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１ 基本方針（条例第７条関係） 

 県は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業振興施策を講ずるものとする。 

 

一 中小企業者の製品開発および販路開拓の支援 
 

  二 中小企業者の創業および新たな事業の創出等の促進 
 

  三 中小企業者の経営革新の促進および経営基盤の強化 
 

  四 中小企業者に対する資金供給の円滑化 
 

  五 中小企業者の受注機会の増大 
 

 六 中小企業者の知的財産等の活用の促進および産学官との連携 
 

  七 国その他の関係機関が認めた技能者等の高度な技術を有する人材の活用 

による品質の確保 
 

  八 中小企業者の事業活動を担う人材の育成および確保 
 

九 中小企業者および中小企業者が供給する製品等に関する情報の提供 
 

  十 中小企業者における子育てに適した職場環境の整備促進 

 

 

参考１：中小企業者の定義（第２条関係） 

   「中小企業者」とは、中小企業基本法（昭和三十八年法律第百五十四号）第二条 

第一項に規定する中小企業者で、県内に事務所または事業所を有するものをいう。 

 

 

参考２：年次報告（第９条関係） 

   知事は、毎年、議会に、中小企業の振興について取り組む事項およびその実施状況 

  を報告しなければならない。 
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２ 平成２５年度における中小企業振興施策の実施状況 

 県が、基本方針（条例第７条関係）に基づき実施している、平成２５年度の中小企業振興

施策は以下のとおりです。（予算額は２月補正予算案を含む） 

 

（１）中小企業者の製品開発および販路開拓の支援 

中小企業者の製品開発については、炭素繊維強化複合材の量産・大型成型技術の確立

に向けた研究開発を進めています。また、繊維や眼鏡などの高度なものづくり技術を活

用した医療関連製品の開発など、医療産業への参入を促進しています。 

販路開拓支援については、２５年４月に銀座に「食の國 福井館」を開設し、首都圏に

おける食品の販路拡大と県産品の認知度アップを図っています。また、嶺南地域への観

光客等を対象とした消費喚起キャンペーンを実施し、小売店や飲食店の売上拡大を図っ

ています。 

 （単位：千円） 

関係事業名 最終予算額 実施概要（担当課） 

福井県ビジネス支援セ

ンター運営事業 

193,838  「ふくい南青山２９１」の運営や、併設飲食店「ふくい、望 

洋楼」との連携などを通じて、県産品の PRおよび福井の知名 

度アップに努めている。 

 また、地域の祭り（荒川まつり、高輪まつり）や百貨店等の 

店外催事にも出店し、県産品の PRに努めている。 

（産業政策課） 

銀座サテライトショッ

プ新規開業事業 

【新規事業】 

25,587 平成２５年４月に「食の國 福井館」を銀座１丁目に開設し、 

「福井の食」を首都圏消費者に PRするほか、大野市フェア、

敦賀市フェアなど市町との連携や新米フェア、蟹フェアなど

も実施している。 

（産業政策課） 

県産鮮魚・野菜の首都

圏販路開拓事業 

【新規事業】 

3,576 銀座・南青山のアンテナショップと県内鮮魚店や生産者等を

ネット回線で結ぶ対面販売を行い、店舗の知名度アップと研鑽

鮮魚、野菜の販路開拓を図っている。 

（産業政策課） 

ふくいフード首都圏販

路開拓事業 

【新規事業】 

8,482 首都圏で売れる食品づくりを目指す中小企業や農林漁業者

等に対して、商品開発から販路開拓まで一貫した支援を行い、

首都圏百貨店、高級スーパー、セレクトショップ等で取り扱わ

れる食品の増加へと繋げている。 

（産業政策課・園芸畜産課） 

産業支援機関によるチ

ャレンジ企業創出支援

事業 

7,000 地域資源を活用した新商品開発や販路開拓など、小規模企業

者が連携して策定するビジネスアイデアに対し、産業支援機関

がコーディネーターとなり支援している。（ふくいの逸品創造

ファンド事業） 

（産業政策課） 

地域資源等を活かした

新商品開発・販路開拓

支援事業 

65,000 福井の強みのある資源を新たな発想で活用し、県外市場での

顧客の獲得を目指す新商品・新役務の開発および販路開拓の取

組みに対して支援している。（ふくいの逸品創造ファンド事業） 

（産業政策課） 

農商工連携による新事

業創出支援事業 

18,000 商工業者と農林水産業者が連携し、福井の農林水産物を活用

して販路開拓を目指すビジネスに対して支援している。（ふく

いの逸品創造ファンド事業）        （産業政策課） 
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ふくい貿易促進機構運

営事業 

88,182 上海、香港、福井に設置する海外ビジネスサポート拠点にお

いて、アジア市場開拓に関する相談サポートを行うとともに、

現地の有力仕入れ責任者とのネットワークを活かした商談支

援を強化し、県内企業のアジア展開を促進している。 

（産業政策課） 

ふるさと産品ギフトマ

ーケット拡大事業 

【新規事業】 

7,785 メイドインふくいの商品やサービスを掲載した「カタログギ

フト」を作成し、県内外で利用してもらうことにより県産品の

販路を拡大している。 

（商業振興・金融課） 

Ｅ－コマース拡大強化

事業 

【新規事業】 

5,254 福井県産業情報センター内にネット通販・取引に関する総合

支援拠点を設置するとともに、ネット通販・取引サイト制作に

関する個別相談、指導等を実施している。 

（商業振興・金融課） 

ＩＴ活用セミナー等開

催事業 

2,493 インターネットによる販路拡大や最新ＩＴ動向等に関する

セミナーの開催、ＩＴ企業のビジネスマッチング、最新ＩＴ技

術を活用したアプリ開発合宿を実施している。 

（商業振興・金融課） 

産業活性化支援資金 

（制度融資） 

116,060 経営革新承認事業計画、農商工連携や地域資源を活用した事

業計画、県外・海外の販路開拓等の実施に必要な資金を融資し

ている。 

（商業振興・金融課） 

嶺南地域の産品販売支

援事業 

35,427 嶺南地域の産品を集めた展示販売会の開催や、大手ネット通

販サイトへの特集ページ開設、嶺北地域のスーパー等への定期

的な物流支援等を実施し、嶺南地域の事業者の販売力強化を図

っている。 

（商業振興・金融課） 

嶺南消費喚起キャンペ

ーン事業 

   【新規事業】 

28,609 嶺南地域外の観光客を対象としたキャンペーンを実施し、小

売店や飲食店の消費を拡大するとともに、商品・サービスに対

する意見を聴取することで商品力の強化を図っている。 

                 （商業振興・金融課） 

敦賀港利用拡大事業 12,915 中国航路を運航する船会社および敦賀港を活用する県内外

の企業（荷主）等に対し助成し、敦賀港のコンテナ航路の拡充、

安定を図っている。 

（企業誘致課） 

国際ＲＯＲＯ船高速輸

送ルート実証事業 

【新規事業】 

1,199 関東・近隣県の精密機械等を輸出する企業が、陸送経費の低

減のため他港から敦賀港に転換するよう、品質面・安全性の確

認や利点を検証する国際ＲＯＲＯ船の輸送実験を行う。 

 

（企業誘致課） 

福井港ＲＯＲＯ船トラ

イアル寄港事業 

【新規事業】 

1,470 コンテナ貨物の取扱いが可能な国際ＲＯＲＯ船が福井港に

寄港するよう、積卸しの支障の有無等を検証するための輸送実

験を行う。 

（企業誘致課） 

福井港貨物集荷促進事

業 

1,500 福井港を新規に利用する企業および取扱貨物量を増加させ

た継続利用企業に対して、利用実績に応じた助成を行い、福井

港の利活用を促進している。 

（企業誘致課） 

新技術事業化スピード

アップ事業 

【新規事業】 

60,247 環境エネルギー、医療福祉などの新成長分野における早期事

業化や、小規模企業の底上げのため、技術開発から販路開拓ま

でを一貫して支援している。 

（地域産業・技術振興課） 



 

 4 

新しい複合素材テキス

タイル開発事業 

【新規事業】 

6,922 合繊と天然繊維の複合など、最新の市場ニーズに適合した新

しい高付加価値テキスタイルの事業化を支援している。 

 

（地域産業・技術振興課） 

炭素繊維複合材量産化

事業 

203,967 次世代自動車部材等の活用につなげるため、炭素繊維強化複

合材料の量産・大型成型技術の確立に向けた工業技術センター

の研究開発を加速させるとともに、民間企業がコンソーシアム

を組んで行う共同研究を支援している。 

（地域産業・技術振興課） 

太陽光発電織物実用化

事業 

82,741 世界初の太陽光発電テントやカーテンの事業化を図るため、

太陽光発電シート製造技術の確立に向けた工業技術センター

の研究開発を促進するとともに、民間企業がコンソーシアムを

組んで行う共同研究を支援している。 

（地域産業・技術振興課） 

炭素繊維革新技術開発

事業 

【新規事業】 

24,959 炭素繊維を使用した次世代自動車を開発する国の研究プロ

ジェクトに本県が参画し、材料研究の基盤技術となる炭素繊維

のリサイクル利用や量産化技術の研究を行っている。 

（地域産業・技術振興課） 

医療産業創出支援事業 

【新規事業】 

7,392 繊維や眼鏡などの県内企業が、高度なものづくり技術を活用

して、医療産業への参入を図るため、医療学会等を活用した販

路開拓などを支援している。 

（地域産業・技術振興課） 

技術交流促進事業 9,000 北陸最大の展示商談会である「北陸技術テクノフェア」の開

催を支援し、出展企業に技術交流や販路開拓等のビジネスチャ

ンスを提供するとともに、県内企業の技術を県内外に広くアピ

ールしている。 

（地域産業・技術振興課） 

台湾連携中国市場販路

開拓技術商談会開催事

業 

2,475 県内のものづくり企業が、台湾企業に対し自社の技術を PR

し、個別商談できる商談会を開催し、中国への販路開拓に向け

たパートナー探しを支援している。 

（地域産業・技術振興課） 

海外販路開拓新展開支

援事業 

4,500 北陸３県繊維産業クラスター事業等により、現地で販売の糸

口がつかめた中国への販路開拓を支援している。 

（地域産業・技術振興課） 

企業連携による繊維産

地競争力強化モデル事

業 

12,000 同業態、異業態の繊維関連企業等が連携してグループを構成

し、開発力や販売力の強化を目指す事業に対して支援してい

る。（ふくいの逸品創造ファンド事業） 

（地域産業・技術振興課） 

ふくい繊維産業活性化

支援事業 

 

7,200 繊維産地団体が行う、販路開拓や新商品開発等事業に対し支

援している。 

（地域産業・技術振興課） 

海外眼鏡市場開拓推進

事業 

4,000 世界規模の海外眼鏡展示会への出展と、欧州や中国を中心と

した眼鏡の市場・産地動向の調査等を支援している。 

（地域産業・技術振興課） 

小売店との連携による

福井ブランドめがね販

売モデル事業 

6,000 

 

産地企業が全国の眼鏡小売店と連携し、「消費者が求める商

品」を、企画・生産から PR・販売まで共同で行うモデル事業に

対して支援している。（ふくいの逸品創造ファンド事業） 

（地域産業・技術振興課） 
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機械工業産地振興対策

事業 

3,500 福井県機械工業協同組合が実施する見本市への出展、工業高

校への技術者派遣交流等に対して支援している。 

（地域産業・技術振興課） 

地域特産工業振興対策

事業 

15,000 地場産業の産地組合等が実施する新商品開発、需要開拓、人

材育成等を支援している。 

（地域産業・技術振興課） 

産業デザインプロデュ

ース事業 

3,383 デザイン開発を進める企業に対し、デザイナー派遣やグルー

プカウンセリングを行い、企業が抱えるデザイン開発の課題に

ついて支援を実施している。 

（地域産業・技術振興課） 

産地ブランド向上支援

事業 

【新規事業】 

8,000 伝統的工芸品等の産地の企業グループが行う、著名展示会で

の入選や専門家からの高い評価の獲得を目指す活動を支援し

ている。 

（地域産業・技術振興課） 

ふくい産業遺産・手し

ごと継承事業 

【新規事業】 

7,794 ふくいの「ものづくり文化」を継承し、地域の活性化を図る

ため、失われつつある産業遺産や伝統技術等を認定し、保存・

活用を支援している。 

（地域産業・技術振興課） 

伝統的工芸品発信力強

化事業 

10,558 販路開拓や新商品の開発、イベントを活用した食との連携に

より、本県伝統的工芸品の魅力を県内外に発信している。 

（地域産業・技術振興課） 

ふくいの工芸品まちな

か発信支援事業 

1,220 福井市内のショッピングセンター内に開設された伝統的工

芸品展示販売所と連携して、各産地組合が行う PR 活動を支援

し、伝統的工芸品の認知度、売上向上につながっている。 

（地域産業・技術振興課） 

伝統的工芸品新機能開

発事業 

5,924 伝統産業の技術者と工業技術センターが連携して新たな分

野、市場へ展開できる機能を持つ製品の開発を進めている。 

（地域産業・技術振興課） 

和紙の恐竜クラフト開

発支援事業 

【新規事業】 

783 「恐竜」を活かした越前和紙の新たな製品を美術大学生と協

働で開発している。 

（地域産業・技術振興課） 

首都圏等旅行商品造成

支援事業 

【新規事業】 

6,301 高速交通体系の整備に向け、大都市圏での商談会の開催や県

外旅行会社等を招いた本県の観光地視察を実施し、観光客誘致

を促進している。 

（ブランド営業課、観光振興課） 

恐竜ブランドビジネス

化推進事業 

5,844 恐竜ブランドを素材にしたグッズやサービスの開発・生産に

関する支援を行い、企業や団体と一体となってビジネス化を推

進している。 

（ブランド営業課） 

嶺南地域の昼食メニュ

ー推進事業 

2,511 嶺南地域において、地元の新鮮な海の幸を活かした昼食メニ

ューを提供する飲食店・民宿等を増やし、嶺南への観光誘客を

推進している。 

（ふるさと営業課） 

福井県の物産と観光展

開催事業 

47,976 東京や大阪等において、本県の物産と観光展示および県産品

の販売を実施し、物産の紹介と販路開拓に資するとともに、福

井のイメージアップと観光客誘致を図っている。 

（観光振興課） 

がんばる水産加工業者

支援事業 

3,000 中小の水産加工業者が行う新たな地魚の加工品開発を支援

し、地魚の有効活用を図っている。 

（水産課） 
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未利用魚加工品開発支

援事業 

600 商品サイズに満たない小型魚等の加工品開発を支援し、未利

用魚の有効活用を図っている。 

                     （水産課） 

敦賀港鞠山南地区コン

テナ・フレート・ステ

ーション（ＣＦＳ）整

備事業 

413,000 県内の小口荷主等がコンテナ貨物の荷詰・荷出に利用するＣ

ＦＳを整備した。 

                    （港湾空港課） 

 

（２）中小企業者の創業および新たな事業の創出等の促進 

「ふるさと企業育成ファンド」により中小企業の新分野展開を後押しするとともに、

商工団体や産業支援機関と一体となって、事業の実現をサポートしています。 

また、新たな事業にチャレンジする中小企業を支援するため、セミナーの開催や専門

アドバイザーの派遣、開業支援資金による金融面での支援などを行っています。さらに、

先端技術産業等への参入を図る県内企業に対して、工場増設や設備投資を支援していま

す。 

  （単位：千円） 

関係事業名 最終予算額 実施概要（担当課） 

新規創業支援事業 1,809  創業者を発掘・育成する「創業セミナー・交流会（福井ビズ

カフェ）」を開催するとともに、専門アドバイザーが適切な助

言を継続的に行うことにより、創業者の育成を図っている。 

（ビジネスステップアップ支援事業） 

（産業政策課） 

新分野展開スタートア

ップ支援事業 

80,000 

 

中小企業の新分野展開を促進するため、既存事業の経営資源

を活用して取組む経営の多角化や事業転換の経費を補助する

とともに、金融機関や商工団体でつくる支援チームが計画の実

現をサポートしている。（ふるさと企業育成ファンド事業） 

（産業政策課） 

開業支援資金 

（制度融資） 

22,880 新たに事業を開始する個人または事業を開始して１年未満

の中小企業に対し、必要な資金を融資している。 

（商業振興・金融課） 

県内成長企業生産拠点

拡大促進事業 

498,010 県内企業の先端技術産業や健康長寿産業などの有望分野へ

の新規参入、増設および設備投資を市町と連携して支援する制

度を設け、企業の新たな設備投資を促進している。 

（企業誘致課） 

福井クールアース・次

世代エネルギー産業化

プロジェクト推進事業 

1,391 「福井クールアース・次世代エネルギー産業化プロジェク

ト」で進めてきた有望技術の研究開発に加え、県外大手企業や

大学等の技術シーズを結び付けることにより、新たな研究テー

マに取り組んでいる。 

（地域産業・技術振興課） 

新技術事業化スピード

アップ事業 

【新規事業】 

60,247 再掲（Ｐ３） 

（地域産業・技術振興課） 

炭素繊維複合材量産化

事業 

203,967 再掲（Ｐ４） 

（地域産業・技術振興課） 

太陽光発電織物実用化

事業 

82,741 再掲（Ｐ４） 

（地域産業・技術振興課） 

医療産業創出支援事業 

【新規事業】 

7,392 再掲（Ｐ４） 

（地域産業・技術振興課） 
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（３）中小企業者の経営革新の促進および経営基盤の強化 

中小企業診断士などの専門家を派遣し、経営の向上や企業が抱える課題の解決を図っ

ています。特に、原子力発電所運転停止の影響を受けている嶺南企業や、経営改善計画

を策定し再生に取り組む企業に対し、支援を強化しています。 

 （単位：千円） 

関係事業名 最終予算額 実施概要（担当課） 

小規模企業経営支援事

業 

916,008 小規模事業者の経営基盤の充実強化を図るため、商工会議

所、商工会および県商工会連合会が経営指導員等を配置して行

う経営指導や制度等の普及事業を支援している。 

（産業政策課） 

中小企業団体中央会育

成事業 

88,308 福井県中小企業団体中央会が行う、中小企業の組織化および

協同組合、商工組合、商店街振興組合等の経営指導ならびに中

小企業に対する高度化、情報提供、金融施策等を支援している。 

（産業政策課） 

専門家派遣事業 6,000 経営の向上を目指す企業が抱える課題（経営、技術、マーケ

ティング、労務等）に対し、民間専門家等を派遣し、その解決 

を支援している。（ビジネスステップアップ支援事業） 

（産業政策課） 

嶺南地域中小企業の特

別相談窓口強化事業 

【新規事業】 

3,030 嶺南地域の中小企業に対して、特別支援チームによる個別企

業の支援を行うとともに、専門家との連携により課題解決の支

援を行っている。（ビジネスステップアップ支援事業） 

（産業政策課） 

企業再建のための専門

家派遣事業 

9,427 金融円滑化法終了後の中小企業者の経営安定を図るため、再

生に関する相談から専門家派遣による経営改善計画策定およ

び策定後のフォローアップまで、課題解決に向けて支援してい

る。 

（商業振興・金融課） 

 

（４）中小企業者に対する資金供給の円滑化 

売上や受注の減少等により厳しい経営環境にある中小企業者の資金繰りを支援するため、

経営安定資金や資金繰り円滑化支援資金の融資枠の確保、マル経資金への利子補給、２５

年９月の台風被害に対する緊急融資制度の創設など、機動的な対応を行っています。 

 （単位：千円） 

関係事業名 最終予算額 実施概要（担当課） 

制度融資 9,342,620 経営安定資金や資金繰り円滑化支援資金等により、中小企業

の資金繰りを支援している。（融資枠８資金計 ６３３億円） 

（商業振興・金融課） 

産業活性化支援資金

（設備資金）利子補給

事業 

67,358 

（債務負担行為） 

雇用拡大を伴う設備投資の促進および県内経済の活性化を

図るため、産業活性化支援資金の設備資金に対する利子補給を

実施している。 

（商業振興・金融課） 

小規模事業者経営改善

貸付（マル経資金）利

子補給金 

30,000 

（債務負担行為） 

小規模企業者の借入負担の軽減を図るため、日本政策金融公

庫による小規模事業者経営改善貸付に対して利子補給を実施

している。（初めての利用者または借換え充当分を除く新規の

借り入れに限る。） 

（商業振興・金融課） 
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経営安定資金等保証料

補給      

77,198 

（債務負担行為） 

売上減少などの影響を受けている中小企業者の資金繰り等

の支援に対し保証料補給を行っている。 

小規模企業者等設備貸

与事業 

350,000 （公財）ふくい産業支援センターが設備を導入し、設備導入

を図る創業者や小規模企業者に貸与（割賦販売・リース）して

いる。 

（商業振興・金融課） 

信用補完事業 119,324 信用力等の弱い中小企業者の資金需要に対処するため、信用

保証料の補給および損失補償を実施している。 

（商業振興・金融課） 

中小企業支援緊急資金

無利子貸付事業 

貸付金（預託） 

44,900  

保証料補給 

13,056 

利子補給（債務

負担） 

40,081 

損失補償（債務

負担） 

90,000 

２５年９月台風により設備に直接影響を受けた中小企業者

への緊急資金の制度を創設し、保証料補給、利子補給、損失補

償を実施した。 

（商業振興・金融課） 

小規模事業者緊急資金

無利子貸付事業 

17,805 

（債務負担行為） 

２５年９月台風により直接罹災した小規模企業者が、罹災日

以降に借入れた小規模事業者経営改善資金に対して、利子補給

を実施した。            （商業振興・金融課） 

 

（５）中小企業者の受注機会の増大 

公共工事の入札制度改正や分割・分離発注を進めるなど、県内建設業者への受注機会

の増大を図っています。 

このほか、県内各地域の“逸品”を一堂に集めた販売会の開催支援や、中心市街地で

のにぎわいの創出等により、地場産品等の販売機会の拡大を図っています。 

 （単位：千円） 

関係事業名 最終予算額 実施概要（担当課） 

公共工事の発注促進 643億円 

（2月現計） 

国の経済対策に伴う防災・安全対策事業を含めた社会基盤の

整備を促進している。  

（土木部・農林水産部・安全環境部） 

入札制度の改正、 

分離・分割発注の促進 

－ １０００万円以下の小規模な工事については、一定の競争性

を確保しつつ、地域要件を原則として市町単位としているほ

か、1000万円を超える工事についても、県内業者への優先発注

に努めるなど、地域防災力の維持に貢献する優良な地元建設業

者の受注機会の増大を図っている。 

また、県発注工事において分離・分割発注を促進するととも

に、国等の発注工事についても、国土交通省、農林水産省、鉄

道運輸機構等に対し、県内建設業者への受注機会の増大を要請

している。 

 

（土木部・農林水産部） 

施設等の耐震化促進事

業 

1,250,000 

 

学校や福祉施設、県営住宅などの県有施設の耐震化補強工事

や耐震診断など、安全安心を確保する基盤整備を実施してい

る。 

（教育庁・健康福祉部・総務部・土木部） 
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チャレンジ発注推進事

業 

224 新しい事業分野を開拓しようとする中小企業者が開発した

新商品や新役務を、県の各機関が随意契約で購入できるように

し、販路開拓を支援している。 

２５年度 ８社１１件認定        （産業政策課） 

中小企業取引情報提供

事業 

7,882 （公財）ふくい産業支援センターに取引相談員を設置し、県

内中小企業に関する受発注情報の収集・提供や商談会参加等に

よる取引あっせんを促進し、自立支援を図っている。 

（商業振興・金融課） 

ふるさと”逸品”フェ

スタ開催支援事業 

10,500 県内各地域の”逸品”を一堂に集めて販売することにより、

ＰＲ機会の増大と県内外への販路拡大を図っている。 

（商業振興・金融課） 

新にぎわい商業ゾーン

形成事業 

4,070 まちづくり会社や商工団体等が、中心市街地において地域の

特色を活かしたにぎわいや交流を創出する新たな商業ゾーン

の形成を支援している。 

（商業振興・金融課） 

中心市街地店舗等集積

支援事業 

5,935 エリアのニーズに合ったテナント誘致や中心市街地等の空

き店舗への出店に対して支援し、魅力的な商業集積エリアを形

成することにより、中心市街地等の活性化を図っている。 

（商業振興・金融課） 

クルーズ客船誘致事業 

【新規事業】 

5,422 経済効果が高いクルーズ客船の誘致のため、船会社や代理

店、旅行会社に対し敦賀港と福井港および周辺の魅力的な観光

コースの売り込みを実施している。 

（企業誘致課） 

ふくい観光誘客強化事

業 

50,797 県内で宿泊し、主要観光地等を２か所以上含む旅行商品によ

り、県内への送客を行う旅行会社を支援し、観光客誘致促進を

図っている。               （観光振興課） 

東アジア観光客誘致促

進事業 

20,893 東アジア等の旅行会社に対して、本県への送客実績に応じて

支援するとともに、海外メディア等への働きかけを行うことに

より、外国人観光客誘致の促進を図っている。 

（観光振興課） 

教育旅行誘致推進事業 34,365 大都市圏からの教育旅行（県外学校の合宿等）の誘致を推進

している。                  

 （観光振興課） 

宿泊予約サイト・フェ

イスブック活用支援事

業 

2,487 旅館・民宿等を対象に、インターネットを活用した情報発信

力強化のための研修会を開催し、観光客の誘致拡大を図ってい

る。                   （観光振興課） 

多世帯同居のリフォー

ム支援事業 

【新規事業】 

4,400 同居に伴い必要となる増築や間取り変更などの住宅リフォ

ームにかかる費用の一部を支援し、福井らしい住まい方である

多世帯同居の促進を図っている。 

（建築住宅課） 

「林・建」協働体制モ

デル事業 

4,344 間伐や路網整備等に必要な技術作業員を確保するため、建設

業者を対象に森林組合等との意見交換や技術研修会等を開催

し、建設業から林業への参入を促進している。 

○日時等：説明会等 平成 25年 7月 18日,24日 嶺南、奥越地域 

     現地研修 平成 25年 9月～11月  

              福井・坂井、奥越、丹南、嶺南地域 

○参加者：説明会等 16社 16名 

        現地研修 20社 23名 

（県産材活用課） 

ふるさと産品ギフトマ

ーケット拡大事業 

7,785 再掲（Ｐ３） 

（商業振興・金融課） 
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嶺南消費喚起キャンペ

ーン事業 

   【新規事業】 

28,609 再掲（Ｐ３） 

                 （商業振興・金融課） 

嶺南地域の産品販売支

援事業 

35,427 再掲（Ｐ３） 

（商業振興・金融課） 

ＩＴ活用セミナー等開

催事業 

2,493 再掲（Ｐ３） 

（商業振興・金融課） 

台湾連携中国市場開拓

技術商談会開催事業 

2,475 再掲（Ｐ４） 

（地域産業・技術振興課） 

技術交流促進事業 9,000 再掲（Ｐ４） 

（地域産業・技術振興課） 

 

（６）中小企業者の知的財産等の活用の促進および産学官との連携 

県内企業の製品開発を促進するため、テーマ公募型の共同研究を行い、産学官での研究

開発を促進しています。 

 （単位：千円） 

関係事業名 最終予算額 実施概要（担当課） 

地域資源活用共同研究

事業 

13,122 工業技術センターが蓄積してきた技術シーズを基に、既存製

品の高付加価値化や新製品開発等企業の技術開発ニーズに対

応し、県内企業の競争力のある製品開発を支援することを目的

としてテーマ公募型の共同研究を実施している。 

（地域産業・技術振興課） 

炭素繊維複合材量産化

事業 

203,967 再掲（Ｐ４） 

（地域産業・技術振興課） 

太陽光発電織物実用化

事業 

82,741 再掲（Ｐ４） 

（地域産業・技術振興課） 

伝統的工芸品新機能開

発事業 

5,924 再掲（Ｐ５） 

（地域産業・技術振興課） 

福井クールアース・次

世代エネルギー産業化

プロジェクト推進事業 

1,391 再掲（Ｐ６） 

（地域産業・技術振興課） 

 

（７）国その他の関係機関が認めた技能者等の高度な技術を有する人材の活用による 

品質の確保 

公共工事の入札参加条件において、専門的な技術の有資格者の配置を求め、公共工事の

品質確保を図っています。 

 （単位：千円） 

関係事業名 最終予算額 実施概要（担当課） 

公共工事の品質確保 － 公共工事の入札参加条件において、必要に応じ、施工管理士、

技能士（塗装、造園、配管等）等の技術者配置を求めている。 

また、総合評価落札方式において、必要に応じ、配置予定技

術者の保有する資格（舗装施工管理技術者、のり面施工管理技

術者等）に応じて加点評価を行っている。 

（土木部） 

 
 
 



 

 11 

（８）中小企業者の事業活動を担う人材の育成および確保 

原子力発電所運転停止の影響により売上高が減少している嶺南地域企業の従業員のス

キルアップを図り、将来の受注拡大等に向けた人材育成を推進しています。 

また、社会人がキャリアアップのため、企業等で働きながら学び直す仕組みづくりや、

飲食業や宿泊業などの従事者が県外一流店で修行できるよう支援を行っています。 

 （単位：千円） 

関係事業名 最終予算額 実施概要（担当課） 

地域における中小企業

の魅力発信事業 

【新規事業】 

3,000 小学生・中学生およびその家族を対象に、地域の産業フェア

などに合わせて行う小さな企業の魅力を紹介する職業体験や

展示会等の開催を支援している。 

（産業政策課） 

情報化人材育成事業 8,913 ＩＴ活用を目指す中小企業やＩＴ関連事業者を対象とした

各種研修を実施している。 

（産業政策課） 

嶺南企業人材スキルア

ップ支援事業 

【新規事業】 

4,895 原子力発電所運転停止の影響により売上高が減少している

嶺南地域の企業のうち、特に大きな影響を受けている機械器具

保守業について、従業員のスキルアップを図るための研修費及

び賃金を支援し、将来の受注拡大等に向けた人材育成を推進し

ている。 

（産業政策課） 

ふくいの商業者魅力ア

ップ支援事業 

12,400 飲食やファッションなどの県外一流店で修業した商業者の

県内での開業支援や、飲食業や観光地の宿泊業などに従事する

者の県外一流店での修業支援を通して、県内商業者のレベルア

ップにつなげている。 

（商業振興・金融課） 

福井県ものづくり人材

育成修学資金貸与事業 

― 県内金融機関と協力して設置したファンドの運用益を活用

して、県内ものづくり企業に勤務した場合に返還を免除する修

学資金制度により、優秀な技術系研究人材の県内企業への就業

および定着につなげている。（ふるさと企業育成ファンド事業） 

 

 

（地域産業・技術振興課） 

伝統的工芸品の担い手

づくり支援事業 

4,239 産地組合が行う小中学生への体験学習や大学生等の短期就

業などを通じて、伝統工芸品産業の担い手づくりを支援してい

る。 

（地域産業・技術振興課） 

陶磁器技能者養成支援

事業 

3,415 本県の伝統的工芸品に指定されている越前焼の製造に従

事する陶磁器技能者を養成する研修を実施し、創造的で魅

力ある後継者の確保・育成を支援している。 

 

（地域産業・技術振興課） 

越前焼技能者養成支援

事業 

1,500 地元越前町が主体となって取り組む研修強化事業を補助す

ることにより、越前焼の伝統的技法の継承、後継者の育成を図

っている。 

（地域産業・技術振興課） 

福井デザインアカデミ

ー開催事業 

4,813 商品全体のデザインマネジメントができる人材を育成す

るため、人材育成研修やオープンセミナーの開催を支援し

ている。    

        （地域産業・技術振興課） 
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社会人キャリアアップ

支援事業 

【新規事業】 

1,400  社会人が企業等で働きながら、放送大学において学びな

おすことを支援することにより、長期的なキャリアアップ

を図ることを促進している。 

（労働政策課） 

技能「後継者」育成支

援事業     

14,138 技能の継承候補者となる若手を新規雇用するとともに、指導

者となる６０歳以上の技能者を継続雇用し、熟練技能者から若

手への技能継承を実施する小規模事業者に対して支援してい

る。                   （労働政策課） 

若年技能者能力アップ

支援事業 

419 若年技能者の技能向上を図るため、福井県「技能選手権」の

開催や技能五輪全国大会への参加等を支援している。 

（労働政策課） 

ふるさと企業人材確保

支援事業 

5,015 学生やその保護者向けに、県内企業の魅力を発信する企業説

明会「ふるさと企業魅力発見フェア」を開催するとともに、企

業の就職関連情報を学生に提供するサイトを運営し、学生の県

内企業への就職を支援している。 

（労働政策課） 

産業人材育成支援サイ

ト運営事業 

971 産業人材育成支援サイトを運営し、各企業の産業人材育成推

進員に人材育成機関の研修情報等を提供して、企業内の人材育

成を支援している。 

（労働政策課） 

職業能力開発訓練実施

事業 

63,682 在職者の知識、技能などの職業能力を高め、中小企業の生産

向上につなげるため、福井・敦賀産業技術専門学院において、

在職者向け等の職業訓練を実施している。 

（労働政策課） 

中小企業産業大学校管

理運営事業 

39,896  福井県中小企業産業大学校において、企業技術者や第一線で

活躍中の県内外の優良講師を迎え、中小企業の経営者および従

業員に対し、経営管理または技術に関する研修を開催してい

る。 

（労働政策課） 

ふくい女性活躍支援セ

ンターの運営 

5,442 キャリアアップを目指す女性からの相談に応じるとともに、

高い資質を備えたリーダーを養成するため、必要な知識や情報

を学ぶ講座を実施している。 

（男女参画・県民活動課） 

女性リーダーの出やす

い社会づくり推進事業 

3,172 仕事、家庭、ゆとりのバランスがとれた女性リーダーを育成

するため、必要な知識等を体系的に学ぶ「女性の未来プログラ

ム」を実施している。 

（男女参画・県民活動課） 

「女性リーダー育成メ

ンター制度」の促進 

197 県内企業に勤める管理職や役員（男性、女性）に対し研修を

実施し、女性社員の相談相手となるメンターを養成している。 

（男女参画・県民活動課） 

ふくい女性活躍支援企

業の募集・登録 

－ 女性が活躍しやすい社会づくりのため、働く場での女性の活

躍を支援し、女性が活躍するための環境整備に積極的に取り組

む企業を「ふくい女性活躍支援企業」として登録しＰＲしてい

る。              （男女参画・県民活動課） 

ふくいものづくり企業

魅力再発見事業 

1,373 主に県外大学で学ぶ１、２年生が夏季休暇を利用して、優れ

た技術を有する県内のものづくり企業の魅力を体感すること

により、３年生時のインターンシップ参加につなげ、Ｕターン

就職を促進している。 

（ふるさと営業課） 

ＩＴ活用セミナー等開

催事業 

2,493 再掲（Ｐ３） 

（商業振興・金融課） 
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（９）中小企業者および中小企業者が供給する製品等に関する情報の提供 

優れたものづくり技術を有する福井の企業情報をまとめた冊子『「実は福井」の技』を

県内の高校生に配布するなど、県内企業の優れたものづくり技術や製品についての情報を

広く提供しています。 

 （単位：千円） 

関係事業名 最終予算額 実施概要（担当課） 

「実は福井」の技普及

事業 

1,617  県内のものづくり企業を紹介している冊子「『実は福井』の

技」を、県内の職業系高校および普通科高校理系クラスの２年

生全員に配布し、本県の次代を担う若者たちに、県内企業の活

躍やものづくり技術について理解を深める機会を提供してい

る。 

（地域産業・技術振興課） 

「ふくいドットコム」

運営管理事業 

8,331 魅力ある観光情報を集約した観光情報ポータルサイト「ふく

いドットコム」を運営・管理し、サイトコンテンツの一層の充

実を図ることにより、本県への観光客の誘致拡大、物産の販路

拡大を図っている。 

（観光振興課） 

福井県ビジネス支援セ

ンター運営事業 

193,838 再掲（Ｐ２） 

 

（産業政策課） 

銀座サテライトショッ

プ新規開業事業 

【新規事業】 

25,587 再掲（Ｐ２） 

（産業政策課） 

県産鮮魚・野菜の首都

圏販路開拓事業 

【新規事業】 

3,576 再掲（Ｐ２） 

（産業政策課） 

台湾連携中国市場開拓

技術商談会開催事業 

2,475 再掲（Ｐ４） 

（地域産業・技術振興課） 

技術交流促進事業 9,000 再掲（Ｐ４） 

（地域産業・技術振興課） 

福井県の物産と観光展

開催事業 

47,976 再掲（Ｐ５） 

（観光振興課） 

福井クールアース・次

世代エネルギー産業化

プロジェクト推進事業 

1,391 再掲（Ｐ６） 

（地域産業・技術振興課） 
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（10）中小企業者における子育てに適した職場環境の整備促進 

仕事と子育ての両立支援を普及・推進するため、従業員の子育て環境の改善を進める企

業を応援するほか、家族のふれあい時間を増やすため、定時退社の普及啓発を行うなど、

子育てに適した職場環境の整備を進めています。 

 （単位：千円） 

関係事業名 最終予算額 実施概要（担当課） 

「子どもを育む企業」

応援事業 

3,994 全国で初めて企業子宝率を算定し、その数値が高く、子

育て支援の取組が評価できる企業を『子育てモデル企業』

に認定した。これらの企業を渥美由喜氏に企業子宝率調査

結果や子育てモデル企業の取材記事を本として出版する。 

（労働政策課） 

０歳児育児休業応援 

企業奨励事業 

【新規事業】 

10,123 企業において初めて、子どもが１歳になるまで育児休業を取

得した場合に企業へ奨励金を支給することで、ゆとりある働き

方と子育ての実現を図っている。 

（子ども家庭課） 

育児短時間勤務応援 

事業 

【新規事業】 

5,940 １歳、２歳の保育園児の保護者が、育児短時間勤務を活用し

て保育所利用時間を短縮した場合に、当該園児に係る保育料の

軽減により、ゆとりある働き方と家庭で子どもが育まれる環境

づくりを図っている。 

（子ども家庭課） 

みんなで帰ろう「家族

時間デー」事業 

947 家族のふれあい時間の増加を図るため、企業の定時退社を促

す取組みを普及している。 

（子ども家庭課） 

ふるさと企業人材確保

支援事業 

5,015 再掲（Ｐ１２） 

（労働政策課） 

ふくい女性活躍支援セ

ンターの運営 

5,442 再掲（Ｐ１２） 

（男女参画・県民活動課） 

女性リーダーの出やす

い社会づくり推進事業 

3,172 再掲（Ｐ１２） 

（男女参画・県民活動課） 

「女性リーダー育成メ

ンター制度」の促進 

197 再掲（Ｐ１２） 

（男女参画・県民活動課） 

ふくい女性活躍支援企

業の募集・登録 

－ 再掲（Ｐ１２） 

（男女参画・県民活動課） 
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３ 平成２６年度当初予算案における中小企業振興施策の実施計画 

県が、基本方針（条例第７条関係）に基づき実施する、平成２６年度の中小企業振興施策

の計画は以下のとおりです。 
 

（１）中小企業者の製品開発および販路開拓の支援 

（単位：千円） 

関係事業名 当初予算額 実施概要（担当課） 

福井県ビジネス支援セ

ンター運営事業 

196,331 「ふくい南青山２９１」の運営や、併設飲食店「ふくい、望

洋楼」との連携などを通じて、県産品の PR および福井の知名

度アップ、観光 PRに努める。 

また、地域の祭り（荒川まつり、高輪まつり）や百貨店等の

店外催事にも出店し、県産品の PRに努める。 

（産業政策課） 

「食の國 福井館」運営

事業 

25,147 銀座 1丁目にある 291サテライトショップ「食の國 福井館」

において、「福井の食」を首都圏消費者に PRする。 

（産業政策課） 

県産鮮魚・野菜の首都

圏販路開拓事業 

3,793 銀座・南青山のアンテナショップと県内鮮魚店や生産者等を

ネット回線で結ぶ対面販売を行い、店舗の知名度アップと県産

鮮魚、野菜の販路開拓を図る。 

（産業政策課） 

ふくいフード首都圏販

路開拓事業 

 

12,845 首都圏での食品の販売を目指す中小企業者や農林漁業者に

対して、商品の開発、改良から販路開拓までを一貫して支援し、

ふくい南青山２９１や食の國福井館、首都圏のスーパー・百貨

店等での販売につなげる。 

（産業政策課・園芸畜産課） 

県産品売る力強化事業  

【新規事業】 

9,343 企業が自ら「売る力」を身に付けるため、専門家が直接指導

する体制を整備し、商品の魅力のストーリー化とセールストー

クなどの販売ノウハウの向上（言える化）を図る。 

                    （産業政策課） 

ふくいの逸品創造ファ

ンド事業（重点分野に

挑戦する企業の支援） 

   【新規事業】 

36,000 福井の強みである地域資源を活かした新商品開発、販路開拓

に対する取組みを支援。重点分野として「恐竜商品関連」「ス

ポーツ・医療関連」、「土産品開発にかかる『おもてなし』支

援」を拡充する。 

                    （産業政策課） 

ふくいの逸品創造ファ

ンド事業（企業同士の

「連携」による産地福

井の再活性化） 

42,000 地域資源を活かして、繊維、眼鏡、農商工、小規模企業、伝

統工芸品の産地同士などが連携して行う商品開発、販路開拓の

取組みを支援する。 

                    （産業政策課） 

ふくいの逸品創造ファ

ンド事業（ふくいの強

みを活かすチャレンジ

企業支援） 

68,000 福井の強みである地域資源を活かした新商品開発、販路開拓

に対する取組みを支援する。 

 

                    （産業政策課） 

ふくいバンコクビジネ

スサポートセンター運

営事業 

【新規事業】 

19,366 県内企業の関心が高まる東南アジアにおいて、企業の事業展

開をサポートするため、タイに支援拠点を新設する。 

 

（産業政策課） 

ふくい貿易促進機構運

営事業 

62,659 県内とアジアに設置する海外ビジネスサポート拠点におい

て、アジア市場開拓に関する相談サポート等を行う。 

（産業政策課） 
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ふるさと産品ギフトマ

ーケット拡大事業 

 

7,893 メイドインふくいの商品やサービスを掲載したカタログギ

フトに高価格帯のコースを追加し、県内外における県産品の販

路を拡大する。 

（商業振興・金融課） 

Ｅ－コマース拡大強化

事業 

 

4,850 ネット通販・取引支援センターにおいて、ネット通販等によ

る販路拡大を目指す県内企業を総合的に支援するとともに、ネ

ット通販・取引サイト制作に関する個別相談、指導等を実施す

る。 

（商業振興・金融課） 

ＩＴ活用セミナー等開

催事業 

1,967 インターネットによる販路拡大や最新ＩＴ動向等に関する

セミナーおよびＩＴ企業とユーザー企業のビジネスマッチン

グ、最新ＩＴ技術を活用したアプリ開発合宿を実施する。 

（商業振興・金融課） 

産業活性化支援資金 

（制度融資） 

1,400,000 経営革新承認事業計画、農商工連携や地域資源を活用した事

業計画、県外・海外の販路開拓等の実施に必要な資金を融資す

る。 

（商業振興・金融課） 

嶺南消費喚起キャンペ

ーン事業 

106,892 嶺南地域への域外からの観光客に対して消費額に応じた特

産品等を進呈することにより消費を喚起するキャンペーンを

実施する。 

（商業振興・金融課） 

嶺南地域の産品販売支

援事業 

1,231 嶺北地域や関西・中京地域を対象に嶺南産品の販路拡大を図

り、嶺南地域事業者の販売力強化につなげる。 

（商業振興・金融課） 

敦賀港利用拡大事業 23,415 新規航路を運航する船会社、大口荷主および敦賀港を活用す

る県内外の企業（荷主）等に対し助成し、敦賀港のコンテナ航

路の拡充、安定を図る。 

（企業誘致課） 

福井港貨物集荷促進事

業 

1,500  福井港を新規に利用する企業および取扱貨物量を増加させ

た継続利用企業に対して、利用実績に応じた助成を行い、福井

港の利活用を促進する。 

（企業誘致課） 

新技術事業化スピード

アップ事業 

 

63,247 環境エネルギー、医療福祉などの新成長分野における早期事

業化や、小規模企業の底上げのため、技術開発から販路開拓ま

でを一貫して支援する。 

（地域産業・技術振興課） 

新しい複合素材テキス

タイル開発事業 

 

6,959 合繊と天然繊維の複合など、最新の市場ニーズに適合した新

しい高付加価値テキスタイルの事業化を支援する。 

（地域産業・技術振興課） 

炭素繊維の世界市場獲

得事業 

【新規事業】 

107,606 炭素繊維複合材料の研究開発を加速させ、国内外の自動車、

航空機メーカー等に国際展示会を活用して強くアピールし、新

しい販路獲得を図る。      

（地域産業・技術振興課） 

太陽光発電織物実用化

事業 

39,452 世界初の太陽光発電テントやカーテンの事業化を図るため、

太陽光発電シート製造技術の確立に向けた工業技術センター

の研究開発を促進するとともに、民間企業がコンソーシアムを

組んで行う共同研究を支援する。 

（地域産業・技術振興課） 
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炭素繊維革新技術開発

事業 

 

5,274 炭素繊維を使用した次世代自動車を開発する国の研究プロ

ジェクトに本県が参画し、材料研究の基盤技術となる炭素繊維

のリサイクル利用や量産化技術の研究を行う。 

（地域産業・技術振興課） 

医療産業創出支援事業 

 

17,985 繊維、眼鏡などの加工技術を活かした医療関連製品の開発を

進め、医療展示会への出展等により販路の拡大を図る。 

（地域産業・技術振興課） 

技術交流促進事業 9,000 北陸最大の展示商談会である「北陸技術テクノフェア」の開

催を支援し、出展企業に技術交流や販路開拓等のビジネスチャ

ンスを提供するとともに、県内企業の技術を県内外に広くアピ

ールする。 

（地域産業・技術振興課） 

台湾連携中国市場販路

開拓技術商談会開催事

業 

2,530 県内のものづくり企業が、台湾企業に対し自社の技術を PR

し、個別商談できる商談会を開催し、中国への販路開拓に向け

たパートナー探しを支援する。 

（地域産業・技術振興課） 

海外販路開拓新展開支

援事業 

4,500 県内繊維産地を挙げて行う中国への販路開拓を支援する。 

 

（地域産業・技術振興課） 

ふくい「ＨＵＢＴＡＥ

（羽二重）」ブランド

発信事業 

【新規事業】 

4,000 生地などの製造を主に手掛ける本県繊維産地から最終消費

者へ情報を直接発信し、産地の認知度向上と活性化を図る。 

 

（地域産業・技術振興課） 

繊維産業プレゼンテー

ション力強化事業 

【新規事業】 

606 県内繊維企業の展示会、商談会におけるテキスタイルのプレ

ゼンテーションを強化し、効果的な販路開拓を促進する。 

（地域産業・技術振興課） 

ふくい繊維産業活性化

支援事業 

 

6,400 繊維産地団体が行う、販路開拓や新商品開発等事業に対し支

援する。 

（地域産業・技術振興課） 

海外眼鏡販路獲得フォ

ローアップ事業 

 

4,908 世界規模の海外眼鏡展示会への出展および海外営業サポー

トを支援し、福井県眼鏡産地の販路拡大を図る。 

（地域産業・技術振興課） 

機械工業産地振興対策

事業 

2,000 福井県機械工業協同組合が実施する、見本市への出展、工業

高校への技術者派遣交流に対して支援する。 

（地域産業・技術振興課） 

地域特産工業振興対策

事業 

13,500 地場産業の産地組合等が実施する新商品開発、需要開拓、人

材育成等を支援する。 

（地域産業・技術振興課） 

産業デザインプロデュ

ース事業 

3,158 デザイン開発を進める企業に対し、デザイナー派遣やグルー

プカウンセリングを行い、企業が抱えるデザイン開発の課題に

ついて支援を実施する。 

（地域産業・技術振興課） 

産地ブランド向上支援

事業 

 

8,000  伝統的工芸品等の産地の企業グループが行う、著名展示会で

の入選や専門家からの高い評価の獲得を目指す活動を支援し、

販路拡大につなげる。 

（地域産業・技術振興課） 
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越前ものづくりの里プ

ロジェクト 

【新規事業】 

21,293 伝統的工芸品産地の魅力を高めるため、一流デザイナーを活

用し、デザイン力のある職人の育成や新しい製品づくり等を実

施する。 

（地域産業・技術振興課） 

ふくい産業遺産・手し

ごと継承事業 

 

2,000 ふくいの「ものづくり文化」を継承し、地域の活性化を図る

ため、失われつつある産業遺産や伝統技術等を認定し、保存・

活用を支援する。 

（地域産業・技術振興課） 

伝統的工芸品発信力強

化事業 

16,740 国内最大級のギフト見本市への出典や食のイベント等の活

用により、伝統的工芸品の魅力を幅広く発信するとともに、技

能者の養成や新製品の開発を支援する。 

（地域産業・技術振興課） 

伝統的工芸品新機能開

発事業 

5,087 伝統産業の技術者と工業技術センターが連携して、新たな分

野、市場へ展開できる機能を持つ製品の開発を進める。 

 

（地域産業・技術振興課） 

和紙の恐竜クラフト開

発支援事業 

783 「恐竜」を活かした越前和紙の新たな製品を美術大学生と協

働で開発する。 

（地域産業・技術振興課） 

世界の越前和紙発信事

業 

【新規事業】 

4,225 越前和紙のブランド力を高めるため、越前和紙が世界的に流

通していた歴史を調べるとともに、国内有数の産地の魅力を世

界に発信する。 

（地域産業・技術振興課） 

越前瓦産地再生支援事

業 

【新規事業】 

9,477 住宅新築・リフォーム時に越前瓦を使用する経費に助成し需

要拡大を図るとともに、瓦の軽量化研究を実施する。 

（地域産業・技術振興課） 

オリンピック・国体用

品販路獲得事業 

【新規事業】 

2,431 スポーツ用品メーカーや大会主催者に対して本県の幅広い

分野の製品や技術を提案し、東京オリンピックや国体における

県産品活用につなげる。 

（地域産業・技術振興課） 

和膳による学校給食推

進事業 

【新規事業】 

14,091 学校給食の食器に伝統的工芸品等を導入する市町を支援す

るとともに、全市町の新小学１年生に若狭塗や越前塗の箸を配

布する。 

（地域産業・技術振興課） 

恐竜ブランドビジネス

化推進事業 

21,745 恐竜をモチーフにしたオリジナルキャラクターを活用にし

たグッズやサービスの開発・生産に関する支援を行い、企業や

団体と一体となってビジネス化を推進する。 

（ブランド営業課） 

県外観光商談会の開催 2,166 高速交通体系の整備に向け、大都市圏での商談会を開催し、

観光客誘致を促進する。 

（ブランド営業課） 

旅行商品造成東京会議

の開催 

1,353  首都圏の旅行事業者に福井の観光素材等を独自に提案し、魅

力的な旅行商品造成を促進する。 

（ブランド営業課） 

「若狭路ご膳」推進事

業 

6,717 嶺南地方が誇る新鮮な海の幸等を活かした気軽に食べられ

るランチメニューを継続的に普及・拡大するとともに、舞鶴若

狭自動車道全線開通記念イベント等と連携したメニューの魅

力づくりや県内外への情報発信を支援し、嶺南地方の漁家民宿

および飲食店等への誘客を促進する。 

（ふるさと営業課） 
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福井県の物産と観光展

開催事業 

44,495  東京、大阪等において、本県の物産と観光展示および県産品

の販売を実施し、物産の紹介と販路開拓に資するとともに、福

井のイメージアップと観光客誘致を図る。 

（観光振興課） 

がんばる水産加工業者

支援事業 

3,000 中小の水産加工業者が行う新たな地魚の加工品開発を支援

し、地魚の有効活用を図る。 

（水産課） 

 

（２）中小企業者の創業および新たな事業の創出等の促進 

（単位：千円） 

関係事業名 当初予算額 実施概要（担当課） 

新規創業支援事業 1,831  創業者の発掘・創業意識の醸成を図る「創業セミナー・交流

会（福井ビズ・カフェ）」を開催するとともに、創業希望者が

抱える個々の課題等に対し、専門のアドバイザーが適切な助

言・指導を行う。（ビジネスステップアップ支援事業） 

（産業政策課） 

新分野展開スタートア

ップ支援事業 

80,000 中小企業の新分野展開や起業・創業を促進するため、既存事

業の経営資源を活用して取組む経営の多角化や事業転換およ

び創業に要する経費を補助するとともに、金融機関や商工団体

でつくる支援チームが計画の実現をサポートする。（ふるさと

企業育成ファンド事業） 

（産業政策課） 

事業承継モデル事業 

 【新規事業】 

1,619 企業の新陳代謝を促進するため、新規創業希望者と後継者不

在の課題を抱える中小企業者を結び付け、円滑な事業承継を支

援する。 

（産業政策課） 

ＩＴ活用起業化支援事

業 

【新規事業】 

52,647 県内におけるＩＴを活用した起業化拠点として、県産業情報

センターを再整備し、企業間交流から生まれる新たなビジネス

の発展を図る。 

（産業政策課） 

ふくい e-オフィスプ

ロジェクト 

【新規事業】 

4,205 ウェアラブルコンピュータなどの県外ＩＴ企業を誘致し、地

場産業の技術との融合を図り、特に福井国体時に活用可能な製

品の開発を重点的に支援する。 

（商業振興・金融課） 

開業支援資金 

（制度融資） 

400,000 新たに事業を開始する個人または事業を開始して１年未満

の中小企業に対し、必要な資金を融資する。 

（商業振興・金融課） 

事業転換促進資金の創

設（制度融資） 

【新規事業】 

400,000 経済環境の変化に対応して事業転換を図る中小企業者の資

金繰りを支援する。 

（商業振興・金融課） 

県内成長企業生産拠点

拡大促進事業 

242,796 県内企業の先端技術産業や健康長寿産業などの有望分野へ

の新規参入、増設および設備投資を市町と連携して支援する制

度を設け、企業の新たな設備投資を促進している。 

（企業誘致課） 

福井クールアース・次

世代エネルギー産業化

プロジェクト推進事業 

999  「福井クールアース・次世代エネルギー産業化プロジェクト」

で進めてきた有望技術の研究開発に加え、県外大手企業や大学

等の技術シーズを結び付けることにより、新たな研究テーマを

創出する。 

（地域産業・技術振興課） 
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新技術事業化スピード

アップ事業 

63,247 再掲（Ｐ１６） 

（地域産業・技術振興課） 

炭素繊維の世界市場獲

得事業 

107,606 再掲（Ｐ１６） 

（地域産業・技術振興課） 

太陽光発電織物実用化

事業 

 39,452 再掲（Ｐ１６） 

（地域産業・技術振興課） 

医療産業創出支援事業 

 

17,985 再掲（Ｐ１７） 

（地域産業・技術振興課） 

 

（３）中小企業者の経営革新の促進および経営基盤の強化 

（単位：千円） 

関係事業名 当初予算額 実施概要（担当課） 

小規模企業経営支援事

業 

931,137 小規模事業者の経営基盤の充実強化を図るため、商工会議

所、商工会および県商工会連合会が経営指導員等を配置して行

う経営指導や制度等の普及事業を支援する。 

（産業政策課） 

中小企業団体中央会育

成事業 

90,550 福井県中小企業団体中央会が行う、中小企業の組織化および

協同組合、商工組合、商店街振興組合等の経営指導ならびに中

小企業に対する高度化、情報提供、金融施策等を支援する。 

（産業政策課） 

専門家派遣事業 6,000 経営の向上を目指す企業が抱える課題（経営、技術、マーケ

ティング、労務等）に対し、民間専門家等を派遣し、その解決

を支援する。（ビジネスステップアップ支援事業） 

（産業政策課） 

嶺南地域中小企業の特

別相談窓口強化事業 

2,630 嶺南地域の中小企業に対して、特別支援チームによる個別企

業の支援を行うとともに、専門家との連携により課題解決の支

援を行う。（ビジネスステップアップ支援事業） 

（産業政策課） 

企業再建のための専門

家派遣事業 

9,427 金融円滑化法終了後の中小企業者の経営安定を図るため、再

生に関する相談から専門家派遣による経営改善計画策定およ

び策定後のフォローアップまで、課題解決に向けて支援する。 

（商業振興・金融課） 

新分野展開スタートア

ップ支援事業 

80,000 

 

再掲（Ｐ１９） 

（産業政策課） 

 

（４）中小企業者に対する資金供給の円滑化 （単位：千円） 

関係事業名 当初予算額 実施概要（担当課） 

制度融資 12,246,600 経営安定資金や資金繰り円滑化支援資金等により、中小企業

の資金繰りを支援する。（融資枠 ９資金計 ６５３億円） 

（商業振興・金融課） 

産業活性化支援資金

（設備資金）利子補給

事業 

67,358 

（債務負担行為） 

雇用拡大を伴う設備投資の促進および県内経済の活性化を

図るため、産業活性化支援資金の設備資金に対する利子補給を

実施する。             （商業振興・金融課） 

小規模事業者経営改善

貸付（マル経資金）利

子補給金 

30,000 

（債務負担行為） 

小規模企業者の借入負担の軽減を図るため、日本政策金融公

庫による小規模事業者経営改善貸付に対して、利子補給を実施

する。（初めての利用者または借換え充当分を除く新規の借り

入れに限る） 

（商業振興・金融課） 
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経営安定資金等保証料

補給 

119,334 

（債務負担行為） 

売上減少などの影響を受けている中小企業者の資金繰り等

の支援に対し保証料補給を行う。 

小規模企業者等設備貸

与事業 

350,000 （公財）ふくい産業支援センターが設備を導入し、設備導入

を図る創業者や小規模企業者に貸与（割賦販売・リース）する。 

（商業振興・金融課） 

信用補完事業 148,796 信用力等の弱い中小企業者の資金需要に対処するため、信用

保証料の補給および損失補償を実施する。 

（商業振興・金融課） 

 

（５）中小企業者の受注機会の増大 （単位：千円） 

関係事業名 当初予算額 実施概要（担当課） 

公共工事の発注促進 515億円 社会基盤の整備を促進する。 

（土木部・農林水産部・安全環境部） 

入札制度の改正、 

分離・分割発注の促進 

－ 県発注工事において、分離・分割発注を促進するとともに、

1000 万円以下の小規模工事については地域要件を原則として

市町内に設定するよう努める。 

また、国等の発注工事についても、国土交通省、農林水産省、

鉄道運輸機構等に対し、県内建設業者への受注機会の増大を継

続要請する。 

（土木部・農林水産部・総合政策部） 

施設等の耐震化促進事

業 

1,426 ,864 学校や福祉施設、県営住宅などの県有施設の耐震化補強工事

や耐震診断など、安全安心を確保する基盤整備を実施する。 

 

（教育庁・健康福祉部・総務部・土木部） 

チャレンジ発注推進事

業 

231 新しい事業分野を開拓しようとする中小企業者が開発した

新商品や新役務を、県の各機関が随意契約で購入できるように

し、販路開拓を支援する。 

（産業政策課） 

中小企業取引情報提供

事業 

7,400 （公財）ふくい産業支援センターに取引相談員を設置し、県

内中小企業に関する受発注情報の収集・提供や商談会参加等に

よる取引あっせんを促進し、自立を支援する。 

（商業振興・金融課） 

ふるさと”逸品”フェ

スタ開催支援事業 

10,800 県内各地域の”逸品”を一堂に集めて販売することにより、

ＰＲ機会の増大と県内外への販路拡大を図る。 

（商業振興・金融課） 

中心市街地店舗等集積

支援事業 

12,023 エリアのニーズに合ったテナント誘致や中心市街地等の空

き店舗への出店に対して支援し、魅力的な商業集積エリアを形

成することにより、中心市街地等の活性化を図る。 

（商業振興・金融課） 

おもてなし商業エリア

創出事業 

【新規事業】 

66,679 県内商業者の魅力ある個店づくりや、中心市街地におけるに

ぎわい・交流を創出する活動を支援する。 

（商業振興・金融課） 

クルーズ客船誘致事業 4,020 経済効果が高いクルーズ客船の誘致のため、船会社や代理

店、旅行会社に対し敦賀港と福井港および周辺の魅力的な観光

コースの売り込みを実施する。 

（企業誘致課） 

私立幼稚園等緊急環境

整備事業 

 

14,357 県内の私立幼稚園等において遊具等を整備し、幼児教育の質

の向上を図る。 

（大学・私学振興課） 
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ふくい観光誘客強化事

業 

53,983 県内で宿泊し、主要観光地を２か所以上含む旅行商品によ

り、県内への送客を行う旅行会社を支援し、観光客誘致促進を

図る。 

（観光振興課） 

東アジア観光客誘致拡

大事業 

20,929 東アジア等の旅行会社に対して、本県への送客実績に応じて

支援するとともに、海外メディア等への働きかけを行うことに

より、外国人観光客誘致の拡大を図る。 

（観光振興課） 

福井を学ぶ体験旅行推

進事業 

46,089 大都市圏からの教育旅行（県外学校の合宿等）の誘致を推進

する。 

（観光振興課） 

「林・建」協働体制モ

デル事業 

3,474 間伐や路網整備等に必要な技術作業員を確保するため、建設

業者を対象に森林組合等との意見交換や技術研修会等を開催

し、建設業から林業への参入を促進 

○日時等： 現地研修 平成 26年 9月～10月  

               奥越、嶺南地域 

○参加者：現地研修 16社 16名 

（県産材活用課） 

多世帯同居のリフォー

ム支援事業 

 

10,000 同居に伴い必要となる増築や間取り変更などの住宅リフォ

ームにかかる費用の一部を支援し、福井らしい住まい方である

多世帯同居の促進を図る。 

（建築住宅課） 

嶺南消費喚起キャンペ

ーン事業 

106,892 再掲（Ｐ１６） 

（商業振興・金融課） 

ふるさと産品ギフトマ

ーケット拡大事業 

7,893 再掲（Ｐ１６） 

（商業振興・金融課） 

嶺南地域の産品販売支

援事業 

1,231 再掲（Ｐ１６） 

（商業振興・金融課） 

ＩＴ活用セミナー等開

催事業 

1,967 再掲（Ｐ１６） 

（商業振興・金融課） 

台湾連携中国市場販路

開拓技術商談会開催事

業 

2,530 再掲（Ｐ１７） 

（地域産業・技術振興課） 

技術交流促進事業 9,000 再掲（Ｐ１７） 

（地域産業・技術振興課） 

 

 

（６）中小企業者の知的財産等の活用の促進および産学官との連携 （単位：千円） 

関係事業名 当初予算額 実施概要（担当課） 

地域資源活用共同研究

事業 

11,810 工業技術センターが蓄積してきた技術シーズを基に、既存製

品の高付加価値化や新製品開発等企業の技術開発ニーズに対

応し、県内企業の競争力のある製品開発を支援することを目的

としてテーマ公募型の共同研究を実施する。 

（地域産業・技術振興課） 

炭素繊維の世界市場獲

得事業 

107,606 再掲（Ｐ１６） 

（地域産業・技術振興課） 

太陽光発電織物実用化

事業 

39,452 再掲（Ｐ１６） 

（地域産業・技術振興課） 
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伝統的工芸品新機能開

発事業 

5,087 再掲（Ｐ１８） 

（地域産業・技術振興課） 

福井クールアース・次

世代エネルギー産業化

プロジェクト推進事業 

999 再掲（Ｐ１９） 

（地域産業・技術振興課） 

 
（７）国その他の関係機関が認めた技能者等の高度な技術を有する人材の活用による 

品質の確保 （単位：千円） 

関係事業名 当初予算額 実施概要（担当課） 

公共工事の品質確保 － 公共工事の入札参加条件において、必要に応じ、施工管理士、

技能士等の技術者配置を求める。 

また、総合評価落札方式において、必要に応じ、配置予定技

術者の保有する資格について加点評価を行う。 

（土木部） 

（８）中小企業者の事業活動を担う人材の育成および確保 

 

 

 

（単位：千円） 

関係事業名 当初予算額 実施概要（担当課） 

地域における中小企業

の魅力発信事業 

 

3,000 小学生・中学生およびその家族を対象に、地域の産業フェア

などに合わせて行う小さな企業の魅力を紹介する職業体験や

展示会等の開催を支援する。 

 

（産業政策課） 

情報化人材育成事業 8,913 ＩＴ活用を目指す中小企業やＩＴ関連事業者を対象とした

各種研修を実施する。 

（産業政策課） 

嶺南企業人材スキルア

ップ支援事業 

1,898 嶺南地域の原発関連企業等の受注拡大のため、従業員のスキ

ルアップ研修を支援する。 

（産業政策課） 

ふくいの商業者魅力ア

ップ支援事業 

13,216 飲食やファッションなどの県外一流店で修業した商業者の

県内での開業支援や、飲食業や観光地の宿泊業などに従事する

者の県外一流店での修業支援を通して、県内商業者のレベルア

ップにつなげる。 

（商業振興・金融課） 

福井県ものづくり人材

育成修学資金貸与事業 

― 県内金融機関と協力して設置したファンドの運用益を活用

して、県内ものづくり企業に勤務した場合に返還を免除する修

学資金制度により、優秀な技術系研究人材の県内企業へ就業お

よび定着を図る。（ふるさと企業育成ファンド事業） 

（地域産業・技術振興課） 

伝統的工芸品の担い手

づくり支援事業 

3,000 産地組合が行う小中学生への体験学習を通じて、伝統工芸品

産業の担い手づくり事業を支援する。 

（地域産業・技術振興課） 

陶磁器技能者養成支援

事業 

3,517 本県の伝統的工芸品に指定されている越前焼の製造に従事

する陶磁器技能者を養成する研修業務を実施し、創造的で魅力

ある後継者の確保・育成を図る。 

（地域産業・技術振興課） 
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越前焼技能者養成支援

事業 

1,500 地元越前町が主体となって取り組む研修強化事業を補助す

ることにより、越前焼の伝統的技法の継承、後継者の育成を図

り、越前焼の振興につなげる。 

（地域産業・技術振興課） 

福井デザインアカデミ

ー開催事業 

4,200 商品全体のデザインマネジメントができる人材の育成を図

るため、ふくい産業支援センターが行う人材育成研修やオープ

ンセミナーの参加に対し支援する。 

（地域産業・技術振興課） 

社会人キャリアアップ

支援事業 

 

1,400 社会人が企業等で働きながら、放送大学において学びなおす

ことを支援することにより、長期的なキャリアアップを図るこ

とを促進する。 

（労働政策課） 

技能「後継者」育成支

援事業     

33,302 技能の継承候補者となる若手を新規雇用するとともに、指導

者となる６０歳以上の技能者を継続雇用し、熟練技能者から若

手への技能継承を実施する小規模事業者に対して支援する。 

 

（労働政策課） 

若年技能者能力アップ

支援事業 

1,320 若年技能者の技能向上を図るため、福井県「技能選手権」の

開催や技能五輪全国大会への参加等を支援する。 

（労働政策課） 

ふるさと企業人材確保

支援事業 

4,869 学生やその保護者向けに、県内企業の魅力を発信する企業説

明会「ふるさと企業魅力発見フェア」を開催するとともに、企

業の就職関連情報を学生に提供するサイトを運営し、学生の県

内企業への就職を支援する。 

（労働政策課） 

職業能力開発訓練実施

事業 

55,926 在職者の知識、技能などの職業能力を高め、中小企業の生産

向上につなげるため、福井・敦賀産業技術専門学院において、

在職者向け等の職業訓練を実施する。 

（労働政策課） 

中小企業産業大学校管

理運営事業 

41,174 福井県中小企業産業大学校において、企業技術者や第一線で

活躍中の県内外の優良講師を迎え、中小企業の経営者および従

業員に対し、経営管理または技術に関する研修を開催する。 

 

（労働政策課） 

ふくい学びなおしサイ

ト運営事業 

458 ふくい学びなおしサイトを運営し、各企業の産業人材育成推

進員に人材育成機関の研修情報等を提供して、企業内の人材育

成活動を支援する。 

（労働政策課） 

地域人づくり事業 

【新規事業】 

802,500 「緊急雇用創出事業臨時特例基金」を活用し、地域の実情に

応じた多様な人づくりによる雇用の拡大や、賃金上昇など処遇

改善を図る事業を企業等に委託して実施する。 

（労働政策課） 

ふくい女性活躍支援セ

ンターの運営 

11,749 保育情報や求人情報を提供し、再就職を希望する女性を支援

するほか、キャリアアップを目指す女性からの相談に応じると

ともに、高い資質を備えたリーダーを養成するため、必要な知

識や情報を学ぶ講座を実施する。 

（男女参画・県民活動課） 

女性リーダーの出やす

い社会づくり推進事業 

2,462 仕事、家庭、ゆとりのバランスがとれた女性リーダーを育成

するため、必要な知識等を体系的に学ぶ「女性の未来プログラ

ム」を実施する。 

（男女参画・県民活動課） 
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「女性リーダー育成メ

ンター制度」の促進 

177 県内企業に勤める管理職や役員（男性、女性）に対し研修を

実施し、女性社員の相談相手となるメンターを養成する。 

 

（男女参画・県民活動課） 

ふくい女性活躍支援企

業の募集・登録 

－ 女性が活躍しやすい社会づくりのため、働く場での女性の活

躍を支援し、女性が活躍するための環境整備に積極的に取り組

む企業を「ふくい女性活躍支援企業」として登録しＰＲする。 

（男女参画・県民活動課） 

ふくいものづくり企業

魅力再発見事業 

1,389 主に県外大学で学ぶ１、２年生が、夏季休暇を利用して、優

れた技術を有する県内のものづくり企業の魅力を体感するこ

とにより、３年生時のインターンシップ参加につなげていくシ

ステムを構築し、Ｕターン就職を促進する。 

（ふるさと営業課） 

事業承継モデル事業 

 【新規事業】 

1,619 再掲（Ｐ１９） 

（産業政策課） 

ＩＴ活用セミナー等開

催事業 

1,967 再掲（Ｐ１６） 

（商業振興・金融課） 

越前ものづくりの里プ

ロジェクト 

【新規事業】 

21,293 再掲（Ｐ１８） 

（地域産業・技術振興課） 

 

（９）中小企業者および中小企業者が供給する製品等に関する情報の提供 （単位：千円） 

関係事業名 当初予算額 実施概要（担当課） 

「実は福井」の技普及

事業 

1,487  県内のものづくり企業を紹介している冊子「『実は福井』の

技」を、県内の職業系高校および普通科高校理系クラスの２年

生全員に配布し、本県の次代を担う若者たちに、県内企業の活

躍やものづくり技術について理解を深める機会を提供してい

る。 

（地域産業・技術振興課） 

ふくいドットコム管理

運営事業 

8,713 魅力ある観光情報を集約した観光情報ポータルサイト「ふく

いドットコム」を運営・管理し、サイトコンテンツの一層の充

実を図ることにより、本県への観光客の誘致拡大、物産の販路

拡大を図る。 

（観光振興課） 

福井県ビジネス支援セ

ンター運営事業 

196,331 再掲（Ｐ１５） 

（産業政策課） 

「食の國 福井館」運営

事業 

25,147 再掲（Ｐ１５） 

（産業政策課） 

県産鮮魚・野菜の首都

圏販路開拓事業 

3,793 再掲（Ｐ１５） 

（産業政策課） 

台湾連携中国市場販路

開拓技術商談会開催事

業 

2,530 再掲（Ｐ１７） 

（地域産業・技術振興課） 

技術交流促進事業 9,000 再掲（Ｐ１７） 

（地域産業・技術振興課） 

福井クールアース・次

世代エネルギー産業化

プロジェクト推進事業 

999 再掲（Ｐ１９） 

（地域産業・技術振興課） 

福井県の物産と観光展

開催事業 

44,495 再掲（Ｐ１９） 

（観光振興課） 
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（10）中小企業者における子育てに適した職場環境の整備促進 （単位：千円） 

関係事業名 当初予算額 実施概要（担当課） 

「子どもを育む企業」

応援事業 

6,402 全国で初めて企業子宝率を算定し、その数値が高く、子育て

支援の取組が評価できる企業を『子育てモデル企業』に認定し

た。渥美由喜氏に広報活動、新たな事業考案に協力してもらう

ほか、企業子宝率ポータルサイト構築やシンポジウム開催によ

り、全国への情報発信強化に努める。 

（労働政策課） 

０歳児育児休業応援 

企業奨励事業 

 

14,117 企業において初めて、子どもが１歳になるまで育児休業を取

得した場合に企業へ奨励金を支給することで、ゆとりある働き

方と子育ての実現を図る。 

（子ども家庭課） 

育児短時間勤務応援 

事業 

 

5,940 １歳、２歳の保育園児の保護者が、育児短時間勤務を活用し

て保育所利用時間を短縮した場合に、当該園児に係る保育料の

軽減により、ゆとりある働き方と家庭で子どもが育まれる環境

づくりを図る。 

（子ども家庭課） 

ふるさと企業人材確保

支援事業 

4,869 再掲（Ｐ２４） 

（労働政策課） 

ふくい女性活躍支援セ

ンターの運営 

11,749 再掲（Ｐ２４） 

（男女参画・県民活動課） 

女性リーダーの出やす

い社会づくり推進事業 

2,462 再掲（Ｐ２４） 

（男女参画・県民活動課） 

「女性リーダー育成メ

ンター制度」の促進 

177 再掲（Ｐ２５） 

（男女参画・県民活動課） 

ふくい女性活躍支援企

業の募集・登録 

－ 再掲（Ｐ２５） 

（男女参画・県民活動課） 

 


