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会長の竹川です。新体制２期目を迎え、会員各位

ならびに関係機関の皆様方に今年度の方針などに

ついてお伝えしたいと思います。 

 

＜外部環境について＞ 
 

昨年度から新型コロナウイルスの影響が依然猛

威を振るっています。コロナ対策として持続化給付

金や資金繰り対策など様々な施策が出されていま

すが、地域経済を担う企業の側にも相当な自助努力

が求められることになっています。事業の在り方を

根本から見直し新たなチャレンジを応援する「事業

再構築補助金」などはその代表例と言えます。また、

据え置かれていたコロナ資金の返済開始に窮する

事業者も出てくると思われ、中小企業診断士に対す

る支援の要請も高まってくるものと思います。 

 

＜協会の活動について＞ 
 

昨年度は、また新型コロナの影響もあり、協会の

活動が大きく制限されました。１１月４日の「診断

士の日」に合わせ毎年実施していたシンポジウムも

見送りとなり、新体制１年目ということもあり、内

部固めに重点を置いていました。しかしながら、今

年度は上記外部環境にもあるように、中小企業診断

士として大きな役割が求められていることを認識

し、積極的に活動を実施していきたいと思います。

新たな会員もお迎えし、フレッシュなメンバーで事

業を推進していきます。シンポジウムやセミナー、

相談会など中小企業診断士の認知度を高める機会

を増やします。 

 

 
 

＜最後に＞ 
 

私個人としても、

主な活動の場が、昨

年度のふくい産業支

援センターから、 

４月より福井商工会議所へ移っています。県内各地

で会員の皆さんとお会いする機会も多々あります

ので、こちらからもお声掛けすることもあると思い

ます。協会に対する皆さんのご意見・ご要望などお

寄せください。今年度も引続きよろしくお願いいた

します。 

 

 

◆事業推進委員会 

委員長 竹内 真一 

 

 前年度は、新型コロナウ

イルス感染症の蔓延によ

り定期的な訪問が行えま

せんでしたが従来に引き

続き関連機関等から様々

診 断 ふ く い 

コロナ禍の令和 3 年度をどのように乗り切るか 
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なご依頼を受け、会の総力を挙げてチーム支援や計

画策定を実施しました。 

本年度は、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、コロナ禍からの回復に対応す

べく相談会等を開催いたします。 

また、従来からの「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。 

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。 

 

◆養成塾 

 佐々木 孝美 

   

養成塾は中小企業診断

士を目指す受験生に、県

内で１次と２次両方の勉

強がリアルでできる環境

を提供します。２次試験

対策については、通信講座も提供します。仲間がい

ることでモチベーションアップに、勉強をバックア

ップしてもらえる環境があることで安心感につな

がる運営をしていきたいと考えています。当診断士

協会に所属する診断士が講師を担当ことで、合格後

の入会へ結びつけていきます。また、中小企業診断

士の認知度向上も目指します。 

特に金融機関・商工会議所・商工会等に所属する

方が中小企業診断士を目指すなら、独立系中小企業

診断士が運営する養成塾で学び、試験を突破いただ

きたいです。 

 

◆事業企画委員会 
 

委員長 加藤 永俊 

 

事業企画委員会では中小

企業診断士の活動やスキル

や支援実績をアピールして

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

ただくセミナー等を開催します。北陸新幹線敦賀延

伸や中部縦貫自動車道の全線開通等が眼前に迫る

中での「観光の産業化」や「事業承継」、「コロナ禍

における経営課題」の解決は中長期的な課題ではな

く短期的課題となっています。本委員会では、これ

らの課題をテーマとする「中小企業診断士の日」に

あわせた「シンポジウム」の開催と共に様々な課題

を抱える中小企業に併せたセミナーを企画してい

きますので、皆様のご協力を宜しくお願い致します。 

中小企業診断士が有している経営に関する知識

と実践経験等のノウハウが、各企業が抱えている課

題解決のために有効であることを広く周知できれ

ばと思っています。 

 

◆実務開発委員会 

委員長 谷川 俊太郎 

 

 実務開発委員会は実務

従事ポイントを獲得する

ことができる研修を主催

します。昨年度はコロナの

影響もあり満足な活動が

できませんでしたので、昨

年度の分も含めて実務従

事研修を中心に活動していきたいと思っています。 

 現場での診断実務を経験する実務従事研修を中心

に、現場実践に即応できるよう会員診断士の基礎レ

ベル向上に努めていきます。様々な立場にいる会員
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診断士がより幅広い業務に対応できるよう実務の

開発を進めていきます。 

 

◆総務・広報委員会 

委員長 川端 利一 

 

昨年度は新型コロナの影

響で、各委員会事業が計画変

更を余儀なくされ、思うよう

に活動できませんでした。こ

ういう時にこそ情報発信が

重要ということで、ホームページをリニューアルし

ました。併せて Facebook ページを開設しており、

今後は時宜に合わせた診断士視点のトピックスな

ども書き込んでいきたいと考えています。いずれも

会員診断士からの情報でコンテンツの充実を図っ

ていきたいと考えていますので、ご協力をよろしく

お願いします。 

また、全国の診断協会と足並みを揃えて、コンプ

ライアンス宣言およびコンプライアンス関連規程

を整備しました。明文化することで今一度会員の皆

さんへの周知・徹底を図り、行政や支援機関、企業

の皆さまとの一層の信頼強化に努めていきます。 

 

◆例会・研修委員会 

委員長 松田 博史 

 

 例会・研修委員会では、

「会員診断士のスキル向上」

を目標に様々な企画を行い、

一人でも多くの方に参加頂

けるよう運営してまいります。会員に事例等を発表

頂くことでプレゼンスキルと知見の共有を図りな

がら、外部機関との連携も図っていきたいと考えて

います。本来であれば、多くの方にお集まり頂いて

の開催や懇親会も行いたいところはありますが、オ

ンライン配信など感染対策を講じて開催してまい

ります。 

 外部連携の観点では、自治体や支援機関との情報

交換を行い、ひいては協業に繋がるような場にした

いと考えています。このようなご要望をお持ちの機

関様からのお問い合わせもお待ちしております。 

 

◆資格更新委員会 

委員長 寺川 直輝 

  

本年も「理論政策更新研修」

を９月４日（土）に開催いた

します。 中小企業支援に必

要な本県の支援施策に関す

る研修内容に加え、コロナ新時代における新たな企

業支援に関する内容を盛り込んだ研修を企画する

つもりです。また、感染症対策として、本年は新た

に、会場集合による研修に加えて、オンラインでの

受講参加も可能とするハイブリッド形式で開催さ

せていただく予定です。新たな運営方式には多くの

方のご協力が必要です。是非とも、当委員会へのご

参加お待ちしております。 

 

【理論政策更新研修 開催予定】  

日時：令和 3 年 9 月 4 日（土） 

 8：20～12：30  

会場：福井商工会議所ビル 

 地下 コンベンションホール 

 （オンライン受講も可） 

 

 

◆観光産業化研究会 

委員長 峠岡伸行・川嶋正己 

 

観光産業化研究会では、平成３０年度には大野市

を、令和元年度は敦賀市をテーマに、観光活性化と

産業化に向けた調査研究に取り組み、県外の事例紹

介を含めて具体的な取り組みを報告書にまとめ、そ

れぞれの市の観光担当課に提案させていただきま

した。 
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大野市では、「道の駅 荒島の郷」の開設に向けた

地元商品づくりに参画し、敦賀市においても北陸新

幹線開業に向けた観光活性化の取り組みに連携協

力させていただく予定でいます。 

令和３年度は、昨年に引き続きあわら市の観光産

業化をテーマに研究活動を進めていきます。昨年来

のコロナ禍でいろいろな影響を受けているあわら

市ですが、３年後に迫る新幹線開業時に向けて具体

的な準備を進める段階に来ていますので、より効果

のある実現可能な提案を行いたいと考えておりま

すので、会員の皆様のご協力ご参加をお待ちしてお

ります。 

 

◆事業承継研究会 

委員長 坪川 光弘 

 

 平成３０年度に立ち上げた

事業承継研究会では、年間 6

回の研究会を通じて事業承継

に関する知識の充実を図ると

ともに、新たな名称『福井県事業承継・引継ぎ支援

センター』（令和 3 年度より、『事業承継』を総合的

にしっかり進めていくために、「支援のワンストッ

プ化」「支援体制の強化」を図る）。および福井県信

用保証協会から受託する専門家派遣事業において

専門家として派遣される中小企業診断士のスキル

アップを行っています。 

当協会では、事業承継支援に関する中小企業診断

士の役割として、 

① 事業承継計画の策定支援 

② 後継者の育成支援 

③ 事業承継支援に関する士業（専門家）のコーデ

ィネート支援 

④ 第三者承継に関するマッチング支援 

⑤ 事業承継に関する公的施策の活用促進 

 この５つを役割として、地域中小・零細企業の事

業承継を強力にサポートしています。 

 このエキスパート集団である中小企業診断士を

是非ご活用ください。 

 

委員会および研究会への参加は随時受け付けて

いますので、ご希望の方は、協会事務局までお

気軽にご連絡下さい。 

 

◆令和２年度 例会開催報告 

新型コロナウイルス感染症により経済に大きな

影響が出ており、ますます企業支援の役割が重要に

なってきている中で、例会はオンラインとの並行開

催とし、コロナ禍でも参加しやすい形で開催しまし

た。 

 

第 1 回 

 2020 年 8 月 26 日 プロコンの発表会 

独立系診断士、いわゆるプロコン 4名に自らの

支援の特徴や裏事情などを語って頂きました。 

 

第 2 回 

 2020 年 10 月 20 日 企業内診断士の発表 

企業内診断士 5名に発表いただきました。自社

の分析、自社での診断士スキル活用法、ＳＮＳ活

用術など、企業内でも診断士が活躍できる可能性

を感じられるものでした。 

 

第 3 回 

 2020 年 12 月 16 日 AKUSHU × 本の紹介 

11 月にエルパ２F にオープンした新しいスタ

イルの本屋「AKUSHU BOOK＆BASE」さんとコラボ

企画を開催しました。会員外の一般の方にも

Zoom 限定で公開させて頂きました。初めに西村

代表から今後の事業展開と本の紹介をして頂き、

その後、会員診断士 6名からも本の紹介をしまし

た。紹介された本は、学術本、自己啓発本、小説

など様々で、紹介者一押しの本ということでどれ

も魅力的な本ばかりでした。 
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＜紹介された本＞ 

「ニュータイプの時代」山口 周 

「生きている会社、死んでいる会社」遠藤 功 

「CREA Traveller」文藝春秋社 

「現代経済学の直観的方法」長沼 伸一郎 

「女信長」佐藤 賢一 

「アンガーマネジメント」戸田 久実 

「生き方」稲盛 和夫 

「他者と働く」宇田川 元一 

 

おしゃれな店内と、発表者を取り囲むようなス

タイルが相まって、いつもの少し堅い(？)例会と

は違った和気あいあいとした雰囲気になりまし

た。参加者からも高評価のお言葉をたくさんいた

だきました。オンラインでの参加も良いですが、

やはり会場の雰囲気を味わって欲しい！と思った

例会になりました。 

コラボや一般公開も含めて、このような機会を

作っていきたいと思います。 

 

◆コンプライアンス宣言制定 

中小企業診断士の活躍の場が広がる中、当協会

の会員中小企業診断士は、高い倫理観と責任感を

もって、コンプライアンスを遵守し誠実に行動し

ていくことが求められています。 

そこで、このたびコンプライアンス宣言及び関

連規程を制定しました。中小企業をはじめ行政・

中小企業支援機関・金融機関等の皆様の期待に正

面からお応えし、信頼を得て地域社会への貢献を

目指していきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川上・野坂・安藤法律事務所 

安藤 健  
令和３年に資格登録し，入

会をさせていただきました

安藤健です。 

 平成１０年に，弁護士登録

（福井弁護士会）をし，福井

の地で，弁護士として活動を

しております。弁護士業では，

企業法務が多くを占めておりますが，様々な相談を

受けるにあたり，法律のみでは解決しがたい内容の
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相談も少なくなく，経営学視点や会計学視点で企業

を見る必要性を感じ，資格取得にチャレンジしまし

た。貴協会では，弁護士資格を持つ初めての会員で

あるとお伺いしておりますので，こちらの面からも，

貴協会にお役に立てればと思っております。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

藤井俊彰税理士事務所 

藤井 奈美 

令和３年に資格登録し、

入会させていただきまし

た。藤井奈美と申します。

宜しくお願いいたします。 

税理士事務所に勤務し

ています。税理士事務所職

員では、税務・経理面の指

導しか経営者の方は期待していません。診断士とな

ることで、経営のアドバイスにも耳を傾けてくださ

るのでは、と考えたことが診断士を受験するきっか

けでした。 

しかし、受験生時代は漠然と診断士になることを

夢に見ていて、その後のことは考えていませんでし

た。診断士に登録したことがゴールではなく、今か

らがスタートという新たな気持ちで様々な企業を

サポートしていけるよう自己研鑽に務める所存で

す。 

 

廣瀬企業診断合同会社 

廣瀬 和広 
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。前職は、会計

事務所に１３年勤務し、記

帳申告、節税、資金繰り、

創業、売上支援などの業務

に従事しました。退職の意

向を伝えた後も、約９ヵ月勤務し、自身の業務を全

うしました。 

その後は、転職活動も行いましたが、当時の大河

ドラマ「真田丸」で、草刈正雄さん演じる真田昌幸

が、徳川家・北条家・上杉家のどこにつくのかを迷

った末、どこにもつかないことを選択した際に発し

た「大博打の始まりやぁ！」の台詞に背中を押され、

独立いたしました。現在は、武生駅前ビルの日本政

策金融公庫武生支店の隣に事務所を構えておりま

す。お気軽にお立ち寄りください。 

 

福井県信用保証協会 

田畑 幸一郎 
平成２９年に資格取得

し、この度入会させて頂

きました田畑です。福井

県信用保証協会に勤務し

ており、企業を助けるた

めには金融支援のみでは

なく、どれだけ企業の実

情を知り、実態に合った支援していくことが必要で

あると感じたことから診断士の資格を取得するに

至りました。 

私は企業内診断士ですが経営支援・創業支援等を

行う部署に所属しており、企業から相談を受けるこ

とも多く、微力ながら「困っている企業」のお役に

立ち、事業者の方々から相談して良かったと思われ

る診断士になりたいと思っております。  

諸先輩方にはなにとぞご指導ご鞭撻のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

 

 ホームページやフェイスブックで逐次、情報を発

信していきます。今年度は相談会や診断士の日記念

企画も実施予定です。今後も福井県中小企業診断士

協会の活動にご期待ください。 

 

HP で情報発信中！ 

 

 

 


