商工業
分野

制度・相談等

内容等

実施機関・問い合わせ先

経営相談など

中 小 企業 の総合経 営相

経営や技術の専門家が、各中小企業

（公財）ふくい産業支援センター

談

の成長段階に応じ、経営、技術、資

総合相談窓口

金、販路開拓などの相談に対応

電話：0776-67-7400

嶺 南 地域 中小企業 特別

原発停止に伴う売上減少など、経営

「嶺南地域中小企業特別相談窓口」

相談窓口

に影響が出ている嶺南地域の中小企

（総合相談）

業の経営改善、新事業展開、技術開

敦賀商工会議所

発等の相談

電話：0770-22-2611
（技術開発）
（公財）若狭湾エネルギー研究センター
電話：0770-24-2300
県 工業技術センター
電話：0776-55-0664

中小企業専門家

様々な課題を抱える中小企業者に、

（公財）ふくい産業支援センター

派遣制度

具体的な解決に向けてより専門的な

電話：0776-67-7400

助言を継続的に行うため専門家を派
遣

県 産業政策課
電話：0776-20-0367

（必要経費（謝金と旅費）の１／２の負
担が必要）

中小企業の人材養成

中小企業の経営者・後継者・管理者・

福井県中小企業産業大学校

技術者および従業員などに対する研

（公財)ふくい産業支援センター人材育成部

修の開催など

電話：0776-41-3775

分野

制度・相談等

内容等

実施機関・問い合わせ先

経営相談など

中小企業者の

事業の共同化、協業化のための組合

（主たる事務所が嶺北にある団体）

組合設立等

の設立や変更に関する相談

県 産業政策課
電話：0776-20-0367

※法務局での設立登記が必要

県 産業技術課
電話：0776-20-0370

事業承継税制・金融支援

事業承継に伴う税負担の軽減（贈与

の認定等

税・相続税の納税猶予）や事業承継

（主たる事務所が敦賀市、美浜町、平成１７

資金等を確保するための金融支援の

年３月３０日現在における三方町の区域にあ

前提となる認定等に関する相談

る団体）
県 嶺南振興局二州企画振興室
電話：0770-22-0002

（主たる事務所が小浜市、高浜町、おおい
町、平成１７年３月３０日現在における上中町
の区域にある団体）
県 嶺南振興局若狭企画振興室
電話：0770-56-2216

事業承継の相談

事業承継に関する相談に対応

（公財）ふくい産業支援センター

相談内容に応じて専門機関や支援メ

電話：0776-67-7400

ニューを紹介
県 産業政策課
電話：0776-20-0367
下請け中小企業者への

（公財）ふくい産業支援センターの登

（公財）ふくい産業支援センター

仕事のあっせん

録企業からの依頼による、希望条件

電話：0776-67-7400

に合う相手企業の紹介、取引き成立
のためのあっせん

県 産業政策課

※あらかじめ、（公財）ふくい産業支援

電話：0776-20-0367

センターに登録が必要
“下請かけこみ寺”

取引に関するさまざまな悩み等に、下

（公財）ふくい産業支援センター

下請け中小企業者の取

請法や中小企業の取引問題に知見を

電話：0776-67-7407

引上の悩みの相談

有する専門家が適切なアドバイスを
実施

県 産業政策課
電話：0776-20-0367

建設業サポートセンター

建設業者の経営強化、新分野進出な

各 県土木事務所

どの相談の受付け、各種支援制度を
紹介

県 土木管理課
電話：0776-20-0470

分野

制度・相談等

内容等

実施機関・問い合わせ先

企業の情報

中小企業の情報化

中小企業がＩＴ、AI・ＩｏＴの導入・活用な

（公財）ふくい産業支援センター

化

についての相談

どの情報化を進めるに当たっての諸

電話：0776-67-7400

問題の解決を図るための相談
希望者に対して、専門家を企業に派

（公財）ふくい産業支援センター

遣し、個別・具体的な相談、指導を実

販路開拓支援部 創業・Ｅビジネス支援グル

施

ープ

中 小 企業 の情報化 人材

業務に役立つソフトウェアの実践的な

育成

使い方、ネットワークの構築やセキュ
リティ対策、マルチメディアに関する研
修の開催など

電話：0776-67-7411

福井県産業情報センター嶺南支所
電話：0770-52-1500

中小企業のインターネット

最新の IT サービスやソーシャルメディ

県 新産業創出課

利用

アを活用したｅビジネスやホームペー

電話：0776-20-0537

ジ作成などに関する研修など

ベンチャー

ＩＴ活用、ネット通販・取引

ＩＴ活用やネット通販、マーケティング

（公財）ふくい産業支援センター

に関する文献などの閲

などに関する文献・ビデオなどの閲覧

産業情報資料室

覧・貸出

や貸出など

電話：0776-67-7428

新事業活動の相談

新規創業や経営革新などの相談コン

（公財）ふくい産業支援センター

サルティング

電話：0776-67-7400

創業促進を図るためのセミナー・交流

（公財）ふくい産業支援センター

会の開催や女性創業相談窓口の設

電話：0776-67-7411

ビジネス
創業の促進

置など
インキュベート施設の提

新ビジネス創出のためのコワーキン

（公財）ふくい産業支援センター

供

グスペースやインキュべート施設の提

電話：0776-67-7416

供など
新事業活動の支援制度

新規創業、新分野への展開、海外進

県 新産業創出課

出を支援するための補助金や低利融

電話：0776-20-0537

資、設備貸与など
「融資」「設備貸与」
県 産業政策課
電話：0776-20－0373

分野

制度・相談等

内容等

実施機関・問い合わせ先

首都圏での

首都圏での営業拠点

県内中小企業等の首都圏での営業

福井県ビジネス支援センター

ビジネス支援

貸出

（販路開拓等）の拠点となるオフィスブ

ふくい南青山 291

ース（約１坪）の貸出（有料）

電話：03-5778-0291

展示会、商談会、企業説

県内企業・団体等による展示会・商談

県 産業政策課

明会等の開催スペース貸

会、テスト販売や企業説明会、市町村

電話：0776-20-0369

出

等のイベント等に利用できるスペース
を貸出（有料）

首都圏における販路開拓

ふくい南青山２９１のアンテナショップ
部門での取り扱いに向けた、自社商
品のエントリー（応募）を受付

商業の振興

企業向け融資

小売店舗・商店街の支

地域商業者の魅力ある個店づくりや

県 産業政策課

援・大規模小売店舗の立

中心市街地等のにぎわいを創出する

電話：0776-20-0369

地

活動に対する助成制度など

中小企業向けの融資

中小企業の経営の安定や合理化など

県 産業政策課

を目的に、事業活動に必要な資金が

電話：0776-20-0373

など

円滑に融通されるように設けられた、
各種融資制度（県が定めた融資条件
で金融機関が貸付け）
中 小 企業 経営安定 特別

経営環境の変 化に伴う売上 減少な

県 産業政策課

相談窓口

ど、経営の安定に支障が生じている

電話：0776-20-0373

中小企業者の融資等の相談
小 規 模企 業者等の 設備

小規模企業者等の設備導入を促進す

（公財）ふくい産業支援センター

導入

るための設備貸与制度

電話：0776-67-7410

（設備の割賦販売またはリース）

県 産業政策課
電話：0776-20-0373

政 府 系金 融機関等 の融

中小企業向けの、日本政策金融公庫

日本政策金融公庫福井支店

資制度

など政府系金融機関の融資制度

福井市西木田 2-8-1
（国民生活事業）
電話：0776-33-1755
（中小企業事業）
電話：0776-33-0030
商工組合中央金庫福井支店
福井市大手 3-14-9
電話：0776-23-2090

中 小 企業 の信用保 証制

中小企業者が信用力・担保力などの

福井県信用保証協会

度

不足により、銀行などの金融機関から

電話：0776-33-1800

貸付を受けることが困難な場合の借

福井市西木田 2-8-1

入債務の保証

（福井商工会議所ビル内）

分野

制度・相談等

内容等

実施機関・問い合わせ先

企業向け融資

生活衛生関係の融資

理（美）容、クリーニング、旅館、飲食

（公財）福井県生活衛生営業指導センター

店など生活衛生関係の事業を営む人

電話：0776-25-2064

を対象とした融資

福井市松本 3-16-10

県内産業の技術力向上、技術開発促

県 産業技術課

進のため、新技術・新製品などに関す

電話：0776-20-0374

など

技術開発等の助成

る技術開発や販路開拓に対して設け
られた各種助成制度

工業・技術 相

工業関係の技術相談・指

繊維・機械・眼鏡・化学・電気・電子・

県 工業技術センター

談など

導

工芸・窯業・ロボットなど工業技術全

電話：0776-55-0664

般に関する技術相談や指導

工業関係の技術研修

県内企業からの要望により、工業技
術に関する専門的技術や知識を習得
するために、研修を実施

工業技術に関する情報の

工業技術に関する情報・図書・資料な

提供

どの閲覧・貸出
（研究情報や技術講演会などは、イン
ターネット等によって閲覧）

工業その他

工業関係の分析・試験・

工業関係の分析・測定・加工等の各

加工

種試験を実施
試験の依頼を行うには手数料が必要

工業技術センターの機

工業技術センターに設置されている

器・設備の利用

各種工作機械、分析評価機器などの
機器設備の利用が可能
利用にあたっては使用料が必要

特許など知的

特許・商標等知的財産権

福井県発明協会（工業技術センター

（一社）福井県発明協会

財産権

に関する相談

内）に設置された知財総合支援窓口

（工業技術センター内）

において、特許をはじめとした知的財

電話：0776-55-2100

産権に精通した窓口支援担当者が、
指導相談を実施

分野

制度・相談等

内容等

実施機関・問い合わせ先

デザイン

デザインに関する相談

商品開発や販売等でのデザインに関

（公財）ふくい産業支援センター

わる諸問題の解決を図るため、ケー

デザインセンターふくい（デザイン振興部）

スに応じて、アドバイスや専門家の紹

電話：0778-21-3154

介等、個別・具体的な相談を実施

伝統工芸

伝統的工芸品

一定の要件を満たしたもので、経済産

県 産業技術課

業大臣が指定した工芸品

電話：0776-20-0377

（福井県内では、越前漆器、越前和
紙、若狭めのう細工、若狭塗、越前打
刃物、越前焼、越前箪笥の７つが指
定）
福井県郷土工芸品

本県の風土と県民のくらしの中で育ま

県 産業技術課

れた工芸品で一定の要件を満たした

電話：0776-20-0377

ものを福井県郷土工芸品として指定
し、ＰＲ・振興
屋外広告

屋外への広告について

屋外広告物の大きさ、表示方法、掲

各市町役場

出場所などについての規制

・市町 HP へのリンク

（※原則として市町長の許可が必要）
県 都市計画課
電話：0776-20-0497
屋外広告業の登録

屋外広告業を営む場合の登録

県 都市計画課
電話：0776-20-0497

（福井市で営業を行う場合）
福井市監理課
電話 0776‐20‐5555
電気工事

電気工事業者の登録・開

電気工事業を行おうとする方の登録

（事業所または住所が嶺北にある場合）

始の届出

申請、開始届出など

県 産業技術課

（県で書類審査し、適法であれば届出

電話：0776-20-0370

を受理・登録を行い、申請者に通知）
（事業所または住所が敦賀市、美浜町、平成
１７年３月３０日現在における三方町の区域
にある場合）
県 嶺南振興局二州企画振興室
電話：0770-22-0162
（事業所または住所が小浜市、高浜町、おお
い町、平成１７年３月３０日現在における上中
町の区域にある場合）
県 嶺南振興局若狭企画振興室

分野

制度・相談等

内容等

実施機関・問い合わせ先
電話：0770-56-2216

温泉

温泉掘削

・温泉をゆう出させる目的で土地を掘

各 県健康福祉センター

温泉採取

削しようとする場合の、許可申請

温泉利用

・ 温 泉 を 採 取 しよ う とす る 場 合 の 許

県 医薬食品・衛生課

可、確認申請

電話：0776-20-0355

・温泉を公共の浴用または、飲用に供
しようとする場合の許可申請
海外

海外展開の支援

・専門家などによる販路開拓・拠点

県 国際経済課

設置に関する相談対応やサポート

電話：0776-20-0366

を無料で実施
・その他、海外展開に関する相談

ふくい貿易促進プラザ
電話：0776-89-1140
Mail f-plaza@fukui-kaigai.jp
（http://www.fukui-kaigai.jp/）

ふくい上海ビジネスサポートセンター
（福井県上海事務所）
電話：+86-21-6295-3322
Mail

fukuiken@fukui-sh.com.cn

ふくいバンコクビジネスサポートセンター
電話：+66-2-168-8268
mail bangkok@fukuibank.co.th
入札など

入札参加資格（物品等）

県が発注する物品の購入または製造

県 会計局会計課

の請負、その他役務の提供等の契約

電話：0776-20-0253

にかかる競争入札に参加するために
必要な資格を審査

※資格取得の申請受付は、随時実施
更新の受付は、毎年１月中に実施
入札参加資格（建設工

県が発注する建設工事または建設工

県 土木管理課

事、建設工事に係る測量

事に係る測量業務等の競争入札に参

電話：0776-20-0470

業務等）

加するために必要な資格を審査
各 県土木事務所

