
令和元年度 事業報告書



公益財団法人ふくい産業支援センター

令和元年度  事 業 報 告

概 要

当センターでは平成３１年３月に福井県が改訂した「福井経済新戦略」にもとづき、県

内企業の新分野進出等を促進する中核的支援機関として県や他の機関等と連携を図りなが

ら、新しい取り組みに意欲的にチャレンジする企業を積極的に支援しました。

国の委託事業により構築した事業承継支援を担う関係機関のネットワーク運営によって

掘り起こされた承継ニーズに対して、事業承継コーディネーターが各機関と連携しながら

個別支援を行い、また、ネットワークの機能を活用しながら、本県の業種や業界、地域の

特性などにより特に重要度が高い事業承継の課題解決に対して、集中的な支援に取り組み、

事業承継の促進を図りました。

県が開設した「ふくいＡＩビジネス・オープンラボ」の運営を行うほか、ＩｏＴ専門家

派遣や社内人材の育成研修を行い、県内企業のＡＩやＩｏＴ導入促進を支援しました。

創業予定者を対象とした各種相談への対応や、創業計画策定等に関する勉強会の開催な

どを通して、創業の後押しと事業化までの支援を行いました。また、ピッチイベントの開

催によりビジネスパートナー獲得や資金調達を支援したほか、新規事業としてＵ・Ｉター

ン者の創業にかかる経費の一部を助成するなど、起業・創業の促進を図りました。

従来の大手食品卸売企業等との商談会の開催および大規模食品展示会への出展を支援し

たほか、今年度は新たに県内外の小売店等の仕入れ担当者とのＢｔｏＢマッチング展示商

談会を開催するなど、更なる販路拡大に向けた支援を行いました。

新たに「小規模事業者支援強化事業」を創設し、小規模事業者が販路開拓や生産性向上

に取り組む経費を助成するなど、既存の助成事業も併せて実施することで、観光客受入態

勢の強化や経営者の世代交代など、県内企業の今後の環境変化への対応を支援しました。

「ふくいオープンイノベーション推進機構」で行う、産学官金連携による研究開発プロ

ジェクトで得られた研究開発成果を新規分野に転用することにより、製品化を支援し、売

上げの拡大を支援しました。

サンドーム福井に整備された「福井ものづくりキャンパス」における講座・教室等の開

催などに加え、外部専門家による商品企画やデザイン等の指導から主要百貨店等の商談会

への出展支援まで総合的にサポートすることで、売れる商品づくりを支援しました。

中小企業産業大学校において、体系的な集合研修のほか、「ものづくり改善インストラク

タースクール」を継続して開講し、幅広い人材の育成を支援しました。また、スクールで

養成した業務改善等に詳しいインストラクターの派遣も件数を増やして実施することで、

より多くの県内ものづくり企業の生産改善活動を支援しました。



事業報告

経営相談、創業・経営革新支援、経営情報の収集・提供に関する事業

【公益目的事業１】（３４７，７６２，９５９円）

県内中小企業等が抱えるさまざまな経営課題に対して、各分野の専門家の適切な助言

や施策あっせん、創業間もない企業や新商品開発・新事業展開に取り組む企業への事業

計画作成支援・課題解決への助言および取組みの推進、中小企業のＩＴ活用の促進、企

業経営に役立つ地域経済・産業および中小企業動向等に関する情報提供を行いました。

（１）ふるさと企業プロモート（１５，０１６，６８２円）

①総合相談

企業経営に関する幅広い知識と財務や技術等の専門的なノウハウを持つ中小企業

診断士が総合相談窓口において、職員と連携しながら創業、経営革新、ＩＴ活用等

の相談に対して適切な助言を行いました。

○相談実績 １,４２２件   うち女性経営者からの相談 ２１８件

《主な相談内容》

①融資・補助金に関する相談（３０％）

②経営指導に関する相談  （２８％）

③経営革新に関する相談  （ ９％）

④新規創業に関する相談  （ ７％）

⑤情報提供に関する相談  （ ５％）

⑥販路開拓に関する相談  （ ４％）

また、金融機関と連携して、各地で当該分野の専門家を交えた相談会を開催し、

アドバイスを行いました。

○相談会開催回数  ８回   相談実績  ３０件

さらに、中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新について、中小企業診断士

の資格を持つセンター職員が、ヒアリングや現地訪問を通じて計画書作成に関する

助言等を行いました。

○経営革新承認件数 ９件

②経営革新等フォローアップ

経営革新計画の承認を受けた企業などが事業を遂行する上で抱える経営上の悩み

や問題を早期に把握し、それら課題の解決を図るため、総合相談コーディネーター

が企業を訪問し、事業進捗の確認とアドバイスを行いました。

○訪問回数 ２０回   訪問企業数 ４６社



③専門家派遣

中小企業等が抱えている技術開発、商品開発、マーケティング、情報化等、様々

な経営課題や付加価値向上等の課題を解決するため、それぞれの分野に精通した知

識や経験を有する専門家を相談者の事業所に派遣（上限１０回）し、課題解決のた

めの適切な指導・助言を行いました。

○派遣先企業数 ３０社   派遣回数 ２５４回

      ※参考［類似事業］：中小企業・小規模事業者ビジネス創造等支援（近畿経済

産業局ミラサポ専門家派遣）での専門家派遣（無料、原則１企業３回まで）

派遣先企業数 ７社   派遣回数 １０回

（２）嶺南サテライトオフィス設置（４，５３９，７７７円）

アクアトム（敦賀市）２階に設置したサテライトオフィスを拠点として、専門家

による各種の相談対応や職員の地域企業等の巡回等を通じて経営相談対応や起業・

創業等のサポートを行いました。

○嶺南企業訪問数 ８３８社   施策活用実績 ６０７件（２２８社）

（３）よろず支援拠点［経済産業省委託］（４３，８０５，９０９円）

中小企業・小規模企業者の経営支援体制をさらに強化するために国が設置した本

県の「よろず支援拠点」として、よろず支援コーディネーター等と共に総合的先進

的経営アドバイスや、的確な支援機関・支援施策等の紹介等をワンストップで行い

ました。

    《チーフコーディネーター》１名 《コーディネーター》１１名

○相談実績 ３，５１０件

（４）高度化事業診断（６８８，４３８円）

県が実施する中小企業高度化事業に伴う診断業務を受託しました。

○診断件数 ２件

（５）福井県事業承継ネットワーク運営（２００，０５０円）

事業承継支援を担う関係機関のネットワークを構築し、各機関と連携しながら、

事業承継診断の実施やニーズの掘り起こし、課題解決のための支援機関の連携な

ど、事業承継の促進を支援しました。

   ○連携会議の開催 １回（８月６日 福井県県民ホール）

   ○事業承継ポータルサイトの運営

（６）プッシュ型事業承継支援高度化［中小企業庁委託］（３４，２３９，０９９円）

福井県と共同で事業承継支援を担う６６機関のネットワークを構築し、各機関と



連携しながら、事業承継診断の実施やニーズの掘り起こし、課題解決のための支援

機関の連携等を図りました。

福井県事業承継ネットワーク運営にて掘り起こされた承継ニーズに対し、専門家

（コーディネーター）が事業引継ぎ支援センターをはじめ各支援機関との連携をは

かりながら個別支援を行いました。

○専門家の配置

  ・承継コーディネーター（事業進捗等の責任者） １名

  ・ブロックコーディネーター（地域・業種担当） ３名

○事業承継支援戦略の作成

   事業取組の実効性を確保する観点から、事業承継の支援体制や支援方法、

目標などを取りまとめた支援戦略を作成しました。

○事業承継診断の実施 １，６４８件

○セミナー・勉強会の開催 ３回   参加者 ２０９名

（企業向け１回、構成機関向け２回）

また、ネットワークの機能を活用しながら、本県の業種や業界、地域の特性など

により特に重要度が高い事業承継の課題解決に対して、集中的な支援に取り組みま

した。

①後継ぎベンチャー支援

大学連携センターにおいて学生や後継ぎ候補の社会人などを対象とした産学

官連携の講義を開講しました。また、青年経済 4 団体（商工会・商工会議所・

中央会の青年部、青年会議所）が一堂に会して、家業を大きく成長発展させた

後継ぎ社長を交えた交流会を開催しました。

○産学官連携講義     ５講座  参加者１６９名（延べ）

○青年経済４団体交流会  １回   参加者 ３６名

②福井モデルの事業創継推進

UI ターン希望者や任期終了を迎える地域おこし協力隊員、また県が実施する

「後継者全国公募プロジェクト」に応募があった県外からの移住希望者などに

対して、コーディネーターが後継ぎ募集の情報提供等を行い、後継者不在の経

営者と起業を希望する若者などをつなぐ創業型の事業承継支援「事業創継」を

推進しました。

③地場産業サプライチェーン維持支援

コーディネーターが、特に繊維産業を重点に、サプライチェーンを構成する

企業への書面調査や企業訪問を実施して、廃業によりサプライチェーンの分断

等の懸念がないかを把握し、必要に応じて県事業引継ぎ支援センターと協力し



て合併・再編等の支援を行いました。

○繊維産業サプライチェーン調査

  調査期間 令和元年 11 月～令和２年２月（書面および訪問）

  対象企業 ５００社  回答数 １２４社（回答率２４．８％）

     ※具体的なコメントのあった３４社に追加の訪問調査実施

④支援メニューガイドブック整備

ネットワーク参加機関が掘り起こした課題から支援メニューに適切に結び付

けられるよう、事業承継計画作成の方法や県、各機関独自の支援メニューを掲

載した「事業承継の実践ワークシート」を作成し、各機関に配布しました。

   

（７）ＩｏＴ・ＡＩ普及促進事業（１５，０８４，６１０円）

   県内企業におけるＩｏＴ・ＡＩの導入・活用を促進することで、業務の効率化に

よる生産性向上、新ビジネス創造などを支援しました。

①ふくいＡＩビジネス・オープンラボの運営

    県内におけるＡＩやＩｏＴを活用した業務の改善・効率化や、新サービスの創

出を促進するため、最新のＡＩアプリケーションやサービスロボット、ＩｏＴ機

器等のビジネス活用や技術に関する相談対応や展示コーナーの運営、各種セミナ

ーや勉強会、プログラムの開発体験等を実施する「ふくいＡＩビジネス・オープ

ンラボ」を運営しました。

（ア）ふくいＡＩビジネス・オープンラボの運営

○来訪者数 ３，２８４人 相談対応件数 １３０件

（イ）最新のＡＩ・ＩｏＴシステムの体験コーナーの設置

○年４回更新 合計２５ブース

（ウ）定期的なセミナー、勉強会等の開催

（エ）関連図書等の閲覧・貸出

○利用者数２，０２９名 貸出件数１，１４９件

  ②ＩｏＴ専門家派遣事業

   ＩｏＴやＡＩの導入・活用の知識、ノウハウ等を有する専門家を企業に派遣し、

ＩｏＴ・ＡＩ導入による業務改善や生産性向上に向けた実践的なアドバイスを行い

ました。

  ○専門家派遣件数 ２３社

  ③ＩｏＴ・ＡＩ社内人材育成研修事業

中小企業者等がＩｏＴ・ＡＩを導入する際に必要な社内人材を育成するための研

修会を実施しました。



   ○開催回数 １回（６回シリーズ） 参加者数 １１社、１７名

（８）福井県産業情報センター運営（１２８，８１６，９２６円）

①産業情報センター施設運営

県からの指定を受け、福井県産業情報センターの各施設・設備の貸出業務や

維持管理等の運営業務を行います。小割化した入居施設やコワーキング（*）スペ

ース、マルチメディアサポートセンターに整備した４Ｋカメラや編集機器、イ

ンターネット配信機器等の最新映像機器を有効に活用しＩＴベンチャーが利用

しやすい環境を提供して、情報化に関連した創業者の育成、情報産業振興の拠

点施設として利用促進を図りました。

※フリーランスの方や起業家などが事務所スペース、会議室、打ち合わせスペースなどを
共有しながら独立した仕事を行う新しいワークスタイルです。

＜施設の入居および貸出件数＞

○インキュベートルーム、共同研究室、技術開発室の入居件数 ４１５件

○マルチホール、会議室等の貸出件数            ８０８件

○マルチメディア制作コーナーの貸出件数          １５９件

○嶺南支所パソコン実習室の貸出件数             １９件

（同室の相談等貸出以外の件数           １，９７４件）

○コワーキングスペース利用者数            ２，２３１人

②情報化人材育成  

県内の情報化人材の育成・確保を図り、中小企業等の情報化を支援するため、

日常業務に役立つ実践的な研修やインターネット販売等の電子商取引（ＥＣ）、

ＩｏＴやビッグデータ分析などの各種研修を産業情報センターおよび情報セン

ター嶺南支所で実施しました。

○ＩＴコース ６７講座（８８回）   受講者数 １，１１６人

（９）ＩＴビジネスマッチング推進（４，５１１，５５４円）

ＩＴ企業リストの作成や展示会への共同出展をとおして、ＩｏＴ・ＡＩ・マルチ

メディア分野など「次世代ＩＴ」を利用している県内のＩＴ企業の情報を広く周知

し取引拡大を支援しました。

○ＩＴ見本市「シーテック・ジャパン」への共同出展

出展企業数 ７社   来場者数 １４４，４９１人

  ○ＩＴ関連企業の業務内容調査

掲載社数 ４８社

（１０）ＩＴセミナー（６２８，１５７円）

ＩｏＴ・ＡＩ・マルチメディア分野など「次世代ＩＴ」を活用した県内中小企業



の課題解決や新たな付加価値の創造、新ビジネスの創出を促進するため、ＩｏＴや

ＡＩに関するビジネス活用や最新技術に関するセミナーおよびマッチング交流会を

開催しました。

○ビジネス活用セミナー・交流会            ３回 受講者数 １３０人

○地元ＩＴ企業と中小企業等のビジネスマッチング交流会 １回 共同出展 ８社

（１１）学生ソフトコンペティション（５５１，８９８円）

学生対象のソフトウェアコンペティションを実施しました。アプリケーション作

品などを公募・審査し、次世代を担う IT 技術者の発掘・育成を図りました。

○大賞 １点、優秀賞 ２点、福井県ＩＴ産業団体連合会会長賞 １点、

協賛企業賞 １２点

（１２）支援センター見える化強化（６，１２７，１７９円）

情報誌やホームページ、イベント開催等を通じて、当センター事業や成果のほか、

企業経営や産業に関する情報を広く発信しました。

①情報誌「Ｆ-ＡＣＴ」

最新の経済トピックスをテーマとした特集や、経営、マーケティングに役立

つ連載、新事業に取り組む県内企業インタビューなど、県内企業に役立つ情報

を掲載した情報誌を隔月で発行しました。

○年６回（奇数月発行）  発行部数 ３，４００部／回

②インターネットによる情報提供

当センターホームページをより利用しやすくリニューアルするほか、ＳＮＳ

を積極的に活用して、企業に役立つ情報をタイムリーに発信しました。

③メディア向け合同プレゼンテーション会

当センター事業を活用した企業を対象に、事前にプレゼン指導等を行い、メ

ディア向けに新商品や新しい取り組みを発表するプレゼンテーション会を開催

しました。また、企業のプレゼンテーションの様子を当センターのホームペー

ジでＬＩＶＥ配信するほか、いつでも閲覧できるようにすることで、企業のＰ

Ｒを支援しました。

○開催回数 ２回   参加企業数 ９社 参加メディア数 延べ６社

④情報センターを会場としたイベント

kumando ウィークとして、ソフトパークふくい(協)と連携し、情報化をテー

マとした基調講演やワークショップ、セミナー等を情報センタービルにて集中

的に実施しました。

○基調講演 １回  参加者数 ６０名



○ワークショップ ４回  参加者数 １４２名

（参考）他の事業によるセミナー等 ９回  参加者数 ２６４名

⑤冊子やパネルによる広報

支援成果を紹介するパネル展の開催や、パンフレット、活用事例集、中小企

業施策ハンドブック等を作成・配布して事業の周知に努めました。

（１３）ふくいナビ等機器管理（８，３２６，０８０円）

「福井県産業情報ネットワーク」（愛称：「ふくいナビ」）の機器管理およびホーム

ページやメールマガジンの運営を行い、中小企業支援機関における情報の共有化を

推進しました。

〇メールマガジン「ふくいナビ情報」講読者数 １，９９４人（令和元年度末現在）

（１４）ふくい創業者育成プロジェクト（８，１２６，１６６円）

創業者向けのセミナーの開催や相談・助言を行うことにより、女性や若者、Ｕ・

Ｉターン希望者などの創業への取り組みを支援しました。

①ふくい創業者育成体制整備

○創業マネージャー設置

創業から事業化までを伴走型で支援する創業マネージャーを６名配置し、産

業情報センターコワーキングスペースを拠点として創業者等への相談対応を行

いました。

  ◯相談実績 305 件

②ふくい女性創業チャレンジ支援

○女性創業窓口設置

ふくい女性活躍支援センター（運営：（公財）ふくい女性財団）内に、創業を

希望する女性に対する相談窓口を定期的に設置し、創業に関する課題に対して

助言を行いました。

◯相談件数 ５８件

    ③○新ふくい創業者育成事業

創業者の掘り起しから創業後の事業拡大まで、段階的な支援を行いました。

（ア）創業セミナー開催

創業に関する情報の提供や創業意識の醸成、創業希望者の発掘のための創

業セミナー（女性、シニア、UI ターン）を開催しました。

◯開催回数：年３回、参加者数：６３名

（イ）創業事例紹介番組「ふくい創業者チャンネル」の配信（YouTube）

県の支援制度を通じて創業した先輩起業家による創業の事例を紹介する



Youtube 番組を配信しました。

◯開催回数：年６回

（ウ）創業計画書作り勉強会「創業準備ワークショップ」の開催

創業の実現につなげるため、具体的な事業構想をもつ創業準備者を対象に、

創業計画書作りの演習を開催しました。

       ○開催回数：年４回、参加人数：２０名

（エ）ふくい創業ゼミ

創業間もない起業者を対象に、ビジネスモデルのブラッシュアップおよび

事業コンセプトの明確化するためのワークショップ「ふくい創業ゼミ」を開

催しました。

       ○開催回数：年４回、参加人数：５０名

（オ）女性起業応援塾

本格的な事業展開を目指す福井県内の女性創業者を対象にグループワーク

型の勉強会「女性起業応援塾」を開催しました。

       ○開催回数：年４回、参加人数：２５名

    ④ふくいベンチャー企業育成事業

    （ア）ベンチャービジネス創出セミナー

      成長意欲の高いベンチャー企業経営者を対象に、資金調達等を実現するため

の事業計画づくりについてセミナーを開催します。

      ○開催回数：１回  参加人数６５名

    （イ）福井ベンチャーピッチの開催

      ベンチャー企業経営者と支援機関（ベンチャーキャピタル、金融機関等）と

の交流の場をつくり、ビジネスパートナー獲得や資金調達等を支援します。

      ○開催回数：１回  参加人数１８０名（オンライン開催）

    （ウ）ベンチャー塾の開催

      ベンチャーピッチ登壇者等を対象とした勉強会を開催する。

      ○開催回数：５回（シリーズ）  参加人数３１名

（１５）起業・創業促進［独立行政法人中小企業基盤整備機構委託］（２４１，３４５円）

創業補助金を取り扱う福井県の地域事務局として、既に採択を受けて創業や第二

創業に取り組んでいる中小企業等へのフォローアップ等を行いました。

販路開拓支援に関する事業【公益目的事業２】（７８，５５０，９０５円）

県内中小企業の自社商品や製造・加工技術等情報を広く発信するとともに、県内外企



業からの発注情報を提供したり、各種商談会・展示会への出展を後押しすることで、県

内外および海外企業との取引拡大と受注の安定を支援しました。

（１）ふくいの食品戦略的販路拡大支援（９，２５０，１１５円）

県内外への販路開拓を希望する食品関連業者を対象に、大規模食品専門展示会お

よび食品商社が主催する展示会への出展支援や県内外の小売店等の仕入れ担当者と

のＢｔｏＢマッチング展示商談会の開催等により、取引マッチングの機会を提供し

ました。

また、ＷＥＢサイトを活用した商品情報の提供や食品バイヤーとの個別取引マッ

チングなどを行いました。

① 大規模食品専門展示会（スーパーマーケットトレードショー）への出展支援

  出展企業 全３０社     ※支援センター１８社、敦賀・小浜商工会議所各６社

    来場者数 ８０，４２８名（主催者発表）

② 食品専門商社が主催するプライベート展示会への出展支援 ４回

③ ＢｔｏＢマッチング展示商談会の開催 １回

④ 食品バイヤー向けＷＥＢサイトの運営

○登録企業数 ９０社   （掲載商品累計 ２６０品目）

○展示商談会やＷｅｂサイトを通じたマッチング件数 ７５０件

（２）取引マッチング（３，４４７，３３９千円）

県内下請企業が必要とする発注情報を収集・提供し、受注の安定と自社開発製品・

技術等の販路開拓を支援することにより、自立化を促進しました。

①受発注情報等収集提供

（ア）取引あっせん業務

○受発注企業の新規登録数 １０２社  取引あっせん紹介 ５３８件

（イ）県内受注企業の情報収集・提供

インターネットを活用して県内企業の製品や保有技術を情報発信し、県内外

の企業との取引マッチングのサポートを行いました。

また、県内企業の販路拡大を図るため、県外で開催される展示会および金融

機関が開催する展示会に出展し、福井県のものづくり企業の保有技術や製品を

紹介するとともに取引マッチングを行いました。

（ウ）発注企業開拓調査

県内中小企業の受注機会の増大と取引の広域化を図るため、県外の発注企業

における生産ならびに外注企業利用の現状と今後の計画等を調査しました。



（エ）県内外における商談会の開催

①合同広域商談会の開催

近畿６府県、四国４県および鳥取県の計１１府県の支援センターと（公

財）全国中小企業取引振興協会が連携し、合同商談会を開催しました。

○モノづくり受発注広域商談会（大阪）

  参加受注企業３８２社 うち本県企業 １０社  商談件数 １９件

○近畿・四国合同広域商談会（京都）

  参加受注企業３２９社 うち本県企業 １２社  商談件数 ３５件

②福井県元気企業ものづくり商談会の開催

関西・中部地域を中心とした発注企業および県内でのパートナーを探し

ている県内発注企業と県内の中小製造業との事前予約型商談会「福井県元

気企業ものづくり商談会」を開催しました。

○福井県元気企業ものづくり商談会

    発注企業 ２３社   県内受注企業 ２６社

    面談件数 １２７件

（３）下請かけこみ寺[(公財)全国中小企業取引振興協会委託]（６３８，５８８円）

下請取引の適正化を推進するため、｢下請かけこみ寺｣において、専門家による相

談対応や紛争解決の支援を行いました。

①相談業務

中小企業の取引に関する相談窓口「下請かけこみ寺」を設置し、専門家が対

応しました。また、下請取引上で発生した苦情やトラブルについて、登録弁護

士が無料で相談に応じました。

○相談件数    ４６件

○無料弁護士相談 １６件

②裁判外紛争解決（ＡＤＲ）業務

中小企業者が抱える下請取引等に関するトラブルを、裁判外紛争解決（ＡＤ

Ｒ）手続きにより調停を実施し、迅速な解決を図るため、県内企業に対して制

度の紹介など普及啓発を行いました。

③移動相談会等の開催

中小企業者の取引に関する相談について、登録弁護士が出向き「移動相談会」

を開催しました。

○開催回数 ６回   相談件数 １件



（４）取引情報提供（２，０７０，７６９円）

県内外のメーカー等からの発注情報を広く収集し、県内企業に対して適時適切な

情報提供を行い、受注機会の増大に努めました。

（５）海外事務所運営管理（２５，６５２，９００円）

福井県が中国・上海に開設している海外事務所の運営管理を行いました。

（６）ふくい貿易促進機構運営（１０，２５６，９２５円）

アジア市場における県内企業の販路拡大を促進するために県と経済界等が設立し

た「ふくい貿易促進機構」において、県と共に機構の活動拠点である「ふくい上海

ビジネスサポートセンター」および「ふくい貿易促進プラザ」の管理運営等を行い

ました。

○ふくい上海ビジネスサポートセンター   相談件数 ５５６件

○ふくいバンコクビジネスサポートセンター 相談件数 １，２０６件

○ふくい貿易促進プラザ          相談件数     ２７件

〇ふくいグローバルビジネスプラザ     相談件数   １９７件

○FOOD TAIPEI 2019＠台湾                  参加企業     ６社

○日本精品展 2019＠上海                 参加企業     ７社

○上海ものづくり商談会 2019             参加企業     ５社

〇中国越境ＥＣ事業            出店企業     ８社

  

○海外市場への売り込み強化事業

海外への販路開拓にチャレンジする県内企業を支援するとともに、福井県の知

名度向上を図りました。

（７）福井ふるさとエコノミー推進

地元企業間の取引を活発化させ、県内でお金とモノを循環させる福井ふるさと

エコノミーを推進するため、ビジネスマッチング交流会等を開催しました。

○支援機関等の営業人材ネットワークの構築

  営業人材ネットワーク参加者 ３７名 （※令和２年３月末現在）

○経済若手４団体（※）会員を対象としたビジネスマッチング交流会  １回

  参加者 ３６名

   ※県商工会議所青年部連合会、県商工会青年部連合会、県中小企業団体中央会、

日本青年会議所北信越地区福井ブロック協議会  会員数 延べ約 2,200 名

資金支援に関する事業【公益目的事業３】（４１１，６３９，０１６円）

県内中小企業等の地域資源を活用した商品開発や新分野展開、県内ものづくり企業へ



の技術系人材の就職促進に対して資金支援を行うことや、必要な設備の割賦販売または

リースを行います。

（１）ふくいの逸品創造ファンド（４，６５４，９３１円）

地域産業の活性化を図るためにふくいの逸品創造ファンドの運用益で、地域資源

を活用した中小企業等の商品開発や販路開拓等に対して助成しました。

①地域資源を活用した新商品開発・販路開拓支援

県内の特色ある産業資源（福井の強み）を基に、顧客ニーズを的確につかん

で商品計画を立て、最も有利な販売経路を開拓する中小企業等の取り組みに対

して、市場調査やテストマーケティング、販路開拓等の経費の一部を助成しま

した。

○対 象 者  県内に事業所を有する中小企業等

○助成条件  助成率 １／２以内  助成限度額２，０００千円

○新規採択事業数 ４件   交付決定額 ５，３２３千円

②ファンド管理

事業説明会、フォローアップ、審査委員会運営等のファンド管理のための事

務を行いました。

（２）ふるさと企業育成ファンド（９６，６００，７４３円）

県内中小企業の元気再生につなげるためにふるさと企業育成ファンドの運用益で、

県内中小企業の新分野展開や県内ものづくり企業への技術系人材の就職促進に対し

て助成しました。

①新分野展開スタートアップ支援

新分野展開を行う中小企業が、既存事業の経営資源を活用して取り組む経営

の多角化や事業転換に対して助成しました。

○対象事業   既存事業の経営資源を活用した経営の多角化や事業転換

○助成条件   助成率 ２／３  助成限度額 １０，０００千円

○助成金交付

        過年度に交付決定し助成事業を完了した企業に対して、助成金を交付。

交付実績 ５件   交付額 ３４,５２８千円

○新規採択事業数 ９件 交付決定額 ５９，９８０千円

②創業支援事業

      新たに起業・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ます。

○対象事業   創業者が行う地域の需要や雇用を創出する事業

○助成条件   助成率 ２／３  助成限度額 ２，０００千円

○採択者数 １３件  交付決定額 １９，５２８千円



③ものづくり人材育成修学資金貸付支援

県内外の理工系大学院（修士課程・博士課程）に在学し、県内ものづくり企

業に就職を希望している学生に対して、修学資金を貸与しました。

○貸与金額   月額６万円

○返還免除条件 県内に本社または生産拠点を有するものづくり企業に就

職し、継続して７年間勤務

○貸与決定学生数 １８名   貸与額 １８，７２０千円

（３）おもてなし産業魅力向上支援（７７，５８７，２９３円）

北陸新幹線の本県開業にあわせ、本県に数多くの観光客やビジネス客が訪れるこ

とが見込まれる。そこで、高速交通開通アクション・プログラムのエリアおよび各

エリアをつなぐ幹線道路沿いのおもてなし店舗等における観光客等の受入れ態勢に

ついて支援しました。

①店舗・施設改装設備導入

○補助対象  食品・工芸品等製造事業者、飲食店、土産品店、宿泊施設

  ○助成条件  助成率 ２／３    助成限度額 ３，０００千円

       ◯採択者数  ２７件 交付決定額 ７１，７２８千円

②商品開発

○補助対象  食品・工芸品等製造事業者

  ○助成条件  助成率 ２／３  助成限度額 ２，０００千円

◯採択者数 ３件  交付決定額 ６，０００千円

（４）事業承継円滑化支援（３６，２８７，４５５円）

   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

値の評価や設備継承に伴う経費を助成するほか、事業の実施にあたっては、福井県

事業承継ネットワークが計画策定からフォローアップまでの支援を行いました。

     ①事業改善型

事業承継に向けた事業改善のための店舗改装等の取り組みに経費の一部を助

成しました。

○対象企業 経営者が６０歳以上の中小企業、または経営者が６０歳以上

の中小企業を買収する企業

○助成内容 ２／３以内  ３，０００千円／社

◯採択者数  ８件 交付決定額 １７，９９９千円

   

②承継準備型



     近親者以外の者に事業承継するにあたり、その準備に必要な企業の価値評価

にかかる経費の一部を助成しました。

   小規模企業         ２／３以内    ２００千円／社

中小企業（小規模を除く）  １／２以内  １，５００千円／社

◯採択者数  ３件  交付決定額 ５１０千円

     

    ③○新事業創継・再編統合型

      創業型の事業承継や産地内での再編統合など、第三者への承継に伴う経費に

かかる経費の一部を助成しました。

          ○対象者 経営者が６０歳以上の小規模企業の事業を引継ぐ起業家

および産地の再編統合を行う中小企業者

       ○助成内容 ２／３以内  ３，０００千円／者

       ◯採択者数  １件 交付決定額 ０千円

                     （２年目交付予定額 ３，０００千円）

    ④○新ふくいの老舗逸品承継発展支援

     地域住民に長く親しまれている老舗企業の維持発展を図るため、その後継者が

代々培われた技術を活かし、時代にあった新たな商品開発等にかかる経費の一部

を助成しました。

       ○対象者 創業５０年以上で地域住民の豊かな生活・文化を支える商品を

製造または製造販売し、２０～４０歳代が後継または経営する

小規模企業者

       ○助成内容 ２／３以内  ３，０００千円／者

◯採択者数 １２件（応募１２件）  交付決定額 １８，００２千円

（５）○新小規模事業者支援強化事業（３１，８９９，９５０円）

     県内の商工会・商工会議所と連携して、県内の小規模事業者が県内外の消費者

や企業に向けた販路開拓や商品開発等に取り組む経費を助成しました。

       ○対象企業 県内小規模企業

       ○助成内容（販路開拓）新たな販促ツール（チラシ、ＨＰ作成等）、広告

                   、商品パッケージ改善デザインに係る経費等

            （生産性向上）省力化に向けた IT 導入に係る経費等

            （人材活用）廃炉工事参入のための従業員資格取得に係る経費

（受講料、受験料）等



※複数の事業者が連携した共同事業も対象

              ２／３以内  ５００千円／社

       ◯採択件数 ６８件 交付決定額 ３３，２５２千円

（６）学生ベンチャー・チャレンジ応援事業（１，７４６，８８０円）

若者の新しい視点に基づく創業、新サービスの創出を促進するため、学生等の

起業にかかる経費や初期段階における活動経費を支援しました。

○対象者 県産業情報センターの創業者支援オフィスに入居し創業する大学生等

    ○交付件数 ４件   交付決定額 １，７６４千円

（７）○新Ｕ・Ｉターン移住創業支援事業（１，４３６，８５０円）

ＵＩターン者のスキルを活かした創業を促進することにより、本県の開業率の向

上・県内産業の活性化を図るため、県外からのＵＩターンによる創業者に対する助

成制度を創設しました。

    ○助成対象者 県外から移住し、県内で創業するもの

○助成条件  助成率 ３／４  助成限度額 ３，０００千円

○助成件数 １件  交付決定額 １，４１５千円

（８）設備貸与（１４４，５３０，４７２円）

①小規模企業者等設備貸与

小規模企業者等の設備導入を、低利の割賦販売やリースで支援します。また、

この制度を利用中の企業に対して、経営指導などのフォローアップを行いまし

た。

  ［事業実施状況］

○貸与・リース実績 １件 １５，４００千円

                              

②設備貸与債権管理

過年度までに助成設備貸与事業で貸与した利用者からの割賦料もしくはリー

ス料の回収、利用者に対する経営指導などのフォローアップ、および県に対す

る借入金の償還等を行いました。

［債権管理状況］

○正常債権の状況

年度末残額   １２２百万円（割賦 90 百万円、リース 32 百万円）

○未収債権の状況

年度当初未収債権額 １７．９百万円 （ ４件）

年度内増加額       ０百万円 （ ０件）



年度内減少額     １．８百万円 （ ４件）

年度末残高     １６．１百万円 （ ３件）

［利用状況調査および巡回指導事業の実施状況］

  ○利用状況調査 ２６件    巡回指導の実施 ２６社

技術開発・デザイン振興に関する事業

【公益目的事業４】（３２０，２２５，８０９円）

県内産業を支える企業のモノづくりのための技術開発、新技術の研究開発、国や他機

関の公募型の受託事業および補助事業を活用した産学官金の緊密な連携・交流、商品企

画やデザイン活用によるブランド力強化のためデザイナーの派遣や研修、大都市圏で活

躍するバイヤー等による市場戦略指導などを通じて、技術開発・商品開発の促進、経営

基盤の強化等を総合的に支援しました。

（１）ふくいブランドものづくり推進（９，１７３，７２４円）

①ふくい産業技術広報

技術情報を掲載した機関誌「テクノふくい」の発行や、大学や公設試の技術

シーズ展示等を実施しました。

○機関誌発行 ２回   発行部数５００部／回

○展示会出展 （北陸技術交流テクノフェアなど）

②新技術・新工法展示商談会

県外大手企業等が要求する技術ニーズや製品等と県内企業の技術シーズや製

品とのマッチングを図るため、機械要素・加工技術を一堂に集めた商談型専門

技術展『第 24 回機械要素技術展（幕張）』に福井県ブースを出展しました。

③技術研究開発マンパワー育成

将来の技術研究開発を担う人材を育成するため、繊維分野における優秀な県

内技術者・研究者３名を表彰しました。また、若手技術者・研究者の海外展示

会での先端技術の発表に対して助成しました。

○表彰  繊維技術功績賞     ３名

○助成  次世代技術国際発信支援 １件

④オープンイノベーション推進部運営

産学官連携の推進を図るための事務を行いました。

（２）産学官連携・交流（２，０７１，１６６円）

①産業技術コーディネート



先進施設等の調査を行い、また企業の技術者とともに大学研究室訪問を実施する

など、技術ニーズと研究シーズのマッチングのためにコーディネート活動を行いま

した。

○ふくいオープンイノベーション推進機構の運営

○イノベーションリサーチ交流会（ＩＲ交流会）の開催  ６２回

   ②産総研等連携推進

産業技術総合研究所（産総研）やＮＥＤＯ等と県内企業とのマッチングや、

共同研究に向けた可能性試験調査研究（ＦＳ）を支援することにより、県内企

業の新たな研究開発の促進や販路開拓を支援しました。

○マッチングイベントの開催         ４回

○産総研連携研究支援（可能性試験調査研究） ２件

③研究開発創出・補完研究開発支援

当センターがこれまでに推進してきた産学官共同研究プロジェクトの成果を

活用し、実用化を目指して研究開発していく企業の補完研究を支援しました。

その他、冊子「産学官共同研究プロジェクト」を作成・配布しました。

（３）広域的連携技術研究開発（２４３，７３２，８６８円）

①戦略的基盤技術高度化支援［経済産業省補助］

中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律に基づく技術分野の向

上につながる研究開発からその試作までの取り組みを支援しました。

［研究テーマ］

Ａ 高圧配管用継手の機械加工ラインにおける画像認識ＡＩ活用による内

面バリ検査自動化システムの開発

     Ｂ 波長カットフィルムを用いた視覚補正カスタマイズレンズ製造技術の   

開発と実用化システムの構築

Ｃ ＰＥＥＫ含浸炭素繊維プリプレグシートのハイブリッド精密成形技術

によるＸ線透過型開胸器の開発・事業化

Ｄ 熱電素子を組み込んだ高効率ＳｉＣパワーモジュールの開発

Ｅ 転移性骨腫瘍患者向けカスタムメイド人工骨幹製造技術の確立

    Ｆ 特殊側面発光糸を製織できるジャカード織物製造システム、および癒  

しと安全の機能を提供可能な次世代自動車内装材用織物の研究開発

［研究期間］

   Ａ 令和元年度～令和３年度（３年間）

   Ｂ 令和元年度～令和３年度（３年間）

   Ｃ 平成３０年度～令和２年度（３年間）

   Ｄ 平成３０年度～令和２年度（３年間）



   Ｅ 平成２９年度～令和元年度（３年間）

   Ｆ 平成２９年度～令和元年度（３年間）

②中小企業等外国出願支援

知的財産を活用して、海外へ事業を展開展開しようとする中小企業に対して、

戦略的な国際特許等出願の支援を行いました。

○支援企業数 １０社 １３件

③北陸産地繊維産業力集結事業

［企業連携体による新商品開発・販路開拓活動支援（助成事業）］

北陸合繊産地において、福井県、石川県の企業が固有の技術・ノウハウをも

とに県域を越えた連携の下に行う新商品開発・販路開拓を支援しました。

［助成事業］     

○新商品開発・販路開拓（助成率 ２／３ 助成限度額２５０万円）

Ａ 持続可能な社会へ貢献するエコ新素材の開発及び販路開拓事業

Ｂ 中東民族衣装向け新素材の開発及び販路開拓事業

Ｃ 従来にない強度に優れた極細染色加工糸の開発

       ○展示会開催（助成率１０/１０ 助成限度額２００万円）

         「北陸ヤーンフェア2019」開催

           （一般社団法人福井県繊維協会、一般社団法人石川県繊維協会）

          出展企業：５９企業、大学、機関

          来場者数：２，６２０名

       ○過去採択者の展示会出展・開催（助成率１０/１０ 助成限度額２５万円）

         「JAFIC PLATFORM」「プレミアムテキスタイルジャパン」（１グループ）

「プルミエール・ヴィジョン」（１グループ）

         「震災対策技術展」（１グループ）

「Japan Creation2020」（１グループ）

「東京ファッション産業機器展」（１グループ）

④地域中核企業創出・支援（経済産業省委託事業）

福井県の人工衛星製造拠点化を広く周知し、支援対象企業の売上実績を増やす

ための取り組みとして、展示会出展や技術発信など販路開拓に重点をおいて活動

しました。

      ○展示会・学会出展     ２回

      ○個別宇宙先進企業等訪問 ８件

○セミナー開催      １回

○連携支援機関との連携強化 ３件



⑤地域イノベーション・エコシステム形成プログラム［文部科学省補助事業

福井大学産学官連携本部およびふくいオープンイノベーション推進機構と連

携し、福井大学が有する光の制御技術をコアとした超小型光学エンジンの用途

展開、事業化を推進するための支援を行いました。

○ふくい光学エンジン研究会の開催 １回

○各種展示会等調査

○可能性試験委託 ２件

⑥○新新規分野への研究成果転用支援

「ふくいオープンイノベーション推進機構」では、産学官金連携により多く

の研究開発プロジェクトを実施しています。このプロジェクトで得られた研究

開発成果を新規分野に転用することにより、製品化を支援し、売上げの拡大を

目指します。

○新規分野への転用を支援するプロジェクトマネージャー1 名、連携コーディネー

ター2 名を配置

○新規分野の展示会出展、事業化事例および評価技術の講習会を開催 等

＜展示会出展＞

展示会名  ：メッセナゴヤ２０１９   
出展者   ：１，４４２社・団体  来場者数  ：６２，４２２名

福井県出展者：８社

＜講演会＞

1. 「航空機における複合材料技術の最新動向と評価方法」

場 所  福井県工業技術センター 講堂

参加者  ７４名

2. 「進化する３Ｄプリンタビジネス」

場 所  福井県工業技術センター B206 会議室

参加者  ４０名

⑦研究開発フォローアップ

戦略的基盤技術高度化支援等の受託事業について、事後のフォローアップ等

を行いました。

（４）受託研究・共同研究（８，１８７，４６６円）

県内ものづくり企業等の技術・製品の成長分野への進出を促進するため、県外企

業等から研究に要する経費を受入れ、オープンイノベーション推進機構をとおして、



受託研究や共同研究を実施しました。

（５）技術情報化推進（８８４，８６７円）

福井県工業技術センターの技術開発成果等をインターネットや小冊子で広く周知

する事業を福井県から受託して行いました。

（６）デザイン情報提供（４５６，５１０円）

①デザイン情報の収集・発信

さまざまなデザイン情報を収集し、インターネットや情報誌などを用いて、

県内企業やデザイナーに情報を配信しました。

○Facebookを活用した情報提供（随時）

○デザインライブラリーの整備(デザイン関連雑誌 ５誌 他)

②デザイナーバンクの整備

県内デザイナーを活動別に分類・登録し、企業等に紹介しました。

○登録公開デザイナー数 ６９名

③デザイン指導相談

企業が抱えるデザインに関する課題に対して、職員が相談および指導を行い

ました。

○指導相談件数  １，１２２件

④職員の派遣(審査員、委員、講師等) 

審査員や講師として職員を派遣し、デザイン啓発支援を行いました。

○派遣件数 １３件

（７）デザインラウンジ交流（１，１３１，６７６円）

県内産業のデザイン力および市場への販路開拓力の向上を目的に、福井ものづく

りキャンパス施設等を活用した展示企画や、大都市圏での展示商談会への支援およ

びデザイン講習会を実施しました。

○県内企画（実施回数：４回）会場：福井ものづくりキャンパス 多目的ホール

○県外企画（実施回数：１回）会場：松屋銀座

○セミナー（実施回数：２回）会場：福井ものづくりキャンパス ワークルーム等

（８）福井ものづくりキャンパス教室運営（５，０００，７９０円）

   福井ものづくりキャンパスを、ものづくり産業の振興や人材育成の拠点として活用

  するために、ものづくり企業、職人、デザイナー、学生など幅広い層を対象に講座・

     教室等を開催しました。



    ○講座・教室

会場：福井ものづくりキャンパス 多目的ホール、ワークルーム等

・大人のクラフト教室 ３回   参加者数     ３９名

・大型イベントでの開催 ２回   参加者数 １２，１００名

     ・クラフトマルシェ １回   参加者数  ２，９００名

     ・デザイン基礎コース  ２回   参加者数     ５０名

○広報関係

福井ものづくりキャンパスの講座・教室等をラジオ、インターネット、ＳＮＳ

等を活用して広報しました。

（９）産業デザインプロデュース（２,３１４，４７４円）

①デザイナー派遣

商品企画、デザイン開発、販路開拓等、企業の要請に応じ、県内の専門デザ

イナーを派遣し、具体的な指導を行いました。

○派遣企業数 ６社   派遣回数 ２６回

②グループカウンセリング

団体、企業グループを対象に、市場動向、商品企画、デザイン評価等共通す

る課題に対し、第一線で活躍しているデザイナー等の指導によるカウンセリン

グを行いました。

○指導グループ数 ５グループ   指導回数 ９回

    

（１０）福井デザインアカデミー（４，３０６，８４９円）

県内中小企業の経営者や商品開発担当者に対して、デザインマネジメントや

商品開発手法、デザインプロモーション戦略等に関する研修を実施しました。

また、社会のニーズに沿ったテーマ性のあるデザイン企画展示および、著名デ

ザイナー等による講演会を実施し、デザイン開発事例を具体的に紹介しました。

①デザインセッション

○展示会  来場者数：２０,０００名

       ○講演会  受講者数：１４０名

      

②ブランディング＆商品開発講座   

○受講者数 １５名

○成果展 ７社

   

（１１）産地新ブランド創出・流通サポート（７，８２１，５６０円）

「暮らしの道具」をコンセプトに全国展開する中川政七商店と連携し、伝統工芸

や繊維等の県内企業に対し、新ブランドの創出や新商品開発、新たな流通経路の確



保を含めた総合的な支援を行いました。

○事前セミナー  受講者数：４８名

      ○「経営とブランディング」講座  参加企業：１５社（１５名）

○県外販路開拓（実施回数：３回）

○成果展 ２社

人材育成に関する事業【公益目的事業５】（１１８，１３７，０３７円）

企業等の経営者、管理者および技術者等の育成と能力向上を図るための研修を実施し

ました。

                

（１）人材育成《集合研修》（４，４４４，２５３円）

多様な企業のニーズに応じた研修テーマを設定して、集合研修を実施しました。

○コーチングやマーケティングなどの研修 １０本  受講者数 ２０２人

（２）福井県中小企業産業大学校運営（５３，７１４，５８５円）

①中小企業産業大学校施設運営

指定管理者として、県内中小企業における研修や会議等に必要な経営者や従

業員の経営管理または技術に関する研修等に必要な施設・設備の提供や、維持

管理等の運営業務を行いました。

○施設貸出件数  １，８０２件

②経営・技術人材育成

中小企業の経営者、管理者および技術者等の育成と能力向上を図るための研

修を実施しました。

○新社会人研修や現場改善などに関する研修 ２１講座   受講者数５１１人

○眼鏡およびその他の専門分野の

生産技術に関する研修     ４講座  受講者数 ６６人

○産業技術専門学院連携実務講座       ３講座  受講者数 ３５人

○公開講座                 １講座  受講者数１０１人

③学びなおし支援

          中小企業産業大学校に、「学びなおしサポートセンター」を設置し、働きなが

ら大学で学ぶなどスキルアップを目指す従業員の学びなおしを支援しました。

○大学等の講座情報の収集および提供

○自主学習支援ブースの設置  利用人数 １，３０６名

○通信制大学の入学説明会等の誘致

社会人のための学びなおし展 会場:福井県立図書館



入学説明会（科目試験等 ７回）

○キャリアアップに関する相談実施

相談件数  専門家 ０件   職員 ５０件    

（３）ものづくり企業生産性向上支援 （１４，８１０，６１７円）

○ものづくり改善インストラクタースクール

県内ものづくり企業の生産現場の問題把握や業務改善の助言・指導を行う人材

を育てる「福井ものづくり改善インストラクタースクール」を開講しました。

受 講 者:１０名

○ものづくり改善インストラクター派遣

スクールを修了した企業ＯＢを専門家として、有料で県内企業に派遣し、具体

的な現場改善活動を支援しました。

インストラクター派遣数  ８企業 延べ４０回

○ものづくり改善インストラクターフォローアップ研修  ４日間

○ものづくり改善インストラクタースクール成果発表会  ２回

企業等の個別の要望に対して実施する経営支援等に関する事業

【収益事業１】（５，２８９，７９３円）

中小企業等の成長促進のため、公益事業で行っている事業では対応のできない、企業

等が求める個別具体的な課題解決に対し、専門性の高いニーズに対応するため、当セン

ターが持つ支援機能およびネットワークを活用して支援を行いました。

（１）経営コンサルティング（５９２，２０５円）

企業の現状分析・課題の抽出・改善策の提案を行なう企業診断を実施しました。診

断後、継続的なフォローや提案内容の実践に対する助言を希望する企業については、

課題克服に向けたコンサルティング事業を行いました。

○実施件数 ６件 （診断２件、コンサルティング４件）

（２）教育コンサルティング（２，９０７，９２０円）

個々の企業の状況に合わせたオーダーメードの研修プログラムを提案・実施しまし

た。

○実施件数 １４件（８社）

（３）デザイン受託（１，１４５，０８７円）

行政、公共団体等からデザイン制作等を受託して、デザイン振興部の企画管理のも

と、県内デザイナー(デザイナーバンク)を活用して制作を行いました。

○受託件数 １件



（４）企業情報ホームページ管理（３３６，０７８円）

下請企業の情報提供を促進するため、ホームページ「ふくい元気企業ＷＥＢサイ

ト」を開設し、受注の促進を図りました。

○ 掲載企業数   １５５社

法人事業（８６，２６２，６３３円）

事務所および情報機器等の借上・運営や、資質向上を図るための職員の研修など、法

人の運営・管理を行いました。

①法人運営に要する事務局経費

②職員能力開発強化

職員の資質向上を図るため、中小企業基盤整備機構の中小企業大学校で開催され

る研修等に職員を派遣しました。

○研修派遣職員数  ３人
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