産業労働部 企画幹 吉川幸文氏 

◆事例研究 

 中業企業の事業承継１ 

「承継に伴う覚悟とビジョン」 

武生特殊鋼材㈱代表取締役社長 河野通郎氏 

 中小企業の事業承継２ 

「伝統を引き継ぐ事業承継」 

㈲ワークハウス代表取締役 嶋田祐介氏 

◆中小企業の新事業展開支援 

 事業承継支援に係る中小企業診断士の役割 

福井県事業承継ネットワーク 

 事業承継コーディネーター 竹川充氏 

今年度も皆様のご協力をいただき充実した研

修となりました。来年度のテーマについて随時募

集していますのでご意見をお寄せください。 

◆総務委員会 

委員長 川端 利一 

ここ数年で当協会の会

員数は増加しました。 

2018 年 4 月 1 日現在の

会員数は 86名。40歳代が

最も多いのですが、概ね

40歳代、50歳代、60歳超

がそれぞれ 30％、20・30

歳代が 10％という年齢構成です。 

ちなみに最年少は 27歳、最年長は 90歳（！）。

5年前（2013年。会員数 61名）と比べて 40歳代

が 13名、50歳代が 7名増えました。一方、職種

別では、コンサルティング業の方が 5 年前より

13名増えて 37名（全体の 4割超）に。また、金

融機関や支援機関の職員も 11 名増えて、中小企

業支援に携わる診断士の層が厚くなっています。 

当協会は、経営理念等で、“行政・支援機関と

の協働による地方創生”を掲げています。様々な

専門分野を有するメンバーで、福井らしい、まち、

観光、企業づくりに貢献していきます。 
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◆例会・広報委員会 

委員長 上條 辰徳 

 例会は、6月「宿泊マネ

ジメントゲーム」(あわら

温泉)、7 月「福井駅前再

開発事業の現状」(響のホ

ール)、8 月「金融機関の

現場から見た中小企業の

取組等」(福井商工会議

所)、10月「産業の観光化・伝統的工芸・地域産

品の活かし方」(高岡市日帰り)、を開催しました。 

延べ 77 名の会員が参加し、講師・ゲストとし

て協会外からも多くの方が参加され、研鑽・交流

することができました。 

 広報は、7 月「診断ふくい 31 号」発行、協会

HP の随時掲載（例会・理論政策更新研修・養成

塾・国内視察研修等）により更新性を維持してま

いりました。 

今年度下期も継続して、会員の研鑽、対外的な

情報発信に努めますので、ぜひ、協会 HP にご注

目ください。 

◆会員研修・視察委員会 

委員長 吉田 裕晃 

2023 年春の北陸新幹線

敦賀開業に向け、県内観

光受入体制や情報発信等

の見直しが必要となって

いる中、10月 6日(土)～7

日(日)に群馬、栃木方面

への視察会を実施し、世界遺産や日本遺産に登録

された地域や「小京都」として観光活性化に取り

組む地域を訪問しました。 

また 11月 26日(月)にはスキルアップ研修会を

開催し 29 名が参加。企業において深刻化してい

る人手不足や働き方改革の解決策の 1 つとされ

る生産性向上について、現状把握や事例研究、演

習などを通じ企業を支援する立場において重要

となるポイントについて学びました。 

当委員会では診断士に求められる時代のニー

ズに素早く応えられるよう常に自己研鑽の場を

設けてレベルアップを図り、地域中小企業の強力

なバックアップを行っています。 

 

 

 テーマを人事労務管理とし、企業の経営資源で

一番重要である『ヒト』＋『経営』にフォーカス

した研修会を開催致します。内容は決定次第お知

らせ致しますので、参加ご予定頂きます様お願い

致します。 

□日 程:平成 31年 2月中旬（予定） 

□会 場:福井商工会議所ビル 国際ホール 

       （福井市西木田 2丁目 8-1） 

 

 

 

平成 30年度理論政策更新研修の開催 

           〈資格更新委員会・９月〉 

平成 30年度理論政策更新研修は、9月 8日（土）

8:50～13:00、福井県産業情報センタービル・マ

ルチホールを会場に 108 名の受講者を集め開催

しました。 

【研修内容】 

1.「福井県における中小企業振興施策について」 

 福井県産業労働部企画幹 吉川幸文氏 

 地元企業の円滑な事業承継の推進における政

策の紹介をいただいた。 

特に、今年度新たに「ふるさと企業経営承継円

滑化事業助成金」が設けられ、「店舗改装・設備

導入」を伴う助成金は予算に達し、募集は締め切

られたが、来年度も継続する予定で、一方、「企

業価値の評価の委託費」に対する助成金はもっと

利用を促していきたいとのこと。 

また、「福井県の産業・経済情勢」の分析結果

が紹介され、1996年と 2016年を比較して、福井

県の製造業は、繊維産業や眼鏡産業等、地場産業

が大きく減少する中、化学工業や電子デバイス工

業・輸送機械工業が大きく伸びており、県外から

の進出企業の売上は 5,400億円と 1/4を占めると

のことでした。 

協会活動のご紹介 

スキルアップ研修会 第 2回 開催予定！ 
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2.「中小企業の事業承継」 

事例①「承継に伴う覚悟とビジョン」 

武生特殊鋼材㈱ 代表取締役社長 河野通郎氏 

 越前打刃物の素材メーカーとして出発したが、

クラッドメタルを開発し、八幡製鉄（現新日鐵住

金）との間に金属合せ板製造法の特許共有契約を

締結する等、ニッチな分野の国内トップメーカー

です。 

当初は、全く会社の経営を継ぐつもりはなかっ

たが、会社に入り、平成 24 年には専務就任、現

会長の病気を契機に、26 年に社長に就任、経営

者としての衝突があったが、自分の考える方向性

だけは妥協しなかったとのこと。 

親子であれ信念を貫くことは重要であるとの

お話でした。今後、チタンへの応用や売上 20 億

円、海外での売上を伸ばすこと、いままでになか

った社風の創設や、100年企業を目指したいと力

強く語っていただきました。 

事例②「伝統を引き継ぐ事業承継」 

(有)ワークハウス 代表取締役 嶋田祐介氏 

 当初、貿易業やＩＴ事業を行っていたが、父親

の急死により、急遽障害者の就労支援を営む会社

を引継ぐ事となりました。 

会社としては社員の雇用の創出のために働く

場所を作ることが求められるが、世の中の流れは

人手不足で、別分野で障害者の働く場所を作れな

いかと考え、そこに金融機関からＭ＆Ａを提案さ

れ、県事業引継支援センターの紹介を受けました。 

和菓子製造業の恵比寿堂を紹介され、昨年の

12 月に工場を見学、何度も社長の想いを聞きま

した。まるで結婚のように「想いの火を絶やさぬ

こと」と「スピード感を持って行動すること」が

大事だと感じました。 

3.「事業承継支援に係る中小企業診断士の役割」 

福井県事業承継ネットワーク 

事業承継コーディネーター 竹川充氏 

 事業承継には「親族内承継」「親族外承継（従

業員等）」「親族外承継（第三者）」の 3 パターン

があります。親族内承継が最も一般的で、関係者

の理解を得やすいが、親族内に経営意欲のある者

がいるとは限らないというデメリットもありま

す。親族内に適任者がいない場合、親族外継承と

して後継候補者を確保することとなるが、候補者

に株式取得の資金力がない場合が多く、適任者が

社内にいない場合には、広く候補者を外部に求め

ることとなるが、希望の条件を満たす買い手を見

つけることが困難な場合が多い。 

事業承継に向け、自社はどのステップにあるか

を見定めながら承継計画を練る必要があり、中小

企業診断士が活用されるようＰＲに努めたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界遺産を訪ね観光を調査する国内視察

研修を実施  〈観光産業化研究会・10月〉 

福井県中小企業診断士協会では、観光産業化研

究会を設けるなど、県内自治体等と連携した観光

の活性化と産業化に向けた調査研究に取り組ん

でおりその一環として10月6日(土)～7日(日)、

北関東の栃木県、群馬県を 7 名で訪問しました。 

訪問地は、世界遺産に登録された群馬県の「富

岡製糸場」、栃木県の「日光東照宮」、「大谷石」

資料館、小京都や小江戸としても注目を集める栃

木市「蔵の街」で、宇都宮市では、栃木県中小企

業診断士会の皆さんとの交流会も開催しました。 

事業承継研究会 発足決定 ! 

事業承継を確実に進めるためには、経営に

関する専門家の支援が不可欠であり、そのた

めの専門家の育成・増員が求められています。

そこで当協会では『事業承継研究会』を発足

させ、ニーズに対応した体制を整えて参りま

す。｢事業承継｣も当協会へご相談ください。 
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1.明治の殖産興業を支えた「富岡製糸場」 

絹織物の量産化に向け、明治 5年にフランスの

製糸技術を導入し、機械化を進める官制工場とし

て設立された富岡製糸場は、厳しい採算状況が続

く中で昭和 62 年の操業停止後も民間企業の力に

よって建物施設が維持保全され、平成 17 年に国

指定史跡、平成 26 年に世界遺産として登録され

ています。 

 

操業停止以降、毎年１億円近い保全費用を企業

が負担しながらこの施設を守ってきた取組みが

評価され、世界遺産登録となったのではないかと

感じました。 

また、富岡製糸場では、検定を合格し「まちづ

くり富岡」に登録されたガイドが 100名以上在籍

し、訪れた観光客への説明に当たっていますが、

ガイドツアーの参加料が 1名 200円、グループ単

位で特別案内の場合は 1名 500円と、有料化する

ことで、ガイドの資質向上とともに、地域経済へ

の波及に繋がる取組みになっています。 

2.商家が支えた文化と「蔵の街」 

栃木市は、栃木県の南部にあり、昔は河川を使

った木材問屋が集積した地域で、その昔ながらの

商家の建物が多く残る中心街を「蔵の街」と名付

けて街歩き型の観光地となっています。 

蔵だけでなく商家をそのままリノベーション

してカフェやクラフトショップとして利用して

いるお店も多く見られ、郷愁というだけでなく新

たな発見ができる街歩きになっています。 

また、2年に一度、11月に開催される「とちぎ

山車祭り」は、地域の人たちに楽しんでもらおう

と当時の豪商が江戸から山車を買い受けてきた

ことが始まりで、京都の祇園まつりのように各町

内で合計 9基の山車を揃えています。 

このような往時の商家の繁栄ぶりを伝えると

ともに、それを地域が連携して守り続ける気概を

感じる栃木市の訪問でした。 

3.栃木県中小企業診断士会の皆さんと交流 

宇都宮市を訪問した際に、栃木県中小企業診断

士会（仲山親雄会長）の皆さん 9名と交流会を開

催し、それぞれの協会活動の紹介、今後の取組み

について情報交換をさせていただきました。 

 

栃木県診断士会では、受託事業の開拓に加え、

5つの研究会を設け、事業承継研究会では、診断

士以外の参加も募り、支援ネットワークづくりに

も取り組んでいますし、企業内診断士研究会では

実務従事も視野にいれたスキルアップ策を研究

するなど、今後の福井県診断士協会の活動にも参

考になる取り組みを伺うことができ、実りのある

交流会となりました。 

今後も、協会活動として国内、海外を問わず地

域の取組みを研究する視察会を開催してまいり

ますので、皆様のご参加をお待ちしております。 

 

企業支援に向けたスキル向上研修を実施 

〈会員研修・視察委員会・11月〉 

 会員研修・視察委員会では中小企業診断士とし

ての支援技能向上を目的に「スキルアップ研修

会」を実施しており、平成 30 年度の第１回目と

して 11月 26日(月)に開催しました。 

 最近は人手不足が企業にとって深刻な課題と
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なる中、働き方改革についても対応が求められる

など、この課題の解決策の一つとして生産性向上

が求められています。ただ生産性の向上と一口に

言っても様々な定義や考え方があり、どのような

状態になれば生産性が向上したと言えるのかを

理解するため、今回は多くの業種・業界を経験し

てこられた ETOE＿WORKS．診断士事務所代表で中

小企業診断士の米田大作氏を講師に「生産性って

なに？～事例にみる生産性向上のヒント～」と題

して研修会を開催し 29名の参加がありました。 

研修会ではまず生産性が求められる背景や、中

小企業の生産性が大企業に比べて低いこと、さら

に生産性の定義について現状認識を行い、続いて

講師が勤務していた豚まん店の事例をもとに実

際のオペレーションから生産性向上について学

びました。 

生産性向上においては「標準化」、「評価」、「仕

組み化」することを意識することがポイントとな

ることや、企業支援においては与えられた情報を

基に、現場で問題点が即答できるかがカギとなり、

観察力や目利き力を磨くことが重要であるとの

解説がありました。また一枚の店舗の写真を見て、

問題点を抽出したり、実際に豚まん店で実施して

いる製造工程における最適な時間配分を計算す

るなど演習を交え、企業の生産性向上支援におけ

るヒントを得られた研修会となりました。 

 

平成 30年度上半期の例会内容のご紹介 

〈例会・広報委員会・6～10月〉 

〈6月:宿泊マネジメントゲーム(以下 MG)研修〉 

 6 月 23 日（土）・24 日（日）、あわら温泉清風

荘にて、擬似的に経営を体験できる MG 研修を行

いました。 

 テーブル毎に市場を決めて会社を経営、1期目

は練習期として全員同じゲーム内容と決算を実

施しました。毎期ごとに決算書を作成し、会計、

経理の知識を身に付けながら進めていく内容で、

利益構造が理解でき、今何をするべきかなど迅速

な意思決定が求められ、利益をもとにした計画作

りや、行き当たりばったりの行動ではなく逆算思

考が身につく内容でありました。 

 
１日目例会後、戦友同士、MG から経営に関し

てまで語り合い、親睦を深めました。２日間で合

計５期分の企業経営を疑似体験することになる

ため、おそらく１日だけでは、「継続的に収益を

確保する」という面白さや難しさを体験すること

はできなかったと考えます。宿泊で十分時間をか

けられたからこそ、学びや気付きが大きくなった

との感想が印象的でありました。 

〈7月：進みつつある福井駅前再開発計画の現状〉 

7月 20日（金）、響のホールにて、まちづくり

福井㈱代表取締役社長の岩崎正夫氏による説明、

福井駅前周辺地域のフィールドワーク：駅前地域

の新店舗、新施設見学を行いました。 

いわゆる“三角地帯”（駅から西に向かう大通

りと福井鉄道が走る通りに挟まれた地帯）は、ホ

テル建て替えが中心となり、再開発ビルのオフィ

スフロアには福井新聞社も事業協力者として参

加する予定であります。食品スーパーの取り壊し

が進む区画は、商業店舗、マンション、オフィス

フロア等が設けられる予定であるものの、一部の

地権者は再開発に加わらない意向と報道されて
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います。 

さらに、近隣では、福井市がサポートする「リ

ノベーションスクール＠福井」で、経営者や建築

家、学生が受講生となり、実際の遊休不動産を対

象にリノベーション計画策定等が行われており、

大規模開発だけではなく、公民一体となって、街

全体が大きく変わろうと躍動していることを肌

で感じ取ることができました。 

〈8月：中小企業に関わる融資・保証制度・再生

支援〉 

8 月 27 日（月）福井商工会議所にて、中小規

模事業者に関わる融資等に関して幅広く学ぶべ

く、福井県信用保証協会、福井県中小企業再生支

援協議会各位に講師を務めて頂きました。 

金融機関は、本業支援を追求したベンチマーク

や事業性評価等に基づく積極的な融資へ変化し

ており、「融資はあくまでも地域活性化における

一つの手段にすぎない」という言葉が印象的であ

りました。 

 

保証制度の活用方法については、制度により保

証期間や料率が異なるが、認定支援機関による経

営改善計画等が重要な役割を果たすと説明があ

り、中小企業診断士の支援により、金融機関から

の借入に好影響が及ぶということでありました。 

再生支援事業内容の現状については、経営改

善・計画策定等の支援を行い、協議会においては、

事業・財務デューデリジェンスに第三者である外

部専門家が支援する一方、経営改善支援センター

においては、必ずしも第三者ではなく、顧問税理

士等が支援を行う点に違いがある等、詳細説明を

通じて、理解を深めることができました。 

〈10月：地場産業の活性化の取組み（高岡）〉 

10月 20日（土）、県外の先進事例を学ぶため、

伝統的工芸高岡銅器でも有名な富山県高岡市を

13名で訪問しました。 

 ㈱能作では、能作千春専務取締役より「能作と

産業観光」についてご講演頂きました。取り組み

として産業観光部署の設立、会社見学の充実（体

験施設等）など具体的に実践しておられ、現在月

1万人を超える来館者があるとの事で非常に参考

になりました。高岡鋳物発祥の地「金屋町」と「高

岡市鋳物資料館」では高岡鋳物の歴史と伝統をご

案内頂きました。地域活性化への純粋な想いが大

きな流れを生み出すと実感し、今後の活動に活か

していきたいと強く感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 福井県中小企業診断士協会定款を見ると、目的

として｢中小企業の振興｣と｢国民経済の健全な発

展に寄与｣が挙げられています。平成 30年を振り

返り、目的に対する活動ができたかどうか考えな

がら、新たな年号を迎える来年へ向け、更に気を

引き締めて参ります。 


