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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３０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３０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。 

その他、バンコク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） 

30,000 

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

支援している。 

（産業政策課） 

産業活性化支援資金 

（制度融資） 
17,456 

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：79,280千円（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 
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に努めている。 

・売上額：2億 6,235万円（12月末） 

（産業政策課） 

ふくいの食品戦略的

販路拡大支援事業 
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っている。 

・新規取引額：4,600万円（12月末） 【目標：6,500万円】 

（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。 

 ・支援件数：26社 

（産業政策課） 

おもてなし産業魅力

向上支援事業 

【新規事業】 

67,437 

北陸新幹線敦賀開業に向けて、新幹線駅周辺を始めとする市街地や

観光拠点周辺における店舗等の改装や設備導入、土産品の開発等を支

援している。 

・支援件数：31社 

（産業政策課） 

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した「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

む県内企業を支援している。 

・支援件数：4社 

（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 

27,897 

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：16件（12月末）（累計 66件） 

【目標：17件、累計 67件】 

・アジアへの新規輸出：54件（12月末）（累計 188件） 

【目標：56件、累計 190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 
29,804 

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。 

・福井の食文化提案会・商談会の開催（タイ、香港） 

日時：平成 30年 10月 30日（香港）、11月 14日（タイ） 

・東南アジアの市場特性を知るための視察ミッションおよび現地住民に

よる県産品求評会（タイ、バンコク） 

日時：平成 30年 9月 9日～11日 

参加企業：7社 

（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 
42,535 

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：16件（12月末）（累計 66件） 

【目標：17件、累計 67件】 

・アジアへの新規輸出：54件（12月末）（累計 188件） 

【目標：56件、累計 190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） 

福井県・浙江省友好

提携２５周年記念事

業 

【新規事業】 

8,400 

中国浙江省との友好提携 25周年を記念して、本県代表団の浙江省訪

問や福井県プロモーションを実施している。 

・本県代表団の浙江省訪問（平成 30年 7月 16日～19日） 

・福井県プロモーションの実施（平成 30年 11月 16日～18日） 

（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 

香港における本県の認知度向上を図るため、現地の商業施設内にア

ンテナショップを設置し、工芸品や食品等の県産品の販売や観光ＰＲを

実施している。 

・開設期間：平成 30年 10月 5日～12月 26日 

（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っている。 

 ・外貿コンテナの取扱貨物量：27,711TEU（暦年） 

【目標：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荷主および取扱貨物量を増加させた継続利

用荷主に対し助成し、福井港の利活用を促進している。 

 ・取扱貨物量（石油製品、重油除く）：885,632 トン（暦年） 

【目標：70万トン（暦年）】 

（企業誘致課） 
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県民衛星プロジェクト

支援事業 
22,236 

県内企業を中心とした県民衛星技術研究組合が取り組む超小型人工

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。 

・搭載ロケットの決定 

・衛星データ活用ソフトの県庁内での試行評価を実施 

（新産業創出課） 

産業情報化支援事業 14,596 

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イベントを実施している。 

・セミナー開催：6回（12月末） 

・セミナー参加者：217名 

・アプリ開発イベント開催：1回（12月末） 

・アプリ開発イベント参加者：22名 

（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している。 

 ・ワークショップ開催：9回(12月末） 

 ・ワークショップ参加者：延べ 112名 

（新産業創出課） 

福井県ＩｏＴ推進ラボ

運営事業 
2,428 

県内企業に、ＩｏＴを導入するため、セミナーやワークショップを開催し、

導入効果の理解促進を図るとともに、専門家で構成するプロジェクトチー

ムを企業へ派遣し、自社での活用についてアドバイスを行っている。 

・セミナー開催：2回（12月末） 

・セミナー参加者：185名 

・ワークショップショップ開催回数：1回（12月末） 

・ワークショップ参加者：12名 

・プロジェクトチーム派遣：6件 

（新産業創出課） 

福井しあわせ健康産

業創出支援事業 
8,024 

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、医療学会等への出展補助、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っている。 

・現場見学会開催 

日時：平成 31年 2月 23日、3月中旬（予定） 

・本郷展示商談会開催 

日時：平成 30年 11月 8日 

出展企業：県内 13企業（繊維、眼鏡、機械・金属等） 

・福祉関係者との情報交換会（2回） 

・試作品開発の助成：3件（12月末） 

・医療学会等への出展支援：3件（12月末） 

（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してい

る。 

 ・専門家派遣：15件（12月末） 

 ・グループカウンセリング：10件（12月末） 

（地域産業・技術振興課） 
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福井デザインアカデミ

ー開催事業 
3,945 

  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 

日時：平成 30年 10月 19日～11月 18日、参加者：13,000人 

・講演会の開催 

日時：平成 30年 10月 19日、参加者：140人 

・ブランディング＆商品開発講座 

日時：平成 30年 9月 14日～平成 31年 1月 11日（全 12回） 

（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っている。 

・日時：平成 30年 10月 22日～24日（東京ビッグサイト） 

・共同出展：県内企業 86社 

（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 

日時：平成 30年 11月 7日～9日、共同出展：県内企業 17社 

・MIDO（ミラノ） 

   日時：平成 31年 2月 23日～25日、共同出展：県内企業 3社（予定）

（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、業界の活性化を図っている。 

・第 22回機械要素技術展への出展 

日時：平成 30年 6月 20日～22日（東京ビックサイト） 

出展者：3社 

・工業高校への技術者派遣 

科学技術高校はじめ 7校の工場見学を支援 

   工業高校への技術者派遣：１校 4回（12月末） 

（地域産業・技術振興課） 

国際工芸サミット開催

事業 
8,000 

越前和紙と国際的アーティスト テオ・ヤンセン氏とのコラボ作品の制作

や、伝統工芸産地における展示・販売会、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。 

・テオ・ヤンセン氏と越前和紙による作品制作 

制作品数：2体 

・首都圏での展示会 

日時：平成 30年 9月 19日～10月 2日（松屋銀座） 

出展者：県内 13事業者 

・テーブルウェア・フェスティバルへの出展 

日時：平成 31年 2月 3日～11日（東京ドーム） 

（地域産業・技術振興課） 

産地新ブランド・流通

サポート事業 

【新規事業】 

7,983 

ものづくり企業、伝統工芸職人、デザイナーなど幅広い層を対象に、

流通サポートを含めた新ブランド・商品開発を支援している。 

・講座 全 6回（7～12月） 

・百貨店出展 

日時：平成 30年 10月 10日～23日（日本橋高島屋） 

・商談会出展 

日時：平成 31年 2月 13日～15日（東京天王洲 寺田倉庫） 

（地域産業・技術振興課） 
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地域特産工業振興対

策事業 
11,200 

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

等を支援している。 

・支援件数：11団体 

（地域産業・技術振興課） 

住宅への伝産品利用

促進事業 
5,580 

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。 

・補助件数：越前瓦 33件（11月末）、越前和紙 21件（11月末） 

（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 

9,757 

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。 

 ・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 

   回数：7回（12月末）  

   参加者：9,309人（12月末） 

（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

探しを支援している。 

 ・日時：平成 30年 11月 14日（台中市）、15日（台南市） 

 ・出展者：県内 10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。 

・日時：平成 30年 10月 25日～26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：176社・団体 

・来場者：18,294人 

（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 

【新規事業】 

61,559 

県内企業、大学・公設試等研究機関、金融機関が連携チームを結成

して行う技術開発・試作品開発、販路開拓のうち、「ふくいオープンイノベ

ーション推進機構」が認定した取り組みに対して支援している。 

・支援件数：7チーム 

（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 
32,699 

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：273件、成約件数：51件（12月末） 

（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している。 

 ・DLR（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

試験を実施している。 

 ・実施結果について、10月にＤＬＲ、ＪＡＸＡと打合せ協議 

（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 
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ている。 

・研究テーマ数：4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 
6,922 

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 3件、新規 1件 

（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 
3,831 

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） 

炭素繊維の自動車分

野への展開支援事業  

【新規事業、9月補正】 

24,567 

炭素繊維を用いた、新たな自動車のパネル部材や水素自動車用のタ

ンク材料の開発に向けた研究を行っている。 

（地域産業・技術振興課） 

２０２０東京オリンピッ

ク市場への販路開拓

支援事業 

【新規事業】 

2,000 

東京オリンピックを契機として拡大しているスポーツ関連市場へ、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

援している。 

・支援件数：5社 

（地域産業・技術振興課） 

北陸繊維産地地域連

携事業 
10,397 

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：3グループ 

・北陸ヤーンフェア開催(10 月、出展者数：44社、来場者数：2010人) 

・ジャパンクリエーション出展(11月、出展者数：3社) 

（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、産地振興を図っている。 

・支援件数：4団体 

（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 

【新規事業】 

7,171 

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)の強化を図っている。 

・新商品開発：4件 

・学生研修：4校、106名（学生 93名、教員 13名） 

（地域産業・技術振興課） 

嶺南地域新産業創出

支援事業 
8,991 

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。 

・支援件数：5件 

（電源地域振興課） 

拠点化計画促進研究

開発事業 
27,300 

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。 

・支援件数：2件 

（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している。 

（ブランド営業課） 
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観光商談会開催事業 3,150 

大都市圏（東京、大阪、名古屋）での商談会において観光客誘致を図

っている。 

・参加者：県内観光事業者 127団体 

（観光振興課） 

福井県の物産と観光

展開催事業 
7,694 

大都市圏において物産と観光展を開催し、物産の販路開拓、観光客

誘致を図っている。 

・出展者：38社 

（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ている。 

（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：6回 

 ・地魚を用いた商品開発支援：31品 

（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、県産材の利用を図っている。 

（県産材活用課） 

県産材搬出機械化支

援事業 
2,450 

低コスト林業を行う素材生産業者が高性能林業機械をレンタルする際

の経費を助成し、間伐材等の生産拡大を図っている。 

（県産材活用課） 

間伐加工施設整備事

業 
68,088 

間伐材の有効利用を図るため高性能林業機械や木質バイオマス加工

施設等を整備し、間伐材や木質バイオマスの利用促進や安定供給を図

っている。 

（県産材活用課） 

ふるさと特用林産物

再生事業 
7,000 

香福茸（ジャンボ椎茸）、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：特用林産物生産額 7.5億円】 

（森づくり課） 

※【目標】とは、政策合意で掲げる目標（以下同じ） 

 
 

（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」や「ふくいＡＩビジネス・オープンラボ」等により、

創業や中小企業の新たなビジネスの創出を支援するとともに、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、開業支援資金による

金融面での支援を行っているほか、ふるさと納税を活用して新事業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） 

開業支援資金 

（制度融資） 
111,540 

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：47件、融資金額：297,320千円（12月末） 

（産業政策課） 
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おもてなし商業エリア

創出事業 
25,706 

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：3市町、ソフト支援：1市 

（産業政策課） 

地域商業活性化事業 23,182 

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:99件（12月末） 【目標：250件】 

・商店街、共同店舗におけるハード整備、ソフト事業支援：6件（12月末） 

（産業政策課） 

創業支援事業 

－ 

（ファンド運用益

を活用) 

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。（ふるさと企業育成ファンド事業） 

・支援件数：14件 

（新産業創出課） 

新分野展開スタートア

ップ支援事業 

－ 

（ファンド運用益

を活用) 

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。 

 ・支援件数：9件 

（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・ＩｏＴを体験できる機器の展示や専門家に

よる相談対応を行う「ふくいＡＩビジネス・オープンラボ」を 11月に設置し、

導入の促進や新たなビジネスの創出を支援している。 

・ふくいＡＩビジネス・オープンラボ利用者：1,249名（12月末） 

（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してい

る。 

・県の支援による創業数：43件（12月末） 

（新産業創出課） 

学生ベンチャー・チャ

レンジ応援事業 

【新規事業】 

1,750 

大学での研究成果や学生の斬新なアイディアを活かした創業へのチャ

レンジを支援している。 

・支援件数：1件（12月末） 

（新産業創出課） 

ふくいｅ－オフィスプロ

ジェクト 

【2月補正】 

3,092 

県外ＩＴ企業を本県に誘致するため、事務所設置・運営に係る経費を

助成している。 

・支援件数：1社（12月末） 

（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】 

6,108 

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

トを支援している。 

・支援件数：6件 支援金額：4,788千円 

（地域交流推進課） 
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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、ＩｏＴやＡＩ等を導入する企業、円滑な事業承

継に向けて取り組む企業など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 

（制度融資） 

2,000 

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。 

（産業政策課） 

ＩｏＴ・ＡＩ等導入促進

補助金 
18,888 

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等の導入経費を助成している。 

・補助件数：10件、10社 

（新産業創出課） 

事業承継支援資金 

（制度融資） 

【新規事業】 

40,000 

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

金を融資している。 

（産業政策課） 

ふるさと企業経営承

継円滑化事業 

【新規事業】 

19,765 

県内中小企業の円滑な事業承継のため、後継者が継ぎたくなるような

事業への改善や、親族外承継の準備に必要な企業価値の評価に伴う経

費を助成している。 

・支援件数：14社（12月末） 

（産業政策課） 

中小企業団体中央会

育成事業 
76,468 

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） 

小規模事業経営支援

事業 
934,784 

  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：31,084件（上半期） 

 ・企業支援：2,201社（上半期）（累計 8,406社） 

【目標：2,295件、累計 8,500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） 

6,660 

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。 

・専門家派遣：24社、205回（12月末） 

（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している。 

・嶺南特別サポート：225件（12月末） 

（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をサポートしている。 

・嶺南企業支援：227社（12月末）（累計 764社）  

【目標：213件、累計 750社】 

・企業訪問等：705件（12月末） 

（産業政策課） 



 

 11 

（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 3,390,242 

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 11資金計 311億円） 

・融資件数：744件、融資金額：12,929,746千円（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：602件（12月末） 

（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っている。 

 ・保証料補給：688件（12月末） 

（産業政策課） 

小規模企業者等設備

貸与事業 
40,000 

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：1件、貸与金額：1,100千円（12月末） 

（産業政策課） 

信用補完事業 291,296 

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） 

 
 

（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２９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 10,193 8,455 83.0 

工 事 47,762 47,100 98.6 

役 務 21,845 16,656 76.2 

合 計 79,801 72,211 90.5 
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 （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 
741億円 

（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（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 
55,278 

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行っている。 

（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：407件（12月末） 

 （産業政策課） 

“ふくいのとっておき”

フードフェア開催事業 
14,935 

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：71社、来館者：90,227名 

（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っている。 

 ・寄港決定回数：6回（12月末）【目標：5回】 

（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誘致活動を強化するとともに、クルーズ客船の歓

迎機運の醸成を図り、経済効果の高いクルーズ客船の誘致を行ってい

る。 

 ・寄港決定回数：6回（12月末）【目標：5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 
10,810 

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、受入れ体制を整えている。 

・寄港決定回数：6回（12月末）【目標：5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 
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ている。 

 ・新小学１年生への塗箸の配布：6,781膳 

・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 
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している。 

（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。 

 ・助成件数：延べ 45,000人（12月末） 

（観光振興課） 
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県産材を活用したふ

くいの住まい支援事

業 

66,764 

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 
8,914 

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：23戸（12月末） 

（建築住宅課） 

木造住宅耐震化促進

事業 
12,153 

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：30戸（12月末） 

（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：132戸（12月末） 

（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 
198 

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。 

 ・支援件数：県内企業 7社 

（地域産業・技術振興課） 

一般研究事業 6,949 

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 
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

同研究を実施している。 

 ・支援件数：12件 

（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、将来の担い手となる若手技術者の

配置を評価している。 

（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。 

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。 

 ・嶺北会場 平成 30年 9月 17日、参加者数：1,601名、企業数：24社 

・嶺南会場 平成 30年 9月 22日、参加者数：359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：21社（12月末） 

（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 

日時：平成 30年 4月 11日、参加者：企業等 34社 

・外国人留学生と県内企業の合同企業説明会の開催 

日時：平成 30年 4月 15日、参加者：企業 26社、留学生等 52名 

・県内企業による留学生採用：10名（12月末）【目標：10名】 

（国際経済課） 
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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している。 

・日時：平成 30年 11月 5日～16日 

・参加者：8名 

（国際経済課） 

宇宙産業創出支援事

業 
6,372 

県内企業の宇宙産業参入を促進するためのセミナーの開催や研究開

発を支援している。 

・宇宙産業への参入：2社・団体増（累計 53社・団体） 

・東京大学への研修支援：3件（12月末） 

・県外大学等との共同研究支援：2件（12月末） 

（新産業創出課） 

宇宙技術および科学

の国際シンポジウム 

（ＩＳＴＳ）開催推進事

業 

4,198 

平成31年度に本県で開催される「第32回宇宙技術および科学の国際

シンポジウム（ＩＳＴＳ）」に向けて、福井市と協力して受け入れ態勢の整

備、周知・広報、県民機運の醸成を図っている。 

・地元事業実行委員会の開催（6月、11月） 

・テクノフェア 2018において、「宇宙博 inふくい」を実施 

・子供たちの県内宇宙関連企業等への見学ツアー 参加者：50名 

（新産業創出課） 

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している。 

・顧問の企業指導実績（12月末） 

指導企業・団体数：12企業・団体、指導回数：15回 

・ふくいロボット・テクニカルセンター利用者実績（12月末） 

見学会実施：30回、相談件数：91回、機器利用件数：19件 

（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） 

越前ものづくりの里プ

ロジェクト 
29,557 

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

成や商談会など販路拡大につながる事業を行っている。 

・伝統工芸職人塾：長期塾生 19名、短期 12名（12月末）（累計：125名） 

   【目標：27人、累計 120人】 

・産地連携事業：国内外からバイヤー招聘し、工房見学・個別商談等実施 

日時：平成 30年 10月 19日～21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） 

－ 

（ファンド運用益

を活用) 

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：15名 

（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】 

56,875 

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している。 

（労働政策課） 



 

 16 

シニア人材活躍支援

事業 
10,249 

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：47件（12月末）（累計 151人） 

【目標：46件、累計 150人】 

（労働政策課） 

若年技能者能力アッ

プ支援事業 
614 

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（7職種で実施）  

・技能五輪全国大会（3職種 4名出場 うち銀賞 1名、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 
48,313 

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 
130,256 

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 
5,962 

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：13人（累計 41人） 

【目標：15人、累計 43人】 

（労働政策課） 

社会人キャリアアップ

支援事業 
1,060 

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：8名、学びなおし企業奨励金：1社 

（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：1,620件、利用者：42,792名、研修受講者：517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 
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

援している。 

・相談件数：5,994人(12月末)  

（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・11月）、参加者：371人 

（若者・定住支援課） 



 

 17 

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

促進している。 

・U ターン就職面談会の開催（8月）、参加者：165人 

・東京・名古屋・大阪で就職面接会開催（1 月・2 月）、県内企業 40 社が

参加予定 

（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している。 

・県外参加者：231人 

（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、都市圏で業界・

企業研究会を開催するとともに、県からの就職支援情報を提供している。

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

就職を支援している。 

・業界・企業研究セミナーの開催：12回、参加者：134人(12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 
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ターン就職を支援し

ている。 

・「ふくいで決めようＵターン就職フェア」の開催（2月・3月）、県内企業 

 95社が参加予定 

（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、交通費を支援している。 

（若者・定住支援課） 

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行うとともに、受入企業の開拓を推進している。 

・受け入れ団体：181事業所、参加学生：624人 

（若者・定住支援課） 

ふるさと企業人材確

保支援事業 
6,353 

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。 

・合同企業説明会開催（3月）、県内企業 275社が参加予定 

（若者・定住支援課） 

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している。 

・利用者：1,331人（12月末） 

（若者・定住支援課） 

企業の魅力発見バス

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

就職を促進している。 

・訪問件数：9 コース 27社（8月～11月）、参加者：181人 

（若者・定住支援課） 
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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等を行っている。 

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等で発信している。（2月） 

 ・登録件数：累計 235件（12月末）【目標：250件】 

（女性活躍推進課） 

ふくい女性活躍支援

センターの運営事業 
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している。  

・女性活躍支援センター就職者数：96人（12月末）【目標：120人】 

（女性活躍推進課） 

女性活躍社会づくり

推進事業 
3,963 

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している。 

・「未来きらりプログラム」受講者  

   企業リーダーコース：30名 

   製造業リーダーコース：10名 

   上司力養成コース：19名 

・女性活躍プロジェクトチーム支援事業補助金 支援件数：3社 

（女性活躍推進課） 

林業担い手確保・定

着事業 
1,200 

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 
21,546 

「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ってい

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 

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 
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

を表彰している。 

 ・受賞者数：17社 

（産業政策課） 
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福井国体消費拡大キ

ャンペーン事業 
5,340 

福井国体において、県内小売店や飲食店等のＰＲを行い、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：508社【目標：累計 500社】 

（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、国内外への新規販路開拓を支援している。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。 

 ・助成件数：12社（12月末） 

（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、家族みんなで子育てを支え合う環境づくりと進めるため、祖父母への育児休

暇の取得を支援しています。 

 

 （単位：千円） 

関係事業名 最終予算額 実施概要（担当課） 

働きやすい企業応援

事業 

【新規事業】 

2,788 

男女ともに子育て・介護をしながら働けるなど、誰もが働きやすい企業に

対し、「働きやすい福井企業大賞」を授与し、情報発信等することで、働き

やすい職場づくりを促進している。 

（労働政策課） 

女性の職場復帰等支

援事業 
3,140 

 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：32社（12月末）（累計 116社） 

【目標 36社、累計 120社】 

（労働政策課） 

祖父母の育児休暇取

得促進奨励金事業 
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してい

る。 

 ・支援件数：10件（1月 11日時点） 

（子ども家庭課） 
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３ 平成３１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３１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） 
240,000 

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 
243,689 

「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 
7,818 

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） 

おもてなし産業魅力

向上支援事業 
80,366 

北陸新幹線敦賀開業に向けて、新幹線駅周辺をはじめとする市街地

や観光拠点周辺における店舗等の改装や設備導入、土産品の開発等を

支援する。 

（産業政策課） 

ふくいの逸品創造ファ

ンド事業 

－ 

（ファンド運用益

を活用) 

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。 

（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 

31,936 

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） 

ふくい貿易促進機構

運営事業 
38,538 

「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） 

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荷主および取扱貨物量を増加させた継続利

用荷主に対し助成し、福井港の利活用を促進する。 

（企業誘致課） 

県民衛星プロジェクト

支援事業 
185,464 

県内企業等が主体となり打上げを目指す県民衛星の製造等を支援

し、本県宇宙産業の創出を促進する。 

（新産業創出課） 
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宇宙産業拡大支援事

業 

【新規事業】 

43,562 

超小型人工衛星の製造や運用、衛星から得られるデータの活用など

県内宇宙産業の拡大に向けた取組みを支援する。 

（新産業創出課） 

産業情報化支援事業 15,551 

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イベントを実施する。 

（新産業創出課） 

福井しあわせ健康産

業創出支援事業 
13,200 

繊維、眼鏡などの高度なものづくり技術を活用し、医療・介護など健康

産業への参入を促進するため、医療現場との情報交流や販路開拓等を

支援し、早期事業化を支援する。 

（新産業創出課） 

産業デザインプロデュ

ース事業 
1,851 

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 
3,549 

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 
1,043 

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 
128,256 

本県の工芸の魅力を国内外に発信するため、世界的アーティスト    

テオ・ヤンセン氏と越前和紙による世界初のコラボ展および、各工芸産地

の魅力を集約した国際工芸展を開催し、国内外における福井の工芸品

の知名度向上、販路拡大を図る。 

（地域産業・技術振興課） 

産地新ブランド・流通

サポート事業 
7,822 

ものづくり企業、伝統工芸職人、デザイナーなど幅広い層を対象に、

流通サポートを含めた新ブランド・商品開発を支援する。 

（地域産業・技術振興課） 

地域特産工業振興対

策事業 
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 
9,246 

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 

10,798 

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） 
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台湾連携中国市場開

拓技術商談会開催事

業 

472 

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 

61,589 

県内企業、大学・公設試等研究機関、金融機関が連携チームを結成

して行う技術開発・試作品開発、販路開拓のうち、「ふくいオープンイノベ

ーション推進機構」が認定した取り組みに対して補助する。 

（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 
41,798 

「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。また、

開発成果を新規分野に転用することにより製品化を支援する。 

（地域産業・技術振興課） 

伝統的工芸品新機能

開発事業 
3,170 

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 
2,731 

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 
87,671 

炭素繊維を用いた新たな航空機用部材の開発についてエンジン部材

から胴体などに広げるための研究を行う。 

（地域産業・技術振興課） 

炭素繊維の自動車分

野への展開支援事業 
11,163 

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

行う。 

（地域産業・技術振興課） 

２０２０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スポーツ関連市場へ、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） 

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） 

福井繊維産地サプラ

イチェーン強化支援

事業 

7,413 

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 
69,117 

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） 
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恐竜ブランドキャラク

タービジネス促進強

化事業 

11,017 

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行い、観光客誘致を図る。 

（観光振興課） 

ふくいの物産と観光

展開催支援事業 
15,000 

大都市圏で開催する物産と観光展を行い、物産の販路開拓と観光客

誘致を図る。 

（観光振興課） 

がんばる魚屋販売促

進事業 
217 

鮮魚店が実施する地魚の販売促進のための取り組みを支援し、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） 

県産材搬出機械化支

援事業 
3,250 

低コスト林業を行う素材生産業者が高性能林業機械をレンタルする際

の経費を助成し、間伐材等の生産拡大を図る。 

（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 

（単位：千円） 

関係事業名 当初予算額 実施概要（担当課） 

開業支援資金 

（制度融資） 
1,100,000 

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。 

（産業政策課） 

創業支援事業 

－ 

（ファンド運用益

を活用) 

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。（ふるさと企業育成ファ

ンド事業） 

（新産業創出課） 

新分野展開スタートア

ップ支援事業 

－ 

（ファンド運用益

を活用) 

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） 

（新産業創出課） 

ＩｏＴ・ＡＩ普及促進事

業 
63,229 

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とと

もに、産業情報センター内に設置したふくいＡＩビジネス・オープンラボに

おいて最新のＡI関連の情報提供や相談対応を行うことで県内企業への 

ＩｏＴ・ＡＩ等の普及を促進する。 

（新産業創出課） 

ふくい創業者育成プ

ロジェクト 
5,350 

女性や若者、ＵＩターン希望者などの創業者に対し、相談窓口を設置

するなど創業に至るまでのサポート体制を整備する。 

（新産業創出課） 

学生ベンチャー・チャ

レンジ応援事業 
2,865 

大学での研究成果や学生の斬新なアイディアを活かした創業へのチャ

レンジを支援する。 

（新産業創出課） 
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ふくいｅ－オフィスプロ

ジェクト 
552 

今後成長が見込まれる県外ＩＴ企業を生活環境に恵まれた本県に誘致

するため、事務所設置等に係る経費を支援する。 

（新産業創出課） 

ふるさと納税による新

事業創出支援事業 
10,630 

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。 

・支援件数：10件（うち 3件が起業関係）（想定） 

（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（制度融資） 
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） 

事業承継支援資金

（制度融資） 
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） 

ふるさと企業経営承

継円滑化事業 
22,365 

県内中小企業の円滑な事業承継のため、後継者が継ぎたくなるような

事業への改善や、親族外承継の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 
79,291 

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） 

小規模事業経営支援

事業 
944,602 

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） 

7,688 

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 
4,732 

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） 
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（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 5,340,000 

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 11資金、計 245億円） 

（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 

178,066 

【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 
100,000 

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 142,439 

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） 

 

 

（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 522億円  
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） 

中小企業取引情報提

供事業 
5,988 

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） 

海外クルーズ客船誘

致促進事業 
4,580 

海外クルーズ客船の誘致活動を強化するとともに、クルーズ客船の歓

迎機運の醸成を図り、経済効果の高いクルーズ客船の誘致を行う。 

（企業誘致課） 

海外クルーズ客船お

もてなし事業 
13,425 

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 
5,793 

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） 

福井を学ぶ体験旅行

推進事業 
42,999 

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） 
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県産材を活用したふ

くいの住まい支援事

業 

91,719 

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 
10,120 

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） 

木造住宅耐震化促進

事業 
14,561 

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） 

県有施設等の耐震化

促進事業 
25,306 

県営住宅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。 

（建築住宅課） 

多世帯同居・近居住

まい推進事業 
14,438 

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 
196 

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 8,113 
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 
7,930 

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） 
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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） 

留学生県内就職支援

事業 
2,701 

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） 

国際ビジネス人材育

成支援事業 
3,571 

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、県内企業の国際人材の育成を支援する。 

（国際経済課） 

宇宙技術および科学

の国際シンポジウム（Ｉ

ＳＴＳ）開催事業 

11,135 

国内外から多数の来訪者が見込まれる「第 32 回宇宙技術および科学

の国際シンポジウム（ＩＳＴＳ）」（6 月、福井市で開催）に向けて、県民への

周知・広報、県民機運の醸成を図るとともに、大会期間中は県民向けに

宇宙関連イベントを実施し、科学・宇宙技術への興味を育む。 

（新産業創出課） 

ロボット導入支援事業 4,672 

工業技術センターにおいて、ロボットシステムの企画、構築などの指導

を行い、企業へのロボット導入を促進する。 

（新産業創出課） 

Ｕ・Ｉターン移住就職

等支援事業 

【新規事業】 

94,183 

移住就職者の移住や起業に係る経費を支援するするとともに、就職に

係るポータルマッチングサイトを改修し、求職者と求人企業のマッチング

を強化することで、本県への移住を促進する。 

（若者・定住支援課、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 
32,646 

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

成や商談会など販路拡大につながる事業を行う。 

・伝統工芸職人塾の運営 

・国内外からバイヤー招聘し、工房見学・個別商談ツアー実施 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） 

－ 

（ファンド運用益

を活用) 

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 
57,700 

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） 

シニア人材活躍支援

事業 
11,304 

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 
464  

「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 
54,374 

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 
235,419 

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 
6,767 

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） 

中小企業産業大学校

管理運営事業 
38,202 

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） 

Ｕ・Ｉターン人材開拓

事業 

【新規事業】 

76,302 

福井Ｕターンセンターに人材開拓員を配置し、都市部からの新たな移

住希望者を開拓するとともに、積極的な移住施策を展開し、本県への移

住を促進する。 

また、県内企業が新分野進出や新製品開発等の事業を実施するため

に、その中核となる人材をＵＩターン採用した場合、人件費を補助する。 

（若者・定住支援課、労働政策課） 

ふるさと福井移住定

住促進機構運営事業 
47,178 

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） 

学生インターンシップ

推進事業 
13,497 

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。また、

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 
3,193 

県外に進学した学生に県内企業の魅力を伝えるため、県内企業から

県外学生に直接企業情報を提供する。また、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） 

ふくい就活応援・企業

魅力発信事業 
9,063 

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。また、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」を都市部で開催し、学生の県内就職を支援する。 

（若者・定住支援課） 

Ｕターン学生就職活

動応援事業 
3,910 

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） 

キャリアナビセンター

運営事業 
15,287 

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。 

（若者・定住支援課） 

企業の女性活躍推進

事業 
2,073  

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等を行うほか、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。 

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

センターの運営事業 
12,744 

求人情報や保育情報を提供し、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。 

（女性活躍推進課） 

働く女性の活躍支援

事業 
3,877 

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。 

 （女性活躍推進課） 

林業担い手確保・定

着事業 
3,050 

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 
37,526 

「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 
329 

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） 

「『実は福井』の技」普

及事業 
2,804 

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を支援する。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 
12,723  

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 
8,801  

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） 

 

 

（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 
2,162 

男女ともに子育て・介護をしながら働けるなど、誰もが働きやすい企業

に対し、「働きやすい福井企業大賞」を授与し、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） 

祖父母の育児休暇取

得促進奨励金事業 
1,000 

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） 
 


