
経営発達支援計画の概要 

実施者名 福井商工会議所 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

直面する課題ならびに支援の方向性を踏まえ、小規模事業者の持続的発展に向

け、以下の３つの目標を掲げる。 

【目標１】小規模事業者の競争力・経営基盤の強化による経営力向上 

【目標２】地域活力の維持・発展 

【目標３】小規模事業者の売上の確保・拡大 
目標に対応した経営発達支援事業を展開し、地域活力の源泉である小規模事業

者の稼ぐ力の向上と新陳代謝の促進の側面から、地方創生の一助を果たす。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

【１．地域の経済動向調査に関すること･･･指針③】 
管内経済動向を調査・分析し小規模事業所の経営環境と地域産業の現状把握を行い、小

規模事業の持続的発展につなげる支援策の基礎資料とする。 

【２．経営状況の分析に関すること･･･指針①】 
小規模事業者支援業務の第 1ステップとして、日常業務を通じて｢転ばぬ先の杖｣となる

経営状況の分析を、経営指導員の巡回・窓口相談、セミナーの開催等を通じて機会創出・

効率的運営・共有と活用に向けた取組みを行う。 
【３．事業計画策定支援に関すること･･･指針②】 
 小規模事業者支援業務の第 2ステップとして位置づけ、経営計画・創業・事業承継等の
計画作成において、専門家チームが改善策の具体的提案をし、事業計画の見直しを多面

的に支援する。経営革新等事業者の新たな挑戦を引き出し、セミナー・相談会の開催や

経営指導員のきめ細かな支援で、事業計画の策定を支援する。 

【４．事業計画策定後の実施支援に関すること･･･指針②】 
 作成された事業計画を小規模事業者と伴走しながら PDCA サイクルのチエック機構と
して計画実行支援、計画修正、新たな計画の立案に取組む支援を行う。 

【５．需要動向調査に関すること･･･指針③】 
小規模事業者の多くが狭い商圏の「生業」であり、事業が細分化・専門化する状況の中

で、小規模事業者に特化しての｢マクロ）｣から｢ミクロ｣へ、｢消費者視点｣と｢需要者視

点｣の両面から｢データ収集｣を行い、｢個別相談・分析｣、｢計画への落としこみ｣にパッ

ケージ化した支援を行う。 
【６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること･･･指針④】 
多種多様な商談会・展示会を開催し、販路開拓の機会を創出するとともに展示会等の効

果を高めるセミナーを開催。その他、事業者がマスコミ各社へプレゼン・交流できる場

を設け、メディア紹介を通じた情報発信・認知度の向上を図る。プレスリリースによる

全国発信を支援する。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
①「地域外から資金を呼び込む力」 

 -1．食と観光を結びつける「福丼県プロジェクト」〔新規事業〕 

 -2．地域団体商標制運営協議会・福井県産農林水産物販売協議会〔新規事業〕 

②「地域内で資金を循環させる力」 

 -1．産学官金プラットフォームの構築「技術交流テクノフェア実行委員会」 

 -2．地域祭事を活用した地域経済活性化事業「にぎわいづくり推進会議」 

③県都会議所として地域を面的・横断的・広域的に捉え、多様な機関と連携させる力の発揮 

-1．北陸・関西商工会議所連携会議による事業実施〔新規事業〕 

連絡先 福井商工会議所 中小企業総合支援センター TEL：0776-33-8283 
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（別表１） 
経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

（１）計画策定の背景（地域の現状） 
需要の低迷、大型店やチェーンストアの進出等による商環境の変化、経営者の高齢化や後継者難

など、小規模事業者を取り巻く環境は厳しく、市内事業所数【表１】は 1986 年の 19,303 件をピ
ークに、2012年には 16,100件にまで減少している。ここ３年間で 1,265件（▲7.3％）が減少し、
特に小規模事業者の減少が著しい。雇用や暮らしを支え地域経済成長の苗床である小規模事業者

は、減少の一途を辿っており、地域の活力減退が危惧されている。 
 
【表１】福井市内の小規模企業数 
 2009年 2012年 増減数（率） 増減率 

全事業所数（全産業） 17,365 16,100 ▲1,265 （▲7.3%） 

うち小規模企業数（全産業） 12,831 11,744 ▲1,087 （▲8.5%） 

資料：平成 24年経済センサス基礎調査 

 
福井市工業の現状は、繊維、化学、はん用・生産用・業務用機械のウエイトが変わらず高いが、

いずれも製造品出荷額等・付加価値額【表２】は減少しており、近隣アジア諸国との激しい価格競

争なども相まって、厳しい経営環境が続いている。事業所数は、2007 年から 2012 年の 5 年間で
▲19.1％、従業員数は▲13.7％となり、比較的小規模な事業所が減少している。 
従業員数の減少割合から見れば、付加価値額の減少幅は全体で▲10.2％と小さく、リーマンショ
ック前の設備投資により生産の効率化が進んでいることが推察される一方で、リーマンショック以

降の設備投資は低調で、設備の老朽化が課題となっている。 
また、国内外の競争に打ち勝つため、新製品や新技術の開発に積極的に取り組んでいる企業もあ

るが、優れた技術・製品がありながらも総じて情報発信力や販売力が弱く、売上の増加や受注の確

保に結び付いていないことが課題となっている。 
 
【表２】製造品出荷額等・付加価値額の推移                  （単位：万円） 

業 種 
2007年 2012年 対比増減（％） 

製造品 
出荷額等 付加価値額 製造品 

出荷額等 付加価値額 製造品 
出荷額等 付加価値額

総数 43,579,995 16,884,166 36,387,338 15,157,388 ▲16.5 ▲10.2

 

繊維 8,452,980 3,891,054 7,367,059 2,980,632 ▲12.8 ▲23.4

化学 7,657,005 2,733,751 6,666,611 2,653,544 ▲12.9 ▲2.9

はん用・生産用・

業務用機械 5,959,684 2,404,171 3,864,694 1,370,935 ▲35.2 ▲43.0

資料：工業統計調査 
 
福井市商業の現状は、市内小売業の事業所数は 2009年から 2012年までの３年間で、291事業
所が減少し、うち小規模事業者は 223 事業所が減少した。特に、飲食料品、家具・時計・眼鏡な
どの小規模店舗では、大型店、専門店、コンビニエンスストアの台頭【表３】や、さらには後継者

難との声も多く、廃業を余儀なくされている。 
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市内小売業の立地【表４】を見ると、福井県が全国有数の自動車社会であることを反映し、商業

集積地区での立地割合は全国平均と比べると低い。商業集積地区ではロードサイド型のウエイトが

高く、工業地区への立地が多いことが特徴である。 
一店当たりの売場面積・販売額【表５】は増加傾向にあり、店舗の大型化が進んでいるが、売場

面積当たり販売額は低迷し、販売効率の低下が課題となっている。年間商品販売額では、ロードサ

イド型が全体の約３分の１を占め、駅周辺型の４倍になっている一方で、ロードサイド型事業者間

の競争が厳しさを増している。また、市街地型の減少幅が大きく、中心市街地ならびに隣接する地

域商業の衰退も課題となっている。 
 
【表３-1】福井市の大型店（店舗面積 1,000㎡以上）店舗数・面積 

業 種 
2011年 2012年 2013年 

店舗数 店舗面積 店舗数 店舗面積 店舗数 店舗面積 

大型店 67 326,577 72 336,144 75 343,429

 資料：福井商工会議所調べ 

【表３-2】福井県内のコンビニエンスストア店舗数 
業 種 2009年 2011年 2013年 

コンビニエンスストア 290 297 327 

資料：日本フランチャイズチェーン協会 

【表４】福井市の小売商店立地（平成 19年） 

分 類 
福井市 全国 

事業所数 構成比 年間商品販売額（万円） 構成比 

商業集積地区 1,117 34.1% 17,441,929 75.1% 

 

駅周辺型  247 (うち 22.1%)  2,992,953 （うち 43.6%） 

市街地型  165 （うち 14.8%）   658,044 （うち 17.7%） 

ロードサイド型  457 （うち 40.9%） 12,573,663 （うち 23.5%） 

工業地区  453 13.8%  6,992,101  5.3% 

 
【表５】小売業年間販売額等 

事業所数 従業員数 年間商品販売額（百万円） 売場面積（㎡） 
2007年 2012年 2007年 2012年 2007年 2012年 2007年 2012年 

3,273 2,427 20,079 15,508 386,054 298,620 482,567 427,339

 

指標 2007年／全国平均 2012年／全国平均 
前回比 

(2012/2007)

一店当たり売場面積（㎡） 147.4㎡／131.5㎡ 176.1㎡／169.8㎡ 19.5% 

一店当たり年間商品販売額（百万円） 118.0 ／ 118.4 123.0 ／ 141.1 4.2% 

売場面積当たり年間商品販売額（百万円） 0.8 ／ 0.9 0.7 ／ 0.8 ▲12.5% 

資料：商業統計調査 
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（２）小規模事業者支援の方向性 

《福井商工会議所の強みと小規模事業者支援に対する役割》 

福井商工会議所の強みは、専門性の高い支援力と広範なネットワークである。 
地方都市の商工会議所では全国１位となる中小企業診断士の有資格者を擁する福井商工会議所は、

これらの経営指導員を中心に、経営革新・創業・事業承継（第二創業）における事業計画の策定など

専門性の高い支援を継続して実施してきた。 
積み重ねてきた支援ノウハウならびに支援能力を如何なく発揮し、事業者の発展段階や課題を見

極めた的確かつ専門性の高い支援を積極的に展開するとともに、企業経営の総合的支援を担う地域

唯一の支援機関として、行政・金融機関・専門家・支援機関など関係機関との強固なネットワークを活

かし、ワンストップ機能による広範できめ細かな支援を継続的に進め、「頼られ・期待に応える商工会議

所」であることが肝要である。 

 
《中長期的な支援すべき重点課題》 

前述の地域商工業等の現状と課題ならびに頁下の【グラフ１】【表６】を踏まえ、同業他社との

競合激化や価格競争に晒される管内小規模事業者に対しては、マーケティング・販路開拓による「売

上の確保・拡大」、新分野の進出による「競争力の強化」、人材確保・育成および資金調達の円滑化

による「企業体力の強化」を中長期的に支援すべき重点課題と位置付ける。併せて、事業所数は減

少の一途を辿り地域活力の減退が危惧されることから、地域経済の担い手の輩出と育成への取り組

みを以て、「地域活力の維持・発展」に努めることを命題とする。 

 
《支援の基本的姿勢》 

福井商工会議所は持てる強みを発揮し、中長期的な重点課題に対応した経営発達支援事業を展開

し、事業者自らの主体的な努力を促進するとともに、自助努力では克服が難しい課題に的確に対応

し、「頼られ・期待に応える商工会議所」を念頭に小規模事業者の持続的発展に向けて総力を挙げ

て取り組む。 
 
 
【グラフ１】管内小規模事業者の経営上の課題   【表６】従業員規模別＜重視する経営課題＞ 

 5人以下 6～20人 
1
位

マーケティング 
販路開拓 

52.5%
マーケティング 
販路開拓 

44.5%

2
位

資金調達の 
円滑化 

29.3%
人材の確保･ 
育成 

38.3%

3
位

新分野進出 27.8% 新分野進出 30.8%

資料：平成 21年 11月 福井県商工会議所連合会 
  「中小企業の経営課題に関する調査」

 
 
資料：平成 26年 12月福井商工会議所「景気見通し調査」 
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（計画の目標） 

直面する課題ならびに支援の方向性を踏まえ、小規模事業者の持続的発展に向け、競争力・収益

体質の強化による経営力向上、売上の確保・拡大、地域活力の維持・発展、以上３つの目標を掲げ

る。 
目標に対応した経営発達支援事業を展開し、地域活力の源泉である小規模事業者の稼ぐ力の向上

と新陳代謝の促進の側面から、地方創生の一助を果たす。 

 
【目標１】小規模事業者の競争力・収益体質の強化による経営力向上 

～儲かる仕組みへのモデルチェンジと新たな挑戦の促進～ 

 
環境変化に対応したビジネスモデルへの転換を促し、儲かる仕組みづくりを支援すること

により、安定した収益体質の構築を目指すとともに、競争力を高め、新たな収益を生み出

せる事業分野の創出に向けた経営革新へのチャレンジを後押しする。 

 
 
【目標２】地域活力の維持・発展 

～創業の促進・事業承継の円滑化による地域経済の担い手の輩出・育成～ 

 
地域活力の源泉である小規模事業者が年々減少しており、地域活力の維持・発展のために

は、地域経済の担い手の輩出と育成が重要と捉え、新規創業の促進、後継者育成の側面か

らの円滑な事業承継を支援する。 

 
 
【目標３】小規模事業者の売上の確保・拡大 

～多種多様な販路開拓の機会創出によるビジネスチャンス拡大～ 

 
福井商工会議所の強みである広範なネットワークを活かし、全国各地の商工会議所と連携

した商談会、域内の取引拡大に向けたビジネス交流会、アジア市場獲得に向けた海外展開

支援、ＷＥＢ活用やマスコミとの連携など、多種多様な販路開拓の機会を創出し、小規模

事業者のビジネスチャンス拡大を図る。 

 
 

目標１：小規模事業者の競争力・収益体質の強化による経営力向上 
～儲かる仕組みへのモデルチェンジと新たな挑戦の促進～ 

目標２：地域活力の維持・発展 
～創業の促進・事業承継の円滑化による地域経済の担い手の輩出・育成～ 

目標３：小規模事業者の売上の確保・拡大 
～多種多様な販路開拓の機会創出によるビジネスチャンス拡大～ 

 
 
 

稼ぐ力の向上と新陳代謝の促進の側面から「地方創生」の一助を果たす 

経営発達支援事業 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 
（１）経営発達支援事業の実施期間（平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日） 
 
（２）経営発達支援事業の内容 
Ⅰ．経営発達支援事業の内容 
目標１ 小規模事業者の競争力・収益体質の強化による経営力向上 

～儲かる仕組みへのモデルチェンジと新たな挑戦の促進～ 

 
小規模事業者の持続的発展においては、環境変化に対応し、儲かる仕組みを確立したビジネスモ

デルへと転換することにより、安定的な収益基盤の構築を図るとともに、同業他社との競争が激化

する中で、競争力を高め、新たな収益を生み出せる分野の創出・育成を図るといった両面からアプ

ローチすることが必要である。 
本事業では、窓口相談や巡回相談、金融支援などに並行した経営分析や、経営改善策の具体的提

案を行う専門サポートチーム設置などを通して、環境変化に対応した儲かる仕組みへのモデルチェ

ンジを促す。また、新商品・新サービス開発や新分野進出等の経営革新を目指すためのセミナー・

相談会を開催し、チャレンジ意欲を引き出すとともに、具体的な事業計画の策定を支援し、新たな

収益の柱の構築を目指す。 
セミナー開催による事業計画作りに取り組む事業者の「量的拡大」と、専門家と経営指導員とが

連携した支援スキーム（経営力向上サポートチーム）設置による支援の「質的向上」の両立で、実

現性の高い計画書作りに向けた個社支援を効果的に行い、管内小規模事業者の計画策定の取り組み

を、継続的に水平展開していく。 
実施にあたっては、経営指導員が、過去 10年以上に亘り経営革新の計画策定支援に携わってき

た支援ノウハウを活かしながら、伴走型の指導・助言を行うとともに、福井県、福井市、政府系金

融機関、地域金融機関、専門家等との連携による重層的な支援を行い、小規模事業者の経営力向上

を以て持続的発展を図る。 
 
《目標１の達成に向けた事業イメージ》  
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経営指導員による伴走型支援 

福井県、福井市、金融機関、専門家等との連携による重層的な支援 

【事業】 【事業】 【事業】 【効果】 【効果】 【効果】 
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【１．地域の経済動向調査に関すること】・・・【指針③】 
 
地域経済動向の情報収集について、管内小規模事業者を対象に定期的に実施している景気見通し

調査のほか、経営環境や経営課題に関する調査を実施・分析することにより、小規模事業者の経営

状況や課題の把握に努める。 
調査結果の提供を通じて、小規模事業者が今後の企業経営における方向性を見極め、経営方針の

確認や事業の見直し、新分野展開等の参考資料としての活用が期待できる。 
 
《事業内容》 
（１）管内小規模事業者を対象とした景気見通し調査（業況・売上・仕入・採算・労働力・資金繰

り等の実績推移・予測）を四半期毎に定期的に実施するほか、附帯調査として時宜を捉えた

経営に関する調査を行う。その他、海外展開に関する調査、労務関連の調査、大型店出店状

況調査など、管内小規模事業者を取り巻く経営環境や経営課題の把握を目的とした調査を行

い、小規模事業者が経営指針の確認ならびに見直し、新たな事業展開の参考資料として活用

できるものとする。 
分析結果はこれまで会報誌やホームページにて公開するに留まっていたが、調査結果を幅

広い小規模事業者に有効に活用いただくため、巡回や窓口相談等において、経営指導員が

提供し説明を行う。 
 

（２）小規模事業者の経営実態を捉えたきめ細かい指導を行うために、市内事業所へ出向き、経営

者との直接対話により経済動向のヒアリングを行い、経営指導員間の情報共有を図り、巡回

や窓口相談等において小規模事業者に情報を提供する。 
ヒアリング結果は、既存の指導カルテシステムに入力しているが、定性的な情報が中心で

あるため、新たに財務状況・取引先状況・後継者の有無などの小規模事業者データベース

を構築し、地域の小規模事業者の実態を、定量的に把握できるようにする。 
 

（３）上記の調査・ヒアリング結果を基に、経営指導員は小規模事業者の実態を迅速・的確に把握

し、巡回や窓口相談時において効果的な指導資料として活用するとともに、結果を反映した

支援事業や指導体制の構築を行う。 
 
《目標》 
調査やヒアリングを通じて、小規模事業者を取り巻く経営環境や経営課題等を的確に把握し、

小規模事業者の経営方針の確認・事業の見直しに資する。 
 

支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

調査回数 8 10 10 10 10 10

巡回訪問件数 8,153 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500
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【２．経営状況の分析に関すること】・・・・・・・・・・【指針①】 
 

１．現状 

小規模事業者の経営状況の確認・分析は支援業務の第 1ステップである。 
小規模事業者における「強み」は経営者の意思がそのまま経営に直結し、小回りが利く点にある

が、小規模事業者の経営方針等については経営者の頭の中だけにあり、明文化されておらず、社

内および金融機関や支援機関との間で整理・情報共有はされていない。 
小規模事業者は自身の経営状況の分析に対して、「金融支援」をはじめとした「経営革新」や「各

種補助金」等の申請に迫られた状況でのみ断片的・突発的に自社状況を把握するケースが多く、経

営状況を分析する機会がないと実行されない。 
経営が困難な状況になってから相談に来るという現状を改善し、小規模事業者が現状からあるべ

き姿に到達するまでの道筋を示す経営計画作りを促し、計画作成に必要な「経営状況の分析」を「転

ばぬ先の杖」として日常の業務を通じて小規模事業者に積極的にアプローチしていく。 
また、小規模事業者は事業規模が小さく、経営者の資質に大きく左右されており、「財務内容」

のみで判断することは難しく、同業種間であっても事業内容の特性にバラつきは大きい。 
そのため、小規模事業者の経営状況は分析するための標準的な指標に乏しく、小規模事業者の

経営状況把握には個社別「定量的」に経営状況を把握すると同時に「定性的」に傾向を捉えておく

必要がある。 
 
 
２．課題と解決方針 

（１）「経営状況の分析」機会創出に向けた取組み 

①「マル経融資」、「経営革新」、「各種補助金申請」、等の「窓口相談」や「巡回活動」を活かして

個別事業データの収集、経営状況の分析を行う。 
②経営分析をテーマとした｢セミナー｣を開催し、専門知識を有する専門家の助言・指導のもと、事

業者自らが経営分析を行う機会を設ける。 
③小規模事業者との多様な接点機会を捉え、〔(1)中小企業経営カルテ作成〕⇒〔(2)巡回・窓口・セ
ミナー〕⇒〔(3)各種支援制度活用〕⇒〔(4)各種会合時の定量・定性調査〕により収集された情
報を基に小規模事業者の経営状況分析を継続して行う。 

 
（２）「経営状況の分析」の効率化に向けた取組み 

①事業者単独での分析が困難なケースでは経営指導員による個別相談の機会を設定する他、セミナ

ー等において中小企業診断士資格を有する経営指導員が講師と連携し、セミナー補助として、き

め細かいサポートを行い明文化する作業を行う。 
②分析項目として、小規模事業者が｢どこで儲けるか？｣、｢どの経費がネックとなっているか？｣

をポイントに、徹底した「SWOT分析」、「３C分析」、「CF分析」。さらに小規模事業所では実
行しづらい「ブレーンストーミング」、「KJ法」の手法を展開する。 

 
（３）「経営状況の分析」指標の作成・共有と活用に向けた取組み 

①断片的に収集されたデータを個社別に保管・整理・分析を行い、福井商工会議所管内での経営状

況の実態把握の資料として活用する。 
②小規模事業者が保有する「強み」を継続的な資産として明確にし、経営方針の確認や事業の見直

し、抱える経営課題解決新分野展開等の参考資料として活用していく。 
③分析の結果生じる専門的な課題や不足資源の調達については、専門家、政府系金融機関、地域金

融機関等と連携し、きめ細かいサポートを行うことで経営の持続・発展に向けた実現性の高い事

業計画づくりや商工会議所事業に反映する。 
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３．事業内容 

（１）「中小企業経営カルテ」整備 

帝国データバンクや東京商工リサーチ等の｢新設法人調

査｣や事業所巡回等で確認された事業者を福井商工会議所デ

ータベースに入力し、｢中小企業経営カルテ」を作成する。 
小規模事業者の窓口相談で得た財務状況や経営課題等「定

性情報」をアナログ的に集約し、保管することで長期に渡っ

ての経年変化や過去の相談内容・資料等を確認する。 
データ更新については経歴や基本データが更新された都

度毎に入れ替えを行う他、定期的な更新についてはメールや

FAX・郵送等により確認を行う。 
 
（２）経営指導員による計画的・テーマ別定期巡回相談の実施〔新規事業〕 

年４回の巡回強化期間とテーマ（金融、経営革新、販路開拓、業種別等）を定め、経営指導員が

市内全域を分割した巡回相談を行う。 
経営指導員は小規模事業者を訪問した際にアンケート及びヒアリングを行い、小規模事業者の経

営課題を抽出、巡回結果を会員事業所データベースに入力する。 
 
ヒアリング項目 ヒアリング項目 

レベル１ 定性的な情報の収集・確認（事業環境・商品・顧客等） 

レベル２ レベル１に加え、原価率、販管費率等の損益計算書に関わる重要事項 

レベル３ レベル２に加え、流動比率、自己資本比率等の貸借対照表に関わる重要事項 
整理項目 内容 

定量分析 
・中小基盤整備機構「経営自己診断システム」を活用し、分析結果を登録する。 
・安全性、収益性、生産性、CF分析（資金繰り） 

定性分析 
・経営者属性 
・SWOT分析（自社の強み・弱み・機会・脅威を整理する）・３C分析（競合・顧客・自社）

 
（３）経営革新、補助金、マル経等各種支援制度活用時における経営状況分析の実施 

断片的に収集される経営状況を体系的な資料として整理するには、「マル経融資」や「経営革新」、

「補助金」、等の申請書作成は経営状況を総合的に網羅することができ、経営状況を把握・整理す

る良い機会であり、「マル経融資」をはじめとする各種申請時に、収集した財務諸表を基に財務分

析を経営指導員が行い、管内小規模事業者に対する経営改善策の目安につなげる。 
 
（４）各種セミナーと並行した経営状況分析の実施〔新規事業〕 

「決算書分析セミナー」、「経営革新セミナー」、「販路開拓セミナー」等、経営状況の分析に関連

するセミナーを開催し、専門知識を有する専門家の助言・指導のもと、事業者自らが経営分析を行

う機会を設け、分析結果については個別企業データとして保管する。 
採択を得るための近視眼的な経営分析ではなく、個々の小規模事業者の経営資源や強み・弱み・

機会・脅威などの「SWOT分析」や「３C（競合・顧客・自社）分析」、さらに小規模事業所では
実行しづらい「ブレーンストーミング」、「ＫＪ法」といった経営分析手法を、セミナーでのグル

ープディスカッションや経営指導員がチームを組んで事業者との対話を通しながら、客観的な視点

で具体的に整理・再確認する。 
 
 



９ 
 

（５）各種会合時における定量・定性調査の実施〔新規事業〕 
毎月開催される「議員懇談会」や業種毎に構成される「部会委員会」、その他福井商工会議所の

主催する｢新入会員交流会｣、｢支店長交流会｣、｢総務部長交流会｣といった様々な機会・属性等の会

合に際して、事前に｢アンケート調査」等を通じて｢定量的｣な経営状況の把握および意見交換によ

るに経営者の肌感覚による経済動向や街角の景気ウオッチを把握する。 
 
 
４．活用に向けた取組みおよび数値目標 

支援事業および目標 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

中小企業経営カルテ整備 （*1） 200社 200社 200社 200社 200社 200社

定量・定性分析の実施   

 

定期巡回相談時（*2） 0件 1,000件 1,000件 1,000件 1,000件 1,000件

各種支援制度活用時（*3） 350件 350件 350件 350件 350件 350件

各種セミナー開催時（*4） 0件 100件 100件 100件 100件 100件

各種会合時（*5） 500件 800件 800件 800件 800件 800件

〔算出基礎〕 
*1年間窓口相談約 6,000件の内、金融相談約 2,500件の 10％において実施 
*2年間巡回約 8,000件の内、定期巡回（年 4回）×250件（年間 1,000件）目標に実施。エリア内小規模事業者
10,000社を 5年周期で分析を実施 

*3年間にマル経融資（200件）、各種補助金（100件）、経営革新（30件）、その他（20件）の各種支援制度活用
時に実施 

*4各セミナー（3回）×定員（30名）≒100／年間を目指す。 
*5部会（9部会×3回×30社：810回）、議員懇談会（10回×80社：800回）、新入会員交流会、支店長交流会、
総務部長交流会等（3回×各 2回×20名：120名）の 50％の有効回答を目指す。 
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【３．事業計画策定支援に関すること】・・・・・・・・・【指針②】 
 

１．現状 
事業計画策定支援を支援業務の第 2ステップとして位置づける。 
小規模事業者の経営活動はこれまでの「経験」や「勘」に頼った経営になりがちであり、事業全

体・持続化を志向した「事業計画策定」は限られた人材や情報の中では困難であった。 
小規模事業者が事業計画を作成するタイミングは融資や補助金の申請、報告要請（義務）や、「創

業」、「事業承継」という必要に迫られた節目の場合が大多数で、対症療法的な計画づくりの場合、

事業としての連続性がないものとなっている。 
小規模事業者が限られた経営資源の中で経営を行うに当たり、本来であれば着実な計画立案と実

行・修正による PDCA サイクルを回した経営活動を行うべきであり、計画書を社内だけでなく、
外部の利害関係者との折衝や協力を得るための手段とすべきである。 
 

目標２ 地域活力の維持・発展 

～創業の促進・事業承継の円滑化による地域経済の担い手の輩出・育成～ 

地域活力の源泉である小規模事業者が年々減少しており、地域活力の維持・発展の観点から、創

業支援と事業承継支援が重要である。 
新規創業の促進を図るため、福井市・金融機関・専門家・先輩創業者等と連携し構築したワンス

トップ支援窓口「開業サポートセンター」を福井商工会議所内に設置し、創業計画策定に関する窓

口相談やセミナーを実施する。創業後も、進捗状況の確認を行うとともに、フォローアップセミナ

ーの開催等を通じ、創業計画の見直しならびに課題解決に向けてきめ細かくサポートし、スタート

アップ企業を支える。 
また、事業承継支援については、地域経済の担い手となる後継者の育成ならびにネットワーク作

りの側面から支援し、経営分析力や戦略立案力を向上するためのセミナーや相談会を開催し、地域

における円滑な事業承継を目指す。 
 
 
２．課題と解決方針 

（１）「事業計画策定」機会創出に向けた取組み 

・計画策定の重要性の“気づき”の機会として、「経営計画（革新）セミナー」、「創業支援セミナー」、
「事業承継セミナー」等を毎年度開催し、計画策定に取組む事業者の絶対数を増加させていく。

・「経営計画（革新）セミナー」等と専門家連携支援スキーム「経営力向上サポートチーム」、「開

業サポートセンター」の両立で、小規模事業者の事業計画策定を継続的に水平展開させていく。

・高度な課題が生じる案件に関しては専門家と経営指導員とが連携した「経営力向上サポートチー

ム」等を機能させることによって、支援の「質的向上」を行い、実現性の高い計画書作りに向け

た個社支援を行う。 
 
（２）「事業計画策定」負担の軽減に向けた取組み 

・専門的な課題や不足資源の調達については、福井商工会議所にこれまで蓄積された支援ノウハウ

の活用による経営指導員の指導・助言をベースに、福井県、福井市、政府系金融機関、地域金融

機関等との連携・情報共有による支援を行う。 
・従来の「経営力向上サポートチーム」では企業の事業再建や経営改善を目的としたものが中心で

あり、経営改善計画書策定支援の一環として実施してきた。今後は、これまでの「事業再建型」

支援に加えて、売上を伸ばしたいといった前向きな「売上拡大型」に支援の幅を拡げ、小規模事

業者の持続的経営に向けた「目標づくり」と「目標達成プロセス」を明確化した事業計画書策定

をサポートする。 
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（３）「事業計画策定」による伴走型支援の実施に向けた取組み 

・「中小企業経営カルテ」に保存された、過去の計画・実績をベースに計画作成を行うことで、「中

長期視野」に立った利益が確保できる持続的収益体質を構築する。 
・一定の要件を満たした小規模事業者に対しては日本政策金融公庫が事業の持続的発展の取組みに

必要な設備資金および運転資金に低利で融資する「小規模事業者経営発達支援制度融資」の活用

を積極的に推進する。 
 
 
３．事業内容 

（１）「経営計画（革新）セミナー」等事業による支援と案件の掘り起こし 

経営革新や国・県・市の補助金申請を契機とした、小規模事業者の新たな挑戦に対し、実現可能

性の高い事業計画の構築を目指したセミナー・個別相談会を開催する。経営指導員による一事業所

一担当者制の万全のフォローアップ体制で、事業計画の完成に至るまできめ細かな支援を行う。 
 
①セミナー・各種施策説明会の開催 
新商品・新サービス開発、新分野進出などの経営革新の促進を目的としたセミナー、新たなチ

ャレンジを後押しする各種施策説明会等を開催し、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起

しを行う。 
 
②セミナー・各種施策説明会と連動した経営指導員による個別相談会の開催 
従来の施策説明会では全般的な説明に留まっているが、今後は経営指導員による個別相談会を

セットで開催し、事業者が構想する事業プランが施策と合致するのかを判断しながら、事業構想

のブラッシュアップや事業計画書の書き方を指導し、事業計画書策定の取り組み意欲を高める。

また、業界別に説明会を開催し、施策活用を通じた事業計画書作りの浸透を図る。 
 
 
（２）「経営力向上サポートチーム」事業による支援 

・一つの相談案件に対し、弁護士・税理士・中小企業診断士等、複数の異分野の専門家による「経

営力向上サポートチーム」を組成し、多面的な支援を行う。 
・各専門家の視点から売上向上策・財務体質改善策・商品改良・販売促進策など、個々の企業の現

状や課題に即した具体的提案を行い、提案内容を加味しながら経営指導員が事業計画策定をサポ

ートし、儲かる仕組みへのモデルチェンジを目指す。 
・従来の「経営力向上サポートチーム」では企業の事業再建や経営改善を目的としたものが中心で

あり、金融支援を前提とした経営改善計画書策定支援の一環として実施してきた。これまでの「事

業再建型」の支援に加えて、今後は資金繰りに課題がなくとも売上を伸ばしたい企業を対象とし

た「売上拡大型」に支援の幅を拡げ、小規模事業者の持続的な経営に向けた事業計画書策定をサ

ポートする。 
 
 
（３）創業計画策定支援 

①「創業支援セミナー」の開催 
・創業希望者の想いを形にする創業計画書の策定セミナーや、既に開業している先輩創業者から体

験談を聞く交流会を開催する。また、業種横断的な従来のセミナーに加え、創業相談の多い飲食

業・美容業・小売業など生活関連サービス業に絞った「業種別創業セミナー」を新たに開催し、

具体的な創業イメージを深めてもらう。以上のセミナー・交流会等の開催により、創業予備軍の

発掘ならびに創業意欲の高揚、事業アイデアの具現化に向けた計画策定支援を行う。 
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②「開業サポートセンター」による創業計画策定支援 
・ワンストップ相談窓口である「開業サポートセンター」が、創業予定者からの相談に万全の体制

で対応する。経営指導員が創業計画の策定支援を行う中で、抽出された課題や不足する経営資源

に対し、福井商工会議所がコーディネート機能を発揮し、同センターを構成する福井市・政府系

金融機関・地域金融機関・士業・業界専門家・ＮＰＯ法人・先輩創業者等が、それぞれの強みを

活かした支援を重層的に行いながら、円滑な創業を地域全体で後押しする。 
・今後より一層のワンストップ体制を強化するため、士業・業界専門家・先輩創業者等の支援者の

拡充を行う。 
 
 
（４）事業承継計画策定支援 

①「事業承継セミナー」の開催 
後継者を対象に事業承継に関するセミナーを開催し、経営者として必要となるマーケティング

や財務知識を学び、経営分析力や戦略立案力の向上を図る。 
 
②「次世代後継者ネットワーク」による事業承継計画策定支援 
次代の経営者として自社の事業計画を見直し、ひいては第二創業を促す。また、後継者同士が

交流を深めながら研鑽を図り、ネットワーク形成をサポートする。 
 
③事業承継計画から新体制での経営計画への 2段階支援 
事業承継計画について、現在経営者から後継者への引継ぎに関する計画および後継者による新

体制での経営計画の 2段階に対応した計画支援を行う。 
 
 
４．活用に向けた取組みおよび数値目標 

支援事業および目標 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

(1)事業計画策定支援  

 
セミナー・説明会開催回数 20回 25回 25回 25回 25回 25回

支援件数 120件 150件 150件 150件 150件 150件

(2)創業計画策定支援  

 

セミナー開催回数 15回 20回 20回 20回 20回 20回

創業相談件数 134件 200件 200件 200件 200件 200件

創業件数 29件 60件 60件 60件 60件 60件

(3)事業承継計画策定支援  

 事業承継支援数 44件 50件 50件 50件 50件 50件
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【４．事業計画策定後の実施支援に関すること】・・・・・【指針②】 
 

１．現状 

第 2 ステップで作成された事業計画は小規模事業者が現状からあるべき姿に到達するまでの道
筋を示す将来を描くものであり、現実とのギャップが必ず生ずるものとして、常に微調整を行わな

ければ成功は難しく、これまでは事業計画を策定することに主眼が置かれ、PDCAサイクルの「実
行面」については事業者の運用に任せてきた事例が多い。 

PDCA サイクルは計画全体を対象とする大きなものから、日常の小さなものまで含まれ、社内
での「チエック」が正常に機能しないと次への対策に取り組むことはできない。 
事業計画策定後の支援として、PDCA サイクルにおける「チエック機構」として当初の事業計
画等と実績との差異の確認（進捗管理）を行い、計画との「差異要因」と計画実行に向けた対策を

共に伴走しながら考え、計画の達成を促す。 
 
 
２．課題と解決方針 

（１）「チエック機能」のための取組み 

・計画立案とともに、計画実行・実現に向け、適切な施策の提案と併せて、四半期に１度といった

定期的な「チエック機構」として事業計画作成時のマイルストーン毎に PDCA サイクルを回す
ための支援（事業進捗および計画の微調整等）を行う。 

・計画（P）から実行（D）への流れを作り、「融資実行状況」や「補助金遂行状況」を通じて計画
の評価（C）、改善（A）につなげ、自律的な経営活動につなげるようにしていく。 

 
（２）「計画実行」に向けた取組み 

・計画の実行率を図るためには効率の良いアフターフォローが必要であり、「定期巡回」や「ネッ

トワーク交流会」による組織化・緊密化を図り、計画に伴う実行のための手段（融資や補助金、

各種支援制度等）を普及・啓蒙・活用していく。 
・事業計画の再検討の機会として「フォローアップセミナー」を開催し、セミナー参加者を対象と

した「ネットワーク交流会」を組織し、参加者相互の情報交換、研鑽による経営スキルの向上な

らびに、新たな“気づき”を促すネットワーク形成を行う。 
・計画（P）から実行（D）に向けた具体的事業展開に向けて、作成された計画を「基本計画」と
して、融資や補助金等の申請（実施計画）に結びつけるための施策の情報提供や新たな計画の付

与などの支援を行う。 
 
 
３．事業内容 

（１）「小規模事業者経営発達支援融資制度」を活用した支援 

一定の要件を満たした小規模事業者に対しては日本政策金融公庫が事業の持続的発展の取組

みに必要な設備資金および運転資金に低利で融資する「小規模事業者経営発達支援制度融資」

の活用を積極的に推進する。 
 
（２）「定期巡回」・「フォローアップ相談会」による状況確認 

①「定期巡回」 
事業計画策定後に、必要に応じて３ヶ月に１度程度巡回訪問やアンケート等による進捗状況の

確認を行い、克服すべき課題がある場合には専門家、政府系金融機関、地域金融機関等と連携

しながら、経営指導員がきめ細かい指導・助言を行う。 
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 ②「フォローアップ相談会」 
・事業計画策定後に、実行段階で発生した課題への善後策や事業計画の再検討を行うための、フ

ォローアップ相談会を開催する。 
・「創業計画」においては創業後の克服すべき課題がある場合には、「開業サポートセンター」を

構成する機関と連携しながら、経営指導員がきめ細かい指導・助言を行う。 
・「事業承継計画」においては現在経営者から後継者への引継ぎに関する計画および後継者によ

る新体制での経営計画の 2段階に対応した計画支援を行う。 
 
 
（３）「ネットワーク交流会」による組織化 

①「起業家ネットワーク交流会」 
創業後は、事業計画の再検討の機会として、既創業者を対象としたフォローアップセミナーを

開催するほか、当所支援を受けて創業した方を対象とした「起業家ネットワーク交流会」を新

たに開催し、参加者相互の研鑽による経営スキルの向上ならびにネットワーク形成を目指す。

 
②「後継者ネットワーク塾」を活用した支援 
次代の経営者によるネットワークを定期的に開催する｢後継者ネットワーク塾｣を機会として

参加を促し、計画の進行をフォローする。 
 
 
４．活用に向けた取組みおよび数値目標 

支援事業および目標 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

(1)事業計画策定支援  

 
セミナー・説明会開催回数 20回 25回 25回 25回 25回 25回

支援件数 120件 150件 150件 150件 150件 150件

(2)創業計画策定支援  

 

セミナー開催回数 15回 20回 20回 20回 20回 20回

創業相談件数 134件 200件 200件 200件 200件 200件

創業件数 29件 60件 60件 60件 60件 60件

(3)事業承継計画策定支援  

 事業承継支援数 44件 50件 50件 50件 50件 50件
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【５．需要動向調査に関すること】・・・・・・・・・・・【指針③】 
 

１．現状 

小規模事業者の新たな需要の開拓に向けた「新商品・新役務」の展開等に関する様々な施策・取

組みが行われており、施策の実施に当たっては事前に「計画策定」を必要とするが、需要動向の確

認（マーケティング）に関しては小規模事業者の多くが｢経験｣と｢勘｣に頼っており、「作っちゃっ

た・できちゃった・参加してみた・開業しちゃった」後で「需要がない」というケースが見られ

る。 
需要動向に関してはインターネット他においても多様な資料は数多く提供され、当所においても

大手企業との個別面談や大手企業の開発ニーズ情報等の提供事業を実施しているものの、小規模事

業者の多くが狭い商圏の「生業」であり、建設業をはじめとして下請事業が細分化・専門化する状

況の中で、小規模事業者に特化しての「事業者個別の需要動向を把握する調査」や「需要動向に関

する情報を整理・分析」した形での提供はされていない。 
 
 
２．課題と解決方針 

顧客への対応の柔軟性の高さや意思決定の速さという小規模事業者の強みを｢商品開発｣や｢販路

開拓｣、｢新分野開拓｣等に活かすため、需要動向に関する定点・継続した情報の収集・分析・提供

を行い、小規模事業者の事業計画策定支援等における基礎情報に活用する。 
 
（１）「需要動向」に関する情報の整理・提供の実施 

各種情報が氾濫する中、エリアや業種をセグメントし、小規模事業者に身近なケースに段階的に

ブレークダウンした情報を整理・分析して提供することで、自社の経営方針や業界でのポジショニ

ング等の把握につなげ、自社を取り巻く経営環境を認識する機会とし、小規模事業者が気付かない

潜在顧客の存在を自覚させ、需要開拓につなげていく 
 
（２）「需要動向調査」機会創出 

外部調査の収集・整理だけでなく、小規模事業者自らの商品・サービスを対象とした｢生の需要

動向｣を把握するための機会を提供する。 
①後述する販路開拓支援事業を機会と捉え、小規模事業者と調査内容を検討し事業者自身が「売れ

筋商品（役務）」、「販売数量」、「価格帯」、「時期」、「サイズ」、「対象」等の項目について、アン

ケート調査を実施し、情報の収集を行う。 
②福井商工会議所を器として利用し、小規模事業者自らも提供者となり得る「生の需要動向情報」

や福井商工会議所・会員事業所従業員を最終消費者として行う｢福井商工会議所消費者モニター

調査事業｣を実施する。 
 
（３）「需要動向調査」分析の実施 

上記アンケート調査や情報誌などから得た情報を、事業計画策定に反映できるように業種別、商

品（サービス）群別の他、カテゴリー毎に仕分けし、事業者の課題に応じた分析を行う。 
情報の仕分け、分析については、売上向上、新商品開発、新分野への参入などの基礎資料とする

ことを目的に専門家と連携し、活用を促す。 
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３．事業内容 

（１）統計調査等による需要把握【需要対象：☑B2B／☑B2C】 
①「商業統計調査」や「経済センサス調査」、「家計調査」等官公庁が提供する統計データ、｢業界

団体｣や｢民間市場調査会社｣等の公開データを基に、小規模事業者の求める「競合店の出店状

況」、「事業所動向」、「消費構造」などのデータに分析・加工を行う。 
②｢業種別審査事典｣や｢日経トレンディ｣、｢商業界｣等の業界情報誌を整備し、業界動向、最新の

業務・商品知識、取引慣行や流通経路等、経営指標市場ニーズを捉えた事業展開に向けた情報を

関連ごとにファイリング（整理）し、経営指導員は業界情報や分析データを指導資料として活用

する。事業者が自由に閲覧できるスペースを設け、小規模事業者が利用しやすくするため、事務

所入口や会館ロビーなどに閲覧スペースの案内板等を設置する。 
 
（２）「生の需要動向調査」の活用〔新規事業〕【需要対象：☑B2B／□B2C】 

※P9【２．経営状況の分析に関すること】 （５）｢各種会合時における定量・定性調査の実施｣に前掲

「ものづくり」や「建設・土木関連」は、「元請」と「下請」の構図が明確であり、小規模事業

者の経営状況把握のために行う各種事業を通じて大手企業や県内元請からの「生の需要動向」状況

を把握し、ヒアリング等で収集された情報を集約し、統計調査等で報告される数値を加え、需要動

向の資料とすることで、小規模事業者の計画策定支援に活用する。 
 
（３）福井商工会議所情報提供事業｢ビジネスボード｣等を通じた情報収集〔新規事業〕 

【需要対象：☑B2B／☑B2C】
単なる広告ではなく自らの商品・サービスを対象とした「テストマーケティング」の機会として

福井商工会議所・会報誌に毎月、｢事業者向け取引｣と｢一般消費者向取引｣に関する情報を掲載し、

誌上モニターの機会を提供し、商工会議所を通した問い合わせ等の需要動向を確認する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○対象者：試作品や新商品・サービスの開発を検討している小規模事業者 
○内  容： 
・自社の新商品・役務を福井商工会議所・会報に掲載（同時に HPにも掲載）し、自社の確認
したいこと（価格、数量、サイズ、商品の訴求ポイント等）を受け付けるスキーム。 

・会報に掲載する他、各種会合や後述の｢消費者モニター調査事業｣において、｢FCCI 
BUSINESS BOAD｣として配布して精度を高める。 
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（４）｢消費者モニター調査事業｣による需要動向調査〔新規事業〕【需要対象：□B2B／☑B2C】 
・小規模事業者の商品開発の段階で、試作品や役務について、消費者等の生の声から需要動向を把

握することを目的に、一般消費者向けに感想や意見を聞く｢消費者モニター調査事業｣を四半期に

一度の頻度で新たに実施する。 
・モニター役には福井商工会議所会員事業所従業員から性別・年齢層等の各階層の推薦を受けた人

員を予定し、商品やサービスを使用した感想や意見をアンケートや定性的に企業にフィードバッ

クする。 
・企業は消費者からの生の意見から、需要動向ならびに自社の商品・サービスが市場にマッチして

いるかを把握し、消費者目線での商品・サービス開発等の事業立案に役立てる。 
・また、商品だけでなく開業直後の店舗でのモニタリングを行うことで、店舗の印象や接客といっ

たサービス面での｢定性情報｣も提供する。 
○対象者：試作品や新商品・サービスの開発・販売を検討している小規模事業者 
○内  容： 
・個社別に商品を試用しての感想や改善点、購入可能な金額等についてアンケート調査形式

により定量的に把握する。 
  ○調査項目（案） ※調査項目については事業者との相談の上、個別内容とする。 

・「売れ筋商品（役務）」、「内容量・数量」、「価格帯」、「発売時期」、「サイズ」、「相手先：販

売対象」｢パッケージ・デザイン｣等 

 

（５）需要動向個別相談会・展示会有効活用セミナー等の開催〔新規事業〕 

①需要動向個別相談会【需要対象：☑B2B／☑B2C】 
小規模事業者が開発した試作品や商品・サービスについて、後述の個別企業毎のアンケートデ

ータ等を活用し、市場動向や消費者ニーズに精通したバイヤーや専門家から個社別に助言・指導

を得るための相談会を展示会に併せて開催する。（年 6回） 
○対象者：試作品や新商品・サービスの開発・販売を検討している小規模事業者 
○内  容： 
・バイヤー視点での個社別需要動向についてアドバイスを受ける 
・専門家から需要動向についてアドバイスを受ける 
・相談においては、小規模事業者、専門家、経営指導員の 3 者が取り組み｢計画への落とし
こみ｣につなげる。 

 
②展示会有効活用セミナー【需要対象：☑B2B／☑B2C】 
需要動向（マーケティング情報）の収集・活用を図るために展示会を有効活用し、需要動向の

調査方法、活用方法等を学ぶセミナーを展示・商談会の開催前に実施し、経営者の需要動向に対

する意識を高めるとともに、事業計画を策定し、自らの成長・発展を図ろうとするヤル気ある経

営者の掘り起こしを行う。（年 6回） 
○対象者：地域内の小規模事業者（展示会への参加企業） 
○内  容： 
・展示会（商談会）における目的の明確化 
・需要動向の必要性 
・自社商品のマーケティング分析（エリア別、年齢別・男女別等） 
・マーケティング調査方法 
（展示会アンケート、外部資料による調査方法：ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、SNS、TV、雑誌、各種統計

他） 
・マーケティングデータを活用した事業計画作成 等 
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（６）展示会・商談会を活用した需要動向調査の実施〔新規事業〕【需要対象：☑B2B／☑B2C】 
販路開拓支援事業である、【表 7】「福井ビジネス商談会」、「北陸技術交流テクノフェア」、「手土
産発掘会」を始め、各種販路開拓の展示会・セミナー等において、事前の｢商談ニーズ調査｣および

参加者や来場者から「売れ筋商品・役務」、「販売数量」、「価格帯」、「時期」、「サイズ」、「相手先：

販売対象」等の項目についてアンケート調査を実施し、情報収集を行う。 
アンケート調査は 70％以上の回収率を目標とし、商談会前後のサポートとして「展示会有効活用

セミナー」や展示会終了後の需要や対象市場の確認、新たな販売計画の立案や製・商品開発のため

に役立てる。 
○対象者：地域内の小規模事業者（展示会への参加企業） 
○内  容： 

-1事前の｢商談ニーズ調査｣ 
-2当日の参加者や来場者（事業者／バイヤー／一般消費者等）へのアンケート調査 

 
【表 7：予定する販路開拓支援事業】 

NO 対象 事業内容 調査対象 
1 エリア：北陸三県 

☑B2B 
全業種 
□B2C 

■福井ビジネス商談会（福井・石川・富山北陸三県縦断ビジネス創出プロジェクト） 
福井・富山・石川の北陸三県の商工会議所および商工会（２２の商工

会議所、４５の商工会）が連携し、小規模事業者の隣接県への販路開

拓を支援する商談会を開催する。 
 

参加企業 200社
商談数 300件 

2 エリア：県外 
☑B2B 
製造業 

☑B2C 

■北陸技術交流テクノフェア 
企業や大学・高専、研究機関や支援機関等が保有する優秀な技術や

製品を一堂に展示・実演し、技術の高度化、競争力の強化および新産

業・新技術の創出を目的とした、北陸最大規模の展示商談会「北陸技

術交流テクノフェア」を実施する。 
 

参加企業 160社
来場者20,000人

3 エリア：県外 
☑B2B 
製造業 
□B2C 

■ものづくり商談会（都市間交流事業）等 
関西・中京地区などの優れたものづくり企業が集積する商工会議所と連

携した商談会や大手企業との商談会を開催し、取引拡大・技術交流を

目指す。 
 

参加企業 50社 
商談数 150件 

4 エリア：県外 
☑B2B 
製造業 
□B2C 

■名古屋メッセ等 
企業単独での出展に比べ、スケールメリットにより集客数の増加が見込ま

れることから、県外の大規模展示会への共同出展を実施。企業認知度

の向上ならびに商談機会の拡大を図る。 
 

参加企業 50社 
商談数 350件 

5 エリア：域内 
☑B2B 
全業種 

(*ユーザーとして) 
☑B2C 

■手土産発掘会 
「食」「手土産」などテーマを設定し、異業種によるテーマ別のビジネス交流

会を開催するほか、展示即売会の開催やイベントでの共同出展等によ

り、域内での取引拡大を目指す。 
 

参加企業 50社 
来場者 500名 

6 エリア：域内 
□B2B 
☑B2C 
小売・サービス業 

■販促ワクワクミーティング 
意欲のある小売・サービス業者が集まり、販売促進活動のための勉強会

を開催。学んだ販促手法の実践の場として、スタンプラリーなどの共同販

促事業を実施し、取引拡大を目指す。 
 

参加企業 50社 
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４．活用に向けた取組みおよび数値目標 

・公的な資料等に関しては、経営指導員は業界情報や分析データを指導資料として活用する。併せ

て福井商工会議所内に事業者が自由に閲覧できるスペースを確保し、小規模事業者が利用しやす

くするため、事務所入口や会館ロビーなどに閲覧スペースの案内板等を設置する。 
・需要動向調査を実施して得た個別情報は、「販路開拓」、「新商品開発」、「新規分野への参入」、「事

業計画策定」、「地域経済活性化」の資料とする。 
・分析、提供数は、当所会報誌、HP等を通じ広く報告する。 
・その他、展示会出展者を始め、販路開拓、新商品開発、新分野への参入を予定している事業者、

出店者、事業計画策定者等への提供を行い、事業計画の策定を支援する際には需要動向調査結果

を踏まえた計画の策定を行う。 
・数値目標は以下のとおり。  

支援事業および目標 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

ビジネスボード事業 
消費者モニター事業（*1） 

0件 400件 400件 400件 400件 400件

需要動向個別相談会・展示会 
有効活用セミナー等の開催（*2） 

0回 10回 10回 10回 10回 10回

展示会等でのアンケート調査 
対事業者*B2B分 （*3） 

150件 300件 300件 300件 400件 400件

展示会等でのアンケート調査他 
対消費者*B2C分 （*4） 

200件 300件 300件 300件 400件 400件

分析結果の情報提供数   

 

各種支援時の活用 （*5） 0件 300件 400件 400件 500件 600件

HP等による提供 （*6） 0件 400件 400件 400件 400件 400件

〔算出基礎〕 
*1．ビジネスボード事業（40社/月×年間 11回）。消費者モニター事業（10社×年間 4回）を目標に実施。 
*2．【表 7】展示会・商談会（6回）×個別相談会・展示会有効活用セミナー（2回）を目標に実施。 
*3．年間展示会出展者数（500社×70％）≒350社を目標に実施 ※【表 7】NO1～6 の事業を対象。 
*4．想定来場者（500名×70％）≒350名を目標に実施 ※【表 7】NO 2、5 の事業を対象。 
*5．年間のマル経融資（200件）、各種補助金（100件）、経営革新（30件）、開業相談（200件）、その他（20件）
の各種支援制度活用時に実施する他、各セミナー（6回）×定員（30名）において需要動向の資料として活用。 

*6．HP等による提供はビジネスボード事業／消費者モニター事業と連動して実施する。 
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【６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること】・・・・・・・・【指針④】 

 

目標３ 小規模事業者の売上の確保・拡大 

～多種多様な販路開拓の機会創出によるビジネスチャンス拡大～ 

 
小規模事業者は、優れた技術・製品がありながらも総じて情報発信力や販売力が弱く、売上の増

加や受注の確保に結び付いておらず、販路開拓をしようにもきっかけも少なく、ネットワークも限

られている。一方で、県外等の域外で稼ぐ事業者と域内で稼ぐ事業者、さらには海外市場の獲得を

目指す事業者、ＩＴを活用した取引拡大を目指す事業者など、販路開拓におけるターゲット市場・

手段は様々である。 

そこで、福井商工会議所の強みである広範なネットワークを活かし、全国各地の商工会議所と連

携した商談会、県外展示会への共同出展、海外商談会、ＩＴ活用やマスコミとの連携など、多種多

様なニーズに対応した販路開拓支援事業を実施する。また、販路開拓を目指す企業のデータベース

を整備・拡充し、小規模事業者に対しピンポイントで商談会・展示会の開催情報を提供する。さら

には、出展効果を高めるための側面的支援事業を展開し、通年型のサポート体制を構築する。 

 これらの支援事業を通じ、ビジネスチャンスの拡大を図り、企業間取引の活発化なら 

びに消費喚起を促し、小規模事業者の売上の確保・拡大に期待できる。 

 

《目標２の達成に向けた事業イメージ》 

 

 

 

 

 

 

 
《１．商談会・展示会の開催による販路開拓支援事業》 

（１）主な対象業種・ターゲット市場毎に、多彩な商談会・展示会を開催し、ビジネスチャンス拡

大の機会を提供する。 
    現在実施している商談会・展示会をベースに、全国各地の商工会議所や大手企業など連携

先の維持・拡大を図り、販路開拓支援メニューの一層の強化を図る。 
NO 業種 ターゲット市場 事業内容 
1 全業種 北陸三県 福井・富山・石川の北陸三県の商工会議所および商工会（２２の商工

会議所、４５の商工会）が連携し、小規模事業者の隣接県への販路開
拓を支援する商談会を開催する。 

2 全業種 海外 福井県商工会議所連合会と台湾経済団体とのＭＯＵ関係を活用し
て、福井県との連携のもと、ビジネスマッチング商談会を開催し、中国・ア
ジア市場を見据えた販路開拓を支援する。 

3 製造業 県外 企業や大学・高専、研究機関や支援機関等が保有する優秀な技術や
製品を一堂に展示・実演し、技術の高度化、競争力の強化および新産
業・新技術の創出を目的とした、北陸最大規模の展示商談会「北陸技
術交流テクノフェア」を実施する。 

4 製造業 県外 関西・中京地区などの優れたものづくり企業が集積する商工会議所と連
携した商談会や大手企業との商談会を開催し、取引拡大・技術交流を
目指す。 

小
規
模
事
業
者 

販路開拓希望 

企業データベース 

展
示
会
等 

開
催
情
報 

■展示会・商談会メニューの提供 
・北陸３県合同商談会 ・ものづくり商談会 

・台湾ビジネス商談会 

・大規模展示会への共同出展 など 

■商談会前後のサポート 
・展示会有効活用セミナー 

・共同出展コーディネート 

・海外展開勉強会、市場調査 など 

サポート 

機会創出 
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5 製造業 県外 企業単独での出展に比べ、スケールメリットにより集客数の増加が見込ま
れることから、県外の大規模展示会への共同出展を実施。企業認知度
の向上ならびに商談機会の拡大を図る。 

6 商業 域内 「食」「手土産」などテーマを設定し、異業種によるテーマ別のビジネス交
流会を開催するほか、展示即売会の開催やイベントでの共同出展等に
より、域内での取引拡大を目指す。 

7 商業 域内 意欲のある小売・サービス業者が集まり、販売促進活動のための勉強会
を開催。学んだ販促手法の実践の場として、スタンプラリーなどの共同販
促事業を実施し、取引拡大を目指す。 

8 商業 域内 福井市・（公財）福井観光コンベンションビューロー等との連携により、「ふく

い春まつり」「福井フェニックスまつり」の地域祭事の開催を通じた賑わいを

創出し、消費喚起を図る。 
 
 
《２．商談会・展示会の側面的支援による販路開拓支援事業》 

（２）（１）の商談会・展示会開催による販路開拓の場の提供に加え、展示会来場者へのアプロー

チ、プレゼンテーション、アフターフォローの方法を学ぶセミナーや、商談シートの作成講

座など、展示会等の前後のサポートを行い、商談会参加・展示会出展の効果を高める。現状

はセミナーによる集団指導が中心であるが、今後は経営指導員による個別企業のサポートを

強化し、きめ細かく対応する。 
 
（３）福井商工会議所が主催する商談会等以外にも、より多くの販路開拓の機会を提供するため、

販路開拓希望の｢企業データベース｣を整備する。登録企業に対し、他機関・団体が主催する

商談会参加・展示会出展募集の情報提供を行う。 
現在、約２００社がデータベースに登録しているが、販路開拓の機会を逸することなく、

より多くの小規模事業者にピンポイントで情報が届くよう、事業計画策定の支援先に対し登

録を呼びかけ、登録事業者の拡大を図る。登録者に対し、販路開拓支援事業をはじめとした

施策情報などのメールマガジンを発信し、“福井版ミラサポ”を目指す。また、データベース
を使い、新たにＷＥＢを活用したビジネスマッチングによる取引拡大を図る。 

 
（４）ASEAN地域へのビジネス展開に挑戦する小規模事業者に対し、勉強会ならびに現地での市

場調査等を通じて、海外市場の獲得による販路開拓を支援する。これまでは製造業を中心に

支援してきたが、小規模事業者の多い商業・サービス業に対象業種を拡大して、小規模事業

者の海外展開をサポートする。 
 
 
《３．ＩＴ活用・マスコミとの連携による情報発信事業》 

（５）事業者が開発した新商品・新サービスの情報発信をサポートするために、マスコミ各社との

連携による、合同記者会見形式の「新商品・新サービス合同プレス発表会」を実施する。事

業者はプレゼンテーションを行った後、マスコミ記者と自由に情報交換を行う交流会を開催

する。発表会での取材内容を、新聞やＴＶ等のメディアにて紹介してもらい、認知度の向上・

情報発信の強化を図る。 
    これまでは、地元メディアを通じた県内での情報発信を中心に行ってきたが、全国展開を

目指す小規模事業者のニーズには十分に応えられていない。今後は、全国の主要マスコミに

向けたプレスリリースの配信サービスを、支援メニューとして新たに加える。上記の「新商

品・新サービス合同プレス発表会」で発表した内容を、プレスリリースとして全国発信し、

県外でのメディア紹介を狙う。 
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（６）ＷＥＢは有効な販路開拓ツールであるが、管内小規模事業者の約半数が自社ホームページを

持っていない状況である。簡単にホームページが構築できるシステムを提供し、ホームペー

ジを作り上げるためのセミナーの開催および経営指導員の指導・助言によりＨＰの開設を促

し、販売促進ならびに情報発信の強化を図る。 
    簡易型ホームページ構築システムの運用を、平成２７年度より開始する。これまでは、Ｈ

Ｐに掲載するコンテンツ作りに留まっていたが、システム運用開始後は、ＨＰをアップロー

ドするまで一貫した支援を行っていく。 
 
《目標》 

福井商工会議所の広範なネットワークを最大限に活かし、国内外の商談会等の開催、IT 活用
など多種多様な販路開拓の機会の創出を目標とする。数値目標は以下の通り。 
支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

展示・商談会 
開催回数 

10回 20回 20回 20回 20回 20回

セミナー・相談会 
開催回数 

16回 35回 35回 35回 35回 35回

情報発信支援件数 39件 70件 100件 130件 160件 190件
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 
１.現状 

福井県の県都である福井市は、人口 10万人あたり社長輩出数 33 年連続全国 1位であり、9割
以上を占める小規模事業者が活性化することにより、地域が活力を取り戻すという側面は強く、小

規模企業の活力向上には、個々の事業者の支援のみでなく、地域全体が面的に活性化することが必

要である。 
福井市は全国各都市の「住みよさランキング」で毎年度上位に選ばれ、地理的には、農林水産物

の北限と南限を多く抱え、特色ある「食材」の供給地としての地位を持ち、歴史的資源には、中世

時代に小京都と呼ばれるほど栄華を極めた「朝倉氏」。戦国時代に「北ノ庄」と呼ばれた現在のま

ちづくりの基盤を固めた「柴田勝家」。幕末の産業振興事業が今日の「ものづくり・繊維王国福井」

の礎をつくったという名君として名高い｢松平春嶽公」といった地域資源を有している。 
これまでの地域経済活性化の視点には地域経済を維持発展させるための手段として地域の産業

や産物といった｢モノ｣ありきの基点が多く、地域活性化の戦略面において県都としての行政や産業

が集中している利点を活かし切れてなく、同時に商工会議所の取組みでは、｢内向き｣なものが多く、

もっと外へ会員企業を誘導していかなければ、商工会議所のメリットは誰も感じてくれないし、存

在価値はないとの意見が出ている。 
 
 
２．課題と解決方針 

（１）地域経済の活性化に資する新たな視点の設定 
｢モノ｣ありきの基点が多い中で、下記の新たな切り口で地域の多様な機関が参加し、今後の地域

の方向性を共有した上で多くの英知を結集することにより、創造的な発想・取組で地域の魅力を内

外に広く浸透させ、商工業者の発展を通じた商工会議所らしい地域活性化策を実施・提案し、国の

関係省庁、地方公共団体及び支援機関等が適切に連携を図り効果を高める。 
 
①「地域外から資金を呼び込む力」 
 -1．食と観光を結びつける「福丼県プロジェクト」〔新規事業〕 
 -2．地域団体商標制運営協議会・福井県産農林水産物販売協議会〔新規事業〕 
 
②「地域内で資金を循環させる力」 
 -1．産学官金プラットフォームの構築「技術交流テクノフェア実行委員会」 
 -2．地域祭事を活用した地域経済活性化事業「にぎわいづくり推進会議」 
 
 
（２）県都商工会議所として地域を面的・横断的・広域的に捉え、多様機関と連携させる力の発

揮 
商工会議所事業は時代に合わせて進化していくべきであり、地域経済活性化に向けた連携には地

域内外の多様な機関が参加し、今後の地域の方向性を関係者間で共有した上で、地域の魅力の特性

を踏まえた観光振興や地域のブランド化、にぎわいの創出等による地域経済の活性化に資する事業

展開が必要であり、衆知を集める会議体や事務局レベルの会議を定期的に開催し、様々な事業に対

して英知を結集して取り組んでいく。 
 
③県都商工会議所として地域を面的・横断的・広域的に捉え、多様な機関と連携させる力の発

揮 
-1．北陸・関西商工会議所連携会議による事業実施〔新規事業〕 
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３．事業内容 

（１）「地域外から資金を呼び込む力」の創出 
①食と観光を結びつける「福丼県プロジェクト」〔新規事業〕 
 

□連携体：地域の飲食事業者、福井商工会議所を中心に県内 7商工会議所及び 13商工会、福井県
観光連盟、福井県内各市町観光協会・連盟等の支援機関、福井県、福井県内各市町、マ

スコミ、出版社、JR西日本、NEXCO中日本、えちぜん鉄道等 
 

■目的 
近年、「食」による地域活性化策は、

全国各地で盛んに行われ、地域の「食」

が欠かせない存在であるが、飲食を提

供する店舗の多くは小規模事業者であ

り、今までは新規の販路開拓や商品開

発を行う機会が非常に少なかった。本

事業は、福井県全体を「食」で盛り上

げるための方向性を関係者間で共有

し、地域独自の「丼」の開発を魅力と

して、観光振興等を含む地域のブラン

ド化、にぎわいの創出等による地域経

済の活性化に資する事業展開を図る。 
 
■事業内容 
本事業は、福井商工会議所が主催し

たセミナーを契機として始まったプロ

ジェクトであり、福井商工会議所を中

心に県内 7商工会議所及び 13商工会、
福井県観光連盟、福井県内各市町観光

協会・連盟等の支援機関、福井県、福井県内各市町、マスコミ、出版社、JR西日本、NEXCO中
日本、えちぜん鉄道等の後援・協力による組織体で実施を行い、県内ご当地グルメである｢ソース

かつ丼｣や地元海産物を使用した｢海鮮丼｣などの新たな『丼』を素材にして、米消費拡大・コシヒ

カリ発祥の地・福井県の魅力を食と観光面で全国発信を行っていく。 
 

-1．｢丼ツーリズム｣キャンペーンの実施 
おいしい丼を食べに出かけ、地域の歴史や文化を訪ね

る道のりや寄り道を楽しみながら、福井県の魅力も発見

するという移動体験である「丼ツーリズム」を提唱し、

「丼」を起点に福井県内外の移動・交流人口を拡大して

いくことを目指す。 
 
-2．｢おもてなし｣の質の向上に向けた取組み 
イベント等の実施や参加募集に当たり、各地経営指導員による経営支援活動を通じて、参画事

業所の強みや弱み、経営資源等の現状を把握し、各参加事業所への商品・サービスの質を高め、

｢おもてなし講座｣等を県内全域での開催することにより小規模事業者を中心とするおもてなし

力の向上を支援し、地域一体となった相乗効果へと繋げる。 
 

【福丼県プロジェクト実施体制】 
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-3．「福丼カップ」イベントの開催 
福井県内の「丼」を一堂に集めた「食」を通じて福井県をおもてなしの心とともに体験する場

を提供し、広域的な展示販売会として県内の各地域の観光資源を地域内外へ情報発信していく場

として活用する。同時にプロモーションに関して食の専門家やデザイナー等で専門チームを作

り、｢メニュー精度を上げるためのアドバイス｣や｢質の高いパンフレット製作｣を行うことで、販

売効果を高めていく。 
 
-4．福井県「丼、観光」を紹介する観光・商談用パンフレット、WEB作成 
福丼県プロジェクト参加事業者を中心とする飲食店等約 400 店舗に、食

に精通した専門家、カメラマン、ライター、デザイナー等による専門チー

ムを構成し、参加する｢丼｣のブラッシュアップを図り、商談用パンフレッ

トを製作する。 
 
-5．全県で連携したプロジェクトの取組み 
単発に終わるイベントではなく、全県で継続的に「福丼県プロジェクト」

に取り組む。平成 27 年度に福井県が策定する「福井県観光新戦略」と連携を図り、JR グルー
プ 6 社と北陸三県で取り組む｢デスティネーションキャンペーン｣と連動した官民一体の質の高
い取り組みを行い、全国からの観光誘客及び全国レベルの評価を得る機会を増やし、県内事業者

の質の高い商品・サービスづくりを図る。 
イベント終了後も、県内の 7商工会議所及び 13商工会、県観光連盟、各市町観光協会・連盟

等の支援機関と連携し、プロジェクトの告知、参加企業の募集、イベント集客、継続的な情報発

信を行い、パンフレットなどの広報媒体に観光情報を発信することで「丼ツーリズム」である継

続的・反復的な食べ歩き効果による観光誘致・集客のためのツールとして活用していく。 
 
③目標 

取組み 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

福丼カップによる集客数 0人 2万人 2万人 2万人 2万人 2万人

福丼カップ出展者数（*１） 0社 30社 30社 30社 50社 50社

福丼カップ展示店 
パンフレット・HP掲載店舗 

48社 400社 400社 400社 500社 500社

*1福丼カップについて 
□集客目標：2万人 
□出展店舗：30店舗 
□展示店舗：400店舗 
□ターゲット：県内および中京圏・関西・首都圏からの誘客 
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②地域団体商標制運営協議会・福井県産農林水産物販売協議会〔新規事業〕 
 

□連携体：福井商工会議所、福井中央魚市、福井県漁業協同組合連合会、漁業関係者、福井県認定

農業法人、全日本司厨士協会、福井県、福井市、越前町、専門家（弁理士・福井県発明

協会）等 

 

■目的 
ブランド化には、長期的な視野に立った継続的・組織的な取組が必要であり、特に地域ブランド

化に取り組む場合は、「生産者」、「流通・販売関係者」、｢飲食店等業務需要者｣、「行政（県関係市

町）」など、取組にかかわる関係者全員の理解と合意。さらに周到な準備が必要である。 
福井商工会議所では平成 35 年に予定される北陸新幹線福井駅開業に向け、｢地域団体商標制運

営協議会｣、｢福井県産農林水産物販売協議会｣を新規に設置し、地域で知名度はあるが、全国的に知

られていない福井の「地域資源」の知名度を上げ、活用方法を含むブランド化戦略を共有し、一体

的に取り組むための意識形成の場を設置し、意思統一の下に参加者が事業を展開する。 
特に小規模事業者が多い「川下事業者（小売・飲食店）」が多く加盟する福井商工会議所の特性

を活かし、「食」関連事業者の意識改革と連携を図るとともに、販路拡大の起爆剤とし、「地域資源」

を用いた「地域振興」、「小規模企業」の振興を図る。 
 
■事業内容 
-1．地域団体商標制運営協議会 
平成 26年 8月 1日から商工会議所においても申請が可能となった「地域団体商標制度」を活用
し、「地域団体商標」の取得に合わせて、従来生産者中心であった｢商標｣の有効活用を図る。 
｢商標権｣の取得をゴールとして捉えるのではなく、品質管理、マーケティング活動、産地関係者

の協働意識やモチベーションの醸成等に活かすことにより、商品やサービスのブランド化を図り、

生産者等の所得の向上や地域経済の活性化に結びつけることを目標とする。 
 
-2．福井県産農林水産物販売協議会 
「総務省地域経済循環創造事業交付金」の採択を機会として、「農林水産物生産者等」、「料理人」、

「流通事業者等」が参画し、福井県産食材の知名度向上と販路拡大による生産者の利益確保・誘客

による地域活性化を図る。生産者は、県内農業法人を中心に六次産業化を志向する事業者が参画し、

「伝統野菜」や「地場産食材」の直接販売、6次化商品の開発商品の販売を進めていく。 
 
-3．地域資源の追加要請・福井県逸品ファンド等による支援 
 福井県が認定する｢地域資源｣において、未だ登録されていない地域の隠れた資源や新たに産み出

された地域資源を掘り起こし、支援する。 
 
■目標 

取組み 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度
地域団体商標制度研究会 
（運営協議会）の開催 

0回 3回 3回 3回 3回 3回

地域資源の追加要請案件 0件 5件 5件 5件 5件 5件

福井県逸品ファンド等 
補助金申請件数 

10件 10件 10件 10件 10件 10件
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（２）「地域内で資金を循環させる力」の創出 

①産学官金プラットフォームの構築「技術交流テクノフェア実行委員会」 
 
□連携体：福井県、福井市、経済団体、支援機関、金融機関、大学・高専、大・中堅企業 
 
■目的 
技術革新が著しく、急速なスピードで日々進化している中、高度な技術レベルが要求され、企業

や地域の枠を超えた協力を得ないと解決できない技術的課題が生じており、これまで以上の産学官

金の連携を構築することが急務となっている。 
｢産学官金｣プラットフォームで構成する「技術交流テクノフェア実行委員会」では、福井県、

福井市、経済団体、支援機関、金融機関、大学・高専、大・中堅企業で構成し、「北陸技術交流テ

クノフェア」を通じて、地方創生の実現に不可欠となるものづくり産業の活性化・高度化について、

年間 3回程度開催し、今後の方向性を検討し共有化を図る。 
検討する内容は、ものづくり技術の高度化、競争力の強化および新産業・新技術の創出を目的と

し、技術交流や研究開発・技術移転・商談会といった手法を活用し、地域ものづくり産業全体の活

性化を図る。 
｢ふくいオープンイノベーション推進機構｣とも連携し、産業界、学界、行政および金融の総力を

結集し、幅広い人材・組織・ネットワークを活かして新たな事業の創出を行っていく。 
 
 
■事業内容 
・福井県、福井市、経済団体、支援機関、金融機関、大学・高専、大・中堅企業で構成する「技術

交流テクノフェア実行委員会」を年間 3回開催し、ものづくり技術の高度化、競争力の強化およ
び新産業・新技術の創出について、今後の方向性や手法を検討する。 
・「北陸技術交流テクノフェア」は、技術の高度化、競争力の強化および新産業・新技術の創出を

目的とした北陸最大規模の展示商談会として中央の大企業や大学・高専、研究機関や支援機関等

が保有する最新の優秀な技術や製品を一堂に展示・実演する場である。 
・小規模事業者にとって地元開催である「北陸技術交流テクノフェア」は、最新の技術・製品に触

れると同時に、今後のものづくりの方向性を探るだけでなく、研究者や技術開発の担当者と接触

できる機会として活用することができる。 
・「北陸技術交流テクノフェア」を起点にものづくり産業を活性化し、特に小規模事業者の成果発

表の場として、出展しやすい環境を整備する。 
 
■目標 
・企業、大学・高専、研究機関、支援機関等の多様な主体が一堂に会することで、企業間の連携・

取引や企業と大学等との技術交流などが促進され、地域ものづくり産業が活性化することを目標

とする。数値目標は以下の通り。 
取組み 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

出展者数 148社 160社 160社 160社 160社 160社

小規模事業者出展数 14社 20社 20社 20社 20社 20社

商談・交流件数 5,390件 5,500件 5,500件 5,500件 5,500件 5,500件
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②地域祭事を活用した地域経済活性化事業「にぎわいづくり推進会議」 
 

□連携体：福井市、（公財）福井観光コンベンションビューロー、福井商工会議所 
 

■目的 
福井市・（公財）福井観光コンベンションビューロー・福井商工会議所の三者による「にぎわい

づくり推進会議」を新たに設置する。 
年間 10回程度会議を開催し、地域祭事を軸とした地域経済活性化について、今後の方向性を検

討し共有化を図る。 
検討した地域経済活性化の方向性を踏まえ、観光誘客や賑わい創出を目的に、福井商工会議所が

主体的に実施する「ふくい春まつり越前時代行列」、「福井フェニックスまつり」を開催し、中心

市街地ならびに周辺地域を中心とした商業や観光関連産業の活性化を図る。 
 
■事業内容 
・福井市、（公財）福井観光コンベンションビューロー、福井商工会議所の三者による「にぎわい

づくり推進会議」を 10回開催し、観光誘客や賑わい創出による地域経済活性化について、今後
の方向性を検討する。 

・「日本さくら名所 100選」にも選ばれた桜並木の見ごろの時期に、中心市街地ならびに周辺地域
を練り歩く総勢 500 名の武者行列や、福井市の自然・歴史・文化・食などの観光資源を活かし
た体験イベントなど、観光誘客や消費拡大を目的とした「ふくい春まつり」を、福井市・（公財）

福井観光コンベンションビューロー、福井商工会議所の三者が連携して実施する。 
・福井商工会議所が主管する「民踊・よさこいイッチョライ大会」や、マーチングイベント、花火

大会で構成する「福井フェニックスまつり」を、福井市・（公財）福井観光コンベンションビュ

ーローと連携して実施し、中心市街地ならびに周辺地域の賑わい創出による消費拡大を図る。 
 
■目標 
・商業や観光関連産業の活性化に向け、地域祭事の開催を通じた中心市街地ならびに周辺地域への

賑わいの創出を目標とする。数値目標は以下の通り。 
取組み 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

ふくい春 
まつり来場者数 

223,000人 223,000人 223,000人 223,000人 223,000人 223,000人

福井フェニックス 
まつり来場者数 

131,000人 131,000人 131,000人 131,000人 131,000人 131,000人
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（３）県都商工会議所として地域を面的・横断的・広域的に捉え、多様機関と連携させる力の発

揮 

①北陸・関西商工会議所連携会議による事業実施〔新規事業〕 
 
□連携体：北陸地域 福井商工会議所、金沢商工会議所、富山商工会議所、 

関西地域 京都商工会議所・神戸商工会議所、大阪商工会議所 
 
■目的 
北陸と関西は、豊富な地域資源を有し、人的交流も盛んであり、北陸・関西連携会議に参画した

６商工会議所の会員数だけでも 5万社あり、6県全会議所の合計にすると 19万社に上る。これら
の会員の方々のために役立つ事業を連携しながら進めていく。 
今後、オリンピック・パラリンピック東京大会の開催、リニア中央新幹線先行着工、北陸新幹線

の福井延伸といった動きを踏まえ、北陸（福井・金沢・富山商工会議所）・関西（京都・神戸・大阪

商工会議所）両地域が連携し、観光振興はもとより、幅広いビジネス交流事業を実施するとともに、

そのために必要な北陸新幹線の大阪延伸の早期実現策等を検討し、必要に応じて、共同提言の取り

まとめ等を行う。 
 
■事業内容 
-1．観光振興に関する事項 
○広域観光周遊ルートの検討 
・各商工会議所会員の協力を得て、北陸－関西の広域観光周遊ルートの検討、プロモーション等を

実施するほか、旅行代理店等に商品化を働きかける。 
○各商工会議所の観光関係部会・委員会による視察交流の実施 
・北陸・関西の観光資源、おもてなし等に関する相互理解を深めるため、各商工会議所の観光関係

部会・委員会による視察交流を実施する。 
○西日本旅客鉄道株式会社「関西・北陸交流会」との連携 
・西日本旅客鉄道株式会社が設置する「関西・北陸交流会」と連携した各種交流強化策を検討する。

 
-2．販路開拓に関する事項 
○各地商工会議所で実施している商談会への相互参加・参加枠拡大 
・「北陸三県縦断ビジネスチャンス創出プロジェクト」（福井・石川・富山） 
・「京のイチ押し商品売り込み商談会」（京都） 
・「メガ販路開拓市」（神戸） 
・「ザ・ベストバイヤーズ」（大阪） 

 
■目標 
・県都商工会議所として地域を面的・横断的・広域的に捉え、多様機関と連携することで、新たな

ビジネスチャンスや観光関連産業の活性化に向けた取組みを行う。数値目標は以下の通り。 
取組み 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

視察交流の実施 0回 5回 5回 5回 5回 5回

販路開拓事業へ

の参加 
40社 100社 100社 100社 100社 100社
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Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための仕組み 
 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

他地区の商工会議所、支援機関、専門家、金融機関と連携し、支援の現状、支援ノウハウ、小規

模事業者や需要動向などの情報交換の場を作り、支援ネットワークの強化および連携事業の推進を

図り、管内小規模事業者の持続的発展に向けた多面的かつ重層的な支援体制を整備・充実する。 
 
（１）多様化・複雑化する経営課題に対し、スピーディーできめ細かな支援に取り組むため、専門

家、金融機関、支援機関、行政機関による「士業・金融機関・支援機関等交流会」を開催し、

支援の現状、支援ノウハウ等の情報交換を行うほか、小規模事業者の売上向上や販路開拓支

援に重点を置いた研修を同時に開催し、支援能力の向上ならびに支援ノウハウの水平展開を

図る。ネットワークの強化を図り、強固な連携支援体制を築き、小規模事業者の経営力向上

に寄与する。 
 
（２）金沢商工会議所、富山商工会議所、福井商工会議所の三者により「金沢・富山・福井経営改

善普及事業運営会議」を開催し、各地区の小規模事業者や需要の動向、支援ノウハウ等の情

報交換を行うほか、特徴的な事業を紹介し、成功事例の水平展開を図り、支援事業の拡充・

強化を目指す。また、北陸三県商工会議所等が連携した商談会の効果的な実施に向けた意見

交換を行い、今後の販路開拓支援事業の拡充を図る。 
 
（３）福井県内商工会議所の商工相談所長が集まる「七市相談所長会議」において、情報交換の時

間を設定し、福井県内各地区の小規模事業者を取り巻く経営環境や課題の把握、需要の動向、

支援の現状、支援ノウハウ等について情報交換を行う。また、各地区が連携した経済動向調

査の実施や、経営指導員の資質向上に向けた研修事業の効果的な実施について意見交換を行

い、県内商工会議所全体の支援力向上を目指す。 
 
 
２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

小規模事業者の多様なニーズに対応するためには、経営指導員等の更なるスキルアップを図

らなければならず、経営指導に必要となる最新施策情報の理解や、コンサルティング能力向

上のための研修会、外部研修機関への派遣、相談案店の所内検討会の開催などを通じて、経営

指導員の支援能力の向上を図る。 
 

（１）経営指導員は福井県商工会議所連合会が主催する「経営指導員等研修」に年間２回以上の参

加を義務付けるとともに、中小企業大学校・日本商工会議所・中小企業基盤整備機構などの

主催する研修会へ派遣し、経営指導員全員に研修機会を提供する。特に、小規模事業者の売

上・利益の確保につながる経営革新・販路開拓支援・創業などの研修受講を推奨し、小規模

事業者の持続的発展に資する支援ノウハウの習得ならびに支援能力の向上を図る。 
 
（２）経営指導員が抱える相談案店について、福井商工会議所内で検討する「所内カンファレンス」

を毎週１回・２時間開催する。経営指導員が支援中の小規模事業者の相談案店をもとに、経

営状況の分析結果や経営課題などの現状を把握した上で、相互に意見を出し合いながら、今

後の支援の方向性や具体的な提案事項の検討を行う。組織内の支援ノウハウの共有を図り、

経験の浅い経営指導員の支援能力の向上にも繋げる。 
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（３）若手経営指導員については、経営革新、創業・事業承継支援、販路拡大支援など専門性の高

い分野において、ベテラン経営指導員がフォローし小規模事業者を支援する。若手経営指導

員は、指導・助言内容や情報収集手段などをＯＪＴにより学ぶ中から、事業者との信頼関係

を構築する「対話力」、経営課題を捉える「診断力」、課題の解決策を提案する「構想力」を

磨き、支援能力の向上を図る。 
 
 
３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

毎年度終了後、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・

検証を行う。 
 

①福井県、福井市、日本政策金融公庫、福井銀行、福邦銀行、福井信用金庫、税理士等の専門家

を委員に、経営発達支援事業に関する事業の実施状況、成果の評価、事業見直し案を検討する

ための「経営発達支援事業検討委員会」を開催する。 
 
②「経営発達支援事業検討委員会」で取りまとめた見直し案について、福井商工会議所の「常議

員会」において審議し、評価・見直しの方針を決定する。 
 
③事業の成果・評価・見直しの結果については、「議員総会」へ報告し、承認を受ける。 
 
④事業の成果・評価・見直しの結果を福井商工会議所のホームページ（http://www.fcci.or.jp/）
にて計画期間中公表する。 

 
《事業の評価・見直しのフロー》 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

【経営発達支援事業検討委員会】 事業の実施状況、成果の評価、事業見直し案を検討 
《委員》福井県、福井市、日本政策金融公庫、福井銀行、福邦銀行、福井信用金庫、税理士等の専門家

【常議員会】見直し案を審議し、評価・見直しの方針決定 
《出席者》正副会頭 5名、福井商工会議所常議員 25 名、監事 3名 

【議員総会】事業の成果・評価・見直しの結果報告・承認 
《出席者》福井商工会議所議員 100 名

【公表】福井商工会議所のホームページにて公表 
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（別表２） 
 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成 27年 4月現在）
（１）組織体制 
多様で活力ある小規模事業者の発展こそが地域活性化の源であり、小規模事業者がその持てる

力を最大限に発揮できる環境を整え、新しい時代に対応した競争力を強化することが不可欠であ

る。小規模事業者の持続的発展に向けた経営発達支援事業ならびに地域活性化のために、福井商

工会議所は部署連携のもと、総力を挙げて取り組む。 

 
 
《事務局組織図（全体）》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
《全職員数》 
 

専任職員 
専門経営 
指 導 員 

経営指導員 補助員 
記帳専任 
職  員 

計 

21 3 14 4 1 43 

                                      （専務理事、常務理事を除く）

 
 

事
務
局
長 

総合企画室
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《経営発達支援事業の実施体制》 
部 名 課 名 経営発達支援事業の内容 人員

中 小 企 業 
総 合 支 援 
セ ン タ ー 

金融・ 
税務相談課

・マル経融資、制度融資斡旋等の金融支援 
・経営改善支援（セミナー、専門家相談、計画書策定など） 
・創業支援（セミナー、創業計画書策定など） 
・事業承継支援（セミナー、第二創業など） 
・専門家、金融機関、支援機関等の交流事業 
・地域経済動向の調査・提供 
 

5 

経営支援・

人材育成課

・新商品開発、新分野展開等の経営革新支援 
（セミナー、計画書策定など） 
・施策の普及および補助金等申請支援 
・販路開拓支援（北陸三県商談会、ＩＴ活用支援） 
・経営指導員の資質向上のための研修会事業 
 

4 

地域振興部 

地域事業課

・海外市場向け販路開拓支援（セミナー、商談会など） 
・祭事による地域活性化（越前時代行列、福井フェニックス祭

り） 
 

5 

産業・ 
地域振興課

・製造業向け販路開拓支援（商談会、共同出展など） 
・商業者向け販路開拓支援（販促勉強会、共同販促事業） 
・ものづくり産業の活性化（北陸技術交流テクノフェア） 
 

5 

会 員 
サービス部 

会 員 
サービス課 

・地域内での販路開拓支援（テーマ別ビジネス交流会） 
・情報発信事業（新商品・新サービス合同プレス発表会） 
 

4 

 
 
（２）連絡先 

連絡窓口 福井商工会議所 中小企業総合支援センター 

住所 〒918-8580 福井県福井市西木田 2-8-1 

電話／ＦＡＸ TEL:0776-33-8283 ／ FAX：0776-50-6789 

メールアドレス keiei@fcci.or.jp 

ＵＲＬ http://www.fcci.or.jp/ 
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（別表３） 
 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 
                                  （単位 千円） 

 27年度 
(27 年 4 月
以降) 

28年度 29年度 30年度 31年度 

必要な資金の額 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000

 

 
経済動向調査費 
 
事業計画策定・経

営分析事業費 
 
販路開拓事業費 
 
創業支援事業費 
 
地域経済活性化事

業費 
 
他機関連携会議費 
 
経営指導員研修事

業費 
 

 
500 

 
5,700 

 
 

30,800 
 

7,800 
 

58,200 
 
 

200 
 

800 
 
 

500
 

5,700

 
30,800

 
7,800

 
58,200

 
 

200
 

800
 
 

500
 

5,700

 
30,800

 
7,800

 
58,200

 
 

200
 

800
 
 

 
500 

 
5,700 

 
 

30,800 
 

7,800 
 

58,200 
 
 

200 
 

800 
 
 

500
 

5,700

 
30,800

 
7,800

 
58,200

 
 

200
 

800
 
 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 
調達方法 

 
会費、国補助金、県補助金、市補助金、事業委託費、参加料、事業負担金 
 
（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 
 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 
連携する内容 

（１）経営力向上サポートチーム                 （別表１）【３．事業計画策定支援に関すること】 

《事業内容》 

弁護士・税理士・中小企業診断士等の専門家の中から、一つの相談案店に対し複数の異分

野の専門家による「経営力向上サポートチーム」を組成し、多面的に支援する体制を整備する。

各分野の専門家の視点から売上向上策、財務体質改善策、商品改良、販売促進策など、個々

の企業の現状や解題に即した具体的提案を行い、提案内容を加味しながら事業計画策定をサ

ポートし、儲かる仕組みを確立したビジネスモデルの転換を目指す。 

連携者及びその役割 
《連携者》 
【福井商工会議所】  

･ 福井商工会議所 代表者役職・氏名 会頭 川田 達男 

 〒918-8580 福井県福井市西木田 2-8-1 

【福井県再生支援協議会】 

･ 福井県中小企業再生支援協議会 代表者役職・氏名 会長 川田 達男 

 〒918-8580 福井県福井市西木田 2-8-1 

【専門家（12 社）】 

･ 松岡会計事務所 代表者役職・氏名 所長 松岡 茂  

 〒910-0004 福井県福井市宝永 1-37-17 【税理士】

･ 村野勝税理士・労務士事務所 代表者役職・氏名 所長 村野 勝  

 〒910-0845 福井県福井市志比口 1-12-27 【税理士】

･ 税理士法人 三好会計 代表者役職・氏名 代表社員税理士 三好 勝 

 〒915-0831 福井県福井市越前市日野美 2-9 【税理士】

･ 前波法律事務所 代表者役職・氏名 代表 前波 裕司  

 〒910-0019 福井県福井市春山 2-2-16                           【弁護士】

･ 福井さくら法律事務所 代表者役職・氏名 代表 森口 功一 

 〒910-0019 福井県福井市春山 1-3-4 藤井ビル 1F 【弁護士】

･ 九頭竜法律事務所 代表者役職・氏名 代表弁護士 八木 宏 

 〒910-0023 福井県福井市順化 1-24-43 ｽﾄｰｸﾋﾞﾙ 8F 【弁護士】

･ 佐治経営事務所 代表者役職・氏名 代表 佐治 眞悟  

 〒910-0004 福井県福井市宝永 4-14-14 【中小企業診断士】

･ ㈱リテールサポート 代表者役職・氏名 代表取締役 津田 均  

 〒918-8026 福井県福井市渕 2-1802 三上ﾋﾞﾙ 203 【中小企業診断士】

･ Consulting Firm Project F 代表者役職・氏名 代表 吉村 征浩  

 〒918-8015 福井県福井市花堂南 2-1-13 4F 【中小企業診断士】
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《役割》 
連携者 役割 

福井商工会議所 ・経営力向上サポートチームの運営 

・事前調査による経営課題の抽出 

・伴走型の支援によるフォローアップ 

福井県中小企業再生支援協議会 ・金融面や再生手法に関する指導・助言 

税理士（３名） ・財務面からの指導・助言 

弁護士（３名） ・法務面からの指導・助言 

中小企業診断士（３名） ・マーケティングなど経営全般に関する指導・助言 

 
 

連携体制図等 
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（別表４） 
 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 
連携する内容 

（２）新商品・新サービス合同プレス発表会   （別表１）【６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること】 

《事業内容》               

平成 23 年度から、事業者の広報支援・販路拡大の一環として、「新商品・新サービス合同プ

レス発表会」を実施。事業者約10社が合同で、一堂に会したマスコミに対し新商品・新サービス

の発表を行う。第１部では、マスコミ向けに１社５分間で自社の新商品・新サービスの説明を行

い、第２部の交流会では、マスコミや他の参加者との情報交換等を行う。発表した新商品等は、

様々な新聞・テレビ等で取り上げられ、中には地元マスコミの掲載記事を見て、全国ネットのテ

レビに取り上げられ、知名度が大幅に向上し取引拡大した例もある。 

連携者及びその役割 
《連携者》 
【福井商工会議所】 

･ 福井商工会議所 代表者役職・氏名 会頭 川田 達男 

 〒918-8580 福井県福井市西木田 2-8-1 

【福井経済記者クラブ（新聞社・テレビ局：１９社）】 
･ ㈱朝日新聞社福井総局 代表者役職・氏名 総局長 青木 康行 

 〒910-0005 福井県福井市大手 3-11-6 

･ 日本放送協会福井放送局 代表者役職・氏名 局長 秋山 光智 

 〒910-8680 福井県福井市宝永 3-3-5 

･ (一社)共同通信社福井支局 代表者役職・氏名 支局長 甲斐 竜一朗 

 〒910-0836 福井県福井市大和田 2-801 

･ ㈱北陸工業新聞社福井支局 代表者役職・氏名 支局長 四目朔日 義弘 

 〒918-8239 福井県福井市成和 1-2105 

･ ㈱産経新聞社福井支局 代表者役職・氏名 支局長 岡田 泰治 

 〒910-0004 福井県福井市宝永 3-9-10 

･ ㈱時事通信社福井支局 代表者役職・氏名 支局長 和田 慎一 

 〒910-0836 福井県福井市大和田 2-801 

･ ㈱中日新聞社福井支社 代表者役職・氏名 支社長 伊藤 博道 

 〒910-0005 福井県福井市大手 3-1-8 

･ ㈱日刊県民福井 代表者役職・氏名 代表取締役社長 藤本 直紀 

 〒910-8567 福井県福井市大手 3-1-8 

･ ㈱日刊工業新聞社京都支局 代表者役職・氏名 支局長 由賀 徹 

 〒604-0844 京都市中京区御池通烏丸東入ル北側時事ﾌﾟﾚｽ京都ﾋﾞﾙ 

･ ㈱日本経済新聞社福井支局  代表者役職・氏名 支局長 池辺 豊 

 〒910-0004 福井県福井市宝永 4-3-5 

･ ㈱日本工業新聞福井支局 代表者役職・氏名 支局長 岡田 泰治 

 〒910-0004 福井県福井市宝永 3-9-10 

･ ㈱日本農業新聞 代表者役職・氏名 代表取締役会長 田沼 征彦 

 〒110-8722 東京都台東区秋葉原 2-3 

･ ㈱福井新聞社 代表者役職・氏名 代表取締役社長 吉田 真士 

 〒910-8552 福井県福井市大和田 2-801 
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･ ㈱福井繊維情報社 代表者役職・氏名 代表取締役社長 永井 正光 

 〒910-0005 福井県福井市大手 3-7-1 

･ 福井テレビジョン放送㈱ 代表者役職・氏名 代表取締役社長 光野 稔 

 〒918-8688 福井県福井市問屋町 3-410 

･ 福井放送㈱ 代表者役職・氏名 代表取締役社長 小藤 幸男 

 〒910-8588 福井県福井市大和田 2-510 

･ ㈱北国新聞社福井支社 代表者役職・氏名 支社長 河合 英文 

 〒910-0006 福井県福井市中央 1-3-1 加藤ﾋﾞﾙ 4F 

･ ㈱毎日新聞社福井支局 代表者役職・氏名 支局長 伊藤 雄一 

 〒910-0006 福井県福井市中央 3-3-21 福井中央ﾋﾞﾙ 4F 

･ ㈱読売新聞大阪本社福井支局 代表者役職・氏名 支局長 但見 易史 

 〒910-0005 福井県福井市大手 3-14-9 

《役割》 
連携者 役割 

福井商工会議所 ・資料作成やプレゼンについて、発表会前の指導・助言 

・発表会の運営 

・発表会後の商品展開や販路の助言・指導 

福井経済記者クラブ 

（新聞社・テレビ局：１９社） 
・取材内容の新聞・テレビ等での掲載協力 

 
 

連携体制図等 
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（別表４） 
 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 
連携する内容 

（３）福井県・台湾ビジネスマッチング会     （別表１）【６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること】 

《事業内容》 

福井商工会議所が主管する福井県商工会議所連合会・福井県経済団体連合会において、

台湾の台日商務交流協進会・台日産業技術合作促進会と間で業務協力覚書（ＭＯＵ）を平成

24 年 2 月に締結。福井県との共催により、台湾企業とのビジネスマッチング会を実施し、中国・

アジア市場を見据えた販路開拓を支援する。 
連携者及びその役割 

《連携者》 
【福井商工会議所】 

･ 福井商工会議所 代表者役職・氏名 会頭 川田 達男 

 〒918-8580 福井県福井市西木田 2-8-1 

【福井県】 

･ 福井県 代表者役職・氏名 知事 西川 一誠 

 〒910-8580 福井県福井市大手 3-17-1 

【台湾側の連携機関・団体（６機関・団体）】 

･ 台日商務交流協進会 代表者役職・氏名 理事長 江丙坤 

 台北市信義區信義路 5段 5 號 7 樓 7Ａ-13 室 

･ 台日産業技術合作促進会 代表者役職・氏名 理事長 陳添枝 

 台北市大安區長興街 75 號 5 樓 

･ 工業技術院 代表者役職・氏名 董事長 蔡清彦 

 台北市和平東路二段 106 號 7 樓 

･ 台日産業合作推動辦公室(台湾 TJPO) 代表者役職・氏名 執行長 張啓裕 

 台北市松山區民生東路四段 133 號 5 樓（C室） 

･ 亜東関係協会 代表者役職・氏名 會長 李嘉進 

 台北市中正區羅斯福路一段 7號 裕民大廈四樓 

･ (公財)交流協会 代表者役職・氏名 代表 沼田 幹夫 

 台北市慶城街 28 號（通泰大樓） 

《役割》 
連携者 役割 

福井商工会議所 ・ビジネスマッチング会の企画運営 

・福井県側の参加企業募集 

福井県 ・ビジネスマッチング会の企画運営 

・福井県側の参加企業募集 

台日商務交流協進会 ・福井県商工会議所連合会との業務協力覚書（ＭＯＵ）締結

・台湾側の参加企業募集 

台日産業技術合作促進会 ・福井県経済団体連合会との業務協力覚書（ＭＯＵ）締結 

・台湾側の参加企業募集 
工業技術研究院 
台日産業合作推動辦公室(台湾 TJPO) 
亜東関係協会（公財）交流協会 

・台湾側の参加企業募集協力 
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（別表４） 
 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 
連携する内容 

（４）開業サポートセンター                    【（別表１）【３．事業計画策定支援に関すること】 

《事業内容》 

創業に関するワンストップ相談窓口である「開業サポートセンター」を平成 23 年 5 月に設置。

日本政策金融公庫、福井銀行、福井信用金庫、福邦銀行、税理士や中小企業診断士などの

士業、業界専門家、既創業者を開業サポーターとして登録。さらに、福井市との連携体制を平

成 26 年に構築し、開業サポートセンターの機能を強化し、各機関が連携して創業予定者を重

層的に支援する。 

連携者及びその役割 
《連携者》 
【福井商工会議所】 

･ 福井商工会議所 代表者役職・氏名 会頭 川田 達男 

 〒918-8580 福井県福井市西木田 2-8-1 

【福井市】 

･ 福井市役所 代表者役職・氏名 市長 東村 新一 

 〒910-0005 福井県福井市大手 3-10-1 

【金融機関（６社）】 

･ ㈱日本政策金融公庫国民生活事業 代表者役職・氏名 事業統括 明石 誠 

 〒918-8004 福井県福井市西木田 2-8-1 

･ ㈱福井銀行 代表者役職・氏名 代表執行役頭取 林 正博 

 〒910-8660 福井県福井市順化 1-1-1 

･ ㈱福邦銀行 代表者役職・氏名 取締役会長 三田村 俊文 

 〒910-0023 福井県福井市順化 1-6-9 

･ 福井信用金庫 代表者役職・氏名 会長 蓑輪 進一 

 〒910-0018 福井県福井市田原 2-3-1 

･ ㈱北陸銀行福井支店 代表者役職・氏名 常務執行役員 滝野 弘二 

 〒910-8620 福井県福井市中央 1-7-15 

･ ㈱北國銀行福井支店 代表者役職・氏名 福井支店長 谷口 進 

 〒910-0006 福井県福井市中央 3-13-1 

【専門家（８社）】 

･ 税理士法人たすき会 代表者役職・氏名 代表社員 寺尾 明泰 

 〒910-0021 福井県福井市乾徳 1-9-5                          【税理士】 

･ 谷川会計総合事務所 代表者役職・氏名 所長 谷川 秀男 

 〒918-8007 福井県福井市足羽 4-7-20                         【税理士】 

･ 松岡会計事務所 代表者役職・氏名 所長 松岡 茂 

 〒910-0004 福井県福井市宝永 1-37-17                         【税理士】 

･ 司法書士法人 ist 代表者役職・氏名 代表 稲田 真紀 

 〒910-0005 福井県福井市大手 3-15-12                       【司法書士】 

･ ㈱リテールサポート 代表者役職・氏名 代表取締役 津田 均 

 〒918-8026 福井県福井市渕 2-1802 三上ﾋﾞﾙ 203             【中小企業診断士】 
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･ Consulting Firm Project F 代表者役職・氏名 代表 吉村 征浩 

 〒918-8015 福井県福井市花堂南 2-1-13 4F                 【中小企業診断士】 

･ アズワンコンサルティング㈱ 代表者役職・氏名 代表取締役 小玉 隆一 

 〒910-0015 福井県福井市二の宮 4-1-10 ｵﾌｨｽ N ﾋﾞﾙ 2F         【社会保険労務士】 

･ ＮＰＯ法人アントレセンター 代表者役職・氏名 理事長 高原 裕一 

 〒910-0019 福井県福井市春山 1-1-14                    【創業コンサルタント】 

【業界専門家（８社）】 

･ ㈲オビアテック 代表者役職・氏名 代表取締役社長 大庭 六雄 

 〒918-8018 福井県福井市大島町 6-101-1              【業界専門家（店舗内装）】 

･ ㈱グロウプス 代表者役職・氏名 代表取締役 賀川 泰成 

 〒918-8207 福井県福井市円山 1-1002 ｸｰﾈﾙﾊｲﾂ 2 1F     【業界専門家（WEB デザイン）】 

･ ＰＲＯＰＯ 代表者役職・氏名 代表 中尾 豊 

 〒910-0347 福井県坂井市丸岡町熊堂 3-7-1-16         【業界専門家（WEB デザイン）】 

･ ㈱タキナミ 代表者役職・氏名 代表取締役 瀧波 忠昭 

 〒910-0023 福井県福井市順化 1-21-19                 【業界専門家（不動産）】 

･ ㈱ハマ・エンタープライズ 代表者役職・氏名 代表取締役 佐々木 茂紀 

 〒910-0023 福井県福井市順化 2-22-18                 【業界専門家（不動産）】 

･ 三谷不動産㈱ 代表者役職・氏名 代表取締役社長 土屋 久仁夫

 〒910-0006 福井県福井市中央 3-1-5                   【業界専門家（不動産）】 

･ ㈱テンポスバスターズ北陸 代表者役職・氏名 代表取締役 竹原 和行 

 〒918-8171 福井県福井市森行 3-8-1                  【業界専門家（飲食全般）】 

･ キムラ㈱ 代表者役職・氏名 代表取締役 遠山 晴能 

 〒910-0843 福井県福井市西開発 4-608                【業界専門家（美容全般）】 

【先輩創業者（８社）】 

･ 馳走えん 代表者役職・氏名 代表 小松 辰平 

 〒910-0015 福井県福井市二の宮 4-27-19                     【先輩創業者】 

･ ㈱ＧＡＩＡ 代表者役職・氏名 代表取締役 坪川 晶子 

 〒910-0804 福井県福井市高木中央 2-4115                    【先輩創業者】 

･ cafenotes 代表者役職・氏名 代表 箕輪 俊宏 

 〒918-8015 福井県福井市花堂南 1-9-16                     【先輩創業者】 

･ ㈱和珈屋 代表者役職・氏名 代表取締役 小林 美和 

 〒918-8027 福井県福井市福 2-1914                        【先輩創業者】 

･ キッチンガーデン・ヨンズ 代表者役職・氏名 代表 吉岡 雪枝 

 〒918-8017 福井県福井市下荒井町 20-6                     【先輩創業者】 

･ ＳＩＲＹ 代表者役職・氏名 代表 至當 幸洋 

 〒918-0852 福井県福井市松城町 12-7 ﾊﾟﾘｵ CITY2F              【先輩創業者】 

･ ＫＵＲＡ 代表者役職・氏名 代表 東野 晴和 

 〒910-0006 福井県福井市中央 1-21-1 あぶらやﾋﾞﾙ 1F             【先輩創業者】 

･ ㈱ＮＩＣＯ 代表者役職・氏名 代表取締役 虎尾 剛志 

 〒910-0067 福井県福井市新田塚 1-72-5                     【先輩創業者】 
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《役割》 
連携者 役割 

福井商工会議所 ・相談内容に応じた総合コーディネート 

・創業計画書の策定支援 

・創業予備軍の発掘 

福井市 ・創業相談窓口の設置 

・補助制度（起業家セットメニュー）の手続 

金融機関（６社） ・創業融資相談および融資実行 

・創業予備軍の発掘 

士業・業界専門家 

（１５社） 

・開業届などの行政手続き相談 

・創業計画アドバイス 

・不動産物店や店舗デザイン等の業界専門家による相談 

既創業者（８社） ・創業体験を踏まえたアドバイス 

 
 

連携体制図等 
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（別表４） 
 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 
連携する内容 

（５）ものづくり産業の活性化事業（北陸技術交流テクノフェア） 

（別表１）【６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること】

《事業内容》 

企業や大学・高専、研究機関や支援機関等が保有する優秀な技術や製品を一堂に展示・実

演し、技術の高度化、競争力の強化および新産業・新技術の創出を目的とした、北陸最大規模

の展示商談会「北陸技術交流テクノフェア」を、産学官金が連携して実施する。 
連携者及びその役割 

《連携者》 
【福井商工会議所】 

･ 福井商工会議所 代表者役職・氏名 会頭 川田 達男 

 〒918-8580 福井県福井市西木田 2-8-1 

【経済団体（５団体）】 

･ 北陸経済団体連合会 代表者役職・氏名 会長 永原 功 

 〒920-0981 石川県金沢市片町 2-2-15 北国ﾋﾞﾙ 4F 

･ （一財）北陸産業活性化センター 代表者役職・氏名 会長 永原 功 

 〒920-0981 石川県金沢市片町 2-2-15 北国ﾋﾞﾙ 2F 

･ （公財）ふくい産業支援センター 代表者役職・氏名 理事長 伊藤 惠造 

 〒910-0296 福井県坂井市丸岡町熊堂 3-7-1-16 

･ （一社）福井県環境エネルギー懇話会 代表者役職・氏名 会長 川田 達男 

 〒918-8004 福井県福井市西木田 2-8-1 

･ 福井県商工会議所連合会 代表者役職・氏名 会頭 川田 達男 

 〒918-8004 福井県福井市西木田 2-8-1 

【大・中堅企業（７社）】 

･ セーレン㈱ 代表者役職・氏名 代表取締役会長 川田 達男 

 〒918-8560 福井県福井市毛矢 1-10-1 

･ 清川メッキ工業㈱ 代表者役職・氏名 代表取締役会長 清川 忠 

 〒918-8515 福井県福井市和田中 1-414 

･ 西日本電信電話㈱福井支店 代表者役職・氏名 福井支店長 磯見 正宏 

 〒910-8548 福井県福井市日之出 2-12-5 

･ 日華化学㈱ 代表者役職・氏名 代表取締役社長 江守 康昌 

 〒910-8670 福井県福井市文京 4-23-1 

･ フクビ化学工業㈱ 代表者役職・氏名 代表取締役社長 八木 誠一郎

 〒918-8585 福井県福井市三十八社町 33-66 

･ 北陸電力㈱福井支店 代表者役職・氏名 福井支店長 佐々木 輝明 

 〒910-8565 福井県福井市日之出 1-4-1 

･ 吉岡幸㈱ 代表者役職・氏名 代表取締役社長 吉岡 正盛 

 〒910-0015 福井県福井市二の宮 1-14-27 

【大学・高専（３校）】 

･ 福井大学 代表者役職・氏名 学長 眞弓 光文 

 〒910-8507 福井県福井市文京 3-9-1 
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･ 福井工業高等専門学校 代表者役職・氏名 校長 松田 理 

 〒916-8507 福井県鯖江市下司町 

･ 学校法人 金井学園 福井工業大学 代表者役職・氏名 理事長 金井 兼 

 〒910-8505 福井県福井市学園 3-6-1 

【行政・公設試】 

･ 福井県 代表者役職・氏名 知事 西川 一誠 

 〒910-8580 福井県福井市大手 3-17-1 

･ 福井市役所 代表者役職・氏名 市長 東村 新一 

 〒910-0005 福井県福井市大手 3-10-1 

･ 福井県工業技術センター 代表者役職・氏名 所長 勝木 一雄 

 〒910-0102 福井県福井市川合鷲塚町 61 字北稲田 10 

【金融機関（３社）】 

･ ㈱福井銀行 代表者役職・氏名 代表執行役頭取 林 正博 

 〒910-8660 福井県福井市順化 1-1-1 

･ ㈱北陸銀行福井支店 代表者役職・氏名 常務執行役員 滝野 弘二 

 〒910-8620 福井県福井市中央 1-7-15 

･ ㈱北國銀行福井支店 代表者役職・氏名 福井支店長 谷口 進 

 〒910-0006 福井県福井市中央 3-13-1 

《役割》 
連携者 役割 

【産】 経済団体 
福井商工会議所 

テクノフェア企画・募集等運営全般 

実行委員会の運営 

北陸経済連合会 
（一財）北陸産業活性化センター 
（公財）ふくい産業支援センター 
福井県環境エネルギー懇話会 
福井県商工会議所連合会 
 

テクノフェア企画・募集等運営全般 

大・中堅企業 セーレン㈱、清川メッキ工業㈱、
西日本電信電話㈱福井支店 
日華化学㈱、フクビ化学工業㈱ 
北陸電力㈱、吉岡幸㈱ 
 

テクノフェア企画・募集等運営全般 

企業内研究成果の紹介 

【学】 大学・高専 福井大学 
福井工業大学 
福井工業高等専門学校 
 

学内研究成果の紹介 

教員・学生の来場勧奨 

【官】 行政・公設試 福井県、福井市、県工業技術センター 公設試の研究成果の紹介、出展者・来場者募集

【金】 金融機関 ㈱福井銀行、㈱北陸銀行、㈱北國銀行 企業情報の収集・提供、出展者・来場者募集 

 
 
 
 
 
 
 



４３ 
 

連携体制図等 
 
 



４４ 
 

（別表４） 
 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 
連携する内容 

（６）地域祭事を軸とした地域活性化事業（「ふくい春まつり」「福井フェニックスまつり」） 

（別表１）【Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み】

《事業内容》 

福井市・（公財）福井観光コンベンションビューロー・福井商工会議所の三者による「にぎわい

づくり推進会議」を年間 10回程度開催し、地域祭事を軸とした地域経済活性化について、今後

の方向性を検討し共有化を図る。検討した地域経済活性化の方向性を踏まえ、観光誘客や賑

わい創出を目的とした、福井商工会議所が主体的に実施する「ふくい春まつり」「福井フェニック

スまつり」を開催し、中心市街地ならびに周辺地域を中心とした商業・サービス業、観光関連産

業の活性化を図る。 

連携者及びその役割 
《連携者》 
【福井商工会議所】 

･ 福井商工会議所 代表者役職・氏名 会頭 川田 達男 

 〒918-8580 福井県福井市西木田 2-8-1 

【福井市】 

･ 福井市役所 代表者役職・氏名 市長 東村 新一 

 〒910-0005 福井県福井市大手 3-10-1 

【(公財)福井観光コンベンションビューロー】 

･ (公財)福井観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ 代表者役職・氏名 会長 勝木 健俊 
 〒910-0018 福井県福井市田原 1-13-6 

《役割》 
連携者 役割 

福井商工会議所 ・にぎわい創造会議の運営 

・「越前時代行列」（ふくい春まつり）の主管 

・「民踊・よさこいイッチョライ大会」（福井フェニックスまつり）の主管

 

福井市 ・「ふくい春まつり」の県外誘客に向けた広報 

・「福井フェニックスまつり」各催事の主管 

 

(公財)福井観光 

コンベンションビューロー 

・「まちなか誘客イベント」（ふくい春まつり）の主管 

・「花火大会」（福井フェニックスまつり）の主管 
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