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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２７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２７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、２７年６月に「ふくいオープンイノベーション推

進機構」を設立し、産学官と金融機関が一体となって、炭素繊維強化複合材を用いた橋

梁部材や航空機用部材の開発等を行っており、高付加価値製品の実用化を着実に進めて

います。 

また、伝統工芸産業を活性化するため、新たな商品の開発支援とともに、海外での展

示会開催や、各産地と連携した職人の育成・産地の魅力アップに取り組んでいます。 

この他、海外の販路拡大に向けて、上海・バンコクのビジネスサポートセンターにお

いて、中国・東南アジアでの販路を開拓しようとする県内企業を支援しています。 

 

 （単位：千円） 

関係事業名 最終予算額 実施概要（担当課） 

産業情報化支援事業 16,213 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。 

・セミナーを 5回開催、126名が参加 

（産業政策課） 

Ｅ‐コマース拡大強

化事業 

4,526 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、指導等を実施している。 

・ネット通販・取引支援センター相談件数：171件（28年 1月末） 

・専門家派遣：10社（28年 1月末） 

（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） 

（6月補正） 

42,000 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

する取組みを支援している。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』関連」、「ウ

ェアラブル端末関連」などの分野を拡充している。 

・一次募集：11件採択 

・二次募集：審査中 

（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） 

（6月補正） 

27,000 繊維、眼鏡、伝統工芸品の産地などが連携して行う商品開発、販

路開拓の取組みを支援している。 

（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） 

（6月補正） 

70,000 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

する取組みを支援している。 

・一次募集：5件採択 

・二次募集：審査中 

（産業政策課） 
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宇宙関連産業参入促

進事業 

【新規事業（6月補正）】 

7,970 県内企業や大学、関係団体が共同して行う、超小型衛星の技術開

発や衛星データを活用したビジネスモデルの検討を支援している。 

・宇宙関連分野に進出する団体：47件（27年 12月末） 

（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 

23,358 ふくいバンコクビジネスサポートセンターにおいて、タイをはじ

めとする東南アジア地域への県内企業の海外展開を支援している。 

・相談対応：541件（28年 1月末） 

（産業政策課） 

ふくい貿易促進機構

運営事業 

49,921 ふくい貿易促進プラザ、ふくい上海ビジネスサポートセンターに

おいて、アジア市場開拓に関する相談に対応するとともに、現地の

有力仕入れ責任者とのビジネスマッチングなど県内企業のアジア展

開を支援している。 

・相談対応：128件（28年 1月末） 

（産業政策課） 

福井県ビジネス支援

センター運営事業 

221,329 「ふくい南青山２９１」や銀座１丁目にある２９１サテライトシ

ョップ「食の國 福井館」の運営、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に努めている。 

（商業振興・金融課） 

県産鮮魚・野菜の首

都圏販路開拓事業 

2,560 「ふくい南青山２９１」および「食の國 福井館」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っている。 

・実施回数：鮮魚 24回、野菜 35回（28年 1月末） 

（商業振興・金融課） 

嶺南地域の産品販売

支援事業 

560 関西地域において若狭路の“逸品”の売上拡大を図り、嶺南地域

の消費拡大につなげている。 

・支援企業：13社 

（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 

5,424 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、県内外における県産品の販路を拡大している。 

（商業振興・金融課） 

産業活性化支援資金 

（制度融資） 

180,380 経営革新計画、農商工連携や地域資源を活用した事業、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。 

・融資件数：22件、融資金額：525,000千円（27年 12月末） 

（商業振興・金融課） 

敦賀港利用拡大事業 23,415 敦賀港を利用する企業に対し助成し、敦賀港のコンテナ航路の拡

充、安定を図っている。 

・助成見込企業数：50件 

（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

利用企業に対し助成し、福井港の利活用を促進している。 

・助成見込企業数：5件 

（企業誘致課） 

産業デザインプロデ

ュース事業 

2,777 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。 

・デザイナー派遣：5グループ 

・グループカウンセリング：6グループ 

（地域産業・技術振興課） 
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東京国際眼鏡展出展

事業 

4,000 国内最大のメガネの国際総合展である東京国際眼鏡展への出展を

支援し、本県産眼鏡製品のＰＲおよび新たな販路開拓を図っている。 

・日時等：平成 27年 10月 6日～8日（東京ビッグサイト） 

・共同出展：県内企業 54社 

・来場者数：13,958人 

（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 

4,900 世界規模の海外眼鏡展示会への出展や個別企業による積極的なセ

ールスを支援し、福井県眼鏡産地の販路拡大を図っている。 

SILMO（パリ） 

・日時：平成 27年 9月 25日～28日 共同出展：県内企業 9社 

香港眼鏡展 

・日時：平成 27年 11月 4日～6日 共同出展：県内企業 14社 

（地域産業・技術振興課） 

機械工業産地振興対

策事業 

1,800 県機械工業協同組合が実施する、見本市への出展や地元工業高校

への熟練技術者派遣等を支援し、業界の活性化を図っている。 

〔第１８回関西機械要素技術展への出展〕 

・日時等：平成 27年 10月 7日～9日（インテックス大阪） 

・出展者：3事業者 

〔工業高校への技術者派遣〕：科学技術高校へ派遣 

（地域産業・技術振興課） 

伝統的工芸品発信力

強化事業 

10,221 販路開拓や、イベントを活用した食との連携、東京ギフトショー

への出展等により、本県伝統的工芸品の魅力を県内外へ発信してい

る。 

〔東京インターナショナルギフトショーへの出展〕 

・日時等：平成 28年 2月 3日～5日（東京ビッグサイト） 

・出展者：県内 13事業者 

（地域産業・技術振興課） 

和紙の恐竜クラフト

開発支援事業 

721 美術大学生と共動で越前和紙を用いた恐竜ペーパークラフトを全

国に広く発信することにより、産地の知名度向上・販売促進を図っ

ている。 

〔越前和紙恐竜クラフト展〕 

・日時等：平成 27年 11月 26日～29日（福井県立恐竜博物館） 

・作品点数：4大学計 9作品  

・人気投票参加者：981人 

（地域産業・技術振興課） 

世界の越前和紙発信

事業 

6,795 越前和紙が世界的に流通していた歴史を検証し、オランダでの展

示会等を通して、越前和紙の魅力を世界に発信している。 

・展示会名：レンブラント版画と越前和紙展 

・日時：平成 27年 6月 12日～9月 20日 

・場所：レンブラントハウス美術館（オランダ アムステルダム） 

・来場者数：78,000人 

（地域産業・技術振興課） 

世界の越前和紙発信

事業 

（6月補正） 

16,037 オランダでの「レンブラント版画と越前和紙展」に引き続き、福

井でも県立美術館において展示会を開催している。 

・展示会名：レンブラント版画名品展 

・日時：平成 27年 10月 2日～11月 8日 

・場所：福井県立美術館 

・来場者数：10,383人 

（地域産業・技術振興課） 
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「ふくいの工芸品・

食」商談会開催事業 

（6月補正） 

3,982 ミラノ国際博覧会への出展を契機に、現地バイヤー等との商談会

を開催し、ヨーロッパでの福井の工芸品や食品等の販路開拓と誘客

促進を図っている。 

・日時等：平成 27年 10月 28日（ミラノ市内ボッシ・クレリチ） 

・出展者：県内 10事業者 

（ブランド営業課、地域産業・技術振興課） 

伝統的工芸品越前箪

笥支援事業 

【新規事業（6月補正）】 

2,116 若手の育成および産地の活性化、知名度向上を図るため、若手職

人を中心とした厨子の製作を通じ、越前箪笥のルーツや技術継承を

支援している。 

・実施内容：法隆寺での視察、厨子製作の準備(設計) 

（地域産業・技術振興課） 

地域特産工業振興対

策事業 

12,150 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。 

・13団体を支援 

（地域産業・技術振興課） 

産地ブランド向上支

援事業 

4,000 産地の企業グループに対し有名展示会での入賞や専門家からの高

い評価の獲得を目指す活動を支援している。 

・支援団体：越前ブランドプロダクツコンソーシアム(越前打刃物） 

・事業内容：アンビエンテ展（ドイツ）への出展（28年 2月） 

（地域産業・技術振興課） 

越前瓦産地再生支援

事業 

8,727 新築・リフォーム時の越前瓦葺補助を行うとともに、軽量化した

越前瓦を研究開発し、産地の再生支援を図っている。 

（地域産業・技術振興課） 

台湾連携中国市場開

拓技術商談会開催事

業 

655 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の開催を促進し、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。 

・日時等：平成 27年 12月 2日（台北市）・3日（台南市） 

・出展者：県内 7企業 

（地域産業・技術振興課） 

ふくい新技術展示商

談会フォローアップ

事業 

3,799 これまでに展示商談会を開催した国内大手メーカーとのフォロー

アップ商談会を開催し、販路獲得を継続的に支援している。 

（地域産業・技術振興課） 

医療産業創出支援事

業 

14,758 高度なものづくり技術を有する繊維や眼鏡などの県内企業が、医

療学会等を活用した販路開拓支援や医療機器展示会への県内企業に

よる共同出展支援等により、医療産業への参入を図っている。 

・医療学会等への出展支援：11件（28年 1月末） 

・HOSPEX福井県ブース出展 

  日時等：平成 27年 11月 25日～27日（東京ビッグサイト） 

  出展企業：県内 10企業（繊維、眼鏡、機械・金属等） 

（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「北陸技術交流テクノフェア」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。 

・日時：平成 27年 10月 8日～9日 

・場所：福井県産業会館、生活学習館、中小企業産業大学校 

・出展者数：175社・団体 

・来場者数：15,883人 

（地域産業・技術振興課） 
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サンドーム福井管理

棟再整備事業 

（9月補正） 

22,800 サンドーム福井にデザインセンターの機能を移設するとともに、

若手職人等の人材育成、県産品の展示・販売等を行うスペースを整

備し、伝統工芸産業等の振興につなげている。 

・実施内容：施設整備の実施設計 

（地域産業・技術振興課） 

新技術事業化スピー

ドアップ事業 

475 本県のものづくり企業が行う技術開発や試作品開発等を支援し、

本県産業を牽引する企業の育成や、小規模企業の技術力の底上げを

図っている。 

（地域産業・技術振興課） 

産学官金連携技術革

新推進事業 

（9月補正） 

2,148 県内外の大学・大手企業および金融機関と連携し企業の研究開発

を支援する「ふくいオープンイノベーション推進機構」において、

福井発の革新的な研究開発を推進している。 

（地域産業・技術振興課） 

研究開発プロフェッ

ショナル人材設置事

業 

【新規事業（9月補正）】 

12,665 「ふくいオープンイノベーション推進機構」に配置した県外大手

企業とネットワークを持つ人材を活用し、大型共同研究プロジェク

トの推進を図っている。 

・マネージャー1名、サブマネージャー2名 

（地域産業・技術振興課） 

研究開発プロフェッ

ショナル人材設置事

業 

（2月補正） 

55,905 「ふくいオープンイノベーション推進機構」に県外大手企業とネ

ットワークを持つ人材を配置し、大型共同研究プロジェクトの推進

を図っている。 

（地域産業・技術振興課） 

伝統的工芸品新機能

開発事業 

4,659 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） 

戦略的基盤技術高度

化研究開発事業 

14,307 中小企業と研究機関等からなる共同研究グループによる、研究開

発を支援している。 

（地域産業・技術振興課） 

炭素繊維革新技術開

発事業 

23,441 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） 

戦略的イノベーショ

ン創造プログラム事

業 

8,900 炭素繊維を用いた新たな航空機用部材の開発に向けた研究を行っ

ている。 

（地域産業・技術振興課） 

中堅・中小企業への

橋渡し研究開発促進

事業 

（2月補正） 

2,448 中堅・中小・ベンチャー企業等が橋渡し研究機関から技術シーズ

の移転を受けてビジネスにつなげること、また、自社が保有する技

術を橋渡し研究機関の能力を活用して迅速かつ着実に実用化するこ

とを支援している。 

（地域産業・技術振興課） 

ふくい繊維産業活性

化支援事業 

4,673 繊維産地団体が行う、販路開拓や新商品開発等の事業を支援して

いる。 

・実施主体 3団体（卸商協会・ニット組合・撚糸組合） 

・主な進捗  

卸商協会   ミラノウニカ出展（27年 9月) 

  ニット組合  アパレル企業とのマッチング事業実施 

  撚糸組合   ジャパン・クリエーション出展（27年 11月） 

（地域産業・技術振興課） 
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新しい高付加価値テ

キスタイル事業化支

援 

6,961 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。 

・第１回（秋冬向け）支援募集（27年 8月 10日～31日） 

    申請企業：9社  採択企業：3社 

・第 2回（春夏向け）支援募集（28年 2月募集予定） 

（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 

610 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している。 

・実施主体  福井県繊維卸商協会 

・実施形態  専門家招聘によるセミナー・実地指導等 

・参加社数  5社（6名） 

（地域産業・技術振興課） 

オリンピック・国体

関連用品販路獲得事

業 

2,436 県内企業の優れた製品や技術をスポーツ用品メーカー等へ提案

し、スポーツ分野への進出拡大、新規参入を図っている。 

・主な進捗 伝統工芸品ガイド（外国語版）の作成 

      大手スポーツメーカー、オリンピック組織委員会等   

への売り込み 

（地域産業・技術振興課） 

ふくい繊維産地ブラ

ンド普及支援事業 

（6月補正） 

3,600 本県産地の織物ブランド「ＨＵＢＴＡＥ」の普及、定着に向けた

具体的な商品開発を支援している。 

・実施主体  福井県織物工業組合 

・主な進捗  ワーキンググループで商品検討を実施 

（地域産業・技術振興課） 

北陸繊維産地地域連

携事業 

（2月補正） 

20,500 福井県および石川県の繊維企業が県域を越えた連携の下で行う、

新素材等の開発や販路開拓に係る事業を両県共同で支援し、グロー

バルな競争力を有する商品開発や販売力強化を図っている。 

（地域産業・技術振興課） 

恐竜ブランドキャラ

クタービジネス促進

強化事業 

21,846 恐竜ブランドキャラクターを素材と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） 

「若狭路ご膳」推進

事業 

1,497 嶺南地域が誇る新鮮な海の幸等を活かしたランチメニューを普

及・拡大するとともに、メニューの魅力づくりや情報発信を支援し、

嶺南地域の漁家民宿および飲食店等への誘客を促進している。 

（ブランド営業課） 

ミラノ国際博覧会出

展事業 

【新規事業】 

36,044 「食」をテーマに開催される「ミラノ国際博覧会」に出展し、本

県の誇るべき食・食文化の魅力を世界に発信している。 

・日時等：平成 27年 10月 24日（土）～27日（火） 

・来場者数：約 18,000人 

（ブランド営業課） 

若狭路冬・春キャン

ペーン事業 

 

5,000 嶺南地域への誘客や消費の拡大につなげるため、若狭路の冬・春

の味覚や伝統行事などの魅力を県内外にアピールするとともに、観

光客向けの消費拡大キャンペーンなどを実施している。 

（観光振興課） 

福井を売り込む誘客

強化事業 

3,861 大都市圏での商談会を強化し、観光客誘致を図っている。 

（観光振興課） 

福井県の物産と観光

展開催事業 

29,321 大都市圏において、本県の物産と観光展示および県産品の販売会

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） 
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嶺南地域新産業創出

支援事業 

36,773 嶺南地域の企業等が行う原子力・エネルギー分野、地域産業活性

化分野、環境関連分野の研究開発および販路開拓等を支援し、嶺南

地域の産業創出・育成を推進している。 

・27年度採択実績：9件 

（電源地域振興課） 

福井ゆかりの店の情

報発信拠点活用事業 

【新規事業（6月補正）】 

19,116 県産農林水産物を取り扱う首都圏などの福井ゆかりの店を開拓・

活用し、本県情報の発信と新たな販路開拓につなげている。 

（食料産業振興課） 

間伐材加工施設整備

事業 

218,946 林業事業体や木材製造業者が、林業機械や加工施設を整備する際

に支援し、間伐材の有効活用を図っている。 

（県産材活用課） 

県産材利用導入促進

事業 

35,000 間伐材の有効利用を図るため、これまで木材以外で製造されてい

た製品を間伐材で製造することで、間伐材の新規用途への導入を促

進させる取組みに対して支援している。 

（県産材活用課） 

県産材搬出機械化支

援事業 

3,750 民間林業事業体へ、高性能林業機械等のレンタルに対して支援し、

高性能林業機械の効率的な利用と間伐材の利用拡大を図っている。 

（県産材活用課） 

林業・木材産業構造

改革事業 

88,989 大規模木材加工流通施設の整備等による林産物の加工・流通につ

いてのコストの低減等、木材産業の構造改革の推進を行っている。 

 

（県産材活用課） 

 

 

（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」等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、事業計画の実現をサポートしています。 

また、産業情報センターにおいて、起業家やＩＴ企業が集まり、ソフト開発やネット

通販サイト制作等を行う支援拠点づくりを進めているほか、ウェアラブル機器やアプリ

の開発を支援しています。 

併せて、新たな事業にチャレンジする中小企業等を支援するため、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。 

 

  （単位：千円） 

関係事業名 最終予算額 実施概要（担当課） 

ふくいｅ－オフィス

プロジェクト 

5,852  県外ＩＴ企業を、生活環境に恵まれた本県に誘致し、手厚い補助

を行うほか、県内でウェアラブル機器の実証実験を行う企業に対し

実験に係る経費を助成している。 

・誘致企業への補助：継続 1件 

・実証実験：3社採択 

（産業政策課） 

ふくいの逸品創造フ

ァンド事業（創業支

援） 

（6月補正） 

30,000  女性・若者等の県内における創業促進を図るため、新たに創業を

行う者に対し創業等に要する経費の一部を助成している。 

・18件採択 

（産業政策課） 
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中小小売商業活性化

施設整備事業 

【新規事業】 

12,000  商業基盤施設の整備を支援し、中心市街地の商店街の活性化を図

っている。 

・福井駅西口アーケードの整備 

（商業振興・金融課） 

開業支援資金 

（制度融資） 

69,585 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

企業者に対し、必要な資金を融資している。 

・融資件数：33件、融資金額 149,670千円（27年 12月末） 

（商業振興・金融課） 

おもてなし商業エリ

ア創出事業 

37,882 県内外からの誘客を促進するため、市町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商業ゾーンを形成

するための活動および県内商業者の魅力ある個店づくりを支援して

いる。 

・個店改修支援：5市町、ソフト支援：3市 

（商業振興・金融課） 

ふくい産業遺産・手

しごと継承支援事業 

678  失われつつある産業遺産や伝統技術を「ふくい産業遺産」・「ふく

い手しごと」として認定し、保存・活用するとともに、その継承を

支援している。 

・支援件数：1件 

（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 

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。また、原子力発電所運転停止の影響を受けている嶺南地域企業や、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） 

中小企業団体中央会

育成事業 

86,176 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。 

・指導件数：1,860件（27年 12月末） 

（産業政策課） 

小規模企業経営支援

事業 

934,815   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、経営指導や制

度等の普及事業を支援している。 

・指導件数：27,018件（27年 9月末） 

（産業政策課） 

専門家派遣事業 5,776 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、課題解決を支援し

ている。（ビジネスステップアップ支援事業） 

・専門家派遣：27社、218回（27年 12月末） 

（産業政策課） 

嶺南企業支援拠点設

置事業 

【新規事業（6月補正）】 

717 ふくい産業支援センターのサテライトオフィスを敦賀市に設置

し、経営相談や創業等のサポート等を実施している。 

・相談対応：358件（27年 12月末） 

（産業政策課） 
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嶺南地域中小企業の

特別相談窓口強化事

業 

2,430 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して

いる。（ビジネスステップアップ支援事業） 

・専門家派遣：9社、72回（27年 12月末） 

（産業政策課） 

ふるさと企業育成フ

ァンド事業（新分野

展開スタートアップ

支援） 

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。 

・11社採択 

（産業政策課） 

 

 

（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

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 7,365,752 経営安定資金や資金繰り円滑化支援資金等により、中小企業者の

資金繰りを支援している。（融資枠 ９資金計 ４１７億円） 

・融資件数：373件、融資金額：5,773,858千円（27年 12月末） 

（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。              

・支援件数：1件、融資金額：11,000千円（28年 1月末） 

（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 

38,000 

(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） 

・支援件数：584件（27年 12月末） 

（商業振興・金融課） 

経営安定資金等保証

料補給 

126,571 

(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。 

・保証料補給：90件（27年 12月末） 

（商業振興・金融課） 

小規模企業者等設備

貸与事業 

【新規事業】 

250,000 （公財）ふくい産業支援センターが設備を購入し、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。 

・貸与件数：4件、18,810千円（27年 12月末） 

（商業振興・金融課） 

信用補完事業 75,832 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） 
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（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。 

この他、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を、県の各

機関がチャレンジ発注する等により、中小企業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 558億円 

（2月現計） 

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・総合政策部） 

県有施設等の耐震化

促進事業 

1,473,608 学校や庁舎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。 

（総務部・土木部・教育庁） 

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

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。 

（産業政策課） 

中小企業取引情報提

供事業 

6,625 （公財）ふくい産業支援センターに取引相談員を配置し、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。 

（産業政策課） 

“ふくいのとってお

き”フードフェア開

催支援事業 

（6月補正） 

9,298 県内各地域の商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。 

・出展者数：72社、来館者数：54,024名 

（商業振興・金融課） 

クルーズ客船誘致事

業 

2,930 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

力的な観光コースを売り込み、クルーズ客船の誘致を行っている。 

・船社・代理店訪問等：79回（28年 1月末） 

（企業誘致課） 

和膳による学校給食

推進事業 

6,692  和食文化を守り育てるため、漆器や塗箸などの伝統的工芸品の学

校給食での使用を進めている。 

・新小学１年生への塗箸の配布：7,190膳 

（地域産業・技術振興課） 

ふくい観光誘客強化

事業 

26,890 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っている。 

（観光振興課） 
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福井を学ぶ体験旅行

推進事業 

38,430 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） 

認定事業体へのジャ

ンプアップ支援事業 

804  効率的な木材生産に取り組む意欲のある民間林業事業体に対し、

認定事業体への誘導を促進している。 

（県産材活用課） 

ＵＩターン者空き家

住まい支援事業 

【新規事業】 

1,125  ＵＩターン者が入居する住宅のリフォームにかかる費用の一部を

支援し、人口減少対策として、県外からの移住促進を図っている。 

（建築住宅課） 

県産材を活用した福

井の住まい支援事業 

91,959  県産材を５０％以上使用する住宅の新築に対する支援とリフォー

ムにかかる県産材利用を支援し、県産材の利用拡大を図っている。 

（県産材活用課） 

県産材のあふれる街

づくり事業 

18,700  商業施設や児童施設などに対し、県産材を使用した内装等の木質

化への支援を行い、県産材の良さや活用の意義を広くＰＲし、県産

材の利用推進を図っている。 

（県産材活用課） 

木造住宅耐震化促進

事業 

15,050 大規模地震発生による被災から県民の生命を守るため、耐震性の

低い木造住宅の耐震化を促進している。 

（建築住宅課） 

多世帯同居のリフォ

ーム支援事業 

 

6,400 

 

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） 

 

 

（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） 

海外知的財産サポー

ト事業 

249 県内企業の国際特許等の出願を支援し、海外市場進出を促進して

いる。 

・支援企業：県内企業 7社 

（地域産業・技術振興課） 

一般研究事業 7,041 県内企業が有する技術的諸課題を解決するための研究開発を行っ

ている。 

（地域産業・技術振興課） 

地域資源活用共同研

究事業 

10,907 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） 
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（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、必要に応じて、配置予定技術

者が保有する資格（塗装施工管理技術者、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） 

 

 

（８）中小企業者の事業活動を担う人材の育成および確保 

理系の大学院生が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・定着を促進するとともに、女性

やシニアが働きやすい環境の整備を進めています。 

また、今後普及が見込まれる３Ｄプリンター技能研修を工業高校で行っているほか、

実績のある人材が生産現場で業務改善を指導するなど、県内ものづくり企業の競争力強

化に貢献する人材を育成しています。 

この他、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。 

 

 （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 

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。 

・採択：5団体 

（産業政策課） 

嶺南企業人材スキル

アップ支援事業 

1,885   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

ップ研修を支援している。 

・採択：6社、119名（28年 1月末） 

（産業政策課） 

福井デザインアカデ

ミー開催事業 

4,195 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している。 

・主な進捗  

デザイン展の開催（27年 10月 1日～10月 5日：1018名参加） 

  講演会の開催（27年 10月 1日：108名参加） 

  ブランディング＆商品開発講座（27年 10月 20日～全 12回） 

（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 

1,000  地元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

興につなげている。 

（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の体験学習などを支援し、将来の伝統工

芸品産業の担い手づくりを図っている。 

・7団体を支援 

（地域産業・技術振興課） 

工業系高校の３Ｄプ

リンター技術教育支

援事業 

1,456 工業系高校の教員および生徒向けの３Ｄプリンター技能研修を行

い、県内ものづくり企業の競争力強化に貢献する次世代の人材を育

成している。 

（地域産業・技術振興課） 

ふるさと企業育成フ

ァンド事業（福井県

ものづくり人材育成

修学資金貸与事業） 

30,960 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、定着を図っ

ている。 

・新規貸与者 24名 

（地域産業・技術振興課） 

地域人づくり事業 141,382  「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、賃金上昇など待遇改善を図

る事業を企業等に委託して実施している。 

・雇用創出人数：76人（28年 1月末） 

（労働政策課） 

若者就職支援センタ

ー（ジョブカフェ）

運営事業 

119,821  求職中の若者と企業とのマッチング等を充実させ、若者の正規就

職を支援している。 

・登録者数：755人（28年 1月末） 

・就職者数：533人（うち正社員 454人）（28年 1月末） 

（労働政策課） 

ふるさと企業人材確

保支援事業 

5,100  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キャリアフェア」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。 

・28年 3月 5日開催予定（230社） 

・「働くなら福井！」登録事業所：675事業所 

（労働政策課） 

ふくいの就活女子応

援推進事業 

3,854  県内で働くことの魅力を就職活動中の女子大学生に伝え、県内企

業への就職者の増加につなげている。 

・県内外で 7回開催（90名が参加）（28年 1月末） 

・2月以降、年度内に 4回開催予定 

（労働政策課） 

シニア人材活躍支援

事業 

【新規事業（6月補正）】 

13,046  長年企業に勤め、専門的な技術や経験を有する原則６０歳以上の

シニア人材を活用することにより、中小企業が求める人材を確保し

ている。 

・求職者：232件受付、72人登録、マッチング 7件 

・求人企業：128件受付、25事業所登録、求人数 54人 

                    （28年 1月末） 

（労働政策課） 

技能「後継者」育成

支援事業 

3,795  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歳以上の熟練技能者を継続雇用し、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。 

・新規雇用 8社（H26年度）へ継続助成 

（労働政策課） 
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若年技能者能力アッ

プ支援事業 

666  若年技能者の技能向上を図るため、福井県青年技能者大会の開催

や、技能五輪全国大会への参加等を支援している。 

・技能五輪全国大会出場者 3名（うち敢闘賞 1名） 

（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することにより、企業内の

人材育成活動を支援している。 

（労働政策課） 

職業能力開発訓練実

施事業 

52,090  在職者の知識、技能などの職業能力を高め、中小企業の生産性向

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。 

・在職者訓練 50コース、入校者 559名（28年 1月末） 

（労働政策課） 

離転職者等能力開発

推進事業 

153,326  離転職者等を対象とした職業訓練を実施することにより、再就職

に向けた能力向上や資格取得を支援している。 

・離転職者等訓練 35コース、入校者 415名（28年 1月末） 

（労働政策課） 

ものづくり企業生産

性向上支援事業 

3,857  ものづくり企業の生産性向上を図るため、生産現場における業務

改善を進める高度な人材を養成している。 

（労働政策課） 

社会人キャリアアッ

プ支援事業 

700  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。 

・奨励金交付者数：5名（28年 1月末） 

（労働政策課） 

中小企業産業大学校

管理運営事業 

42,634  福井県中小企業産業大学校において、企業の技術者や有識者を講

師に迎え、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。 

・施設貸出件数 1,689件、施設利用者数 51,082名、 

 研修受講者数 666名（27年 12月末） 

（労働政策課） 

女性活躍社会づくり

推進事業 

2,507 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「未来きらりプログラム」を実

施している。また、女性社員が中心のプロジェクトチーム設置を支

援するため、チームの活動に対して助成を行っている。 

（女性活躍推進課） 

公共建築物における

県産材利用促進支援

事業 

（6月補正） 

1,183  中大規模木造建築推進のキーマンとなる建築士の技術向上を図る

養成講座「ふくいの木づくり建築塾」を開催し、公共建築物等にお

ける県産材の利用を促進している。  

・日時等：平成 27年 9月 26日、10月 31日、11月 21日、 

12月 5日、平成 28年 1月 16日の 5日間で開催  

・受講者：90名 

（県産材活用課） 

福井の森林を支える

担い手育成・定着促

進事業 

1,450  林業事業体が新規就労者を育成するための実地研修等に係る必要

経費に対して助成している。 

（県産材活用課） 
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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 

地域経済の活性化や本県産業のブランド力向上等に貢献した中小企業を表彰している

ほか、優れたものづくり技術を有する県内中小企業等の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） 

ふくい地域イチ押し

企業表彰事業 

【新規事業（6月補正）】 

566  本県産業の振興や地域経済の活性化に貢献しているが、これまで

十分認識されていない中小企業等にスポットを当てるため、優れた

取組み等を行っている中小企業を表彰している。 

・6社を表彰 

（産業政策課） 

「実は福井」の技普

及事業 

1,352  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 

8,569 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） 

 

 

（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 

 

9,662 全国で初めて企業子宝率を算出し、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』に認定するととも

に、企業子宝率ポータルサイトのほか、全国の企業や女性、就活生

に向けた情報発信の強化を行っている。 

・企業子宝セミナーを都内で開催（27年 8月 12日、参加者数 50名） 

・子育てモデル企業の認定：7社 

（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

ての実現を図っている。 

・支給実績：42社（28年 1月 15日時点） 

（子ども家庭課） 
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子育てを応援する職

場環境づくり推進事

業 

2,281 父親等への育児休暇取得促進奨励金の支給や、子育てを応援する

職場環境づくりセミナーを開催している。 

・セミナー開催 

  日時：平成 27年 8月 26日～27日 

  参加者数：170名 

（子ども家庭課） 
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３ 平成２８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２８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） 

産業情報化支援事業 18,861  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する。 

（産業政策課） 

Ｅ ビジネス・キャリ

アアップ支援事業 

3,433  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ほか、学生や主婦を中

心にワークショップを開催してネット通販人材を育成し、交流会の

開催等により県内ネット通販企業とのマッチングを支援する。 

（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） 

21,000  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

する取組みを支援している。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』関連」、「ウ

ェアラブル端末関連」などの分野を拡充する。 

（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） 

15,000  繊維、眼鏡、伝統工芸品の産地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） 

23,000  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） 

県民衛星プロジェク

ト支援事業 

【新規事業】 

39,244  超小型人工衛星の製造や部材開発、衛星から得られるデータを使

ったシステム開発を支援し、企業の宇宙関連分野への進出を促進す

る。 

（産業政策課、地域産業・技術振興課） 

ふくいバンコクビジ

ネスサポートセンタ

ー運営事業 

29,953  ふくいバンコクビジネスサポートセンターにおいて、東南アジア

地域への県内企業の海外展開を支援する。 

（産業政策課） 

ふくい貿易促進機構

運営事業 

43,097  ふくい貿易促進プラザ、ふくい上海ビジネスサポートセンターに

おいて、アジア市場開拓に関する相談に対応するとともに、現地の

有力仕入れ責任者とのビジネスマッチングなど県内企業のアジア展

開を支援する。 

（産業政策課） 

アジア市場への食の

輸出拡大事業 

【新規事業】 

25,959  アジア諸国に対して、本県の食材と酒や伝統的工芸品等を組み合

わせた食文化のＰＲと観光誘客活動を強力に展開し、新たな販路の

創出および輸出の拡大を図る。 

（食料産業振興課、産業政策課、ブランド営業課） 
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ふくいの老舗企業チ

ャレンジ応援事業 

60,664  地域住民に永年親しまれた老舗企業の商品・サービスの次世代へ

の保存を図るため、老舗企業の新たな取組みに必要な店舗改装等を

支援する。 

（産業政策課） 

福井県ビジネス支援

センター運営事業 

230,481 「ふくい南青山２９１」や銀座 1 丁目にある２９１サテライトシ

ョップ「食の國 福井館」の運営、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。 

（商業振興・金融課） 

オープンイノベーシ

ョン支援資金（制度

融資） 

【新規事業】 

200,000 ものづくりや革新的な新商品開発に取り組む中小企業者の資金繰

りを支援する新しい融資制度を設ける。 

（商業振興・金融課） 

産業活性化支援資金 

（制度融資） 

1,760,000 経営革新計画、農商工連携や地域資源を活用した事業、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） 

敦賀港利用拡大事業 24,958 新規航路を運航する船会社および敦賀港を利用する企業に対し助

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

利用企業に対し助成し、福井港の利活用を促進する。 

（企業誘致課） 

産業デザインプロデ

ュース事業 

2,509 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） 

福井デザインアカデ

ミー開催事業 

4,195 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） 

機械工業産地振興対

策事業 

1,571  県機械工業協同組合が実施する、見本市への出展や地元工業高校

への熟練技術者派遣等を支援し、業界の活性化を図る。 

〔第２０回機械要素技術展への出展〕 

 ・日時等：平成 28年 6月 22日～24日（東京ビックサイト） 

〔工業高校への技術者派遣〕：７校 

（地域産業・技術振興課） 

東京国際眼鏡展出展

事業 

4,000 国内最大のメガネの国際総合展である東京国際眼鏡展への出展を

支援し、本県産眼鏡製品のＰＲおよび新たな販路開拓を図る。 

（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 

4,500 世界規模の海外眼鏡展示会への出展や個別企業による積極的なセ

ールスを支援し、福井県眼鏡産地の販路拡大を図る。 

（地域産業・技術振興課） 

サバエメガネメッセ

開催支援事業 

【新規事業】 

5,000 眼鏡産地福井で開催する展示会の開催を支援することで、産地の

魅力を国内外に発信し、眼鏡産地のブランド力向上を図る。 

（地域産業・技術振興課） 

伝統的工芸品発信力

強化事業 

9,179  販路開拓や、イベントを活用した食との連携、東京ギフトショー

への出展等により、本県伝統的工芸品の魅力を県内外へ発信する。 

〔東京インターナショナルギフトショーへの出展〕 

 ・日時等：平成 29年 2月（東京ビッグサイト） 

（地域産業・技術振興課） 
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伝統的工芸品越前箪

笥支援事業 

2,116  若手の育成および産地の活性化、知名度向上を図るため、若手職

人を中心とした厨子の製作を通じ、越前箪笥のルーツや技術継承を

支援する。 

・実施内容：厨子の組立（予定） 

（地域産業・技術振興課） 

伝統的工芸品月間国

民会議全国大会開催

事業 

【新規事業】 

15,643  経済産業省等が、毎年、開催地を変えて主催する、伝統的工芸品

の全国大会を福井県で開催し、本県伝統工芸品の認知度向上を図る

とともに、これを契機とした一層の産地振興につなげる。 

・日時：平成 28年 11月 24日～27日 

・場所：サンドーム福井他 

・内容：記念式典、伝統的工芸品の実演・製作体験、展示・販売等 

（地域産業・技術振興課） 

地域特産工業振興対

策事業 

10,980  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） 

住宅への伝産品利用

促進事業 

15,997  新築・リフォーム時に越前瓦や越前和紙を使用する場合に、導入

経費の一部を助成する。また、越前瓦については、課題である軽量

化に向けた研究開発を行う。 

（地域産業・技術振興課） 

サンドーム福井もの

づくりキャンパス整

備事業 

400,940  サンドーム福井にデザインセンターを移転し、若手職人等の人材

育成や県産品の展示・販売等を行う場を整備し、ものづくり産業等

の振興につなげる。 

 事業内容：管理会議棟の再整備、デザインセンター移転に 

伴う資機材整備等 

（地域産業・技術振興課） 

台湾連携中国市場開

拓技術商談会開催事

業 

585  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の開催を促進し、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） 

医療産業創出支援事

業 

15,506  高度なものづくり技術を有する繊維や眼鏡などの県内企業が、医

療学会等を活用した販路開拓支援や医療機器展示会への県内企業に

よる共同出展支援等により、医療産業への参入を図る。 

（地域産業・技術振興課） 

炭素繊維を活用した

橋梁補強技術開発事

業 

56,000 橋梁部材に炭素繊維複合材料を用いた技術を開発し、県内企業の

炭素繊維関連の売上増加を図る。 

（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「北陸技術交流テクノフェア」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） 

産学官金連携技術革

新推進事業 

62,388 県内外の大学・大手企業および金融機関と連携し企業の研究開発

を支援する「ふくいオープンイノベーション推進機構」において、

福井発の革新的な研究開発を推進する。 

（地域産業・技術振興課） 

伝統的工芸品新機能

開発事業 

4,190 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） 

戦略的基盤技術高度

化研究開発事業 

9,548 中小企業と研究機関等からなる共同研究グループによる、研究開

発を支援する。 

（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 

17,900 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） 

戦略的イノベーショ

ン創造プログラム事

業 

8,721 炭素繊維を用いた新たな航空機用部材の開発に向けた研究を行

う。 

（地域産業・技術振興課） 

中堅・中小企業への

橋渡し研究開発促進

事業 

2,152 中堅・中小・ベンチャー企業等が橋渡し研究機関から技術シーズ

の移転を受けてビジネスにつなげること、また、自社が保有する技

術を橋渡し研究機関の能力を活用して迅速かつ着実に実用化するこ

とを支援する。 

（地域産業・技術振興課） 

オリンピック・国体

関連用品販路獲得事

業 

1,253 県内企業の優れた製品や技術をスポーツ用品メーカー等へ提案

し、スポーツ分野への進出拡大、新規参入を図る。 

（地域産業・技術振興課） 

国体商品開発コンペ

ティション事業 

6,279 福井国体を契機として販路拡大効果が見込まれるもの、将来にわ

たって販売増が見込まれる商品開発を総合的に支援し、県内産業の

活性化を図る。 

（地域産業・技術振興課） 

繊維産業新規市場開

拓支援事業 

8,500  各繊維業種団体が実施する「福井産地」繊維製品の開発、高付加

価値商品の開発の発信等、産地振興に対する事業を支援し、産地振

興を図る。 

（地域産業・技術振興課） 

ふくい繊維業種連携

事業 

3,300  繊維関連企業が業種横断的な連携により実施する販路開拓事業を

支援し、製品開発力や販売力の強化を図る。 

（地域産業・技術振興課） 

恐竜ブランドキャラ

クタービジネス促進

強化事業 

10,045 恐竜ブランドキャラクターを素材と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） 

「若狭路ご膳」推進

事業 

998 嶺南地域が誇る新鮮な海の幸等を活かしたランチメニューを普

及・拡大するとともに、メニューの魅力づくりや情報発信を支援し、

嶺南地域の漁家民宿および飲食店等への誘客を促進する。 

（ブランド営業課） 

観光商談会開催事業 

 

3,999  大都市圏で商談会を実施し、観光客誘致を図る。 

（観光振興課） 

福井県の物産と観光

展開催事業 

28,587  大都市圏において、本県の物産と観光展示および県産品の販売会

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） 

企業の女性活躍推進

事業 

3,006 女性の採用・育成・管理職への登用などに積極的に取り組む企業

を「ふくい女性活躍推進企業」として登録し、ＰＲ等を行うととも

に、人事担当者向けの交流会や女性活躍推進アドバイザー（社労士）

の派遣を実施する。また、企業内で優れた成果をあげた女性社員を

「ふくいグッドジョブ女性」として表彰し、県ＨＰ等で発信する。 

（女性活躍推進課） 

嶺南地域新産業創出

支援事業 

70,456  嶺南地域の企業等が行う原子力・エネルギー分野、地域産業活性

化分野、環境関連分野の研究開発および販路開拓等を支援し、嶺南

地域の産業創出・育成を推進する。 

（電源地域振興課） 
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福井ゆかりの店の情

報発信拠点活用事業 

5,817 県産農林水産物を取り扱う首都圏などの福井ゆかりの店を開拓・

活用し、本県情報の発信と新たな販路開拓につなげる。 

（食料産業振興課） 

がんばる魚屋販売促

進事業 

1,416 鮮魚店が実施する地魚の販売促進のための取り組みや、地魚を用

いた商品開発を支援し、地魚の消費拡大と魚食普及を図る。 

（水産課） 

間伐材加工施設整備

事業 

48,325  林業事業体や木材製造業者が、林業機械や加工施設を整備する際

に支援し、間伐材の有効活用を図る。 

（県産材活用課） 

県産材搬出機械化支

援事業 

3,750  民間林業事業体へ、高性能林業機械等のレンタルに対して支援し、

高性能林業機械の効率的な利用と間伐材の利用拡大を図る。 

（県産材活用課） 

林業・木材産業構造

改革事業 

110,082  大規模木材加工流通施設の整備等による林産物の加工・流通につ

いてのコストの低減等、木材産業の構造改革の推進を行う。 

（県産材活用課） 

国体商品等開発推進

会議の開催 

― 福井国体を契機に、県産品の積極的な活用を図るため、各種産業

団体等から構成される「国体商品等開発推進会議」を設置し、民間

の商品等の開発を推進する。 

（企画広報課） 

 

 

（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） 

ふくいｅ－オフィス

プロジェクト 

4,791  県外ＩＴ企業を、生活環境に恵まれた本県に誘致するため、県外

でのセミナーを開催するほか、事務所設置等に係る経費を助成する。 

（産業政策課） 

ふくい創業者育成プ

ロジェクト事業 

10,211  女性や若者、ＵＩターン希望者などの創業に対する支援体制を強

化する。 

（産業政策課） 

ふくいの逸品創造フ

ァンド事業（創業支

援） 

10,000  女性・若者等の県内における創業促進を図るため、新たに創業を

行う者に対し創業等に要する経費の一部を助成する。 

（産業政策課） 

小規模企業の事業承

継支援事業 

722 地域に親しまれている小規模企業の事業継続を図るため、第三者

による事業承継の準備経費等を支援する。 

（産業政策課） 

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

企業者に対し、必要な資金を融資する。 

（商業振興・金融課） 

おもてなし商業エリ

ア創出事業 

99,381 県内外からの誘客を促進するため、市町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商業ゾーンを形成

するための活動および県内商業者の魅力ある個店づくりを支援す

る。 

（商業振興・金融課） 
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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 

（単位：千円） 

関係事業名 当初予算額 実施概要（担当課） 

中小企業団体中央会

育成事業 

89,299 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） 

小規模企業経営支援

事業 

940,648   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、経営指導や制

度等の普及事業を支援する。 

（産業政策課） 

専門家派遣事業 5,000 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、課題解決を支援す

る。（ビジネスステップアップ支援事業） 

（産業政策課） 

嶺南企業サポート窓

口設置事業 

838 ふくい産業支援センター嶺南サテライトオフィスにおいて、企業

等への巡回訪問や経営相談等のサポートを実施する。 

（産業政策課） 

嶺南地域中小企業の

特別相談窓口強化事

業 

2,379 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） 

ふるさと企業育成フ

ァンド事業（新分野

展開スタートアップ

支援） 

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支援する。 

（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 10,220,000 経営安定資金や資金繰り円滑化支援資金等により、中小企業者の

資金繰りを支援する。（融資枠 ８資金計 ５５３億円） 

（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） 

経営安定資金等保証

料補給 

143,362 

（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。 

（商業振興・金融課） 

小規模企業者等設備

貸与事業 

250,000 （公財）ふくい産業支援センターが設備を購入し、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） 
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信用補完事業 107,105 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 544億円 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、1,000

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） 

県有施設等の耐震化

促進事業 

338,151 学校や庁舎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。 

（総務部・健康福祉部・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 

6,270 （公財）ふくい産業支援センターに取引相談員を配置し、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、自立支援を図る。 

（産業政策課） 

“ふくいのとってお

き”フードフェア開

催支援事業 

9,504 県内各地域の商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） 

クルーズ客船誘致事

業 

598 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

力的な観光コースを売り込み、クルーズ客船の誘致を行う。 

（企業誘致課） 

海外クルーズ客船誘

致促進事業 

【新規事業】 

991 市町や観光・商工団体等とともに「海外クルーズ客船誘致協議会

（仮称）」を設置し、海外クルーズ客船の誘致活動や受入れ体制の

整備を行う。 

（企業誘致課） 

和膳による学校給食

推進事業 

8,059 和食文化を守り育てるため、漆器や塗箸などの伝統的工芸品の学

校給食での使用を進める。 

（地域産業・技術振興課） 

ふくい観光誘客強化

事業 

12,807  県の観光素材の紹介とあわせて、県内で宿泊する旅行商品を紹介

し、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） 

福井を学ぶ体験旅行

推進事業 

44,878 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） 
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民間事業体育成支援

事業 

363 意欲ある林業事業体の経営力と生産性向上の取組みを支援し、雇

用管理と素材生産事業が安定的に確保された認定事業体への誘導を

推進する。 

（県産材活用課） 

県産材を活用した福

井の住まい支援事業 

95,319 県産材を５０％以上使用する住宅の新築に対する支援とリフォー

ムにかかる県産材利用を支援し、県産材の利用拡大を図る。 

（県産材活用課） 

県産材のあふれる街

づくり事業 

21,920 商業施設や児童施設などに対し、県産材を使用した内装等の木質

化への支援を行い、県産材の良さや活用の意義を広くＰＲし、県産

材の利用推進を図る。 

（県産材活用課） 

ＵＩターン者空き家

住まい支援事業 

 

2,750  ＵＩターン者が入居する住宅のリフォームにかかる費用の一部を

支援し、人口減少対策として、県外からの移住促進を図る。 

（建築住宅課） 

木造住宅耐震化促進

事業 

12,875 大規模地震発生による被災から県民の生命を守るため、耐震性の

低い木造住宅の耐震化を促進する。 

（建築住宅課） 

多世帯同居のリフォ

ーム支援事業 

 

11,000 

 

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） 

 

 

（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） 

海外知的財産サポー

ト事業 

249 県内企業の国際特許等の出願を支援し、海外市場進出を促進する。 

（地域産業・技術振興課） 

一般研究事業 6,894 県内企業が有する技術的諸課題を解決するための研究開発を行

う。 

（地域産業・技術振興課） 

地域資源活用共同研

究事業 

9,998 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） 

 
 

（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） 
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（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） 

ふくいの企業こども

探検事業 

【新規事業】 

2,964  小学生が県内の多様な企業や働く人々の姿に直接触れる機会を設

け、その体験を情報発信することにより、次世代に県内産業界で活

躍する人材の育成と確保を図る。 

（産業政策課） 

嶺南企業人材スキル

アップ支援事業 

1,896   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） 

地元企業のしごと情

報提供事業 

1,260  地元企業とのスムーズなマッチングを図るため、都会で働く若者

や女性が入社した場合に、県内でどんな仕事があり、どんなキャリ

アを積めるのかをまとめた冊子やＨＰを作成する。 

（産業政策課） 

越前焼技能者養成支

援事業 

1,000  地元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） 

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などを支援し、将来の伝統

工芸品産業の担い手づくりを図る。 

（地域産業・技術振興課） 

越前ものづくりの里

プロジェクト 

28,237  伝統的工芸品産地の魅力を高めるため、デザイン力のある職人の

育成や工房見学など来訪者が見て楽しめる産地づくりを進める。 

・伝統工芸職人塾の開催 

・ツーリズム EXPOジャパンへの出展 等 

（地域産業・技術振興課） 

ふるさと企業育成フ

ァンド事業（福井県

ものづくり人材育成

修学資金貸与事業） 

22,320 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、定着を図る。 

 

（地域産業・技術振興課） 

若者就職支援センタ

ー（ジョブカフェ）

運営事業 

104,206  求職中の若者と企業とのマッチング等を充実させ、若者の正規就

職を支援する。 

（労働政策課） 

インターンシップ事

業 

5,285  若者の職業意識や就労意識を高めるため、県内企業の協力を得て、

インターンシップを実施するとともに、受入企業の開拓を推進する。 

（労働政策課） 

ふるさと企業人材確

保支援事業 

5,144  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キャリアフェア」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） 

ふくいの就活女子応

援推進事業 

3,161  県内で働くことの魅力を就職活動中の女子大学生に伝え、県内企

業への就職者の増加につなげる。 

（労働政策課） 

シニア人材活躍支援

事業 

9,710  長年企業に勤め、専門的な技術や経験を有する原則６０歳以上の

シニア人材を活用することにより、中小企業が求める人材を確保す

る。 

（労働政策課） 
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若年技能者能力アッ

プ支援事業 

1,127  若年技能者の技能向上を図るため、福井県青年技能者大会の開催

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することにより、企業内の

人材育成活動を支援する。 

（労働政策課） 

職業能力開発訓練実

施事業 

52,885  在職者の知識、技能などの職業能力を高め、中小企業の生産性向

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） 

離転職者等能力開発

推進事業 

256,443  離転職者等を対象とした職業訓練を実施することにより、再就職

に向けた能力向上や資格取得を支援する。 

（労働政策課） 

ものづくり企業生産

性向上支援事業 

7,455  ものづくり企業の生産性向上を図るため、生産現場における業務

改善を進める高度な人材を養成する。 

（労働政策課） 

社会人キャリアアッ

プ支援事業 

700  働きながら放送大学その他の通信制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） 

中小企業産業大学校

管理運営事業 

35,981  福井県中小企業産業大学校において、企業の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） 

ふくい女性活躍支援

センターの運営 

14,400 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、必要な知識を学ぶ講座

を実施する。 

（女性活躍推進課） 

女性活躍社会づくり

推進事業 

3,743 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「未来きらりプログラム」を実

施する。（製造業で働く女性のためのリーダー育成コースを新設）ま

た、女性社員が中心のプロジェクトチーム設置を支援するため、チ

ームの活動に対して助成を行う。 

（女性活躍推進課） 

公共建築物における

県産材利用促進支援

事業 

1,063  中大規模木造建築推進のキーマンとなる建築士の技術向上を図る

養成講座「ふくいの木づくり建築塾」を開催し、公共建築物等にお

ける県産材の利用を促進する。  

（県産材活用課） 

ふくいの森林を支え

る担い手育成・定着

促進事業 

3,200  林業事業体が新規就労者を育成するための実地研修等に係る必要

経費に対して助成する。 

（県産材活用課） 

低コスト搬出技術習

得研修事業 

2,695  木質バイオマス発電の燃料となる間伐材を安定的に供給するため

の搬出技術研修を行い、林業事業体の作業技術と労働生産性の向上

を図る。 

（県産材活用課） 

林業担い手確保・定

着事業 

3,650  都市部での就業相談会や県外出身者を対象とした林業体験研修、I

ターン研修生に対する給付金を支給することにより、県外から新規

就業者を呼び込み、林業の担い手確保・定着を図る。 

（県産材活用課） 
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ふくい林業カレッジ

研修事業 

【新規事業】 

5,073  「ふくい林業カレッジ」を設立し、若い世代に就業前に森林・林

業の専門知識などを習得させることにより、林業を担う人材を育成

する。 

（県産材活用課） 

 

 

（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） 

福井ふるさと企業表

彰事業 

452  本県産業の振興や地域経済の活性化に貢献しているが、これまで

十分認識されていない中小企業等にスポットを当てるため、優れた

取組み等を行っている中小企業を表彰する。 

（産業政策課） 

「実は福井」の技普

及事業 

4,814  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

活用し、国内外に PRすることにより新規販路開拓の支援を行う。ま

た、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する。 

（地域産業・技術振興課） 

ふくいドットコム管

理運営事業 

8,679 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） 

 

 

（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 

5,617 全国で初めて企業子宝率を算出し、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』に認定するととも

に、企業子宝率ポータルサイトのほか、全国の企業や女性、就活生

に向けた情報発信の強化を行う。 

（労働政策課） 

女性の職場復帰等支

援事業 

8,148  育児・介護による離職者の再雇用制度や手厚い育児支援制度等の

導入・利用のあった企業に対し奨励金を支給することにより、女性

が働きやすい就業環境の整備を促進する。 

（労働政策課） 

０歳児育児休業応援

企業奨励事業 

14,230  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） 

子育てを応援する職

場環境づくり推進事

業 

2,095  父親等への育児休暇取得促進奨励金の支給や、子育てを応援する

職場環境づくりセミナーを開催する。 

（子ども家庭課） 

 


