
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
 
会 長 上村 辰美  

会員の皆様は

お元気に御活躍されて

おられることと存じま

す。日頃は（一社）福

井県中小企業診断士協

会の活動に御理解と御

協力を賜わり心より御 
礼申し上げます。 

さて、マクロ的には景気は堅調に推移している

と発表されていますが、私共が支援している企業

におきましては依然として厳しい状況にありま

す。少子高齢化社会の進展に加えて、本年４月よ

り実施された消費税率のアップなど中小企業を

取り巻く環境はさらに厳しいものがあります。 
こうした大きな変革期において、環境変化に対

して私共中小企業診断士が果たす役割は益々高

まっています。 
先般協会本部において「中小企業診断士を効果

的にＰＲするキャッチフレーズ」を公募しました。

その結果、応募件数４８６件の中から「変革する

中小企業のナビゲーター，中小企業診断士」が選

考されました。 

まさに、今、中小企業は社会の変革に対応して

経営の変革が強く求められています。そして中小

企業診断士はそのナビゲートする役割が重要に

なっていると言えます。中小企業診断士の今日的

な役割を端的に表現されているすばらしいキャ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ッチフレーズと思います。今こそ、中小企業から

より一層信頼されるナビゲーターとして確かな

地位を確立していく時期と考えます。 
次に当協会の事業については、委員長を中心と

して各委員会活動を推進し、内容の充実も図れた

ものと思います。特に、昨年度は、事業推進委員

会が中心となり多くの会員の協力の下、行政や経

営支援機関、金融機関等の受託事業に積極的に取

り組んで参りました。これまでの成果をもとに、

本年度もさらに受託事業を進めて参りますので、

会員の皆様の更なるご協力をお願い致します。 
このように受託事業を積極的に推進して参り

ますと、それに伴って当協会の責任性が強く求め

られます。それに応え、中小企業診断士の認知度

をより一層高め、社会的な地位を向上させる絶好

の時期と考える必要があるのではないでしょう

か。 
変革中小企業のナビゲーターとして真の評価

が得られますように自己研鑽を積み重ねてまい

りましょう。 
福井県中小企業診断士協会の飛躍のため、繰り

返しになりますが会員の皆様のより一層のご理

解とご協力をお願い申し上げます。 
 
 
 

変革する中小企業のナビゲーター・中小企業診断士 
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◆ 研修研究委員会 
委員長 峠岡 伸行 

 

研修委員会では、県内中小

企業の海外展開が加速する

中にあって、海外で活躍する

本県企業の状況を学ぶこと

を中心課題に、ベトナムへの

視察研修会の開催を始め、イ

ンド駐在経験者の講演会などを実施しました。 

 今年 2月 12日～16日に実施した海外視察研修

事業では、以前より注目を集め最近ではタイ＋１

としても企業進出が増加しているベトナムのホ

ーチミン市を訪問。今回は、福井県経営者協会と

共催で実施し、福井県内の大学生にも参加を呼び

掛け、大学生 5 名を含む 22 名（うち協会会員 9

名）が参加しました。 

 

 

 

ベトナム経済の概要や日系企業の動向につい

てジェトロ・ホーチミン事務所で伺った後、本県

から進出した第一ビニール㈱（ビンズオン省）、

日華化学㈱（ドンナイ省）、フクビ化学工業㈱（ド

ンナイ省）の現地工場を訪問し、各社の海外展開

の背景や取り組みを伺うとともに経営や労務管

理等についてヒアリング調査を行い、各社での訪

問時間は予定を大幅に上回るほど熱心な質問が

行われました。 

 これら視察の模様は、協会ホームページのフリ

ーレポートで紹介させていただいておりますの

で、是非こちらもご覧下さい。 

 併せて、3月には視察参加者による協会会員向

け報告会も開催させていただきました。 

また、昨年 11 月には、福井信用金庫職員でイ

ンドにあるジェトロ・チェンナイ事務所に駐在さ

れた加藤真氏を招き、インドの状況と日系企業の

進出動向についてもお話を伺いました。 

平成 26 年度も県内企業の活動事例や国内外の

情報提供など研修会を増やしてまいりたいと考

えておりますので、皆様のご参加ご協力をよろし

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 

 
私事ながら、昨年

5 月にまちづくり福

井㈱へ出向となり、

早 1 年が経ちました。

予想通りというか、

予想以上というか、

中心市街地の衰退は激しく、かつての繁栄を知る

身としては甚だ寂しい限りです。しかし、抜ける

お店がある一方で、新しい店舗が入ってくるのも

事実で、この場所に必要とされる店であれば、チ

ャンスは充分に残されています。もちろん新しい

店舗にしても残念ながら事業を断念することも

少なくなりませんが、それでも根強いファンを持

って笑顔でお店に立つ姿を拝見しますと、駅前に

おけるビジネスというものを今一度考えさせら

れます。 
駅前電車通りは福井市の目抜き通りであり、百

貨店はもちろんのこと、高級時計店、宝石店、ブ

ティックが立ち並んでいますが、一本裏に回れば、

怪しげな？店も多く、繁華街特有の魅力に溢れて
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います。中心市街地に立地を期待したいのは、低

資本で開業でき、大きな利益は出ないものの生計

が成り立ち、お金よりも自分の好きなことや人を

幸せにすることに価値を見出せるビジネスです。

その主役は女性や若者であり、趣味性の高い、コ

ミュニティを伴うビジネスであり、具体的にはカ

フェや飲食業、ネイル・マッサージを含む美容業、

カルチャー教室を伴う販売業などと考えます。駅

前が「かつての繁栄」を取り戻すことはおそらく

なく、過去の成功体験を捨て、人口減少・超高齢

社会といった新しい時代にあった、量ではない

「新たな繁栄」をもつ街を作り出すことこそが、

駅前の生き残り策と考えます。街を活性化するの

は「よそ者、馬鹿者、若者」とはよく言われるこ

とですが、これらはまさに「既存の価値観の破壊

者」です。しかし、破壊の後には創造が必要で、

駅前はこの生みの苦しみの真っ只中にあります。

「人・もの・金・情報」の経営資源の中で、まち

づくりほど人を必要とするものはありません。消

費者ニーズが多様化、高度化する中にあって、情

熱や思いだけではまちづくりは不可能で、豊富な

知識と経験を持つ人材が必要であり、「よそ者、

馬鹿者、若者」に「診断士」が加わる日が来て欲

しいものです。 
 

◆ 調査・研究委員会 

委員長 竹川 充 
 
会員の皆さま、こんに

ちは。調査・研究委員会

の竹川です。昨年度は、

私が入会してからは初め

て、本部（一般社団法人

中小企業診断協会）の調査・研究事業に応募し、

見事（？）採択されました。その経緯や報告書完

成に至る裏話などお話ししたいと思います。 
 昨年度に福井県支部から一般社団法人化した

ことにより、支部の研究事業が打ち切られ、本部

事業のみになりました。１年目は受託事業として

調査・研究を行いましたが、２年目は是非とも本

部事業にチャレンジしたい思いから、まずはメン

バーの募集を行いました。そこで６名の会員（佐

治会員、左近会員、鈴木会員、土肥会員、富田会

員、早見会員）が調査・研究事業に加わっていた

だけることとなりました。 
 ７月の下旬、まずはテーマ選定に掛かりました。

事業承継や海外進出などトピックもありました

が、少子高齢化の中で「シニア起業」が今後も増

加していくのではという意見からそのテーマで

チャレンジしてみよう、ということになり「シニ

ア起業」を支援する中小企業診断士のためのマニ

ュアルづくり（決してシニアのためのマニュアル

ではない）を本部に提案しました。８月のお盆過

ぎにメールで本部より採択の通知があり、その後

書面により正式な依頼書が届きました（形式的に

は、福井県協会の会員グループへの依頼です）。 
 ようやく、２５年度の調査・研究委員会の活動

を開始できることとなり、８月３１日にキックオ

フとなりました。最初は、「中小企業診断士のた

めのマニュアルづくり」に戸惑いながらも、「シ

ニア起業」の事例や支援事例についてデータや文

献を集めました。ちょうどタイミングよく、「企

業診断ニュース」や「月間企業診断」「経済界」

「新規開業白書」などでシニア起業の実態やシニ

ア起業をビジネスとして支援している「銀座セカ

ンドライフ」社の記事などが入手でき、非常に参

考となりました。数回のミーティングを重ね、担

当する内容も固まりました。私自身、銀座セカン

ドライフ社の片桐社長へのインタビューも行い、

「シニア起業」に対する知識や考え方も深まって

いきました。 
 １月末で個人レベルでの原稿を締切り、２月い

っぱいかけて各人の原稿のバランスをとったり

全体調整を行い、１本の報告書に仕上げました。

何分多忙な年度末でもあり、１００％満足のいく

内容とまではいきませんでしたが、関わったメン

バーにとって大きな収穫となったのではないか

と思います。報告書本文については、事務局およ

び私の事務所にも印刷物の在庫が多少残ってお
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りますのでご希望の方はお問い合わせください。

また、「本部」のホームページにもＰＤＦで掲載

されダウンロードできます。 
 また、この報告書に端を発し、同友館より「企

業診断ニュース」への記事執筆依頼が来ました。

皆様方には既にご案内の通りかと存じます。福井

県協会の良い宣伝材料になるかとも思っていま

す。 
 これまで調査・研究委員会にご協力いただきま

した会員メンバーの皆様方、背中を押していただ

いた会長・副会長、有用な情報をいただきました

会員各位の皆様方に本稿を持ちまして心よりお

礼申し上げます。 
 

◆ 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、法人化後は各調査研

究事業や受託事業など協会としての取組み内容

は、充実してきております。 
 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。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ベトナム視察研修レポート 

             峠岡伸行 

 

協会の海外視察研修事業で、2 月 12 日～16 日

の 3泊 5日の日程で、ベトナム・ホーチミン市を

訪問しました。 

 協会メンバーの視察レポートはホームページ

で紹介させていただいたので、ここでは昨年訪問

したインドネシア・ジャカルタ市との比較でみた

ホーチミンの印象を紹介したいと思います。 

①街なみ 

 ジャカルタでは、植民地時代からの古い建物が

修理されずほったらかしのまま、新しい街を別に

作ったかのように、近代的な高層ビルが立ち並ぶ

地域と崩壊寸前の建物や空き家が目立つ地域が

明確に分かれていた。 

 一方で、ホーチミンには、古くからの建物が市

内に多く残りながら、その間に近代的なビルが経

ち始めている印象で、中心街にいろいろな観光施

設もショッピングセンターも、オフィスも固まっ

ていて、街としてコンパクトさを感じることがで

きた。 

 

②交通 

 ジャカルタで感じたのは自動車の多さとバス

専用レーンが整備されている点で、市内の幹線を

通るバスの乗車人数が多いことが印象として残

っている。 

 
4 



 一方で、ホーチミンではバイクの大群の印象が

強烈で、それに比べて自動車はまだまだ少なく、

バスなどの公共交通利用者もまばらな印象であ

る。 

 

 たぶん、それぞれの街の発展の仕方の違いによ

って、バイクが便利か、バスなどの普及がし易か

ったのかが分かれるのであろう。 

 

③食事 

 ジャカルタで食べた日本食は、ちょっと日本人

にとっては気になるものであったが、その原因と

して我々が現地で感じたのは、物流の悪さ。港湾

の整備が遅れ、船便が数日待たされることもある

ということで、そのような関係から日本からの食

材の輸入もうまくいっていないのではと側聞し

た。 

 ホーチミンでは、お寿司も含め参加者全員があ

る程度満足できるレベルにあり、日本食レストラ

ンも数多くあって、駐在するにはこちらの方が住

みやすいのではないかと感じた。 

 

④雇用 

 人を雇うことに関して、賃金だけでなくいろい

ろな処遇を含めた話を総合すると、雇用面で優位

性があるのはホーチミンの方ではないか。 

 賃金の上昇はあっても、政府がコントロールで

きているのはベトナムの方で、真面目さの面でも

ベトナムの方が上回っている印象です。 

 

 経済活動自体も、財閥によって占められている

インドネシアと共産党の影響を受けるベトナム

の違いはあるものの、どちらかというとベトナム

の方が、自由度が高いような感じを受けました。 

 

 いずれにしても、海外展開は中小企業にとって

大きなハードルで、駐在する人材の確保育成を始

め、資金調達、材料調達などいろいろな課題を解

決していかなくてはいけませんが、東南アジアに

おいてビジネスを進める上では、「人のつなが

り」が重要であることを改めて感じたベトナム訪

問でした。 

 

ベトナムの観光についての考察 

 川嶋正己 

 
今回の視察旅行に前後して、ＢＳ放送などで

ベトナムを旅する番組が相次いで放映されるな

ど、観光地としてのベトナムも注目されつつある

。その視点で今回のホーチミン視察旅行を振り返

ってみる。 
宿泊については、海外資本の高級ホテルも整備

され、そのサービスレベルも評価できるものであ

る。それらには大

抵、日本人スタッ

フも常駐してい

る模様で、心強い
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。バラエティに富んだ現地料理に加え、フランス

統治下にあったことからフレンチ系の食にも定

評があり、食の面でも、他のアジアの国々に比べ

て日本人の満足度が劣ることは無いものと感じ

られた。スタッフのサービスについても、明るい

笑顔には欠けるが、概して誠実さや真面目さが感

じられ、日本人にとっては、アジア諸国の中では

最もストレス無く過ごせる国の一つかもしれな

い。治安については、凶悪犯罪は少ないものの、

ひったくりやボッタクリについての注意が再三

なされるなど、悪化傾向にあるところは気になる

。しかしこれも、他のアジア諸国との比較の上で

は、大きくマイナス材料になるレベルではないと

思われる。 
ベトナムは日本同様、南北に長い国土であり、

世界遺産は中部地区に多いため、ホーチミンから

の移動は距離・時間を要する。ホーチミン市内の

観光としては、市内にあるベトナム戦争関係の施

設や、市場等の散策が中心となる。小粒な感もあ

るが、日本人が異国情緒を感じるに十分な魅力を

備えている。さらに魅力を感じるのであれば、ホ

ーチミン市の郊外へと足を伸ばし、メコンデルタ

を尋ねるのが定番。今回はミトーという移動時間

2 時間弱の街への日帰りツアーに参加したが、大

型バスが多数訪れ、欧米系の観光客も非常に多く

、定番ツアー

として広く

認知され、根

付いている

ことが窺え

た。 
 

このような日帰りオプションツアーは他のア

ジア諸国でも多く見られる。今回のツアーは、モ

ーターボートで大河を横断して中州の島へ渡り、

その村を散策しながらフルーツやココナツキャ

ンデー、ニシキヘビや現地女性の歌と音楽などを

楽しんだ後で、手漕ぎの小船に乗って川を下ると

いう流れ。すごい数の小船が行き交い、秘境感は

感じられないが、それなりに楽しい。最後は、見

た目にインパクトのある名物魚料理のランチで

締めとなる。中州の島の住人はほとんどこのツア

ー関連で生活していると思われるぐらいで、誰も

が楽しめ、かつ、効率よくこなせるようにシステ

ム化されている。誰でも気軽に楽しめるレベルに

まとめられている分、驚きや感動を期待する向き

には物足りない。「体験」感を高めるプログラム

を組み込むなど、リピーターの獲得には今後に工

夫の余地がある。 
日本からの

海外観光旅行

の対象として

みた場合、既に

、十分に人気と

なるレベルに

はあると考える。ベトナムに対する認知度・注目

度が高まり、敷居が低く感じられるようになれば

、ベトナム旅行がブームになるかもしれない。そ

の場合、例えば観光客向けの犯罪が増えたり、オ

プションツアーの受け入れが飽和傾向となって

質が低下したりなど、新たな問題が起こることも

考えられる。それらにどのように対策を講じなが

ら拡大させていけるかが課題であろう。 
県内企業や自治体にとっては、このオプション

ツアーの企画や運営が参考になる。乗り物に乗る

という”体験”、自然（景観・植物・動物）、食、

産業、音楽、現地の民俗・衣装など幅広い要素が

「メコン川」というテーマの中で統一感を持って

網羅されている。一つ一つは弱くても、一塊とな

ることでメコン川の全体を体験したような感覚

を与えることができる。また、現地の主催旅行会

社は違い、企画の細部や発着時間に違いはあって

も、実務を担う現地の”キャスト”たちは効率よく

動けるような仕組みが作られている。ある程度の

需要があるからこそできるとも言えるが、運営の

ヒントにできる要素は多い。また、どれだけさり

げなくお土産購入につなげられるかも重要だが、

その面でも良い点悪い点ともに参考になった。こ

のようなツアーはガイドの力量に影響される面

が大きいが、現地の実務スタッフ等とのコミュニ
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ケーションを増やすことで、その影響を緩和した

り、さらに魅力を高めたりできるとも感じられた

。 
 

 

 

 

 

 

 

 

ベトナム進出の魅力とリスク 

 川嶋正己 

  
ベトナムを進出先として捉えた場合の最大の魅

力は「人」である。まずはそのボリューム。ＡＳ

ＥＡＮで第３位、約９千万人の人口を抱える。し

かも若い。ベトナム戦争の影響もあり、人口にお

ける若年者の比率が高い。また、女性の社会進出

意識も高い。さらに、日本と同じ大乗仏教の国で

あり、習慣や思想面でも他教の信者が多数を占め

る国よりくみしやすい。そして今回の視察で何よ

り強く感じられたのは、その「真面目」な国民性

である。一

緒に仕事

をするに

際し、価値

観等での

ギャップ

は否めな

いものだが、一旦理解しあえれば、他のＡＳＥＡ

Ｎ諸国に比べて「感覚の違い」に戸惑うことは極

端に少ないものと思う。日本人と相性のいい、安

くて豊富な労働力は生産拠点としてみた場 
合の大きな魅力であり、そのボリュームある人口

が購買力を付けてきていることは市場としての

魅力だ。 
生産拠点としてみた場合のリスクとしては、そ

の賃金上昇率の高さが言われる。しかし、それは

ベトナムに限ったことではない。それよりは、マ

ネージャークラスの人材が少なく、その人件費が

割高なことがネックであろう。また、社会主義国

としての諸手続きの煩雑さ、汚職問題などもデメ

リットと言われるが、実際には少額の付届けで解

決するようで、予算化して考えるレベルのものと

のこと。現地での原材料や部品調達の困難さの方

がリスクとしては大きいと感じられた。 
 マネージャー層の賃金水準が高いことは、市場

としてみた場合は魅力となる。この１月にオープ

ンしたイオンモールを視察したが、その価格は食

品を除けば日本より高いぐらいである。その賑わ

いぶりは、購買力の向上を感じさせるものであっ

た。日本など先進諸国と変わらない品が大衆の目

の前に並ぶことは、その購買意欲を高めることは

疑いなく、近い将来の市場拡大の可能性を感じさ

せる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
一方でもどかしさを感じるのは、他のＡＳＥＡ

Ｎ諸国に比べて低い経済成長率。高いインフレ→

異常な高金利→内需低迷・不良債権増、といった

負のスパイラルを生むなど、ベトナム政府が経済

をコントロールできていないことは市場として

のリスクである。 
 

 今回の視察で個人的に最も感じたことは以下

の２つである。一つは、先に述べたベトナム人の

素直で真面目な資質が、日本式の「社員は家族」

的なマネジメントと整合性が高いということで

ある。実際に、今回訪問した福井県の３つのメー

カーも、試行錯誤しながら日本式のマネジメント

で手応えを感じている。この要素は中国などと比
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べて労務管理のストレスを少なくするであろう。

「５Ｓ」や「カイゼン」など日本式の品質管理の

仕組みも導入しやすいと思われる。 
 
 
 
 
 
 
 
 もう一つは「日本はアジア圏」ということであ

る。普段、福井県内企業の内的な課題にだけ接し

ていると、日本がアジアの一員という実感はなく

、先進国と新興国というギャップの方を漠然と感

じるのみであった。しかし、このベトナムへの日

本または韓国企業の進出状況を目の当たりにす

ると、日本にとってもベトナムにとっても、各々

が属する「アジア圏」というものが明確に存在し

ていると改めて理解した。そして、ベトナムの若

さと活気を見るにつけ、そのアジア圏は急速に成

長拡大している。福井県内企業も、アジア圏を生

産・市場の両面から強く意識していく必要性があ

ることを痛感した。自身にもその意識が低かった

ことを反省させてくれる、有意義な視察となった

ことを感謝したい。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホーチミン視察 

竹内 邦夫 

 

 昨年、インドネシア首都ジャカルタを視察し、

今回はベトナム南部最大の商業・工業都市である

ホーチミンを視察した。 

 近年、ASEANの経済成長は目覚ましく、チャイ

ナプラス１、タイプラス１とも言われ、その存在

価値はますます高まっている。しかし、ASEAN10

か国の中では、経済格差が大きくなってきている。 

 次の表は、簡単に ASEAN10 か国を比較したもの

である。 

 

国 名 人口（百

万人） 

宗 教 一人当たり名

目 GDP（＄） 

2012年 

低 

い順 

位 

インド

ネシア 

240 イスラム

88％ 

3,420  

カンボ

ジア 

15 仏教 933 2 

シンガ

ポール 

5 仏教・イス

ラム他 

51,142  

タイ 65 仏教 5,382  

フィリ

ピン 

94 カトリッ

ク 83％ 

2,612 5 

ブルネ

イ 

0.4 イスラム

67％ 

50,116  

ベトナ

ム 

91 仏教・カト

リック他 

1,896 4 

マレー

シア 

29 イスラム

61％ 

9,890  

ミィン

マー 

63 仏教 834 1 

ラオス 6 仏教 1,349 3 

日本 128 

神仏習合 

キリスト

教 

37,135  

中国 

統計上 13

億人 

潜在的 15

億人 

仏教・道教

他、宗教信

者 1 億人

余り 

9,146  

韓国 50 

キリスト

教 30％ 

仏教 20％ 

32,431  

 

 ベトナムの人口は、91 百万人で ASEAN10 か国

中 3位であるが、一人当たり GDPは 1,896＄と下

位から 4番目と低い。一番のシンガポールと比較

し約 1/27である。 

 ただし、2000 年には、一人当たり GDP は 403

 
8 



＄であったものが、約 5倍に成長している。今回

視察した、ホーチミンは、2000年 999＄であった

ものが、2012 年には 3,666＄へと約 4倍に成長し

ている。 

 また、経済成長率では、2000 年 5.9％、2007

年 8.5％と高い成長率で推移していたが、2012年

は 5.0％とやや下がった。ホーチミンでは、2007

年 12.6％、2012 年 9.2％と高い成長率を続けて

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、原付の多さである。信号機の

ある横断歩道はあまり見当たらず、道路を横断す

るには相当の覚悟が必要である。 

 原付のほとんどが日本製であり、原付を通称

“ホンダ”と言うらしい。ホンダ車の新車の原付

を購入することがステータスとなっているよう

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ホーチミンでは、福井県から進出している第一

ビニールベトナム・日華化学ベトナム・フクビ化

学ベトナムの 3工場を視察させていただいた。 

 日華化学は進出して約 10 年、第一ビニールは

約 3年、フクビ化学は昨年 9月と、現地での社歴

の違いが、マネジメントや従業員の職務能力に経

験の差が出ていたようであった。 

 現地従業員の給与は、ASEAN 諸国と同様に上昇

している中で、ワーカー採用とマネジメント層の

採用では、約 8倍から 10倍の格差があるという。

そのマネジメント層のほとんどが女性であった。

マネジメント層の採用の条件は大学卒であるが、

就職してから、夜間の大学に通う人が多いとのこ

と。大学に通うには学費がかかることから、一族

の期待を背負って、親戚からお金を借りていると

のこと。 

 女性のパワーを感じるとともに、日本が忘れて

いるものがここにはあるように思った。 

 

 次に、ビンタイ市場とイオンモールの商業施設

の視察である。 

 ビンタイ市場は、低所得層の食や生活を支ええ

る市場であり、イオンモールは高級食材や高額家

電、アミューズメント施設やシネコンなどが入る

巨大ショッピングセンターである。ここにはダイ

ソーも入店しており日本円で 200 円均一となっ

ており、価格は日本と比べても高い。 

 ここでは、大きな所得格差を目の当たりにした。

しかし、この国は ASEAN10 か国の中で貧国の一つ

であるが、さらなる経済発展の胎動を感じた。 

 

＜ビンタイ市場＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜イオンモール＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 ベトナムは、ベトナム戦争により、大変大きな

傷を負った。今でも北と南の国民意識の格差が存

在するなどその傷は残っている。国全体では、

ASEAN10か国の中で貧国の一つであるとされるが、

ホーチミンも所得格差があるものの、活気があっ

た。 

政治的には安定している一方で、金融機関の貸

出金利が 20％を超えるなど、経済発展を阻害す
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る要因は多い。 

しかしながら、我が国の中小企業が進出するに

は、識字率が高く勤勉な国民性と仏教徒が多いこ

となどから、国民性も日本と近く、加えて、チャ

イナプラス１、タイプラス１の立地も有しており、

たいへん有望であると感じた。 

 

 

 

 

 

 

妄言おやじの遠吠え 

バリ取り作業 

               佐治 眞悟 

 

これまで見落とされがちであった、バリ

取りのような周辺加工の負担を軽減する

ことが、ものづくりの基盤を強固にする 

 

 日本の製造業は、衰退の中で生き残りをかけて

いる。とくに、中小零細企業は、多品種でしかも

３K と呼ばれる、利益が薄くて劣悪な環境で作業

を行っている。 

  

 たとえば板金工場では、金属板をレーザーなど

の設備で切り抜き、曲げ加工、溶接を行い製品に

する。それらの加工では、必ずバリやスラグが発

生する。そのため、加工の合間には人力での「バ

リ取り」、あるいは「磨き」を行っており、その

工数がバカにならない。また鋳造工場も、鋳造機

で行う作業はほんの一部であり、工数のほとんど

は、切断、バリ取り、磨き、洗浄、修正などの泥

臭い手作業である。 

 これらの作業は、日本の若者に毛嫌いされ、高

齢者あるいは外国人が研修という名目で行って

いることが多い。 

 

 そのうちの「バリ取り」作業では、２～３キロ

もある回転工具を保持し、防塵マスクや安全メガ

ネを付け完全武装で作業する。部品の組み合わせ

や外観に影響する複雑な作業で、工具に巻き込ま

れたり破片が飛んで、けがをすることもある。 

 そのうえ、削り取った粉塵が舞い、作業環境を

損なう。「良心的な」工場では、強力な吸塵機で

粉塵を排出しているが、完全に除くことはできな

い。吸塵機は、冷暖房効果を削いでしまう。 

 

 とくに問題なのは、このように大変な思いをし

て「バリ取り」を行ったとしても、お客はそれを

付加価値と認めてくれないことである。もちろん、

製品にバリがついたままだと、すぐにクレームと

なる。すなわち「バリ取り」作業というのは、マ

イナスの価値をゼロにすることしかできないの

である。 

                               

  

 

 金属加工業の宿命と言われていた、このバリ

取り作業を合理化して、現場の改革を行おうとし

ている企業がある。福井の板金加工業者の N社で

ある。この会社は、大手メーカーの設備用の板金

加工を行っているが、前述のようなバリ取り、磨

き、修正など、工数のかかる作業に悩まされてい

た。 

 

 そこで、最近開発された自動バリ取り装置に目

を付けた。この機械は、加工された板金を、旋回・

搖動するロータリーブラシにかけ、バリを取り除

こうとするものである。もちろん吸塵効果も優れ

ている。新潟の板金加工業者が開発した設備であ

り、基本的な性能は備えている。  

 ただ平面部に傷を付けずに、材質も形状も発生

箇所も異なるバリだけを除去するものであるか

ら、使用方法は簡単ではない。独自の工夫を重ね

ながら、ノウハウを積み重ねていくしかない。 

  

 この事業が成功すれば、これまで大きな負担で
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あった「バリ取り」作業工数を大幅に削減するこ

とができ、合わせ 3Kと言われた職場の作業環境

が劇的に改善される。会社のコアな部分に資源を

集中させることができ、大幅に生産性が向上する。

そうなれば、日本の若者も製造業に注目する。 

 

 すなわち、日本のものづくり技術の向上は、3D

や精密加工など、核心部を向上させるだけでは不

十分である。これまであたり前と思って見落とさ

れがちであった、周辺加工の負担を軽減すること

も、同じくらい重要である。とくにバリ取りは、

ほとんどの加工に発生する。 

 

 中小の工場が、この泥臭くて付加価値が低いと

みなされてきた作業から解放されれば、複雑多彩

な造形や精密加工など、付加価値が高いとされる

技術が向上する。日本のものづくりの、ほんとの

良さを活かせるようになるはずである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
谷川俊太郎公認会計士事務所 所長 

谷川俊太郎 
 
 私の名前は谷川俊太郎と申します。皆様もご存

知の詩人の谷川俊太郎と同姓同名です。ただ、詩

を作ることはできませんが。 

 私は平成 24 年の中小企業診断士試験の一次試

験、二次試験に合格しました。その後、平成 25

年の夏に診断士の実務補習を受けて平成 25年 10

月に中小企業診断士に登録することができまし

た。 

 私は公認会計士の資格も保有しており、税理士

にも登録しております。大学を卒業後、公認会計

士二次試験に合格して以来、京都の監査法人に勤

めておりました。4年ほど前にその監査法人を退

職し、父が経営している谷川会計総合事務所に入

所し、一緒に会計事務所を営んでいます。その他、

私個人の事務所として、谷川俊太郎公認会計士事

務所も開設しております。こちらはあまり仕事が

多くありませんが。監査法人では、上場会社の監

査という仕事が主な仕事で、企業規模は大きな会

社ばかりでしたが、福井に帰り、会計事務所のお

客様を相手に仕事をする中で、中小企業の経営者

の役にもっと立ちたい、そう思って、中小企業診

断士の資格を取りました。 

 監査法人と会計事務所の勤務ということもあ

り、事業会社に勤めた経験はありません。ですの

で、会社の業界の知識などは、専門分野を持つ方

の知恵をお借りする必要があります。そのような

人間関係を診断士協会の中で作っていけたらと

考えております。 

 また今後、診断士として、経営戦略を専門にし

ていけたらと考えています。経営者の方の考える

戦略を、会計で数値化し、共に目標に向かって進

んでいく、そのような仕事をしていきたいと考え

ています。 
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 中小企業診断士としてまだまだ未熟ですが、福

井のため、福井の企業のため、自分にできる精一

杯の仕事をしていきます。ご指導ご鞭撻のほど、

よろしくお願い致します。 
                              

左近 政裕 
開業しました 

私は平成２５年８月に開業した、５９才の新米

の独立診断士です。 
福井銀行に３１年間勤務し、退職後は企業再生の

ため役員として２社の経営に４年間携わりまし

た。娘２人も結婚し家庭も落ち着いたので、これ

までの自分の知識と経験を生かし残りの人生を

有意義に生きようと考え、独立開業しました。私

にとって独立開業は、平成６年の診断士登録から

の想いでもありました。 
 開業にあたり、１年間は無収入で、軌道に乗せ

るには３年間かかると覚悟していました。 
しかし福井県診断協会より仕事を斡旋して頂い

たことと、４月からは中小機構のコーディネータ

ーになり、１年間は無収入であるという予想は、

幸いにもはずれました。 
 診断士の開業も中小企業経営と同じであり、

「時代の流れに乗り」、「自分の強みを、更に強く

し」、「堅実に進めていこう」、と考えています。 
 

＜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。 

 私のパソコンで編集しため、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 
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