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“SDGs、BCP” 

元号が“令和”と改まりました。新しい時代の始

まりにあたり私もこれからどうしていくか考えて

いるところです。過去を振り返りながら、今後のこ

と、将来のことを見つめて行きたいと思っています。 

最近よく使われ広まっている言葉として、SDGs、

BCP があります。SDGs は、国連が２０３０年まで

に達成する持続可能な開発目標として定めたもの

で、１７の目標が掲げられています。その中では、

すべての国に関して貧困、教育、働きがい、環境保

護などの多方面にわたることを想定、対策しながら、

企業経営、通常生活をおくって行こう、目の前のこ

とだけでなく、将来を広い視野で捉えて、目標を立

てて活動していこうとするものです。食品ロス、海

洋プラスチックの問題もまさに該当する問題です。

SDGs については、我々がセミナーを行いたいと思

っています。BCP は、経営における計画のひとつ

で、危機管理に備えて作成していくもので、事業継

続計画と呼ばれています。東日本大震災、大雪など

の災害などを想定して、部品の調達を自社、あるい

は多方面に広めておく、多発する浸水対策を練って

おくなどが検討されています。関心が高まっており、

中小企業診断士の活躍分野でもあります。 

これらの計画立案と目標設定は、企業を、チーム

をまとめていくためには必須のものです。変化の激

しい現代においては、戦略、戦術は方向性が変わっ

ていきますが、決して振れることがない経営理念と

ともに欠かすことができないものです。この元号が

変わったタイミングで是非これらの考え方を職場

で、家庭で、仲間で活かしてほしいと思います。 

 

 

 

 

 “事業承継” 

私たちが関わる支援で

は事業承継が大きなテー

マとなっています。黒字の

企業であっても廃業につ

ながります。地域の事業が

なくなることで、雇用だけ

でなく、地域の生活が脅かされてしまいます。農業

分野でも農業経営という視点において同様に承継

は大きな課題となっており、どの業界であっても将

来の健全経営のために事前の事業承継計画づくり

が欠かせないものになっています。 

“今年の事業” 

さて今年の活動ですが、最大のイベントとして

“診断士の日（１１月４日）“に合わせたシンポジ

ウムをこの日の前後に開催します。新幹線延伸まで

あと４年という時期を迎えて、観光客の誘致、観光

消費の仕組みづくりなどをテーマに設定します。観

光に特化して行政、民間が備えておくことを基調講

演とパネルディスカッションで考える場とする予

定です。 

もうひとつお伝えしたいイベントは女性セミナ

ーです。我々診断士協会は、女性診断士が３名（男

性は８０名）となりました。女性が女性のために考

えたセミナーになる予定です。 

今年も診断士協会は身近なところで事業を行っ

ていきます。ホームページ、チラシ、相談窓口など

でＰＲに努めていますが、計画づくりから創業まで

気軽に相談してほしいと思っています。

“SDGs、BCP、計画づくり”で健全経営を！ 

 会 長  津 田  均 

一般社団法人 福井県中小企業診断士協会 
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◆事業推進委員会 

委員長 竹内 真一 

 

 前年度は、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」を展開した結果、関

連機関等から様々なご依頼を受け、当協会の総力を

挙げてチーム支援や計画策定を実施しました。今年

度は、引き続き積極的に営業およびＰＲ活動を実施

するとともに、前年度より開始した「事例検討会」

を継続的に開催し、更なる満足度の向上とスキルア

ップを目指します。また、確実な事業の実施を図る

ために、関連書類のチェック体制を構築します。 

各方面から、「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 

   

見習研修は昨年に引き

続き受託を目指します。ま

た、養成塾も、昨年に引き

続き当協会と資格の学校

TAC が、福井にて中小企業

診断士養成塾を開催し、受

験生を応援します。独学では試験情報が少なく不安

であるという方、苦手科目に対する学習方法を考え

たいという方、県外の会場へは行けないが、本試験

を想定した練習がしたいという方にお奨めの内容

となっています。 

①支援機関等の経営相談員スキル向上と、②中小

企業診断士資格合格を創出し当協会へ入会を促進

するということを目指します。また、活動を通じて

➂当協会会員のリーダーシップなどスキルアップ

も図っていきたいと考えています。 

養成塾で共に資格取得を目指し、見習研修でスキ

ルアップを目指す仲間となる皆様をお待ちしてい

ます。 

 

◆事業企画委員会 

委員長 川嶋正己・竹内邦夫 

 

当委員会は、中小企業診

断士の活動やスキルをア

ピールしていく役割を担

っています。診断士の本業

である中小企業の経営支

援はもちろんのこと、「地

方創生」や「まちづくり」

でもその能力は発揮できることをお伝えするため

に、今年もシンポジウムを開催します。北陸新幹線

福井開業（敦賀延伸）が眼前に迫る中で「観光の産

業化」のためにどんな準備を進めなければならない

かを考えていきます。 

新しい時代の経営に不可欠な「ＳＤＧｓ経営」を

ご紹介するセミナーも予定し、同時に現代の大きな

テーマである「女性活躍推進」に寄与するセミナー

も開催いたします。 

診断士の強みは「経営に関する知識」×「実践経

験でのノウハウ」です。「観光」「女性活躍」などの

「地方創生」の重点課題解決において、診断士の可

能性を実感していただきたいと思います。 
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◆創業支援委員会 

委員長 谷川 俊太郎 

 

 創業にあたっては経営戦

略、営業、IT、会計、など

考えなければいけないこ

とが非常に多くあります。

その必要な知識は一人で

全てまかなえるものでは

ありません。当協会には多

くの専門家がおり、その強みを生かした創業塾や創

業セミナーを開催していきたいと思っております。 

 経営戦略のプロ、営業のプロ、人事のプロ、会計

のプロ。その道のプロが揃っています。1 人 1 人が

専門分野のセミナーを担当します。創業支援委員会

では、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、進め方のご相談への対応、また、講

師派遣を通じた創業者・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

応じて参ります。昨年までの実績のお問い合わせや、

企画段階からのご相談にも対応いたしますのでご

連絡お待ち申し上げます。 

 

◆実務従事研修委員会 

委員長 谷川 俊太郎 

 

 中小企業診断士の資格を維持し続けていくため

には、実務経験も必要です。しかし、一般企業勤務

の診断士は、実務従事に携わることが難しい状況で

す。そんな方々のために、実務従事のポイントを取

得して頂ける研修を今年度から企画することとな

りました。 

 独立診断士だけでなく、企業内診断士も我々の仲

間です。必要な実務従事ポイントを得られる研修を

運営し、より結束力の強い組織になるよう努めて参

ります。 

 

◆観光産業化研究会 

委員長 峠岡伸行・川嶋正己 

 

北陸新幹線福井開業ま

で 4 年を切り、準備の時間

も残り少なくなってきま

した。観光産業化研究会で

は、昨年度は「小京都」を

テーマとして、「観光の産

業化」に向けて大野市がど

のような戦略で進めていくかの調査研究を実施し、

具体的な提案をまとめて市長にもご報告させてい

ただきました。今年度は北陸新幹線の終着駅となる

敦賀市について、調査研究、戦略立案、具体策の提

案を行なっていきます。「港町」をテーマにとした

先進地視察や敦賀市の現地調査も踏まえてまとめ

て参ります。 

当協会では 10 年以上前から「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。勝山市

や大野市は我々の提案も参照いただき、観光の産業

化に具体的に踏み出されています。我々は観光産業

化のシンクタンクとしてのノウハウや実績を積み

上げております。まずはお気軽にご相談ください。 

 

◆事業承継研究会 

委員長 竹川 充 

 

 地域経済の下支えとなる

事業承継を支援するため、

2019 年 1 月より「事業承

継研究会」を立ち上げ、事

業承継支援のプロを育て

るため毎月勉強会を始め

ました。事業承継のために

重要な経営課題の設定や、後継者が承継するまでに

身に付けておくスキル・哲学などについて、中小企

業診断士として支援できるようにすることが目的

です。 
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 事業承継支援のプロとして、福井県信用保証協会

や福井県事業承継ネットワーク、福井県事業引継ぎ

支援センターなどから専門家派遣を受託します。ま

た、事業承継には税務や法務の知識も必要であるこ

とから、税理士や弁護士など他の士業と連携すると

ともに他士業の方々を講師に招いた勉強会を開催

する予定です。 

 

◆総務委員会 

委員長 川端 利一 

 

６月に開催した令和元

年度総会はこれまで最多

の参加数となりました。近

年力を入れている受託事

業運営へのご意見もいた

だき、当協会活動の一層の

活性化に対する期待を感

じる総会だったと思います。今年度は委員会が１つ

増えて８つとなり、観光と事業承継という昨今話題

の２テーマの研究会、嶺南、金沢のそれぞれの部会、

という体制で活動をスタートしました。総務委員会

では、特に 10 年ビジョンに掲げた認知度向上への

取り組みとして、経営者、支援機関・行政のほか、

主婦や学生など一般の方にも診断士の活動を知っ

ていただけるために何ができるかを考えたいと思

います。中小企業診断士の活躍の場をさらに広げら

れるよう努めていきます。 

 

◆例会・広報委員会 

委員長 上條 辰徳 

 

 目標は、昨年同様、例会

については会員全員が１

回以上参加すること、広報

については協会ホームペ

ージ（HP）の継続的な更

新によるアクセス数増加

です。昨年度の結果は、全員参加は叶わずとも、例

会への新規参加者が増え、HP 更新数・アクセス数

は前年を上回りました。 

 具体的なアクションプランは、診断士スキル・知

見向上につながる新しい例会の企画運営、および、

新パンフレット（諸葛孔明を模したキャラクター）

を中心として、HP、各種ツールを活用した広報の

強化です。 

例会は、座学で学ぶだけでなく、体験・交流を通

して新たな価値を生む創造の場、広報は、積極的な

アピールを通じて様々な方からのフィードバック

を頂く機会と考え、運営して参ります。 

 

◆資格更新委員会 

委員長 北島 宏樹 

  

例年他県からもご参加

頂いております「理論政策

更新研修」を本年度も開催

いたします。当福井県の理

論研修は毎年好評を頂い

ておりますが、今年度も多

くの方々にご満足いただ

けるよう、重点テーマに意欲的に取り組んでいる経

営者を講師に招き実務に役立つ研修を行いたいと

考えております。 

 【理論政策更新研修事業】 

□日時 令和元年 9 月 7 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 

今年度もご参加頂いた方々に理論研修のアンケ

ートを実施する予定です。さらなる研修の充実に活

用させていただきますので、みなさまのご協力をよ

ろしくお願い致します。また、研修の運営には多く

の人員が必要です。当委員会への積極的なご参加お

待ちしております。 

 

◆会員研修・視察委員会 

委員長 吉田 裕晃 
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当委員会では企業や団

体などのクライアントか

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。 

今年度は人手不足に対応するため４月より法改

正となった「外国人材労働者の雇用」やビジネスモ

デルを検討する上で役立つツールである「ビジネス

モデルキャンバスの活用手法」をテーマにスキルア

ップ研修会を予定しています。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九州

方面を、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ベトナムもしくはフィリピ

ンを検討しています。奮ってのご参加をお待ちして

います。 

目まぐるしく変化する時代のニーズに即応できる

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、地域中小企業をバックアップしていま

す。経営サポートのエキスパートである中小企業診

断士を是非ご活用下さい。 

 

 

 

 

支援スキルの向上に向けた研修会開催 

～生産性向上、従業員の主体性引き出す～ 

 

会員研修・視察委員会では中小企業診断士として

の技能向上を目的にタイムリーなテーマを選定し

「スキルアップ研修会」を実施しており、平成３０

年度は２回開催しました。 

第１回目は１１月２６日に ETOE＿WORKS．

（エトエワークス）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迎え「生産性ってなに？  

事例にみる生産性向上のヒント」をテーマに開催し

ました。人手不足や働き方改革を背景に生産性の向

上が必須となっていますが、今回は実際に豚まん店

の店長として経験のある講師を迎えて、実際の事例

を交えて講義頂きました。この店舗は駅などに出店

し、実際に顧客の目前で手作りしていることから、

時間帯によっては客が長蛇の列をなす場合もあり、

生産性の向上が常に求められています。今回は製造

および販売の流れを分析し、ボトルネックの原因や

その対処について、蒸し上げる手順や時間計算など

実際に即した実習を行いながら研修が行われまし

た。参加者からは活発な質問がなされ、この研修を

通じて生産性向上についての関心が高まったので

はないかと思います。 

 また第２回目は２月１４日に㈱佐々木感動マー

ケティング代表取締役で中小企業診断士の佐々木

千博氏を講師に「従業員の主体性を引き出し、業績

を高める企業支援のあり方」を開催しました。企業

の経営資源の中で一番重要であるのは人であり、人

の力を最大減に引き出すことが中小企業を発展さ

せる重要な要因であり、人が輝き、企業が成果を残

すためには、どのように支援先企業と向き合えば良

いのかについて解説を頂きました。 

 印象的なお言葉も多く、診断士として肝に銘じて

おきたいと強く感じました。「感動とは、事前期待

を超えること」「積小為大（二宮金次郎）」「重要な

のは、勝つ風土・100％文化」等。 

 令和元年度もタイムリーなテーマを捉え、診断ス

キルアップに役立てて頂けるよう企画して参りま

すので、会員の方はもとより、会員以外の方も奮っ

てご参加くださいますようお願い致します。 

 

海外研修でインドネシアの 

福井県企業を訪問 

 

福井県中小企業診断士協会では、2 月 19 日（火）

～24 日（日）の日程で、インドネシアに進出する福

協会活動のご紹介 
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井県企業や日系企業を訪問する海外視察研修を実

施し、大学生 3 名を含む 14 名が参加しました。 

主な訪問先は、ジェトロ・ジャカルタ事務所、イ

ンドネシア日華化学、セーレン・インドネシア、イ

オンモールジャカルタガーデンシティで、福井県企

業の現地駐在員を囲む懇談会も開催しました。 

 

訪問先でのヒアリングの内容を整理すると、 

①インドネシアは、人口 2億 6,190 万人と世界第 4

位で、人口のうち 15～64歳の人口層が半数以上と、

人口ボーナス期が 2030 年まで続くなど消費市場の

拡大が期待できる 

②毎年 200～300 万人の労働力が新たに生まれるの

で、政府の目標はその人たちに仕事を生み出すこと 

③経済成長率は 5～6％で、一人当たり GDP は 3,876

ドル、インフレ率は 3％程と安定 

④輸出では、原油とパーム油などの植物性油脂で

36％を占め、近年は自動車の輸出が増加 

⑤輸入では、ガソリンなどの石油精製品が 16％を占

め、一般機械 14％、電機機械 11％、鉄鋼 5％と、資

源はあるものの精製施設や製鉄所がないことで、輸

入に頼る状況が続く 

⑥政治的に安定し、現在のジョコ大統領のインフラ

整備への取組みは当面続く見通し 

⑦年間世帯可処分所得 35,000 ドル以上の富裕層の

割合が人口の 6,000 万人、5,000～35，000ドルの中

間層が 1.9 億人と大多数を占め、自動車の購入、住

宅の購入などが進んでいる 

⑧日本からの投資は、自動車、バイク、建設機械、

電機に加え、生活用品や食品・飲料の製造も行われ、

最近では飲食店、コンビニ、教育関係、ネット通販

や銀行、保険などの進出が増加 

また、インドネシアの労務管理については、 

①最低賃金は、3 万円を超えたところで、毎年イン

フレ率を参考に決められるが、昨年は 8％の引き上

げとなった 

②イスラム教の宗教行事でラマダン（断食月）があ

るので、断食明けには１か月の賞与を払うことが法

律で決められている 

③失業率は 5％台で離職率も低いのは、ワーカーが

辞めて季節工になるとローンが組めないなどの影

響があるから 

④マネジメント層の人材は、3 年程でキャリアアッ

プのための転職をしていくが、引き止めのための給

料 UP は一時的な効果しかないので、給料以外の交

渉スキルが会社側に求められる 

⑤従業員の定着を高めるために、社員旅行や宗教行

事への協力などコミュニケーションを深める取り

組みを行っている 

⑥ワーカーはジョブローテーションを行い、多能工

化するよう心掛け、技術向上に向け日本での研修も

取り入れることがインセンティブになって定着に

もつながっている 

 投資規制や独自の安全基準などビジネス参入で

は時間がかかりますが、消費市場として注目を集め

ているインドネシアを、福井県の企業も注視してい

く必要があるのではないかと感じました。 

 

事業承継研究会発足 

～プロコン中心に研鑽中～ 

 

毎月、事業承継に関わるテーマを設定し、協会員

が講師を務め、研鑽に励んでいます。今年 1 月から

の実施報告を記載します。 

□第 1 回：事業承継研究会の進め方 

事業承継全体像、税務、法務、事業承継計画、

M&A、承継事例（成功・失敗） 

□第 2 回：事業承継の全体像 

 事業承継支援の前工程・後工程、診断士の役

割と他士業との連携 

□第 3 回：事業承継にまつわる税制 

相続税・贈与税の基本的しくみ、特例事業承継

税制 

□第 4 回：事業承継計画の策定方法 
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事業承継計画書のフォーマット、現状分析、課

題形成、事業承継カレンダー 

 

大野市長に観光活性化策を提案 

 

観光産業化研究会では、平成 30 年度大野市の観

光活性化と産業化に向けた調査研究に取り組み、3

月にその提案書を取りまとめました。 

4 月 26 日（金）には、当協会の津田会長、峠岡

副会長、研究会の川嶋委員長の３名が大野市の石山

志保市長を訪問し、提案書を手渡し内容の説明を行

いました。 

まず、津田会長から、診断士協会の活動について

紹介を行った後、大野市の観光地としての魅力分析

を川嶋委員長から、大野市の魅力を踏まえた具体的

な取組みについて峠岡副会長から紹介し、大野市商

工観光振興課の上藤課長を交え、意見交換を行いま

した。 

 

石山市長からは「提案内容について各担当部署で検

討しており、今年度の事業として取り組めるものか

ら進めたい。診断士協会の皆様にも協力をお願いし

たい」とのお話をいただきました。 

月例会を 12月金沢・3月敦賀で開催 

 

〈12月:金沢でｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ対策・伝統文化を学ぶ〉 

 12 月 1 日（土）、協会員 15 名が参加し、交流会で

は石川・富山出身診断士 4名が加わりました。 

 ＜藤乃弥＞ 三味線の音色と歌に合わせ、立ち方

（踊り）が披露された。磨き抜かれた伝統芸と艶や

かな着物姿。会員も参加して、太鼓演奏、お座敷遊

び（金毘羅船々・虎々・黒田節等）と、まさしく非

日常の宴席となった。 

＜オリエンタルブルーイング東山＞ 伊東店長

から今後の方向性等お聞きしながら、白桃味のビー

ルや加賀棒茶スタウトに舌鼓を打った。外国人観光

客の 8～9 割は欧米系で、アジア系観光客にはまだ

ブルーパブ（醸造所併設の酒場）という業態が浸透

していないことが理由と分析していた。 

＜PLAT HOME Kanazawa Kitchen＞ 街の中心

地から少し離れた場所ながらも、女子会や外国人観

光客で連日賑う。金沢の海の幸等を、シェフ自ら英

語で説明し、コミュニケーションを図れることが何

よりの魅力となっているのだろう。 

 

〈3月：敦賀で新幹線終着駅の観光振興を検討〉 

3 月 16 日（土）協会員 15 名が参加した。ルート

は、人道の港・敦賀ムゼウム→金崎宮→赤レンガ倉

庫→鉄道資料館→敦賀市立博物館→商店街店主ヒ

アリング（きもの庵なご・小堀日之出堂・中道源蔵

茶舗）→アンケート→夕食懇親会。 

金崎宮では、田村宮司から、いかにして、花換ま

つりや織田信長に由来する難関突破守等を通じて、

参拝者に向けた広報を展開してきたかを熱く語っ
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ていただいた。各商店主からは、30 代で事業承継し

た際の苦悩や店舗リニューアル、昔ながらの水仙ま

んじゅう等の商品開発の狙い、さらには、アイス等

の喫茶業態へも挑戦した背景等を教えていただい

た。 

 

2023 年春に北陸新幹線敦賀延伸を控える中、強く

感じたことは、「人」の魅力が、何よりの観光資源

であるということ。聞き・感動し・質問し・新たな

情報を得られるのは、双方向でのやりとりが成せる

業であり、活性化への鍵と感じました。 

 

PRパンフレットを刷新 

～諸葛孔明で、診断士＝経営参謀～ 

 

 今春より、各支援機関等に配布するパンフレット

を刷新しました。「中小企業診断士は、経営参謀で

ある」をコンセプトとして、諸葛孔明イラストをキ

ービジュアルに採用し、支援事例も掲載することで、

表面はこれまでのイメージとは全く異なるデザイ

ンに仕上がりました。事業を成長させたいとお考え

の中小企業経営者のみならず、地方自治体、金融機

関、商工会等の関係者の皆さんに、中小企業診断士

を認知いただけるよう、今後も PR に努めます。 

 

竹内 克紀 
 

2018年中小企業診断士試験

に合格し、2019 年に中小企業

診断士と登録頂きました竹内

克紀と申します。福井県敦賀

市出身で、大学は東京に進学

し、5 年ほど東京のゲーム会社で働いた後、2 年前

に敦賀に戻り、会社経営を行っております。福井に

戻ってきて思うことは、東京に比べ、時間の流れが

遅く、非常に充実した毎日で、何よりとても幸せと

いうことです。この素晴らしい福井で事業展開する

企業が発展し、福井の発展に少しでも寄与できるよ

う、中小企業診断士としても活躍できればと思って

おります。 

 

 

 

 本年度も「中小企業診断士の日」を記念し、地方

創生シンポジウムを開催いたします。内容は決定次

第お知らせいたしますので、参加ご予定いただきま

すようお願いいたします。 

□日 程：令和元年１１月１５日（金）午後 

□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） 

 

 

 

 

小中学生もスマホを持ち、プログラミングが必修

化される時代。広報ツールに SNS は欠かせなくな

りました。事業者としても診断士としても、複数メ

ディアをいかに有効活用していくか日々、考え続け

なければと思います。 

地方創生シンポジウム開催日決定！ 


