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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２９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２９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、「ふくいオープンイノベーション推進機構」や「産

業技術総合研究所 福井サイト」において、産学官と金融機関が一体となって、炭素繊

維強化複合材や医療器具の開発など、高付加価値製品の実用化を着実に進めています。 

また、伝統工芸や眼鏡などの地場産業を振興するため、国内外における展示会への出

展の支援や、製品の販売・製作の実演等を行うイベントの開催など、産地のＰＲやブラ

ンド力の向上に取り組んでいます。 

この他、香港・シンガポールにおけるトップセールスや現地バイヤーとの商談会の開

催など、中国・東南アジアへ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） 

オープンイノベーショ

ン支援資金（制度融

資） 

30,600 

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

支援している。 

・融資件数：1件、融資金額：3,000千円（12月末） 

（産業政策課） 

産業活性化支援資金 

（制度融資） 
26,970 

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：3件、融資金額：68,000千円（12月末） 

（産業政策課） 

福井県ビジネス支援

センター運営事業 
224,166 

「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。 

・売上額：2億 4,088万円（12月末） 

【目標：3億 4,000万円】 

（産業政策課） 

ふくいの食品都市圏

進出支援事業 
7,872 

食品事業者の商品開発、改良、販路開拓を支援し、都市圏での販路

拡大を図っている。 

・支援者数：9社 

・新規取引額：3,900万円（12月末） 

【目標：5,700万円】 

（産業政策課） 

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

継承を図るため、老舗企業の事業承継に必要な店舗改装等を支援して

いる。 

 ・26社を支援 

（産業政策課） 
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ふくいバンコクビジネ

スサポートセンター運

営事業 

27,460 

タイ・バンコクにふくいバンコクビジネスサポートセンターを開設し、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。 

 ・新規拠点の開設 10件（12月末）（累計 43件） 

【目標：17件、累計 50件】 

 ・アジアへの新規輸出 32件（12月末）（累計 112件） 

【目標：46件、累計 130件】 

  ※ふくい貿易促進機構運営事業との合算 

（国際経済課） 

アジア市場への食の

輸出拡大事業 
25,479 

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っている。 

 ・食文化提案会および商談会開催（香港・シンガポール） 

  日時：平成 29年 11月 14日、16日  

（食料産業振興課、国際経済課、広域誘客課） 

ふくい貿易促進機構

運営事業 
43,679 

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。 

 ・新規拠点の開設 10件（12月末）（累計 43件） 

【目標：17件、累計 50件】 

 ・アジアへの新規輸出 32件（12月末）（累計 112件） 

【目標：46件、累計 130件】 

  ※ふくいバンコクビジネスサポートセンター運営事業との合算 

（国際経済課） 

敦賀港利用拡大事業 19,472 

敦賀港を利用する企業および船会社に助成し、敦賀港の利用拡大と

定期航路の充実を図っている。 

 ・実績：集計中 

【目標：外貿コンテナの取扱貨物量 30,000TEU（暦年）】 

（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船会社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。 

 ・実績：集計中 

【目標：取扱貨物量（石油製品、重油除く） 68万トン（暦年）】 

（企業誘致課） 

県民衛星プロジェクト

支援事業 
3,795 

県内企業や大学、関係団体が共同して行う、超小型人工衛星の技術

開発や衛星データを活用したビジネスモデルの創出を支援している。 

・宇宙産業への参入：7社・団体増（累計 50社・団体） 

【目標：7社・団体、累計 50社・団体】 

・東京大学への研修支援：3件延 14名（1月末） 

（新産業創出課） 

産業情報化支援事業 9,979 

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 ICT を活用したアプリ開発合宿等を実

施している。 

・セミナー実施回数：3回(1月末現在） 

・参加者数：115名 

（新産業創出課） 
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Ｅ ビジネス・キャリア

アップ支援事業 
3,306 

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している。 

 ・ワークショップ開催回数：9回(1月末） 

 ・ワークショップ参加者数：68名 

（新産業創出課） 

ふくいの逸品創造ファ

ンド事業 
40,000 

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。 

 ・「一般」採択数：17件 

 ・「海外展開」採択数：2件 

 ・嶺南地域産業活性化支援採択数：1件 

 ・恐竜商品関連採択数：5件 

 ・土産品開発にかかる『おもてなし』関連採択数：3件 

（新産業創出課） 

県内企業のスマート

化促進事業 
1,986 

県内企業に、ＩｏＴを導入するため、ものづくり企業を中心としたスマート

化に関するセミナーの開催や、専門家で構成するプロジェクトチームを企

業に派遣している。 

 ・セミナー開催：平成 29年 6月 9日 、30年 3月 16日（予定） 

 ・セミナー参加者数：51名(1月末) 

 ・プロジェクトチーム派遣企業：製造業 2社、商業・サービス業 3社 

（新産業創出課） 

ステップアップ・ファン

ド創設事業 

【新規事業】 

125,000 

県内金融機関等とともに投資ファンドを組成し、株式公開を目指す中

堅企業を支援する。 

 ・ファンド総額 5億円 

 ・投資育成期間は最大 10年間 

（新産業創出課） 

医療・介護産業創出

支援事業 
8,874 

優れた技術を有する県内企業による医療・介護・健康産業への参入を

促進するため、現場見学会等によるニーズの把握や、医療機器メーカー

等の集積地における展示商談会の開催、医療学会等への出展補助等を

行っている。 

 ・現場見学会開催：平成 30年 2月 3日、3月 6日（予定） 

 ・本郷展示商談会開催 

   日時等：平成 29年 10月 12日（医科器械会館） 

   出展企業：県内 21企業（繊維、眼鏡、機械・金属等） 

 ・医療学会等への出展支援：4件（1月末） 

（新産業創出課） 

産業デザインプロデュ

ース事業 
2,350 

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：6グループ（12月末） 

 ・産地ブランディング支援：5グループ（12月末） 

（地域産業・技術振興課） 

福井デザインアカデミ

ー開催事業 
3,713 

  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。 

・デザイン展の開催（9/20～11/9 ： 12,000名参加） 

・講演会の開催（10/13 ： 250名参加） 

・ブランディング＆商品開発講座（11/17～3/23 全 12回） 

（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。 

・平成 29年 10月 11日～13日（東京ビッグサイト） 

・共同出展：県内企業 83社、来場者数：14,013 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 
4,500 

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っている。 

・香港眼鏡展 

   平成 29年 11月 8日～10日、共同出展：県内企業 15社 

・opti（ミュンヘン） 

平成 30年 1月 12日～14日 共同出展：県内企業 8社 

（地域産業・技術振興課） 

機械工業産地振興対

策事業 
1,318 

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 21回機械要素技術展への出展 

平成 29年 6月 21日～23日（東京ビックサイト）、出展者：3事業者 

・工業高校への技術者派遣 

科学技術高校はじめ 7校に技術者派遣（12月末時点） 

（地域産業・技術振興課） 

伝統的工芸品発信力

強化事業 
8,143 

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 

   平成 30年 1月 31日～2月 3日（東京ビッグサイト） 

   出展者：県内 10事業者 

（地域産業・技術振興課） 

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し

ている。 

 ・実施内容：厨子製作の準備(塗・仕上) 

（地域産業・技術振興課） 

国際工芸サミット（仮

称）開催事業 

【新規事業】 

8,000 

伝統工芸産地における新商品開発、展示・商談会、テーブルウェア・フ

ェスティバル出展を支援し本県工芸の知名度向上、販路開拓を図ってい

る。 

・インテリアデザイナーによる産地視察 

平成 29年 6月 28～29日（各産地）、視察先：県内 11事業所 

・首都圏での展示会 

平成 29年 10月 18日～31日（松屋銀座）、出展者：県内 9事業者 

・テーブルウェア・フェスティバルへの出展 

平成 30年 2月 4日～12日（東京ドーム） 

（地域産業・技術振興課） 

地域特産工業振興対

策事業 
10,630 

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。 

 ・12団体を支援 

（地域産業・技術振興課） 

住宅への伝産品利用

促進事業 
9,948 

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

の一部を助成している。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っている。 

・補助件数：越前瓦 56件（11月末）、越前和紙 42件（11月末） 

（地域産業・技術振興課） 
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サンドーム福井ものづ

くりキャンパス運営事

業 

10,509 

ものづくり産業の振興や人材育成の拠点機能を持つ｢福井ものづくりキ

ャンパス｣において、多目的ホールにおける常設展示の更新や、ラボ機材

の維持を行うことで円滑な運営を図っている。 

 事業内容：デザインセンターふくいの運営 

        ものづくりに役立つ教室「ＭＯＮＯＣＡＮ」運営 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 

527 

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。 

 ・平成 29年 9月 20日（台北市）、21日（台中市）、22日（台南市） 

 ・出展者：県内 8企業 

（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。 

 ・平成 29年 10月 26日～27日 

（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：172社・団体 

 ・来場者数：17,632人 

（地域産業・技術振興課） 

産学官金連携技術革

新推進事業 
61,349 

企業の研究開発を県内外の大学・大手企業等と連携し組織的に支援

する「ふくいオープンイノベーション推進機構」にて、産・学・官・金がチー

ムを組んで行う研究開発を支援している。 

・7チームを支援 

（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 
50,055 

産・学・官・金が連携して県内企業を一貫支援する「ふくいオープンイノ

ベーション推進機構」に、県外大手企業の要職を務めた「プロフェッショ

ナル人材戦略マネージャー」とマネージャーをサポートする「サブマネー

ジャー」等を配置し、本機構として推進する大型共同研究プロジェクトの

調整や進捗管理を行い、商品開発を加速させている。 

・相談件数：263件、成約件数：30件（12月末時点） 

（地域産業・技術振興課） 

開繊炭素繊維の新用

途開発事業 
4,625 

航空機ボディ用基材の開発等を行い、炭素繊維の利用拡大が見込ま

れる航空・宇宙分野等への参入を促進している。 

 ・ドイツ向けに 2回、シートを供給し、エアバス機用の製造装置で試験を

実施し、実施結果について、11月にＤＬＲ、ＪＡＸＡと打合せ協議 

（地域産業・技術振興課） 

伝統的工芸品新機能

開発事業 
3,864 

 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。 

・研究テーマ数：3件 

（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 
15,663 

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。 

・継続 2件、新規 2件 

（地域産業・技術振興課） 

炭素繊維革新技術開

発事業 
9,967 

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。 

・平成 29年度で基礎研究が終了 

（平成 30年度以降は、自動車メーカーを中心とした開発に移行） 

（地域産業・技術振興課） 
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戦略的イノベーション

創造プログラム事業 
26,000 

炭素繊維を用いた新たな航空機エンジン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） 

次世代航空機材料イ

ノベーション創出事業   

【2月補正】 

338,114 

炭素繊維を用いた航空機の機体向けの薄層シートの製造技術の開発

を行う。 

（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 
1,018 

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。 

・都市圏のバイヤーやオリンピック組織委員会等への売り込み 

・販路開拓に係るセミナーの開催 

（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 
5,127 

 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

を図っている。 

・専門家派遣：5件 

・商品開発補助：5件 

・開発した商品の出展：5件（東京インターナショナルギフトショー） 

（地域産業・技術振興課） 

北陸繊維産地地域連

携事業 
18,000 

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。 

・新商品開発：４グループ 

・プレミアムテキスタイルジャパン出展(11月) 

・北陸ヤーンフェア出展(11 月) 

・震災対策技術展出展(2月) 

（地域産業・技術振興課） 

繊維産業新規市場開

拓支援事業 
5,348 

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の事業を支援し、産地振興を図っている。 

・4団体を支援 

（地域産業・技術振興課） 

ふくい繊維業種連携

事業 
1,811 

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っている。 

・実施主体  福井県繊維協会 

・主な進捗  関西ファッション連合との商談会（10月、3月） 

         欧米向けテキスタイル輸出展示商談会（11月） 

（地域産業・技術振興課） 

中小企業生産性向上

のための基盤整備事

業 

【2月補正】 

97,355 

炭素繊維複合材料や３Ｄプリンター技術などの検査技術を高度化する

ため、高性能の工業用Ｘ線ＣＴを整備する。 

（地域産業・技術振興課） 

嶺南地域新産業創出

支援事業 
27,422 

嶺南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。 

 ・8件を支援 

（電源地域振興課） 

拠点化計画促進研究

開発事業 
26,000 

エネルギー研究開発拠点化計画の充実・強化分野である「エネルギー

の多元化への対応」に関して、本県における研究開発、技術の活用を促

進するため、県内企業や大学等が共同で取り組む新技術・新製品の開

発を支援している。 

 ・2件を支援 

（電源地域振興課） 



 

 8 

恐竜ブランドキャラク

タービジネス促進強

化事業 

10,564 

恐竜ブランド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 
898 

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、メニューの魅力づくりや県内外

への情報発信とを支援し、嶺南地方の漁家民宿および飲食店等への誘

客を促進している。 

（ブランド営業課） 

観光商談会開催事業 4,057 

大都市圏での商談会に県内観光事業者 154団体が参加し、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 
27,472 

大都市圏での物産と観光展に出展し、物産の販路開拓、観光客誘致

を図っている。 

 ・出展：131社（1月末現在見込） 

（観光振興課） 

福井ゆかりの店の情

報発信拠点活用事業 
6,941 

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。 

（福井米戦略課） 

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ている。 

 ・イベント等での地魚の PR販売支援：7回 

 ・地魚を用いた商品開発支援：10品 

（水産課） 

ふくい県産材都市圏

販路開拓事業 

【新規事業】 

8,847 

県産材の需要開拓のため、内装材等の需要が多い都市圏において、

新たな市場を開拓し、県産材の利用を図っている。 

（県産材活用課） 

ふるさと特用林産物

再生事業 
8,866 

ジャンボしいたけ、お茶炭、くず、オウレンなど、地域ならではの新たな

品目の生産拡大や全国に誇れる品目の生産振興により、特用林産物の

再生を図っている。 

【目標：6.9億円】 

（森づくり課） 

※【目標】とは、政策合意で掲げる目標（以下同じ） 
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（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、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を行っているほか、観光客

の増加等に対応するために商店街等における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） 

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支援している。 

 ・11件を支援 

（産業政策課） 

小規模企業の事業承

継支援事業 
321 

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している。 

（産業政策課） 

おもてなし商業エリア

創出事業 
53,557 

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：2市 

（産業政策課） 

地域商業活性化事業 

【新規事業】 
20,916 

増加する県内外の観光客等に対応するために必要な整備等を支援

し、商店街等での消費拡大を図っている。 

・個店のＩＣカードリーダー整備:83店（1月末） 

・商店街、共同店舗におけるハード整備、ソフト事業支援：5件 

・広域で取り組む県内での消費喚起策支援：2件 

（産業政策課） 

中小小売商業活性化

施設整備事業 

【新規事業】 

10,850 

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。 

（産業政策課） 

開業支援資金 

（制度融資） 
113,436 

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：50件、融資金額：242,410千円（12月末） 

（産業政策課） 

ふくいｅ－オフィスプロ

ジェクト 
2,087 

県外ＩＴ企業を生活環境に恵まれた本県に誘致するため、県外でセミ

ナー開催するほか、事務所設置等に係る経費を助成している。 

 ・セミナー開催：平成 29年 8月 23日（東京）、参加者数：30名 

 ・1社に対して、企業誘致補助金を交付 

（新産業創出課） 

ふくい創業者育成プ

ロジェクト 
8,945 

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

し、創業期におけるビジネスプランのブラッシュアップや資金獲得等をサ

ポートしている。 

 ・創業マネージャーの配置：月 15日程度、個別対応件 319件（12月末） 

 ・女性創業相談窓口の設置:月 2日、相談件数 51件（12月末） 

 ・先輩企業家との意見交換を行うセミナーおよび創業塾の開催 

：9回で 225人参加（12月末） 

 ・成長志向の起業家とベンチャー支援機関とのマッチングイベントの 

開催：1回、プレゼンテーション実施企業 5社、参加者 90名（12月末） 

（新産業創出課） 
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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している。 

 ・18件を支援 

（新産業創出課） 

 

 

（３）中小企業者の経営革新の促進および経営基盤の強化 

中小企業診断士等の専門家を県内企業に派遣し、経営の向上に向けた指導や企業が抱

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、ＩｏＴやＡＩ等を導入する企業、経営改善計画を策定し再生に取り組む企

業に対して支援しています。 
 

 （単位：千円） 

関係事業名 最終予算額 実施概要（担当課） 

ＩｏＴ・ＡＩ等導入支援

資金 

【新規事業(9月補正)】 

68,000 

中小企業者の競争力の強化や生産性向上を図るため、ＩｏＴやＡＩ等の

導入に必要な資金を融資している。 

・融資件数：1件、融資金額：10,000千円（12月末） 

（産業政策課） 

IoT・AI 等導入促進事

業 

【新規事業(9月補正)】 

17,857 

中小企業の業務効率化による生産性の向上、新たな付加価値の創造

を促進するため、ＩｏＴやＡＩ等の導入経費の助成制度を新設するととも

に、課題解決や導入方法の検討を行うワークショップを開催している。  

 ・補助金交付件数 10件（11社） 

 ・ワークショップの開催：平成 29年 11月 10～11日、参加者数：19名 

（新産業創出課） 

中小企業団体中央会

育成事業 
79,883 

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） 

小規模企業経営支援

事業 
922,566 

  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。 

 ・経営指導員等による経営・金融指導 29,374 件（上半期） 

 ・企業支援 1,812社（1月末）（累計 5,879社） 

【目標：2,000社、累計 6,223件】 

（産業政策課） 

ビジネスステップアッ

プ支援事業（専門家

派遣事業） 

7,609 

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。 

また、小売業、サービスの創業予定者や中小企業等が５社以上グルプ

で取り組む付加価値向上等の課題に対し、それぞれの分野に精通した

知識や経験を有する民間専門家等をグループに派遣し、その解決を支

援している。 

◆専門家派遣実績（12月末） 

・一般枠：17社、153回 

・サービス産業グループ支援枠：2グループ、40回 

（産業政策課） 
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ビジネスステップアッ

プ支援事業（嶺南地

域中小企業の特別相

談窓口強化事業） 

― 

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。 

・嶺南特別サポート：154件（10月末） 

（産業政策課） 

嶺南企業サポート窓

口設置事業 
4,614 

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している。 

・嶺南支援者数 201社（1月末）（累計 503社） 

【目標：147社、累計 450社】 

・企業訪問等 607件（1月末） 

（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 1,363,586 

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 10資金、計 311億円） 

・融資件数：195件、融資金額：2,635,270千円（12月末） 

（産業政策課） 

小規模事業者経営改

善貸付（マル経資金）

利子補給金 

40,000 

【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：493件（11月末） 

（産業政策課） 

経営安定資金等保証

料補給 

165,958 

【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：140件（12月末） 

（産業政策課） 

小規模企業者等設備

貸与事業 
250,000 

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：3件、71,870千円（12月末） 

（産業政策課） 

信用補完事業 47,283 

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。 

（産業政策課） 
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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等を県の各

機関が率先して調達するなど、中小企業の販売機会の拡大を図っています。 

【参考】 

本県の平成２８年度官公需契約の実績  

（単位：百万円） 

    契約実績 うち県内中小 

企業向け 
比率 

物 件 11,255 4,775 42.4 

工 事 46,460 45,057 97.0 

役 務 20,539 13,186 64.2 

合 計 78,254 63,018 80.5 

 

 （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 

713億円 

 

（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 

― 

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して

いる。 

 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してい

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 
95,387 

県営住宅などの県有施設や私立学校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） 

中小企業取引情報提

供事業 
5,848 

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。 

 ・取引相談員あっせん件数：585件（12月末） 

 ・商談会：近畿・四国合同広域商談会 

   平成 30年 2月 15日（木）、16日（金） 

   参加：390社（受注企業）、155社（発注企業） 

（産業政策課） 

“ふくいのとっておき”

フードフェア開催事業 
9,337 

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：71社、来館者数：50,778名 

（産業政策課） 

クルーズ客船誘致事

業 
3,465 

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。 

 ・3回寄港（12月末現在）【目標：寄港決定回数 8回】 

（企業誘致課） 



 

 13 

海外クルーズ客船誘

致促進事業 
4,664 

海外クルーズ客船の受け入れ体制を整備するとともに、本県港湾

への寄港時に発生する費用を支援し、経済効果の高いクルーズ客

船の誘致や寄港時の対応を強化している。 

 ・3回寄港（12月末現在）【目標：寄港決定回数 8回】 

（企業誘致課、観光振興課） 

海外クルーズ客船お

もてなし事業 

【新規事業】 

15,075 

海外クルーズ客船の初寄港に向けて、寄港時に福井県ならではの歓

送迎やおもてなしを実施するなど、受入れ体制を整えている。 

・3回寄港（12月末現在）【目標：寄港決定回数 8回】 

（企業誘致課、観光振興課、港湾空港課） 

和膳による学校給食

推進事業 
7,181 

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：6,891膳 

・高浜町・鯖江市で給食用漆器の導入支援 

（地域産業・技術振興課） 

県内大学等留学生宿

舎整備事業 

【新規事業】 

88,000 

外国人留学生のための住環境整備を補助することにより、留学生の受

け入れおよび地元定着を促進する。 

（大学・私学振興課） 

福井を学ぶ体験旅行

推進事業 
44,878 

県外学校の合宿にかかる宿泊費を助成するなど、教育旅行の誘致を

推進している。 

 ・延べ 53,000人に助成（12月末） 

（観光振興課） 

民間事業体育成支援

事業 
139 

林業事業体に対して、コスト分析等の経営の効率化、合理化に係る研

修を実施している。 

（県産材活用課） 

県産材を活用したふ

くいの住まい支援事

業 

90,929 

県産材を活用した新築住宅の取得、リフォームに対して助成し、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 
9,476 

多くの県民が利用する民間施設等における、県産材を使用した木造・

木質化等に対して助成し、県産材の利用拡大を図っている。 

（県産材活用課） 

子育て世帯と移住者

への住まい支援事業 
2,750 

子育て世帯や移住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、県外からの移住促進や安心して子どもを産み育てられる住

環境の整備を図っている。 

・補助戸数 17戸（1月末） 

（建築住宅課） 

木造住宅耐震化促進

事業 
13,443 

大規模地震発生による被災からの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。 

 ・耐震改修戸数 36戸（1月末） 

（建築住宅課） 

多世帯同居・近居住

まい推進事業 
19,381 

同居に伴い必要となる増築・間取り変更などの住宅リフォームにかかる

費用や近居のための住居取得費の一部を支援し、福井らしい住まい方

である「多世帯同居・近居」の促進を図っている。 

 ・補助戸数 122戸（1月末） 

（建築住宅課） 
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（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 
221 

県内企業の国際特許等の出願を支援し、海外市場への進出を促進し

ている。 

 ・県内企業 6社を支援 

（地域産業・技術振興課） 

一般研究事業 6,679 

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。 

 ・研究テーマ数：4件 

（地域産業・技術振興課） 

地域資源活用共同研

究事業 
9,306 

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。 

 ・採択件数：14件 

（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

有する資格について加点評価を実施している。 

（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・定着を促進しているほか、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、産地が連携して行う伝統工芸の職人育成の支援や、生産現場において業務改善

の指導を行う人材の養成など、県内ものづくり企業の競争力強化に貢献する人材の育成

を進めています。 
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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） 

ふくいの企業こども探

検事業 

 

1,428 

県内の小・中・高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

確保を図っている。 

 ・福井・奥越会場（9/16：参加数：104名、企業数：18社） 

・丹南会場（9/16：参加数：584名、企業数：15社） 

・嶺南会場（11/11：参加数：135名、企業数：22社） 

（産業政策課） 

廃炉ビジネス参入企

業支援事業 
3,026 

  廃止措置工事への参入を希望している県内企業に対し、工事に必要

な資格取得を支援することにより、廃炉ビジネス参入を促進している。 

 ・申請企業数 22社（12月末） 

（産業政策課） 

留学生県内就職支援

事業 

【新規事業】 

1,110 

海外展開のために外国人留学生の採用等を計画している企業を支援

している。 

・外国人留学生採用支援セミナーの開催（4/12：企業等 45社参加） 

・外国人留学生と県内企業の合同企業説明会の開催（4/22：企業 23

社、留学生等 61名参加） 

・外国人留学生のための県内製造業研究会の開催（12/10：企業 8 社、

留学生 15名参加） 

（国際経済課） 

国際ビジネス人材育

成支援事業 

【新規事業】 

4,090 

米国オハイオ州フィンドレー大学において若手社員向け研修を実施

し、企業の国際人材の育成を支援している。 

・平成 29年 11月 6日～17日 

・参加者：8名 

（国際経済課） 

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

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っている。 

 ・7団体を支援（1月末） 

（地域産業・技術振興課） 

越前ものづくりの里プ

ロジェクト 
27,375 

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ている。 

 ・伝統工芸職人塾：長期 16名、短期 22名（12月末）（累計 85人） 

【目標：25名、累計 75人】 

 ・国内外のバイヤー向けの産地ガイドツアー、商談会の開催 

  （平成 30年 1月 17日～18日） 

（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） 

17,280 

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、定着を図っている。 

 ・新規貸与者 20名 

（地域産業・技術振興課） 
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若者就職支援センタ

ー（ジョブカフェ）運営

事業 

76,965 

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。 

 ・就職者数：373人（12月末） 

（労働政策課） 

インターンシップ事業 5,883 

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している。 

・受け入れ団体 164事業所、参加学生 539人 

（労働政策課） 

ふるさと企業人材確

保支援事業 
5,377 

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。 

 ・3月に合同企業説明会開催、県内企業 260社が参加予定 

（労働政策課） 

ふくいの就活女子応

援推進事業 
2,201 

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。 

 ・県内外で学生との交流会を 7回開催、学生 162人参加（12月末） 

（労働政策課） 

シニア人材活躍支援

事業 
7,437 

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

ア人材の活躍を支援することにより、中小企業が求める人材を確保してい

る。 

 ・シニア人材と企業とのマッチング：36件（12月末）（累計 95人） 

【目標：41件、累計 100人】 

（労働政策課） 

シニアと女性の活躍

支援事業 

【9月補正】 

5,960 

 シニアと女性向けに、就業意欲を喚起するセミナーと就職面接会を開

催し、県内企業の人材確保を支援している。 

 ・面接会の開催：シニア向け 6回、女性向け 4回（12月末） 

（労働政策課） 

若年技能者能力アッ

プ支援事業 
673 

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。 

 ・青年技能者大会を開催し、上位者を表彰（9職種で実施）  

・技能五輪全国大会（3職種 4名出場 うち銅賞 2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 
42,444 

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） 

離転職者等能力開発

推進事業 
113,959 

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。 

（労働政策課） 

ものづくり企業生産性

向上支援事業 
4,881 

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。 

 ・ものづくり改善インストラクタースクール修了生：15人（累計 28人） 

【目標：13人、累計 26人】 

（労働政策課） 
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社会人キャリアアップ

支援事業 
1,158 

働きながら放送大学等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。 

 ・放送大学入学奨励金 4名 

（労働政策課） 

中小企業産業大学校

管理運営事業 
36,753 

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。 

 ・施設利用件数 1,580件、利用人数 43,478名、研修受講者数 549名 

（12月末） 

（労働政策課） 

ふるさと福井移住定

住促進機構運営事業 
64,806 

 福井、東京、大阪、名古屋に、県内求人情報や就職関連情報、移住に

係る情報の発信拠点および相談拠点を設置し、ＵＩターン希望者を支援

している。 

・新ふくい人の数：576人(1月末)  

（若者・定住支援課） 

社会人Ｕ・Ｉターン就

職拡大事業 
18,885 

 県内で働き暮らすことの魅力を都市圏でアピールする「ふくい移住・就

職フェア」を開催するとともに、民間の大手転職サイトによる求人情報を発

信し、社会人のＵＩターン就職を促進している。 

・「ふくい移住・就職フェア」開催（10月）、参加者：274人 

（若者・定住支援課） 

ミレニアル世代Ｕ・Ｉタ

ーン促進事業 
8,692 

 都市部の若い世代に魅力的な県内企業をアピールする「ふくいＵＩター

ン就職フェア（出張企業説明会）」を開催するとともに、お盆の帰省時期

に合わせて県内でＵターン相談会を開催し、若い世代のＵＩターン就職を

促進している。 

・出張企業説明会の開催（1月）、参加者：67人 

・UＩターン就職面談会の開催（8月）、参加者：138人 

（若者・定住支援課） 

県外学生インターン

シップ推進事業 
6,565 

 県内企業が行うインターンシップ参加のためのインターンシップガイダ

ンスを都市圏等で開催し、県外学生の参加を促進している。 

・県外参加者：233人 

（若者・定住支援課） 

Ｕターン就職情報提

供事業 
6,905 

 県外に進学した学生に県内企業の魅力を伝えるため、都市圏で「ふく

いＤＡＹ（業界・企業研究セミナー）」を開催するとともに、県からの就職支

援情報を提供し、学生のＵターン就職を支援している。 

・業界・企業研究セミナーの開催：9回、参加者 135人(1月末) 

（若者・定住支援課） 

Ｕターン就職合同企

業説明会等実施事業 
6,938 

 県外に進学した学生向けに、県内企業との面談の機会を提供する「ふ

くいで決めようＵターン就職フェア」を都市部で開催するとともに、就職支

援協定締結大学で学内セミナーを開催し、学生のＵターン就職を支援し

ている。 

・「ふくいで決めようＵターン就職フェア」の開催（3月）、参加県内企業：95

社（予定） 

（若者・定住支援課） 

Ｕターン学生就職活

動応援事業 
7,564 

県外に進学した学生向けに、県内で開催する合同企業説明会へのＵタ

ーンバスを運行するとともに、交通費を支援している。 

（若者・定住支援課） 
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企業の女性活躍推進

事業 
2,956  

 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）の派遣を実施し

ている。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。（3月表彰予定） 

 ・登録件数：累計 193件（12月末）【目標：累計 190件】 

（女性活躍推進課） 

ふくい女性活躍支援

センターの運営 
12,338 

 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している。  

・女性活躍支援センター 就職者数 90人（12月末）【目標：110人】 

（女性活躍推進課） 

女性活躍社会づくり

推進事業 
4,377 

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。

（女性を育成する立場にある管理職を対象としたコースを新設） 

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っている。 

 ・「未来きらりプログラム」受講者  

   企業リーダーコース：31名 

   製造業リーダーコース：9名 

   上司力養成コース：14名 

 ・女性活躍プロジェクトチーム支援事業補助金 採択件数：5社 

（女性活躍推進課） 

先進的林業導入推進

事業 
5,366 

大学教授や全国の先進的な林業事業体経営者を招き、県内林業事業

体の知識、技術向上のために研修を実施している。 

（県産材活用課） 

公共建築物における

県産材利用促進支援

事業 

1,062 

公共建築物での県産材の利用促進を図るため、県内建築士に対し、

中大規模木造建築物技術講座を実施し、木造公共施設等への県産材

の利用促進を図っている。 

（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 

640 

林業事業体が行う、新規就業者の育成のための実地研修経費に対し

て助成し、林業を担う人材の育成を図っている。 

（県産材活用課） 

低コスト搬出技術習

得研修事業 
1,873 

県内林業事業体に対して、低コスト搬出技術研修や県外先進地派遣

を実施している。 

（県産材活用課） 

林業担い手確保・定

着事業 
1,950 

都市圏における林業就業希望者（Ｉ・Ｕターン者）に対する就業相談会

や体験研修を行い、県外からの新規就業者を呼び込み、本県林業の担

い手の確保・定着を図っている。 

（県産材活用課） 

ふくい林業カレッジ研

修事業 
15,167 

「ふくい林業カレッジ」を運営し、新規林業就業希望者に対して、研修

や給付金の給付を行い、林業を担う人材の育成を図っている。 

（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など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） 

福井ふるさと企業表

彰事業 
406 

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、その優れた取組み等

を表彰している。 

 ・受賞者数：7社 

（産業政策課） 

福井国体消費拡大キ

ャンペーン事業 

【新規事業】 

4,590 

福井国体プレ大会において、県内小売店や飲食店等のＰＲを実施し、

県内店舗の利用促進および消費拡大を図っている。 

 ・アプリ登録店舗数：303店（1月末）【目標：200店】 

（産業政策課） 

「実は福井」の技普及

事業 
5,963 

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、国内外への新規販路開拓支援を行っている。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「『実は福井』の技」を配

布し、県内企業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） 

ふくい観光誘客強化

事業 
12,707 

県内で観光・宿泊する旅行商品の特集記事掲載に対して助成し、観

光客誘致を図っている。 

 ・15社に支援（12月末） 

（観光振興課） 

ふくいドットコム管理

運営事業 
10,322 

魅力ある観光情報を集約したポータルサイト「ふくいドットコム」のコンテ

ンツを充実することにより、観光客誘致、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を支援するため、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 
2,718 

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等により情報発信を行っている。 

・子育てモデル企業の認定 7社（予定） 

（労働政策課） 
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女性の職場復帰等支

援事業 
2,141 

 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している。 

 ・再雇用制度等の導入企業数：36社（累計 84社） 

【目標 36社、累計 84社】 

（労働政策課） 

働く女性の負担軽減

促進事業 

【新規事業】 

2,629 

家事の外部化により働く女性の負担軽減を図るため、子育て中の女性社

員に対し家事代行サービスの利用を推進するモデル企業を支援する。 

 ・モデル企業 選定件数 1 社 

（女性活躍推進課） 

子育てを応援する職

場環境づくり推進事

業 

2,772 

 祖父母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。 

  ・祖父母奨励金：5件（1月 19日時点） 

・セミナー開催 

  平成 29年 10月 10日、12月 19日 参加者数：125名 

（子ども家庭課） 

０歳児育児休業応援

企業奨励事業 
14,346 

 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：41社（1月 19日時点） 

（子ども家庭課） 
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３ 平成３０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３０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） 

オープンイノベーショ

ン支援資金（制度融

資） 

100,000 

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。 

（産業政策課） 

産業活性化支援資金 

（制度融資） 
260,000 

 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・海外で

の販路開拓等の実施に必要な資金を融資する。 

（産業政策課） 

福井県ビジネス支援

センター運営事業 
227,561 

 「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を行う。 

（産業政策課） 

ふくいの食品戦略的

販路拡大支援事業 

【新規事業】 

8,946 
食品事業者の販路開拓を支援し、都市圏での販路拡大を図る。 

（産業政策課） 

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継

承を図るため、老舗企業の事業継続に必要な店舗改装等を支援する。 

（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 

30,431 

 タイ・バンコクに「ふくいバンコクビジネスサポートセンター」を開設し、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する。 

（国際経済課） 

アジア市場への食の

輸出拡大事業 
30,753 

タイにおける市場視察ミッションや求評会、国際展示会・商談会への出

展支援および海外業界団体・企業等による県内産地視察を実施し、市場

拡大が見込まれるアジア諸国への販路拡大を支援する。 

（食料産業振興課、国際経済課、広域誘客課） 

ふくい貿易促進機構

運営事業 
45,321 

 「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。 

（国際経済課） 

福井県・浙江省友好

提携２５周年記念事

業 

【新規事業】 

14,123 

中国浙江省との友好提携２５周年を記念して、代表団の相互訪問や関

連行事を実施する。 

（国際経済課） 

香港における福井県

アンテナショップ事業 

【新規事業】 

10,955 

香港にアンテナショップを設置し、本県の認知度向上を図り、県産品の

販路拡大とインバウンド促進する。 

（国際経済課） 

敦賀港利用拡大事業 24,958 

 敦賀港を利用する企業および船会社に助成し、敦賀港の利用拡大と定

期航路の充実を図る。 

（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船会社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） 
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県民衛星プロジェクト

支援事業 
82,423 

 県内企業や大学、関係団体が共同して行う、超小型人工衛星の技術開

発や衛星データを活用したビジネスモデルの創出を支援する。 

（新産業創出課） 

産業情報化支援事業 16,728 

 インターネットによる販路拡大や最新の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の

合宿を実施する。 

（新産業創出課） 

Ｅビジネス・キャリアア

ップ支援事業 
3,298 

 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。 

（新産業創出課） 

ふくいの逸品創造ファ

ンド造成事業 

【新規事業】 

6,000,000 

 平成 29 年度で事業期間が終了する「ふくいの逸品創造ファンド」の後

継ファンドを造成し、地域資源を活用した商品開発や販路開拓に取り組

む県内企業を支援する。 

（新産業創出課） 

福井県 IoT 推進ラボ

運営事業 
3,584 

県内企業に、ＩｏＴを導入するため、セミナーによる導入効果の理解促進、

ワークショップや、専門家で構成するプロジェクトチームを企業への派遣

による自社での活用方法の検討を支援する。 

（新産業創出課） 

福井しあわせ健康産

業創出支援事業 
8,651 

健康寿命の延伸、医療・介護体制の充実による介護負担の軽減につな

がる「福井しあわせ健康産業」を創出するため、県内企業の技術力と、医

療・介護・健康分野の現場ニーズとのマッチングや、試作品開発の助成、

医療機器メーカー等の集積地での展示商談会の開催等を行う。 

（新産業創出課） 

産業デザインプロデュ

ース事業 
2,279 

  デザイン開発を進める企業に対し、デザイナー派遣等を行い、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 
3,713 

 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） 

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） 

機械工業産地振興対

策事業 
1,180 

 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。 

（地域産業・技術振興課） 

国際工芸サミット開催

事業 
8,000 

 文化庁と北陸三県が協力し、北陸の工芸の魅力を世界に発信すること

を目的とした国際工芸サミット（仮称）を開催する。また、アート作品に県

の伝統工芸品を活用し、国内外における産地の販路拡大を支援する。 

 ・世界的芸術家テオ・ヤンセンの作品に越前和紙を活用 

（地域産業・技術振興課） 
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産地新ブランド・流通

サポート事業 

【新規事業】 

7,983 

全国の主要都市に 50 店舗を展開し、伝統工芸品等の商品開発、ブラン

ディングを手掛ける中川政七商店とデザインセンターふくいが連携し、県

内ものづくり企業を対象にブランド創出や新商品開発について、流通サ

ポートを含めた支援を行うことで販路を拡大する。 

（地域産業・技術振興課） 

地域特産工業振興対

策事業 
12,200 

 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 
10,277 

 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。 

（地域産業・技術振興課） 

サンドーム福井ものづ

くりキャンパス運営事

業 

10,722 

 ものづくり産業の振興や人材育成の拠点機能を持つ｢福井ものづくりキ

ャンパス｣において、多目的ホールにおける常設展示の更新や、ラボ機材

の維持を行うことで円滑な運営を図る。 

・デザインセンターふくいの運営 

・ものづくりに役立つ教室「ＭＯＮＯＣＡＮ」運営 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 

666 

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） 

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） 

将来のふくいを牽引

する技術開発支援事

業 

61,559 

 企業の研究開発を県内外の大学・大手企業等と連携し組織的に支援

する「ふくいオープンイノベーション推進機構」が認定する、産・学・官・金

がチームを組んで行う研究開発を支援する。 

（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 
33,114 

 「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る。 

（地域産業・技術振興課） 

開繊炭素繊維の新用

途開発事業 
4,479 

航空機ボディ用基材の開発等を行い、炭素繊維の利用拡大が見込まれ

る航空・宇宙分野等への参入を促進する。 

（地域産業・技術振興課） 

伝統的工芸品新機能

開発事業 
3,572 

 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 
5,763 

 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） 

戦略的イノベーション

創造プログラム事業 
16,381 

 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） 

２０２０年東京オリンピ

ック市場への販路開

拓支援事業 

4,000 

 東京オリンピックを契機として拡大する市場へ、県内中小企業等の販路

拡大が促進されるよう販路開拓に係る各種経費を支援し、県内産業の活

性化を図る。 

（地域産業・技術振興課） 
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北陸繊維産地地域連

携事業 
12,500 

 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る。 

（地域産業・技術振興課） 

繊維産業新規市場開

拓支援事業 
7,500 

 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の事業を支援し、産地振興を図る。 

（地域産業・技術振興課） 

福井繊維産地サプラ

イチェーン強化支援

事業 

7,487 

 福井県繊維企業の業種を越えた企業連携の下に実施する商品開発や

販路開拓を支援することにより、福井繊維産地のサプライチェーン(供給

体制)の強化を図る。 

（地域産業・技術振興課） 

嶺南地域新産業創出

支援事業 
50,456 

 嶺南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） 

拠点化計画促進研究

開発事業 
60,330 

エネルギー研究開発拠点化計画の充実・強化分野である「エネルギーの

多元化への対応」に関して、本県における研究開発、技術の活用を促進

するため、県内企業や大学等が共同で取り組む新技術・新製品の開発を

支援する。 

（電源地域振興課） 

恐竜ブランドキャラク

タービジネス促進強

化事業 

11,027 

 恐竜ブランド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） 

観光商談会開催事業 3,150 
 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 
27,472 

 大都市圏で物産と観光展を実施し、物産の販路開拓と観光客誘致を図

る。 

（観光振興課） 

福井ゆかりの店の情

報発信拠点活用事業 
1,694 

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。 

（福井米戦略課） 

がんばる魚屋販売促

進事業 
633 

鮮魚店が実施する地魚の販売促進のための取組みや、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） 

ふくい県産材都市圏

販路開拓事業 
8,847  

県産材の需要開拓のため、内装材等の需要が多い都市圏において、

新たな市場を開拓し、県産材の利用を図る。 

（県産材活用課） 

ふるさと特用林産物

再生事業 
7,000 

ジャンボしいたけ、お茶炭、くず、オウレンなど、地域ならではの新たな

品目の生産拡大や全国に誇れる品目の生産振興により、特用林産物の

再生を図る。 

（森づくり課） 
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（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） 

新分野展開スタートア

ップ支援事業 
60,000 

 中小企業の新分野展開を促進するため、既存自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。（ふるさと

企業育成ファンド事業） 

（産業政策課） 

おもてなし商業エリア

創出事業 
31,939 

 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。 

（産業政策課） 

地域商業活性化事業 37,000 

増加する県内外の観光客等に対応するために必要な整備等を支援

し、商店街等での消費拡大を図る。                                 

（産業政策課） 

開業支援資金 

（制度融資） 
233,300 

 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。 

（産業政策課） 

ふるさと企業育成ファ

ンド（創業支援） 
20,000 

 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、新産業創出課） 

産学官連携 AI ビジネ

ス創業支援事業 

【新規事業】 

8,136 

 産業情報センター内に、ＡＩビジネスオープンラボ（仮称）を設置し、企

業、大学、産業支援機関等の協働による、AIや IoTを活用した新たなビ

ジネスの創業を支援する。 

（新産業創出課） 

ふくい創業者育成プ

ロジェクト 
8,945 

 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し、

創業期における事業計画のブラッシュアップや資金獲得をサポートする。 

（新産業創出課） 

ふるさと納税による新

事業創出支援事業 

【新規事業】 

6,000 

 ふるさと納税を活用し、地元金融機関および地元メディアと共動して、

県内事業者の創業、新商品開発、販路開拓などの新たな事業プロジェク

トを支援する。 

（地域交流推進課） 

 

 

（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） 

ＩｏＴ・ＡＩ等導入支援

資金 
100,000 

中小企業者の競争力の強化や生産性向上を図るため、ＩｏＴやＡＩ等の導

入に必要な資金を融資する。 

（産業政策課） 

IoT・AI 等導入促進事

業補助金 
50,102 

 ＩｏＴ・ＡＩ等の導入により、業務効率化による生産性向上および新しいビ

ジネスの創造を促進するため、ＩｏＴ・ＡＩ等の導入経費の助成を行う。 

（新産業創出課） 

事業承継支援資金

（制度融資） 

【新規事業】 

120,000 

中小企業者の円滑な事業承継を推進するため、事業承継に必要な資金

を融資する。 

（産業政策課） 
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ふるさと企業経営承

継円滑化事業 

【新規事業】 

22,365 

 県内中小企業の円滑な事業承継のため、承継を機会とした店舗改装

等や、承継準備に必要な企業価値の評価に伴う経費を助成する。 

（産業政策課） 

中小企業団体中央会

育成事業 
81,734 

 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 
947,239 

 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） 

ビジネスステップアップ

支援事業（専門家派遣

事業） 

8,510 

  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。 

 （産業政策課） 

ビジネスステップアップ

支援事業（嶺南地域中

小企業の特別相談窓

口強化事業） 

― 

 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。 

 （産業政策課） 

嶺南企業サポート窓

口設置事業 
4,716 

 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） 

 

 

（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 5,793,300 

 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 11資金計 311億円） 

（産業政策課） 

小規模事業者経営改

善貸付（マル経資金）

利子補給金 

40,000 

【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） 

（産業政策課） 

経営安定資金等保証

料補給 

174,653 

【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。 

（産業政策課） 

小規模企業者等設備

貸与事業 
250,000 

 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。 

（産業政策課） 

信用補完事業 106,533 

 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。 

（産業政策課） 
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（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 465億円  
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（土木一式工事にあっては 2,000 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。 

 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 
57,068 

 県営住宅などの県有施設や私立学校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、土木部） 

中小企業取引情報提

供事業 
6,145 

 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・提供や企業訪問等による取引あっせんを促進す

る。 

（産業政策課） 

“ふくいのとっておき”

フードフェア開催事業 
14,958 

 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。                                     

（産業政策課） 

クルーズ客船誘致事

業 
1,277 

 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 
3,350 

 海外クルーズ客船の受け入れ体制を整備するとともに、本県港湾への

寄港時に発生する費用を支援し、経済効果の高いクルーズ客船の誘致

や寄港時の対応を強化する。 

（企業誘致課、観光振興課） 

海外クルーズ客船お

もてなし事業 
12,054 

 海外クルーズ客船の寄港に向けて、寄港時に福井県ならではの歓送迎

やおもてなしを実施するなど、受入れ体制を整える。 

（企業誘致課、観光振興課、港湾空港課） 

和膳による学校給食

推進事業 
6,163 

 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） 

県内大学等留学生宿

舎整備事業補助金 
42,144 

外国人留学生のための住環境整備を補助することにより、留学生の受

け入れおよび地元定着を促進する。 

（大学・私学振興課） 

福井を学ぶ体験旅行

推進事業 
36,486 

 県外からの教育旅行（県外学校の合宿等）の誘致を推進する。 

（観光振興課） 

県産材を活用したふ

くいの住まい支援事

業 

95,284 

 県産材を活用した新築住宅の取得、リフォームに対して助成し、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 
14,150 

 多くの県民が利用する民間施設等における、県産材を使用した木造・

木質化等に対して助成し、県産材の利用拡大を図る。 

（県産材活用課） 

子育て世帯と移住者

への住まい支援事業 
2,750 

 子育て世帯や移住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、県外からの移住促進や安心して子どもを産み育てられる住環

境の整備を図る。 

（建築住宅課） 
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木造住宅耐震化促進

事業 
17,428 

 大規模地震発生による被災からの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・近居住

まい推進事業 
18,150 

 同居に伴い必要となる増築・間取り変更などの住宅リフォームにかかる

費用や近居のための住宅取得費の一部を支援し、福井らしい住まい方

である「多世帯同居・近居」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 
198 

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 6,679 
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 
8,666 

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、将来の担い手となる若手技術者の

配置を評価していく。 

（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） 

ふくいの企業こども探

検事業 
1,428 

 県内の小・中・高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） 

廃炉ビジネス参入企

業支援事業 
3,026 

 廃止措置工事への参入を希望している県内企業に対し、工事に必要な

資格取得を支援することにより、廃炉ビジネス参入を促進する。 

（産業政策課） 

留学生県内就職支援

事業 
3,003 

 海外展開のため外国人留学生の採用等を計画する企業および県内企

業に就職する留学生を支援する。 

（国際経済課） 



 

 29 

国際ビジネス人材育

成支援事業 
4,100 

 米国オハイオ州フィンドレー大学において若手社員向け研修を実施

し、企業の国際人材の育成を支援する。 

（国際経済課） 

ロボット導入支援事業 

【新規事業】 
5,666 

生産性の維持・向上が困難な状況にある県内企業の生産現場へのロボ

ット導入を促進するため、ロボットシステムの企画、構築、運用等の指導を

行い、県内企業へのロボット導入を支援する。 

（新産業創出課） 

越前焼技能者養成支

援事業 
1,000 

 地元が主体となって行う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） 

越前ものづくりの里プ

ロジェクト 
33,496 

 伝統工芸の各産地が丹南に集積している特色を活かし、職人の育成や

魅力向上に連携して取り組むことにより、伝統的工芸品の知名度向上と

需要拡大を図る。 

 ・伝統工芸職人塾の運営 

 ・国内外のバイヤー向けの産地ガイドツアーや商談会の開催 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） 

23,040 

 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） 

人材確保支援センタ

ー運営事業 

【新規事業】 

58,905 

 県内企業に対する業務改善の提案や、県外大学と県内企業のつながり

を強化すること等により、企業の人材確保を支援する。 

（労働政策課） 

インターンシップ事業 6,890 

 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 
6,353 

 学生や保護者向けに、県内企業の魅力を発信する説明会「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） 

キャリアナビセンター

運営事業 
15,024 

 新規学卒者の就職支援および学生への就職の早期意識付けを行い、

学生の県内企業就職を促進する。 

（労働政策課） 

企業ＰＲ支援保護者

ツアー事業 

【新規事業】 

4,917 

保護者向けに、企業の優れた技術や製品、働く現場を実際に体感する

見学ツアーを開催することで、県内企業の魅力を発信し、学生の県内就

職を促進する。 

（労働政策課） 

シニア人材活躍支援

事業 
11,380 

 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

ア人材の活躍を支援することにより、中小企業が求める人材を確保する。 

（労働政策課） 

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 
58,832 

 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） 
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離転職者等能力開発

推進事業 
234,104 

 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 
6,762 

 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ともに、養成した人材をものづくり企業へ

派遣して、生産現場の業務改善指導を行う。 

（労働政策課） 

社会人キャリアアップ

支援事業 
1,700 

 働きながら放送大学その他の通信制大学等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 
37,079 

 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） 

ふるさと福井移住定

住促進機構運営事業 
60,172 

 福井、東京、大阪、名古屋に、県内求人情報や就職関連情報、移住

に係る情報の発信拠点および相談拠点を設置し、ＵＩターン希望者を支

援する。 

（若者・定住支援課） 

社会人Ｕ・Ｉターン就

職拡大事業 
11,278 

 県内で働き暮らすことの魅力を都市圏でアピールする「ふくい移住・就

職フェア」を開催し、社会人のＵＩターン就職を促進する。 

（若者・定住支援課） 

ミレニアル世代Ｕ・Ｉタ

ーン促進事業 
9,771 

 都市部の若い世代に魅力的な県内企業をアピールする「ふくいＵＩタ

ーン就職フェア（出張企業説明会）」を開催するとともに、お盆の帰省時

期に合わせて県内でＵターン相談会を開催し、若い世代のＵＩターン就

職を促進する。 

（若者・定住支援課） 

県外学生インターン

シップ推進事業 
6,590 

 県内企業が行うインターンシップ参加のためのインターンシップガイダ

ンスを都市圏等で開催し、県外学生の参加を促進する。 

（若者・定住支援課） 

Ｕターン就職情報提

供事業 
9,528 

 県外に進学した学生に県内企業の魅力を伝えるため、都市圏で「ふく

いＤＡＹ（業界・企業研究セミナー）」を開催するとともに、県からの就職支

援情報を提供する。また、新たに県内企業から県外学生に直接企業情

報を提供する機会の拡大や、県外就職後のＵターン就職情報の提供を

行い、学生のＵターン就職を支援する。 

（若者・定住支援課） 

Ｕターン就職合同企

業説明会等実施事業 
7,158 

県外に進学した学生向けに、県内企業との面談の機会を提供する「ふく

いで決めようＵターン就職フェア」を都市部で開催するとともに、就職支援

協定締結大学で学内セミナーを開催し、学生のＵターン就職を支援す

る。 

（若者・定住支援課） 

Ｕターン学生就職活

動応援事業 
4,768 

県外に進学した学生向けに、県内で開催する合同企業説明会へのＵタ

ーンバスを運行するとともに、交通費を支援する。 

（若者・定住支援課） 

企業の女性活躍推進

事業 
2,059  

 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。 

 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） 
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ふくい女性活躍支援

センターの運営 
12,648 

 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 
4,377 

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。 

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する。 

 （女性活躍推進課） 

林業担い手確保・定

着事業 
3,650 

 都市圏における林業就業希望者（Ｉ・Ｕターン者）に対する就業相談会

や体験研修を行い、県外からの新規就業者を呼び込み、本県林業の担

い手の確保・定着を図る。 

（県産材活用課） 

ふくい林業カレッジ研

修事業 
29,048 

 「ふくい林業カレッジ」を運営し、新規林業就業希望者に対して、研修

や給付金の給付を行い、林業を担う人材の育成を図るほか、林業事業体

に対し、低コスト搬出技術研修を実施し、労働生産性の向上を図る。 

（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 
365 

 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、その優れた取組み等を

表彰する。 

（産業政策課） 

福井国体消費拡大キ

ャンペーン事業 
9,252  

 福井国体・障スポにおいて、県内小売店や飲食店等のＰＲを実施し、県

内店舗の利用促進および消費拡大を図る。 

（産業政策課） 

「実は福井」の技普及

事業 
4,160 

 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） 

ふくい観光誘客強化

事業 
12,707  

 県内で観光・宿泊する旅行商品の特集記事掲載に対し支援し、観光客

誘致を図る。 

（観光振興課） 

ふくいドットコム管理

運営事業 
8,166  

 魅力ある観光情報を集約したポータルサイト「ふくいドットコム」のコンテ

ンツを充実することにより、観光客誘致、物産の販路拡大を図る。 

（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） 

働きやすい福井企業

応援事業 

【新規事業】 

3,511 

 誰もが働きやすい職場づくりに積極的に取り組む企業を表彰し、優良

事例を情報発信等することで、働きやすい職場づくりを促進する。 

（労働政策課） 

女性の職場復帰等支

援事業 
4,140 

 育児・介護・配偶者の転勤等による離職者の再雇用制度や手厚い育

児・介護支援制度等の導入・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） 

働く女性の負担軽減

促進事業 
2,663 

 家事の外部化により働く女性の負担軽減を図るため、女性社員を対象

にした家事代行サービスの利用補助を行うモデル企業を支援する。 

（女性活躍推進課） 

子育てを応援する職

場環境づくり推進事

業 

1,500 
 祖父母が 10日以上の育児休暇を取得した企業へ奨励金を支給する。 

（子ども家庭課） 

 


