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 本格的な夏の前ですが暑い日が続いています。

私も３期目５年目を迎え新しい体制で、本格的に

事業に取り組み始めています。日頃のご協力に感

謝し、改めて今後の取り組みなどについて、ご紹

介させていただきます。 

 

＜診断士業務は AI に取って代われないもの＞ 

さて、AI、IoT 等の言葉がごく普通に使われる

ようになってきました。それを裏付けるように、

生産活動において、サービス産業等において、生

活、暮らしの中に入り込んできています。今後は

さらに身近なものになってくるでしょう。 

このような状況の中で、私たち中小企業診断士は、

AI に取って代われない資格、業務であると言わ

れています。経営は生き物であり、社長、リーダ

ーの考え方、所有している資源の内容や、狙うタ

ーゲットによって、千差万別だからです。皆さま

方の各々の事業に対し、絶えず最適な支援に繋げ

ていけるように研鑽を重ねていきます。 

 

＜福井県の診断士活動は拡大している＞ 

私が４年前に会長に就いた時点で会員は 55 名

でしたが、現在は 88 名とかなりのスピードで増

加しています。受注する事業の範囲も拡大してお

り、マーケティング、開発・生産、創業等の産業

労働面はもとより、福祉介護、農林水産、建築・

土木、教育、環境・衛生など多岐にわたっていま

す。行政機関、支援機関と力を合わせて、取り組

みの幅を広げて、深いところまで追求しています。

また、受注量も拡大しており、今以上の能力・品

質の向上と会員数の増加を目指します。 

 地方創生、観光をメインテーマとして、個別に

展開される地域活動に合わせて、企業ニーズ、 

 

 

 

 

 

生活ニーズに対して、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

ついて検討を重ねています。 

 

＜今年の重点活動は、シンポ

ジウムとセミナー＞ 

我々中小企業診断士の取り組みですが、３年連

続してシンポジウムを開催します。広く県内全域

から様々な方に参加していただきたいと考えて

います。日程は 11 月９日（金）福井商工会議所

です。多くの取り組み事例、成功（失敗）事例、

問題点と解決策の検討などについて、皆さまと考

えていくキッカケづくりにしていきたいと考え

ています。セミナーも地域に根差した問題解決に

向けて計画しています。 

 

＜ビジョンが欠かせない＞ 

昨年度は、当協会の経営理念、ビジョンを見直

し、人材について、組織についてどうあるべきか

を想定し、認知度目標を掲げ、そのために事業・

活動をどう進めるかを明確にしました。皆さまに

いつも提案しているこれらの最重要課題に我々

自身も真摯に向き合いました。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と感じて

います。 

皆さまも我々と一緒に地方創生に向けて、新た

な取り組みを始めてみませんか。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。“こんなことができますか”と一声かけてい

ただけるよう前向きに活動していきます。 

活動の幅を広げる、中小企業診断士にご期待ください 

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 

 

 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。また、本

年度から、「事例検討会」を新たに開催し会員各位

の更なるレベルアップを図ります。 

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、養成塾では、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ています。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。 

 

◆創業支援委員会 

委員長 谷川 俊太郎 

 

 創業支援委員会では毎年

敦賀や武生で創業塾を開

催しています。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

けないことがたくさんあ

ります。ましてや、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

くのその道の専門家がいます。その専門家が 1 人 1

人自分の得意分野を説明することで、創業を志して

いる方により深く、より実践的な理解をしてもらえ

るものと思っています。今後は、敦賀や武生に限ら

ず、創業塾を開催していきたいと思っております。 

 当協会の特徴は、経営戦略のプロ、営業のプロ、

人事のプロ、会計のプロ、そのような「タレント揃

い」であることです。各タレント 1 人 1 人がその専

門分野のセミナーの担当をいたします。 

さらに、県下商工会議所等の支援機関主催の創業

セミナーの企画運営方法の相談や、各分野の講師の

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

じていく予定です。昨年から継続したお問い合わせ

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。 
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◆事業企画委員会 

委員長 川嶋 正己 

 

事業企画委員会では中

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。具体

的には、我々の活動成果や

支援事例をご紹介するシ

ンポジウムやメンバーの

スキルを紹介することで経営の参考にしていただ

くセミナーを開催します。東京オリンピックや北陸

新幹線敦賀延伸などが眼前に迫る中での「観光の産

業化」や「事業承継」は中長期的な課題ではなく短

期的課題となってきました。それらをテーマとする

シンポジウムと共に「女性活躍推進」「働き方改革」

など喫緊の課題に向けたセミナーを企画していき

ます。  

中小企業診断士の仕事は机上の学問をお伝えす

ることではありません。常に実践が伴うものです。

経営に関する知識と実践経験でのノウハウにより、

具体的なアクションを促進することが仕事です。実

際に我々がやってきた仕事をご紹介する中で、我々

の使い道を実感していただきたいと考えています。

単なる企業支援にとどまらない「地方創生」の視点

での活動に触れていただきたいと思います。 

 

◆資格更新委員会 

委員長 北島 宏樹 

  

例年他県からもご参加

いただいています「理論政

策更新研修」を本年度も開

催いたします。福井県の理

論研修は毎年好評をいた

だいております。本年度も

多くの方々にご満足いた

だけるよう、中小企業支援に必要とされる知識取得、

また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ます。 

 【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 

本年度もご参加いただ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

くお願いいたします。また、研修の運営には多くの

人員が必要です。当委員会へのご参加お待ちしてお

ります。 

 

◆総務委員会 

委員長 川端 利一 

 

当協会はここ数年の間

に、委員会や事務局体制、

規程の整備など組織づく

りを進めてきました。また

昨年度には、協会 10 年ビ

ジョンが作成され、今後の

方向性が示されています。

総務委員会では、こうした土台をベースに、診断士

が組織として力を発揮できるよう一層の体制強化

のために活動していきます。ビジョン実現の課題の

ひとつが中小企業診断士の認知度向上です。シンポ

ジウム開催等で行政等にアプローチを続けてきま

したが、その成果も含めて、まずは当協会に対する

イメージや期待について状況把握ができる仕掛け

をしていきたいと思います。また、企業内診断士の

資格の維持も重要なテーマです。昨年度の現状調査

の結果をもとに、実務ポイント取得の方法について

検討していきます。その他、よりよい組織運営のた

めに活動していきますので、ご協力をよろしくお願

いいたします。 
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◆例会・広報委員会 

委員長 上條 辰徳 

 

 目標は、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（5P）

の継続的な更新によるア

クセス数増加です。その結

果、例会を通じた会員のプ

レゼン力向上・相互交流による協会の活性化、広報

活動を通じた協会の知名度向上・会員数の増加へと

繋げていきます。 

 具体的なアクションプランは、嶺北地域に留まら

ない例会の企画運営、協会 5P への掲載原稿量・頻

度の増加、メーリングリストを活用した情報提供量

の増加等を予定しています。 

 定友副委員長と協力しながら、会員が「入って良

かった」さらには、「新しく加入したい」と思える

ような福井県中小企業診断士協会となるよう、活動

を推進してまいります。 

 

◆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

ント等から中小企業診断

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。 

本年度は人手不足が問題になっていることから

「生産性向上」や「人事労務管理」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

北関東を、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を検討して

います。奮ってのご参加をお待ちしています。 

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。 

 

◆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、東京オ

リンピック開催などの機

会が眼前に迫っています。

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、各市町はどのよ

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、具体的アクションを起こさなければなら

ない時期となっています。観光産業化研究会では環

境変化の調査を踏まえて、各市町に対する具体的な

提案をまとめ、実践に向けた意見交換を行っていき

たいと考えています。 

当協会では約 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化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。各市町がすぐに実践に繋げられる個別具体的

な提案を行なってまいります。 

 

 

 

 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：平成 30 年 11 月９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） 

地方創生シンポジウム開催日決定！ 
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地方創生シンポジウムで 

チーム支援の事例を発表 

～南越前町空き家プロジェクト～ 

 

平成 29 年 11 月 10 日に開催した「地方創生」シ

ンポジウムで、南越前町の観光活性化に関するチー

ム支援の発表を行いました。 

本事業では、南越前町今庄地区で進められていた

「今庄宿プロジェクト空き家活用事業」の中の「齋

藤三郎家住宅運営計画策定支援」に取組み、４名の

中小企業診断士チームで実施しました。 

本事業の支援の中心は、齋藤家という歴史的建造

物を再生し、飲食店として開店することで、今庄宿

を訪れる観光客に地元の郷土料理を堪能してもら

うとともに、滞在時間を長くして観光資源を満喫し

てもらうことを目的として行いました。 

シンポジウムの発表には、南越前町観光まちづく

り課より、関根様と治内様にもご登壇いただき、私

達の支援に対する評価や開店を控えた飲食店のＰ

Ｒなど、忌憚のない発表をいただきました。 

私達の行った提言に対してどのようなアクショ

ンを実行されるか、今後に期待できます。助言の中

心は、飲食店のオペレーションに関するものや、集

客に関するものが中心ではありましたが、今庄宿プ

ロジェクトのコンセプトに関する助言や、広域的連

携に関する助言、その他観光資源の活用に関する助

言など幅広いものとなり、中小企業診断士が町づく

りや観光活性化に対して助言できることをアピー

ルするものとなったと思います。 

 発表の最後には、地方創生や観光振興に関する問

題提起をしました。これは、地方創生や観光活性化

の事業そのものが、ともすれば形骸化する傾向が強

く、真の成果につながっていない恐れに対して行っ

たものです。事業と位置付けるからには、到達目標

（成功）は何なのか、そのために誰が何をどのよう

に、いつまでに行うべきなのか、提起したものです。

中小企業診断士ならば常識であると思われる、「経

営戦略」に他なりません。こうした、シンポジウム

を通して、中小企業診断士に対する理解を深めても

らう契機になったと感じています。 

本年度も、事業企画委員会において、川嶋委員長

を中心としてシンポジウムの企画・実施を行う予定

ですが、中小企業診断士の活動実態を明確化し、外

部に発信し知ってもらう目的にとどまらず、協会の

ネットワーク・連携をより深くしていくことにも実

りあるものにしていきたいと思います。 

会員の皆様には、日頃の活動をアピールするだけ

でなく、行政機関や支援機関、金融機関の方々と深

いコミュニケーションを築く場としても位置付け

ていただきたいと思います。 

 

支援スキルの向上に向けた研修会開催 

～ロジカルシンキング、IT 活用支援～ 

 

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 29 年度は２回開催しました。 

第１回目は平成29年 12月８日に東京都中小企業

診断士協会中央支部所属の木村清香氏を講師に迎

え「ロジカルシンキング」をテーマに開催しました。

ロジカルシンキングとは難しいものを単純化、構造

協会活動のご紹介 
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化することにより、相手を納得させ相手と協調する

ための思考方法で、中小企業診断士においても企業

への提案など筋道を立て論理的に説明する時など

に強力なスキルとなるものです。 

今回の研修会では企画、プレゼンなど様々なビジ

ネスシーンで必要となる思考スキルについて論理

的に実践できるよう、多くの演習を交えた内容でし

た。特にロジカルシンキングは一朝一夕では身につ

かないと言われており、日々のトレーニングが必要

であることから、この演習を機にトレーニング法を

学び、考え方を身に付けることを主眼としました。 

参加者からは１時間半の研修時間がアッという

間に過ぎた感じであり、内容の濃い研修だった等の

感想が寄せられました。 

 また、第２回目は平成 30 年２月 21 日に実践Ｉ

Ｔ研究所代表で中小企業診断士の村上知也氏を講

師に「攻めと守りの IT 活用支援」をテーマに開催

しました。ご存じの通り、顧客ニーズの多様化や IoT

時代の到来などでＩＴは目覚ましい進歩を遂げて

おり、ビジネスにおいてもＩＴ活用は避けて通れな

いものになっています。 

診断士においても、今後益々企業からのＩＴ活用

支援のニーズが高まることが予想されており、今回

の研修会では、ＩＴ活用の２つの柱である「販売促

進」と「効率化」の両面について基本的な考え方を

学ぶ機会となりました。 

2 月の豪雪直後の開催にもかかわらず、多くの会

員が参加し、関心の高さがうかがわれ、講師からは

自身の経験や事例、また診断士としての支援方法の

ノウハウについても惜しげもなくご披露いただき

大変参考となる研修会となりました。 

 

海外研修でマレーシアの 

福井県企業を訪問 

～ハラル対応と労務管理を学ぶ～ 

 

福井県中小企業診断士協会では、２月 10 日（土）

～14 日（水）の日程で、マレーシアとシンガポール

に進出する福井県企業や日系企業を訪問する海外

視察研修を福井県経営者協会と共催実施し、大学生

３名を含む15名が参加しました。アセアンの中で、

シンガポール、ブルネイに続く経済発展をとげ、近

年消費市場としても注目を集めているマレーシア

では、①ジェトロ・クアラルンプール事務所、②増

永眼鏡マレーシア、③イオンモール・シャーアラム、

④勘八トロイカ店を訪問し、現地法人の経営や現地

特有の労務問題、日本食をはじめとした消費市場の

現場情報の収集を行いました。 

 

また、シンガポールでは長年にわたる店舗経営で

確固たる地位を築いている高島屋を訪問し、シンガ

ポールの消費市場について話を伺いました。 

 マレーシアに工場や事務所を持つ福井県企業の

駐在員を囲んでの夕食懇談会も開催し、視察先企業

に加え、㈱エイチアンドエフ、信越化学工業㈱の駐

在員の方にもご参加いただき、企業経営だけでなく

駐在員の生活などについても忌憚のない意見交換

を行いました。 

訪問先でのヒアリングの内容を整理すると、 

①マレーシアは、人口 3,250 万人のうち 30 歳未満

が 53％、平均年齢 28 歳と人口構成が若く、消費市

場の拡大も期待できる 

②多民族国家で、マレー系が 69％、中国系 23％、

インド系 7％を占め、外国人労働者も 250 万人が働

いている（不法滞在者も 250 万人と言われている） 

③経済成長率は５～６％、一人当たり GDP は１万ド

ル程度と中進国レベルで、自動車保有台数も 1,000

軒当り 400 台と、タイの 280 台を大きく上回る 

④マハティール首相時代に、ルックイースト政策を

とり、日本の経済発展を参考にして、外資導入、高

速道路などのインフラ整備にいち早く取り組んだ

ことが、経済発展を支えている 
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⑤年間可処分所得 35,000 ドル以上の富裕層の割合

が人口の２割を占め、15,000 ドル以上のアッパーミ

ドルを含めると6割に上る⑥日本の流通業やレスト

ランの進出が増えてきているが、衣料品は厳しい状

況が続いていて、飲食系では低価格帯メニューが若

者に受けている 

⑦一方で、ＬＣＣが日本まで飛ぶようになって本物

の日本食を食べた経験のある人が増えてきて、日本

食を食べる人も増えている 

⑧食品では、ハラル認証を気にする人も多いが、認

証の難易度が高いため、「ポークフリー」と打ちだ

す日本食店が多い（マレー人が食べに来ていると知

ると、自分も大丈夫と思う人が多い） 

⑨国営石油会社の配当の国家財政に占める割合が

高く、原油価格の低迷が財政赤字につながっている

し、各種補助金政策も足かせになっているのが大き

な課題になっている 

 マレーシアの労務管理については、 

①マレーシアでは小学校から英語教育をしている

ので、マレーシア全土の高校卒業者のほとんどは英

語でコミュニケーションができる 

②一方で、スーパーのレジや飲食店で働く人はマレ

ー語しかできない人も多い 

③経済成長率に合せて毎年５％程度の賃上げを行

っているが、マレー人の若者の定着率は低い（特に、

製造業や飲食業では、応募者がいない） 

④従業員の定着を高めるために、社員旅行や忘年会、

家族を招いた運動会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 

⑤技術向上に向け日本での研修も取り入れていて、

将来は現地法人の運営を任せられるよう人材育成

に取り組んでいる 

 人員確保の面では課題が出始めているものの消

費市場として成長を遂げ、イスラム圏への入り口と

しても注目を集めているマレーシアの動きを、福井

県の企業も注視していく必要があると感じました。 

 市場・企業活動がグローバル化していく中にあっ

て、当協会では今後も引き続き、福井県企業の海外

展開先や成長するマーケットの調査研究に取り組

んでまいります。 

 

be-smiling 
佐々木 孝美 

 

平成 29年に資格登録し、

今回入会させていただき

ました。 

高校生までは大野市、そ

の後は関西に住んでいま

す（現在、実家は坂井市）。 

とはいえ、生まれ育った福井県には愛着がありま

すので、福井の活性化に寄与できればと思い入会し

ました。 

資格取得のきっかけは、小規模企業の経営者側の

立場になり、経営のことを勉強しなければと思った

からです。勉強するうちに中小企業の支援をしたい

と思うようになり、経営者の立場を退任し現在はフ

リーランスとして活動をしています。 

現在は講師業の比重が大きいですが、今後はプロ

コンとして経営者に寄り添い、活性化に寄与して参

ります。まだ少ない女性診断士としても、活躍の機

会があればと思っております。 

 

 

勝木中小企業診断士事務所 

勝木 隆世志 
 

平成 29 年度に資格登録

し、入会させていただきま

した勝木隆世志です。 

資格取得のきっかけは、

40 歳を過ぎた頃の初めて

の転勤で京都の子会社への出向でした。その後海外

赴任で中断していましたが、兵庫県豊岡市への転勤

後再度資格取得を目指し試験合格。郷里である福井

に帰った後に診断士資格を登録しました。 

福井は製造業が盛んな土地柄でありますが自分

自身の製造業での経験を活かしながら、人手不足で

困っている企業に対し、少しでもお役に立てること

ができるよう努力していくことが役目だと認識し

ています。また、協会では、いろんな人がいろんな

経験されていますので、学びながら特に製造業以外

のスキルの幅を拡げていきたいと思っています。 
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公益財団法人 
ふくい産業支援ｾﾝﾀｰ 

佐藤  悟 
 

平成 29年に資格取得し、

この度入会させていただ

きました、生まれも育ちも

坂井市の佐藤です。 

元々、IT・Web・映像制作等の業界向け支援を行

っていましたが、40 歳のタイミングで経営相談・

補助金関連の部署へ異動。そこで多くの県内企業さ

まと接する機会を得たことが取得のきっかけとな

りました。 

異動直後は、ほぼゼロベースでのスタートでした

が「挑戦に遅すぎることはない、失敗してもそれ自

体に価値がある」と自分に言い聞かせ、日々を前向

きに過ごすことで、資格取得につなげることができ

ました。 

今後も、県内企業さまの経営課題解決の一助とな

れるよう、日々色々な知識を吸収・活用し、活動範

囲を広げることで、自分自身の成長にもつなげてい

きたいと考えています。 

 

 

株式会社日本ﾋﾟｰｴｽ 
髙木  陽 

 

平成 27 年に登録し、今

回入会させていただいた

髙木です。出身は敦賀市で

現在も敦賀市内に本社が

ある橋梁を主力とする建

設業に勤務しています。42 歳です。 資格を取得し

たきっかけは、社内で財務や営業企画の業務に携わ

ってきた経験の中で、より全体的な視点で経営全般

に関する知見を高めたいと考えたためです。 

資格取得後は、社内で長期ビジョンや中期計画の

策定など経営企画業務を担当してきましたが、自分

自身の診断士としてのスキルの向上、そして地域の

活性化や中小企業の連携の必要性を強く感じ、この

度入会させていただきました。 

 企業内診断士としてとなりますが、様々な診断

士の活動に積極的に参加させていただき、諸先輩方

とのお話等を通じて、多くのことを学んでいきたい

と思います。諸先輩方には何卒ご指導を賜りますよ

うお願いします。 

 
 

株式会社福井銀行 
前田 泰利 

 
 平成 28 年に資格取得

し、入会しました。資格取

得のきっかけは、目に見え

る強みを作りたいと思っ

たことがきっかけでした。 

 診断士としてのモットーは、お客様のニーズに的

確に応え、事業価値・企業価値の向上に繋げ、社会

に貢献していくことです。その為には、スキルを磨

き続け、様々な経験を積むことが必要と考えており

ます。当協会に入会し、諸先輩方、社外の方々と接

することで、多くのことを学んでいくことで自身の 

知見を広め、お客様（中小企業）の役に立っていき

たいです。 

 
 

公益財団法人 
ふくい産業支援ｾﾝﾀｰ 

友田  和幸 
 

平成 30 年４月に資格登

録し、今回入会させていた

だきました友田和幸です。

北陸電力に勤務しており、

現在は（公財）ふくい産業支援センターへ出向して

おります。（平成 30 年６月現在）。資格取得のきっ

かけは、4 年前にふくい産業支援センターに派遣さ

れた際、経営者の方々と対等に会話ができるように

なりたいという想いからでした。そこから、学習し

始め 3 年、昨年合格いたしました。診断士としての

スキルの維持、向上やネットワークを広げることを

目的に当協会に入会させていただきました。 

今後は、経験豊富な先輩方や様々なケースから多

くを学び、福井県や北陸地域の中小企業経営者と一

緒に考え応援し、地域が元気になれるように微力な

がら貢献していきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 この「診断ふくい」編集は 30 代の若手診断士が

務めました。例会での発表や、チーム支援にも、ど

んどん若手が登用されています。そのことから、純

粋に「経営者の力になりたい」という熱い想いを持

つ診断士には門戸が開かれていると強く感じまし

た。 


