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１．平成２０年度中小企業支援事業の基本方針

本県は、全事業所の９９．８％を従業員３００人未満の事業所が占めるなど、全国に比

して中小企業比率の高い産業構造となっている。

国内景気は、全体的には緩やかながら景気回復傾向が続いてきたが、急激な原油・原材

料の高騰等により企業の収益が圧迫されており、設備投資が減少するなど、先行きには不

透明感が増している。

県内中小企業においても、原油高・原材料の高騰やグローバリゼーションの進展による

競争の激化などにより厳しい経営環境にあり、全体として景況感が悪化している。

こうした困難に直面している小規模企業に対する経営支援を充実させる一方、新たな飛

躍を目指す企業に対し研究開発や販路開拓を支援することにより、中小企業の元気回復と

新たなチャレンジを支援していく。

【主な取組項目】

○本県が有する優れた地域資源（産地技術、農林水産物、観光資源等）を活かした中小企

業者等の新商品・新サービスの商品化や販路開拓を支援する。

○繊維産業について、産地内企業の連携や他産地との交流などにより、売れる商品開発と

自販力の強化を支援する。また、異業種企業などとの展示交流会により、繊維技術を活か

した非衣料分野への進出を支援する。

○眼鏡産業について、眼鏡小売店と連携して行う売れる商品づくりや眼鏡製造技術を活か

した新分野への進出を支援する。新たに、眼鏡協会が東京で開設する「福井のめがねショ

ップ」を支援し、福井産地ブランドの認知度のアップと需要の拡大を図る。 

○産学官で構成する「健康長寿関連産業推進委員会」を中心に、農工商医の連携による商

品開発を推進し、新たな健康長寿ビジネスを育成する。来年３月に東京で開催される「健

康博覧会」に新たに福井県ブースを設け、県内企業の出展を支援することにより、全国的

な販路拡大を図る。 

○「ふくい南青山２９１」において、「サマーフェスタ」や「産直市」などのイベントの集

中実施、ネット通販の強化により、売上高の増加を目指す。また、大都市圏のニーズを踏

まえ、商品のサイズやデザイン等の改良、新商品の開発を支援するとともに、百貨店バイ

ヤー等を招いて県内企業とのマッチング商談会を開催する。

○商工会議所、商工会等との連携を図り、原油・原材料価格の高騰に伴う県独自の融資制
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度を実施するなど、中小企業者に対するセーフティネットを充実する。また、中小企業再

生支援協議会との連携を強化し、中小企業者の経営支援、再生を行う。 

○（財）ふくい産業支援センターに設置した事業承継窓口を活用するとともに、県外のＭ

＆Ａ専門会社との連携を行うなど、中小企業の円滑な事業承継を支援する。
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２．事業の実施体制

（１）福井県の実施体制

中小企業支援事業の実施にあたっては、多くの中小企業等による事業の利用を図り、併

せて関連する事業等との一体性を確保するため、県主催による市町や商工団体を対象とし

た「産業労働部施策説明会」、「中小企業支援ガイドブック」の作成、インターネット等各

種広報媒体を活用した広報等を行い、中小企業等、民間支援事業者、産業支援機関等にそ

の事業内容の周知を図る。 

また、事業説明会を通じ中小企業支援事業の周知度等を検討しつつ、効果的な事業広報

に努める。

（２）中小企業支援機関の実施体制

①財団法人ふくい産業支援センター

本県では、中小企業支援法第７条第１項に基づき、中小企業支援事業の中心として（財）

ふくい産業支援センターを指定する。

●（財）ふくい産業支援センターの概要

名 称：財団法人ふくい産業支援センター

住 所：福井県坂井市丸岡町熊堂第３号７番地１の１６

設立年月日：昭和４６年８月５日 
基本財産および基金の額：基本財産 ４９７，８００千円

運用財産１０，３９８，４０４千円

（平成２０年 4 月１日現在）

・プロジェクトマネージャー等設置

（財）ふくい産業支援センター寄附行為第３４条の規定に基づき、理事長が指定する

特定の事業を効率的かつ効果的に実施するため、それらの事業の一貫した管理を行うプ

ロジェクトマネージャーを２名配置する。

プロジェクトマネージャーの主な業務は、下記のとおり。

・新事業創出および経営資源強化支援に係る事業の総括

・創業、ベンチャー、経営革新に関する相談業務と支援策の決定

・新事業評価委員会における審査・評価等の業務

・中小企業経営技術診断助言事業に係る業務

・産業支援機関等との連携・相互補完体制に係る業務
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・新事業評価委員会

創業の促進やベンチャー企業の発掘、育成により、新たな産業を育成するため、具

体的な事業計画を有する中小企業等の求めに応じて、その事業化の有望性、技術の先

進性、経営者の資質などを総合的に審査・評価するとともに、適切な支援策を決定す

るため、（財）ふくい産業支援センターに新事業評価委員会を設置し運営する。

同委員会の業務については、上記の事業の実現可能性評価申請に対する審査等の他、 

・中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新申請の県の意見照会に対する助言

・新事業フロンティア育成支援事業の審査

等を行うなど、その評価・審査機能の活用を図ることとする。

また、同委員会の委員については、プロジェクトマネージャーを含む内部委員の他、

必要に応じて外部の専門家を加える。

なお、事業可能性評価申請の審査において高い評価を得た事業計画に対しては、ふ

くい元気企業フェアにおける発表・出展の優遇措置、或いは事業計画のフォローアッ

プなどの支援を講じ、その事業化に向けた効果的な支援施策を検討・充実していくこ

ととする。

・中小企業との情報交換体制の整備

（財）ふくい産業支援センターを中心に、新事業支援機関等が相互に連携し、新た

な事業の創出を促進するために、産業支援機関（４）、公設試験研究機関（１２）、人

材育成機関（５）、金融機関（５）、経済団体（４７）等７３機関から構成される「福

井県新事業支援機関等連絡協議会」を設立・運営し、相談事例の情報共有や各種支援

策の連携の充実を図っている。

また、当該財団は、産学官連携の拠点機関としての機能を有することから、県内の

高等教育機関等との連携を深めながら、県外の技術シーズや優秀な人材などの産業支

援を有効に活用して産学官の共同研究開発等の推進を図るとともに、（独）中小企業基

盤整備機構をはじめ、他府県の中小企業支援センター等との広域的な連携、協力体制

を築くことにより、より効果的な支援を実施する。

・中小企業支援事業の質の向上

中小企業支援事業は、企業を個別継続的に支援を行いその質の向上を図るもので、
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その支援においては、迅速で的確な対応を要する場合がある。こうしたことから新事

業評価委員会の機動性を確保するため、当委員会に所属するプロジェクトマネージャ

ーに専決の権限を与える。

また、支援を行った結果については、事業の効果に関するフォローアップに努め、

今後の事業の実施方法等の改善や民間支援事業者の適格性の評価等に活用する。

②中小企業関係団体

・商工会・商工会議所

小規模事業者は事業所数で約８割、従業員数で約３割を占め、わが国経済の発展を

支える原動力となっている。しかしながら、近年の技術革新や情報化など経営資源の

高度化が進む中で、経営基盤が脆弱な小規模事業者においては、これらの経営環境に

十分に対応出来ず、事業所数の減少、開廃業率の逆転等、深刻な影響がみられる。

このような状況に対応するため、地域の総合的経済団体であり、小規模事業者の実

態に精通している商工会、商工会連合会、商工会議所が経営指導員等を配置して実施

する経営指導、講習会の開催等の経営改善普及事業を促進することにより、小規模事

業者に対する支援を行う。 

・中小企業団体中央会

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運営指導ならび

に中小企業に対する高度化、情報提供、金融施策の指導を行う。 

・商店街振興組合連合会

商店街振興組合等の設立、運営等の支援及び商店街の活性化のための支援等の事業

を行う。 
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３．事業の概要

（１）中小企業の経営の革新及び創業の促進

※以下の事業費は県の予算（）は平成１９年度予算

①経営革新支援

・中小企業経営革新支援事業 ３１５千円（３１５千円）

｢中小企業新事業活動促進法｣に基づき、中小企業者等の経営革新計画を審査、承

認する。

・中小企業経営革新支援対策事業補助金 １５，０００千円（１５，０００千円）

経営革新計画の承認企業のうち、他の中小企業者のモデルとなるような事業に対

して、研究開発や販路開拓などの経費を一部助成する。

②その他

【地場産業の振興支援】

［繊維産業］

・繊維産業基盤強化事業 ３，５００千円（３，５００千円）

産業再生のためのマクロ対策を総合的に推進する事業を支援することにより、本

県繊維産業の再活性化のための基盤強化を図る。 

・繊維産業ビジネスマッチング交流会支援事業 １，５００千円（１，５００千円）

繊維総合産地の強みを活かし、県内繊維関連企業の独自技術を持ち寄り、自社Ｐ

Ｒや情報交換を行う展示交流会の開催を支援する。

・繊維産地交流新商品開発支援事業 ５，０００千円（新規）

本県繊維産地への新たな技術の導入と新市場開拓を進めるため、羊毛など天然繊

維の加工・製造技術を持つ県外繊維産地との技術交流会の開催を支援する。

・繊維自主企画海外商談会支援事業 １０，０８１千円（７，５８１千円）

海外において産地企業のグループ等が行う事前市場調査、アフターフォローを組

み入れた自主企画商談会の開催を支援する。

・繊維産業自立化支援事業 廃止（５５，０００千円）

［眼鏡産業］

・海外眼鏡市場開拓推進事業 ３，０００千円（４，０００千円）

イタリア（ミラノ）で開催される世界的な眼鏡展示会（ＭＩＤＯ２００８）への

出展に対して助成を行う。 

・東京国際眼鏡展出展事業補助金 ４，０００千円（４，０００千円）
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東京で開催される国際眼鏡展（ＩＯＦＴ２００８）への出展に対して助成を行う。 

・眼鏡産業中国マーケット開拓支援事業 １，０００千円（１，０００千円）

中国（上海）における展示商談会の開催等に対して助成を行う。 

・眼鏡技術活用異分野チャレンジ支援事業 １，０００千円（１，０００千円）

産地に蓄積された金属加工・表面処理技術等を活用した新分野への展開を促進す

るため、異分野の事業者が集まる大規模見本市への出展に対して助成を行う。 

・福井のめがねショップ開設支援事業 ３５，０００千円（新規）

東京において、本県の中小眼鏡メーカーの自社ブランドめがねを「福井のめがね」

であることを明示して、消費者や全国眼鏡小売店に直接販売するとともに、産地の

情報発信拠点となるショップの開設を支援する。

【その他】 
・健康長寿ビジネス創出事業 ２，３３６千円（１，０００千円）

健康長寿関連産業の創出や育成のため、全国規模の展示会「健康博覧会」に出展

するなど県内企業の販路開拓を支援する。

・ベンチャー企業等へのチャレンジ発注推進事業 １９７千円（１９７千円）

新しい事業分野を開拓しようとする中小企業者等が開発した新商品や新役務の中

から、県の各機関が必要と判断するものを購入できる制度を導入することにより、

受注企業の販路開拓を支援する。

・｢ふくい地域資源｣活用推進プロジェクト

｢ふくいの逸品創造ファンド（５，０００，０００千円）｣の運用益により地域資

源を活かした新商品開発、販路開拓等を支援し、地域産業の活性化を図る。 
〔実施主体〕（財）ふくい産業支援センター

（２）中小企業の経営基盤の強化

①都道府県等中小企業支援センター事業

・ビジネスステップアップ支援事業 ６９，４５０千円（７３，４３１千円）

中小企業の経営基盤を強化するため、資金、人材、技術、情報等の経営資源の確

保に対する支援を行うとともに、創業、ベンチャー、経営革新等の事業活動を行う

者への支援を強化する。

・事業承継支援事業 ３，６３５千円（新規）

（財）ふくい産業支援センターにおいて相談・支援体制を強化するとともに、事

業承継等に専門的な知識を有する企業との提携等により、事業が円滑に引き継がれ
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るよう支援する。

・中小企業取引情報提供事業 ２９，６５２千円（２９，９１５千円）

（財）ふくい産業支援センターが行う中小企業の取引あっせんや自立を支援する

ための事業に対して助成する。

〔主な事業内容〕

（ア）中小企業の技術、生産、管理等に精通した専門調査員の設置

（イ）下請取引のあっせん

・受発注企業の登録

・発注開拓の促進

・機械要素技術展への出店支援

（ウ）調査、情報提供事業

・インターネットを利用した下請企業情報の提供

・ふくいデジタル映像産業人材育成事業 １，４６１千円（１，９０７千円）

県内のビジュアルウェア業界を支える人材を育成するため、デジタル映像製作講

座を開催する。

・ＩＴ活用セミナー等開催事業 １，４２７千円（１，４４１千円）

ＩＴ活用を目指す中小企業やＩＴ関連事業者を支援するため、ＩＴ活用事例や最

新動向等に関するセミナーを開催する。

・ＩＴベンチャーネットワーク形成促進事業 １，３３３千円（１，４７４千円）

ＩＴベンチャーに自社のアピールや企業・同業者との交流ができる場所を提供し、 
人的ネットワークの形成を促進することでＩＴベンチャーのビジネス拡大を図る。 

・産業情報ネットワークシステム機器整備事業 １４，８６０千円（１５，９６６

千円）

中小企業支援機関間の産業情報ネットワーク（ふくいナビ）を運営し、各機関が

発信する様々な情報を効率良く中小企業者へ提供する。

・中小企業経営動向等情報整備事業 ３，７４４千円（３，９８３千円）

景況動向や地域における中小企業の経営動向等に関する調査を実施する。

・産業情報収集提供事業 １９，１８１千円（１９，９１９千円）

産業情報室の運営、インターネット等による情報の収集および提供、インターネ

ット機器の運用、情報誌「ＦＬＯＭ」の発行

・福井県産業情報センター運営事業 １０１，２３０千円（１０６，０１５千円）
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福井産業の情報化および情報産業の育成支援のための拠点施設である福井県産業

情報センターおよび嶺南支所の運営を行う。 
マルチメディア社会への対応を促進するための支援施設であるマルチメディアサ

ポートセンターの運営を行う。 

・ソフトパークふくい情報通信基盤運営事業 ４，９３５千円（４，９３６千円）

高速大容量通信技術を活用した事業展開を促進するため、ソフトパークふくいお

よび福井県産業情報センタービルを結ぶ光ファイバー通信網を運営する。

・情報化人材育成事業 １０，５０３千円（１０，７１１千円）

ＩＴ活用を目指す中小企業やＩＴ関連事業者を対象とした各種研修を実施する。

②中小企業及び支援機関の人材確保・育成支援

・福井ＩＴ－ＢＬＯＧ開設事業 ２，０９２千円（２，４１３千円）

県内情報サービス企業等が情報発信し、ＩＴ関連の就業に関心を持つ学生等等と

気軽に就職相談等の情報交換を行う場（Ｂｌｏｇサイト）を提供するなど、企業の

人材確保を支援する。

・学生と情報サービス企業との交流促進事業 １，５００千円（１，５００千円）

県内大学等の学生に対し、県内情報サービス企業が有する先端技術等を学ぶ講座

を開催し、県内の情報サービス企業への理解を深めるとともに、企業で必要となる

技術や知識を学ぶことで企業の優秀な人材確保を支援する。

③中小小売商業の振興支援

ア．商店街振興組合指導事業

・福井県商店街振興組合連合会育成事業 ２，０７９千円（２，３１０千円）

福井県商店街振興組合連合会が行う、指導、研修、調査研究等の事業に対して助

成する。

・商店街元気再生支援事業 ９００千円（９００千円）

商店街が目指すべきコンセプトを明確にした今後３年間の事業計画を策定して、

自発的、継続的に行う取組みに対して、重点的に支援する。

イ．その他

・中心市街地店舗開業支援事業 １８，０００千円（１８，０００千円）

中心市街地および元気再生に取り組む商店街において、「空き店舗対策プラン」に

基づき、新たに出店する者に家賃補助等を行い、商店街の活性化を図る。 
地域に親しまれている商店の営業を継続するため、後継者がいない商店主と継承

希望者とのマッチングをサポートする。
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・学生発 中心市街地等商業活性化プラン誘発事業 １，３００千円（１，３００

千円）

若者がにぎわうまちづくりを促進するため、学生グループが主体的に参画する商

業活性化のための企画を公募し、優秀な企画を商店街等と連携して取り組む。 

・次世代ＩＴ技術開発促進事業 ５，４９５千円（新規）

電子タグ（ＲＦＩＤ技術）を活用して、本県の強みである「ものづくり技術」や

「ソフトウェア開発技術」を融合した付加価値の高い製品・応用システムづくりの

研究・開発を支援する。

・「にぎわいコミュニティビジネス」創出支援事業 ５，０００千円(５，２５０千円)
街なかの活性化など地域のさまざまな課題に取り組むコミュニティビジネスを創

出するため、事業化を応援する機関が一体となって、創業から経営安定まで総合的

に支援する。

④小規模事業者に対する支援（商工会・商工会議所・都道府県商工会議所連合会）

・小規模事業経営支援事業 １，２００，７６５千円（１，２５２，７８８千円）

小規模事業者の経営基盤の充実強化を図るため、商工会議所、商工会および県商

工会連合会が経営指導員等を配置して行う経営指導や制度等の普及事業に対して助

成する。

うち人件費 ９６１，９４１千円（９８９，５１８千円）

うち事業費 ２３８，８２４千円（２６３，２７０千円）

ア．指導員関係事業費 ６２，１７７千円（６７，８４３千円）

イ．指導環境推進費（事務局長設置費） ７４，８００千円（８３，６００千円）

ウ．若手後継者等育成事業費 １３，２００千円（１４，８００千円）

エ．その他 ８８，６４７千円（９７，０２７千円）

⑤中小企業連携組織対策事業

・中小企業団体中央会育成事業 ９１，９２８千円（９２，２４１千円）

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運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

策等の指導に対して助成する。

うち人件費 ７３，２２１千円（７２，７８４千円）

うち事業費 １８，７０７千円（１９，４５７千円）

⑥その他

・福井県ビジネス支援センター運営事業１９３，２４９千円（１９４，３１５千円）

首都圏における県内中小企業等のビジネス支援、本県の魅力ある情報発信等の拠
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点を運営する。平成２０年度から平成２２年度までの３年間の「ふくい南青山２９

１」の管理運営業務を民間事業者へ委託し、民間のノウハウやネットワークを活用

した運営を行う。 
〔委託先〕株式会社アサツーディ・ケイ

・ふくい次世代技術産業育成事業 ６５，２４０千円（５５，２４０千円）

（有望市場進出研究補助金）

県内企業が行う有望市場分野への進出を目指す技術開発や世界レベルの次世代

技術開発を支援する。

（事業化促進研究補助金）

自社の独自技術や特許等を利用した技術開発で、事業化の可能性が高い技術開

発を支援する。

（技術開発チャレンジ補助金）

技術開発に取り組む企業の裾野拡大を図るため、初めて技術開発に取り組む県

内中小企業の技術開発を支援する。

・診断・助言事業 １，４８８千円（１，３７８千円）

高度化資金制度を利用し、または利用した組合や企業を診断・助言する。

（３）中小企業の経済的社会的環境の変化への適応の円滑化

①経営安定特別相談事業

・中小企業経営安定化等支援

県産業労働部に「中小企業経営安定特別相談窓口」を設置し、ふくい産業支援セ

ンターの「総合相談窓口」と一体となって、中小企業の相談に対処する。ふくい産

業支援センターに弁護士、公認会計士、中小企業診断士等の有資格者や金融等に精

通した人人材を「経営安定相談員」として登録し、個々の相談対応を依頼する。


