
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
福井商工会議所（法人番号 ８２１０００５０００３４７） 

福井市    （地方公共団体コード １８２０１０） 

実施期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

目標 

経営発達支援事業の目標 

（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～ 

（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～ 

（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～ 

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 
国が提供するビッグデータの活用および管内小規模事業者の景気動向や経営課題な

どを調査・分析し、ホームページなどで公開することで、事業所が今後の企業経営に

おける方向性を決める基礎資料とする。 

２．経営状況の分析に関すること 
セミナー・相談会などを通じて経営分析を行う事業者を発掘する。対象事業者に対し

て定量的な「財務分析」、定性的な「SWOT 分析」を行い、分析結果を事業者にフィ

ードバックし、事業計画策定などに活用する。 

３．事業計画策定支援に関すること 
  経営分析を行った小規模事業者の中で、新たな事業展開、新商品・新サービスの販路

拡大などに取り組む事業者の事業計画策定を支援する。経営指導員等の個別支援やセ

ミナーによる集団支援などを通じてきめ細やかなサポートを行う。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 
  事業計画を策定したすべての事業者を対象に、経営指導員等がそれぞれの事業者の進

捗に合わせて連絡を取り、訪問や窓口にてフォローアップを図る。なお、事業計画と

進捗状況にズレが生じている場合は外部専門家などを交えた会議を開催し、軌道修正

の方法を協議した上で、着実な成果の実現につなげる。 

５．需要動向調査に関すること 
小規模事業者が新商品・新サービスを展開するに際して需要動向の確認（マーケティ

ング）を行うモニター調査などを実施して、その結果を経営指導員等が分析・フィー

ドバックして更なる改善へと役立てる。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
多種多様な商談会・展示会等を開催し、販路開拓の機会を数多く創出するとともに、

事前の準備や事後のフォローを経営指導員等が行うことで、小規模事業者がメリット

を最大限享受できるように取り組む。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
観光面では北陸新幹線の福井開業を地域活性化のチャンスととらえ、福井市の地域資源

を内外に広くアピールする。また、福井市の商業・工業面での販路拡大を地域全体とし

て進める。 

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」の実施 

②地域祭事を軸とした地域活性化事業「福井市にぎわいづくり推進会議」の実施 

③地域祭事を軸とした地域活性化事業「体験型観光による地域活性化会議」の実施

④「北陸・関西商工会議所連携会議」の開催

連絡先 

福井商工会議所 中小企業総合支援センター 

〒918-8580 福井県福井市西木田 2-8-1 

TEL：0776-33-8283 FAX：0776-50-6789 E-mail：keiei@fcci.or.jp 

福井市 商工労働部 商工振興課 

〒910-0858 福井県福井市手寄 1丁目 4-1 

TEL：0776-20-5325 FAX：0776-20-5323 E-mail:syoukou@city.fukui.lg.jp 

mailto:keiei@fcci.or.jp
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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．目標 

（１）地域の現状及び課題

①福井市の現状

福井市は、福井県の北部（嶺北）の都市で、県庁所在地である。九頭竜、足羽、日野の三大河

川により形成された福井平野に位置する。面積は 536.41㎢。東西約 56㎞、南北 28㎞と東西に

長く、西は日本海に面する。本市は戦災や震災、水害という数多くの災害を乗り越えて復興・発

展し、平成 31年 4月に中核市に移行した。総人口は 263,311人、世帯数は 104,289世帯（令和

元年 10月 1日現在）。総人口は 271,417人（平成 18年）をピークに 8,106人減少している。 

「福井市の位置」 

「福井市の人口・世帯数（令和元年 10月 1日現在）」 

総人口 男性 女性 世帯数 

263,311人 127,377人 135,934人 104,289世帯 
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本市は、四季折々の旬な食材をもたらす豊かな自然や、多くの偉人を輩出した歴史にも恵まれ

たまちである。特に、歴史的遺産の一つである一乗谷朝倉氏遺跡は、戦国大名朝倉氏が 5代 103

年間にわたり越前の中心として繁栄し「北国の小京都」とも言われた城下町であり、雅やかな文

化の華を咲かせた場所である。戦国時代の城下町の遺構が当時のままの状態で発掘・保存されて

おり、全国でもわずか 6例しかない国の三重指定（特別史跡、特別名勝、重要文化財）を受けて

いる。福井の食といえば、越前ガニやおろしそば、ソースカツ丼、福井生まれの「コシヒカリ」

をはじめ、新鮮でおいしい海の幸、山の幸に恵まれる。 

本市では、平成 29 年度から「第七次福井市総合計画」をスタートし、福井市の目指すべき姿

として、「みんなが輝く 全国に誇れる ふくい」を掲げる。誰もが住み続けたい、住んでみた

いと思える福井市づくりのため、市民、地域、企業など、本市のすべてが輝き、みんなが豊かさ

を実感できるまちづくりを進めている。また、市民一人ひとりのふるさと福井に対する誇りの醸

成と、全国に向けた発信を積極的に展開し、人口減少社会の中にあっても将来にわたり活力ある

福井市づくりを目指している。 

本市中心部の福井駅には JR、えちぜん鉄道、福井鉄道が結節し、近隣市および市内に交通網

を形成する。なお、高規格道路として北陸自動車道、中部縦貫自動車道（一部供用）がある。 

また、令和 5年春には北陸新幹線が延伸し、中部縦貫自動車道も開通するため、産業・観光面

での好影響が大いに期待される。福井市としては 100年に 1度の好機ととらえ、福井市中心部の

再開発や観光面において官民一体となって動き出している。今後はこうした動きの最終局面とし

て大切な時期を迎える。 

 

②福井市産業の現状と課題 

 

ⅰ）小規模事業者数の減少と景況感の悪化 

需要の低迷、大型店やチェーンストアの進出、ネット販売の浸透による消費者の購買活動の変

化など、小規模事業者を取り巻く環境は厳しく、市内事業者数は昭和 61 年の 19,303 事業者を

ピークに、平成 28 年には 15,789 事業者にまで減少している。平成 21 年と比較しても、ここ 7

年間で 1,576 事業者（▲9.1％）が減少し、特に小規模事業者の減少が著しい〔表 1〕。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。 

また、小規模事業者の景況感（DI 値）については、過去 3 年以上悪化しており、大手企業な

どとは違い、景気の回復が実感できず、厳しい経営状態が伺える〔グラフ 1〕。 

 

【表１】福井市内の小規模事業者数                    （単位：事業者） 

 平成 21年 平成 28年 増減数 増減率 

全事業者数（全産業） 17,365 15,789 ▲1,576 （▲9.1%） 

うち小規模事業者数（全産業） 12,831 11,541 ▲1,290 （▲10.1%） 

資料：平成 21 年、平成 28 年経済センサス調査 
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【グラフ１】福井市内の小規模事業者の景況感（DI値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福井商工会議所「景気見通し調査（令和元年 6 月期）」 

 

ⅱ）高齢化・後継者難による廃業の増加 

福井市内の平成 28 年新設・廃業事業者数を見ると、廃業事業者数が 542 事業者 上回る〔表 2〕。

今後 10 年の間に 70 歳（平均引退年齢）を超える福井市内の小規模事業者の経営者は約 5 割で、

さらにそのうち事業継続を希望するものの後継者未定と廃業を検討している事業者が合計約 3

割ある。経営者の高齢化・後継者難が事業者の存続に危機を及ぼしている〔表 3〕。 

 

【表 2】福井市内の廃業・新設事業者数           （単位：事業者） 

 新設 廃業 増減数 

全事業者数（平成 28 年） 1,496 2,038 ▲542 

資料：平成 28 年経済センサス調査 

 

【表 3】福井市内の小規模事業者経営者の年齢及び後継者決定状況（60歳以上の経営者） 

資料：福井県事業承継ネットワーク「事業承継に関する調査（平成 29 年）」 



４ 

 

ⅲ）出荷額・付加価値額ともに落ち込む工業 

福井市工業の現状について、小規模事業者数は、平成 21 年から平成 28 年の 7 年間で▲15.4％、

従業員数も▲5.4％とともに減少している〔表 4〕。 

また、製造品出荷額等で見た場合、本市では繊維、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。しかし、平成 19 年と平成 29 年比較で製造品出荷額等は▲5.4％、付加価

値額は▲2.1％と減少しており、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〔表 5〕。特に「繊維」「化学」「機械」の付加価値額については全て▲10％以

上と減少幅が際立っている。 

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４】福井市の工業事業者数の推移 

 
平成 21年 平成 28年 対比増減（％） 

全体 
小規模 

事業者 
全体 

小規模 

事業者 
全体 

小規模 

事業者 

事業者数（事業者） 1,672 1,473 1,441 1,246 ▲13.8% ▲15.4% 

従業員数（人） 21,268 7,916 20,188 7,488 ▲5.1% ▲5.4% 

資料：平成 21 年、平成 28 年経済センサス調査 

【表５】福井市の製造品出荷額等・付加価値額の推移              （単位：万円） 

業 種 
平成 19 年 平成 29 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 

全体 43,579,995 16,884,166 41,228,687  16,522,881  ▲5.4  ▲2.1  

繊維 8,452,980 3,891,054 8,118,247  3,362,663  ▲4.0  ▲13.6  

化学 7,657,005 2,733,751 5,620,077  2,270,986  ▲26.6  ▲16.9  

はん用・生産用・

業務用機械 
5,959,684 2,404,171 4,896,793  2,010,677  ▲17.8  ▲16.4  

資料：工業統計調査 

 

ⅳ）多様な競争相手に負けない販売促進が求められる商業 

福井市の第 3 次産業が全事業者に占める割合は、事業者数ベースで 80.8%、従事者数ベース

で 77.9%。福井県全体（事業者ベース 75.0％、従事者ベース 68.3%）と比較すると、第 3 次産

業の全産業に占める割合が高い〔表 6〕。 

しかし、福井市内小売業の事業者数は平成 21 年から平成 28 年までの 7 年間で 432 事業者が

減少し、小規模事業者は 511 事業者が減少した〔表 7〕。特に、飲食料品小売業などの小規模店

舗が減少している反面、通信販売などの無店舗小売業は逆に増加している。当所で行った「イン

ターネット通販利用に関する調査（H27.10 月）」によると、ネット通販を利用したことがある

消費者が 50 代で 79.6％、それより下の世代になるとその割合は高まり、20 代では 96.6％であ

る。今後、小売業では実店舗での販売と合わせてデジタル対応した販売が重要となる〔グラフ 2〕。 

また、年間商品販売額も減少しており〔表 8〕、生鮮 3 品を販売するドラッグストア・スーパ

ーマーケットなど大型店の進出が増える中〔表 9〕、小規模店舗における売上の確保・拡大がま

すます求められる。 
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【表６】全国・福井県・福井市の産業別事業者数・従事者数 

《事業者数》                                 

  

全国 福井県 福井市 

件数（事業者） 割合（%） 件数（事業者） 割合（%） 件数（事業者） 割合（%） 

全産業 5,340,783 100 41,644 100 15,789 100 

第 1次産業 32,676 0.6  348 0.9  56 0.4  

第 2次産業 949,385 17.8  10,048 24.1  2,973 18.8  

第 3次産業 4,358,722 81.6  31,248 75.0  12,760 80.8  

 

《従事者数》                                    

  

全国 福井県 福井市 

件数（人） 割合（%） 件数（人） 割合（%） 件数（人） 割合（%） 

全産業 56,872,826 100 377,238 100 149,061 100 

第 1次産業 363,024 0.6  4,621 1.2  743 0.5  

第 2次産業 12,574,460 22.1  114,880 30.5  32,273 21.6  

第 3次産業 43,935,342 77.3  257,737 68.3  116,045 77.9  

資料：平成 28 年経済センサス活動調査 

 

【表７】福井市の小売業者数比較                              （単位：事業者） 

 平成 21年 平成 28年 対比増減 

 全体 
小規模 

事業者 
全体 

小規模 

事業者 
全体 

小規模 

事業者 

各種商品小売業 11 2 13 0 2 ▲2 

織物・衣服・身の回り品小売業 626 516 551 439 ▲75 ▲77 

飲食料品小売業 991 702 820 484 ▲171 ▲218 

機械器具小売業 532 366 471 313 ▲61 ▲53 

その他の小売業 1,236 923 1,041 726 ▲195 ▲197 

無店舗小売業 39 31 107 67 68 36 

合計 3,435 2,540 3,003 2,029 ▲432 ▲511 

資料：平成 21 年、平成 28 年経済センサス調査 
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【グラフ２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福井商工会議所「インターネット通販利用に関する調査」（平成 27 年 10 月） 

 

【表８】福井市の小売業 年間商品販売額・売り場面積 

年間商品販売額（百万円） 売場面積（㎡） 

平成 19年 平成 28年 平成 19年 平成 28年 

386,054 371,293 482,567 427,996 

資料：経済センサス活動調査、商業統計調査 

 

【表９】福井市の大型店（店舗面積 1,000 ㎡以上）店舗数・面積 

業 種 
平成 23年 平成 30年 

店舗数（店） 店舗面積（㎡） 店舗数（店） 店舗面積（㎡） 

大型店 67 326,577 77 350,603 

※平成 23 年以降開店の大型店は 11 店。その内、ドラッグストアは 4 店、スーパーマーケットは 4 店を占める。 

資料：福井商工会議所 大型店調査 

 

ⅴ）小規模事業者が他社との競争を勝ち抜くための販売力・営業力強化 

当所で行っている小規模事業者の経営課題に関する調査によると、社内的な課題（内的要因）

としては「人材確保・育成」「受注・販売量不足」「営業力不足」、社外的な課題（外的要因）と

しては「同業他社との競争激化」、「原材料の高騰」「価格競争激化」が上位にあげられている〔グ

ラフ 3〕。 

他社との競争が激化する状況において、経営資源に限りある小規模事業者には今後、販売力・

営業力の強化が必要とされる。 
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【グラフ 3】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福井商工会議所「景気見通し調査（令和元年 6月期）」 
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（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

 

①10年程度の期間を見据えて 

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（13 名）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。 

10 年後の小規模事業者は「経営者の高齢化」「人手不足」「大型店の進出」などますます多様

な経営課題を抱えつつ事業を進めていかなければならない。当所が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・専門家など関係機関と強固なネットワークを作り上げ、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」となるべく全所的に取り組む。 

 

②福井市総合計画との連動性・整合性 

福井商工会議所は「福井市総合計画」の「１．商工業に関する政策 （１）地域の商工業を振

興する」項目との連動性・整合性を考慮し、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」、新事業の創出や商業・サービス業の発展による「競争力の

強化」に取り組む。 

そして、「（２）創業の促進と事業承継の円滑化を支援する」項目との連動性・整合性を考慮

し、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

出と円滑な事業承継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。 

さらに、「２．観光に関する政策 （１）文化や自然を活かした観光資源を磨き上げ発信する」

項目との連動性・整合性を考慮し、土産物品等の観光資源の掘り起こし・販路拡大を通じて、管

内小規模事業者の「売上の確保・拡大」に取り組む。 

《福井市総合計画》 ※経営発達支援計画と連動する部分を抜粋 

１．商工業に関する政策 「活力と魅力あふれる商工業が発展しつづけるまちをつくる」 

（１）地域の商工業を振興する 

・研究開発から販路開拓まで、企業の様々な事業活動を支援するとともに、本市産業へ

の波及効果が見込まれる新事業の創出を促進します。 

・各種団体と連携し、地域に根ざした商業･サービス業の発展に努めます。 

（２）創業の促進と事業承継の円滑化を支援する 

・若者や女性をはじめとした多様な創業を支援します。 

・中小企業が持つ貴重な技術やノウハウを次代に引き継ぐため事業承継の支援体制を充実します。 

 

２．観光に関する政策 「観光資源を磨き上げおもてなしの心があふれる観光のまちをつくる」 

（１） 文化や自然を活かした観光資源を磨き上げ発信する 

・新たな観光資源の掘り起こしや、既存の観光施設の回遊を図るとともに、観光地の交通

アクセスの充実に取り組みます。 
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③福井商工会議所としての役割 

前述の地域商工業等の現状と課題を踏まえると、これからの小規模事業者は同業他社との競合

激化や価格競争に晒される中、数値にもとづく経営計画に従った事業を行い、販路開拓を推進し

なければならない。しかし、計画を盲目的に進めるのではなく、事業の振り返り・チェックを行

い、常に計画を見直し、自社を取り巻く環境の変化に適応していかなければならない。 

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、最も身近にいる「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。 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

 「小規模事業者の体質強化と稼ぐ力の向上」 

福井市の小規模事業者が直面する課題ならびに長期的な振興のあり方を踏まえ、小規模事業者

の持続的発展に向け、１．競争力・収益体質の強化による経営力向上、２．地域活力の維持・発

展、３．売上の確保・拡大、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～ 

 

【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～ 

 

 

（４）目標の達成に向けた方針 

 

【方針１】 

（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事業計画の策定・実施に向けたチャレンジを後押しする。 

 

【方針２】 

（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。 
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【方針３】 

（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、Ｗ

ＥＢ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。 

 

 

《経営発達支援事業の目標》 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）地域の現状及び課題 

①小規模事業者数の減少と景況感の

悪化 

②高齢化・後継者難による廃業の増加 

③出荷額・付加価値額ともに落ち込む

工業 

④多様な競争相手に負けない販売促

進が求められる商業 

⑤小規模事業者が他社との競争を勝

ち抜くための販売力・営業力強化 

（２）小規模事業者に対する長期的な

振興のあり方 

①専門性の高い支援力とネットワー

クの活用 

②福井市総合計画との総合性・連動性 

（販路開拓、新事業創出、商業・サー

ビス業の発展、創業・事業承継支援、

新たな観光資源の掘り起こし） 

③小規模事業者の自助努力を促すと

ともに、解決しがたい課題に対応 

【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～ 

 

「小規模事業者の体質強化と稼ぐ力の向上」 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

■ 経営発達支援事業の実施期間  令和 2年 4月 1日～令和 7年 3月 31日 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

２．地域の経済動向調査に関すること 

 

（１）現状と課題 

 

（現状）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事業所を取り巻く環境の変化の把握に努めている。 

 

（課題）国のビッグデータ等を活用した専門的な分析が不足していたため、これらを収集・加工

して小規模事業者に情報提供を図る。これにより事業所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。 

 

（２）事業内容 

①国が提供するビッグデータの活用 

管内において支援する産業や事業者に対し、マクロ的な視点から地域経済の現状・今後の動向

などを周知することは重要である。しかし、当所の限られたマンパワーで一から、そうした調

査・分析を行うことは困難であり、非効率でもある。 

そこで、効率的な経済活性化を目指すため、経営指導員が「RESAS（地域経済分析システム）」

を活用して管内の経済動向分析を行い、年 1回、公表する。 

 

【分析手法】・「企業活動マップ」→黒字赤字企業比率、中小・小規模事業者財務比較などを分析 

・「地域経済循環マップ」→域内でのお金の動き、労働生産性などを分析 

・「人口マップ」→域内の人口構成や増減、将来の人口推移などを分析 

→上記の分析を総合的に行い、小規模事業者の経営に役立てるため窓口・巡回など

で説明・情報提供することで、事業計画策定支援などに反映する。 

 

②管内小規模事業者の景気動向や経営課題などについて詳細な実態を把握するため、「景気見通

し調査」を年 4回調査・分析を行う。 

 

【調査対象】管内小規模事業者 400件を無作為抽出 

【調査項目】業況・売上・仕入・採算・労働力・資金繰り・設備投資・経営課題の実績推移・予測など 

【調査手法】調査票を FAXで送付・回収 

【分析手法】経営指導員等が行う 
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③管内小規模事業者等の賃金を業種別、規模別、学歴別、年齢別等に分析し、各企業における賃

金や雇用制度の改善を図る際の参考資料とする目的で、「賃金実態調査」を隔年で実施する。 

 

【調査対象】福井県下 3,000社の民間企業を無作為抽出 

【調査項目】福井市の小規模事業者の実在勤労者平均賃金、年間賃金、退職金、定年後の継続雇

用制度、初任給、諸手当など（比較対象として福井県全体の平均賃金なども分析） 

【調査方法】調査票を郵送で送付・回収 

【分析手法】経営指導員等が行う 

 

④管内小規模事業者における賞与の支給状況を明らかにして賞与制度の改善を図る参考資料と

するため、「賞与調査」を年 2回実施する。 

 

【調査対象】管内小規模事業者を中心に 1,000 社を無作為抽出 

【調査項目】賞与の支払額、支払月数、算定方法など 

【調査方法】調査票を FAXで送付・回収 

【分析手法】経営指導員等が行う 

 

⑤小規模事業者の防災対策や北陸新幹線開業に向けた事業者の取組みなど、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、大型店出店による影響

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。 

分析結果はホームページで公開・プレスリリースを行い、また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、経営指導員等が提供し説明を行う。 

 

【調査対象】管内小規模事業者を中心に 1,000社程度を無作為抽出 

【調査項目】防災対策、海外展開、労務、大型店進出による影響度合など 

【調査方法】調査票を FAX・郵送で送付・回収 

【分析手法】経営指導員等が行う 

 

※平成 30年度に実施した調査 
 調査名 

1 ＳＮＳ利用に関する調査 

2 ＩＴ導入・活用の実態に関する調査 

3 7月の猛暑による経営への影響調査 

4 年末年始の買い物・営業に関するアンケート 

5 北陸新幹線の福井開業による来県客層の変動予測調査 

6 福井県における土産品実態調査 

7 大型連休（10連休）中の営業に関するアンケート調査 

8 消費税軽減税率に対する対応状況調査 
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（３）成果の活用 

〇情報収集・調査、分析した結果はホームページに掲載し、広く管内事業者などに周知する。 

〇経営指導員等が窓口・巡回指導を行う際の参考資料とする。 

〇小規模事業者への支援事業や施策を推進するための基礎資料とする。 

〇プレスリリースしてマスコミを通じて情報収集・調査、分析した結果を広報する。 など 

（当所が実施した調査結果などは地元新聞・テレビで取り上げられることが多く、管内小規模事

業者にこれらを広く周知することに役立っている） 

 

 

（４）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。  

現行 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

①公表回数 ― 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

②公表回数 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 

③公表回数 ― 1 回 ― 1 回 ― 1 回 

④公表回数 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 

⑤公表回数 8 回 8 回 8 回 8 回 8 回 8 回 
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３．経営状況の分析に関すること 

 

（１） 現状と課題 

（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、当面の資金調達を目的とした「金融支援」「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、当所が経営状況の分析支援を行う機会もこうした時に限られている。 

（課題）「金融支援」「補助金」申請などの機会がないと経営分析を行うことはほぼなく、また、

そうした場合も目先の金融や補助金申請が優先されるあまり、十分な経営分析が行われ

ていない。そこで、セミナーや巡回相談会などを通して対象となる小規模事業者を発掘

し、定量的・定性的な経営分析を行っていく。 

 

（２）事業内容 

①経営分析を行う事業者発掘のためのセミナー・相談会などの開催 

ⅰ）各種セミナーと並行した経営分析対象事業者の掘り起こし 

経営分析は事業者の事業計画策定の第一歩であり、これを必要とする事業者を掘り起こすこと

は重要である。そこで、「決算書分析セミナー」、「経営分析セミナー」、「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るとともに、経営指導員が経営分析を支援する企

業の掘り起こしに役立てる。 

セミナー内では財務分析のみではなく、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」「ABC分析（※）」、さらに小規模

事業者では実行しづらい「ブレーンストーミング」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。 

（※）ABC 分析…ABC分析とは、商品を売上高などの重要度によって分類する方法である。例え

ば、重要度を売上高として、売上高の順に取扱商品を並べ、売上高への貢献度

の高いグループに分類された商品は商品発注、在庫管理、販売管理において重

点的に管理を行うなど、経営分析に役立つ。 

 

【募集方法】当所会報誌、ホームページ、ダイレクトメールなど 

【開催回数】1回／年 

【参加者数】20名 

 

ⅱ）経営指導員によるテーマ別巡回相談会を通じた経営分析対象事業者の掘り起こし 

巡回強化期間を設け、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

管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。その結果をもとに事業者の希望をうか

がった上で、経営分析対象企業の掘り起こしを行う。 

 

【募集方法】当所会報誌、ホームページ、ダイレクトメールなど 

【開催回数】2回／年 

【対象者】20社／回 
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ⅲ）経営指導員による窓口・巡回相談での経営分析対象事業者の掘り起こし 

「マル経融資」、「経営革新」、「経営力向上・先端設備等導入計画」「各種補助金申請」、等の随時

窓口・巡回相談の際、必要に応じて、自社の現状・課題を再認識する機会として、事業者に経

営分析を提案し、その対象事業者の掘り起こしを行う 

【募集方法】当所会報誌、ホームページ、ダイレクトメールなど 

【開催回数】常時対応 

【対象者】500社／年 

 

②経営分析の内容 

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事業計画作りを促し、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を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」に傾向を捉えていく。 

 

【対象者】セミナーや巡回・窓口相談等（上記①(ⅰ)～(ⅲ)）の中から、経営分析を希望する意

欲的な事業者 200社 

【分析項目・手法】 

（分析項目）《財務分析》売上高、経常利益、損益分岐点、粗利率など 

      《SWOT分析》強み、弱み、機会、脅威など 

（分析手法）アンケート・ヒアリング・BIZミルなどを活用し、当所職員の中小企業診断士と経

営指導員が分析を行う 

 

（３）成果の活用 

〇分析結果は、当該事業者にフィードバックし、事業計画の策定などに活用する。 

〇分析結果は指導カルテシステム（TOAS）に入力し、データベース化することで内部共

有して経営指導員のスキルアップに活用する。 

〇財務状況などを入力・図示化する経営分析システム（BIZ ミル等を想定）を活用し、

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。 

〇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。 

 

（４）目標  

現行 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

①ⅰ）セミナー開催件数 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

ⅱ）テーマ別巡回相談会開催件数 1 回 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 

ⅲ）窓口・巡回相談件数 500 件 500 件 500 件 500 件 500 件 500 件 

②分析件数 25 件 200 件 200 件 200 件 200 件 200 件 

※「②分析件数」は経営分析に携わる職員 10名×20件を目安とする 
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４．事業計画策定支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

（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「経験」や「勘」に頼った経営になりがちであり、事業の持

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、当所が事業計画の

策定支援を行う機会も限られている。 

 

（課題）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る。そこで、

当所は経営分析を行った小規模事業者に対して事業計画を策定する支援を行い、今後の

事業の方向性を明確に示していく。 

 

（２）支援に対する考え方 

事業計画を作成してもすぐに売上・利益を生むわけではないが、計画のない経営は言わば羅針

盤を持たずに海に漕ぎ出すようなものであり無謀ともいえる。特に小規模事業者は経営資源が

限られているため、自社の進むべき方向性を明確にし、必要あれば絞り込んで集中して資本を

投下していくべきである。 

そこで、セミナー開催やマル経融資利用、補助金（持続化補助金、市県補助金など）申請、経

営力向上・先端設備等導入計画申請などを機会として、事業者に事業計画策定の意義を伝える

とともに、意欲が高くかつ実現可能性が高いものを選定し、経営指導員等が事業計画策定を支

援する。経営分析を行った事業者の 5 割程度／年の事業計画策定を目指す。 

 

（３） 事業内容 

①―１．経営指導員等の事業計画策定における個別支援 

ⅰ）経営指導員等による事業計画策定支援 

マル経融資利用、補助金（持続化補助金、市県補助金など）、経営力向上・先端設備等導入

計画申請等をきっかけに経営分析を行った事業者を対象に事業計画の策定支援を行う。 

新たな事業展開、新商品・新サービスの販路拡大などに取り組む予定で、今後の方向性・事

業内容を明確にする必要がある小規模事業者に対して、それぞれ事業者が構想する事業プラ

ンのブラッシュアップや事業計画書の書き方を指導し、計画策定をサポートする。 

 

ⅱ）「福井県事業引継ぎ支援センター」による事業承継計画策定支援 

当所は、事業承継支援を担当する「福井県事業引継ぎ支援センター」を設置し、担当職員が

その業務に従事している。 

経営分析を行った事業者を対象に、後継者への事業承継または第三者への事業引継ぎなどが

必要となる際には、当センターが福井県事業承継ネットワークと連携して事業承継計画の策

定支援を行う。現在そして次代の経営者がともに自社の事業計画を見直す機会を提供するこ

とで、スムーズな事業承継へとつなげる。 

なお、事業承継計画については、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。 

  また、事業承継時の税制面・金融面での優遇（※）を受けるべく、中小企業経営承継円滑化

法にもとづき、福井県の認定を事業者が受けるためのサポートを行う。 
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※福井県の認定を受けることで、税制面において、後継者が非上場会社の株式等（法人の場合）・

事業用資産（個人事業者の場合）を先代経営者等から贈与・相続により取得した場合において、

一定の要件のもと納税を猶予し、後継者の死亡等により、猶予されている贈与税・相続税が免

除される。また、融資の際の利率が安くなるなど、金融面での優遇措置もある。 

 

ⅲ）「開業サポートセンター」による創業計画策定支援 

当所のワンストップ相談窓口である「開業サポートセンター」が、創業予定者とともに事業

計画を策定する。経営指導員等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。 

 

①－２．「事業計画策定セミナー」の開催 

ⅰ)「事業計画作成セミナー」の開催 

経営分析を行った事業者を対象に集団支援を行う機会として、新たな事業を実現させる可能性

を高める計画の構築を目指したセミナーを開催する。事業計画を作成する意義や作成方法など

の基礎知識を説明するとともに、事業計画を実際に作成して、それに対して意見交換するワー

クショップを行う。単なる知識の習得だけではなく、計画作成を体験することによって自社の

事業計画のスムーズな作成へと役立てる。 

なお、セミナー後は講師による個別相談会を実施することで、今後の計画作成に対するきめ細

やかなフォローを行う。 

 

【募集方法】当所会報誌、ホームページ、ダイレクトメールなど 

【開催回数】1 回／年 

【参加者数】20 名 

【カリキュラム】・事業計画作成の意義・必要性 

        ・事業計画の作成方法 

        ・事業計画作成ワークショップ など 

 

ⅱ）「事業承継計画作成セミナー」の開催 

経営分析を行った上で事業承継を行う必要性の高い事業者を対象に集団支援を行う機会とし

て、事業承継に関するセミナーを開催する。 

事業承継をスムーズに行うための事業承継計画の作成を行うと同時に、その際に有効活用でき

る税制・金融制度・補助制度についても説明する。 

なお、セミナー後は講師による個別相談会を実施することで、今後の計画作成に対するきめ細

やかなフォローを行う。 

 

【募集方法】当所会報誌、ホームページ、ダイレクトメールなど 

【開催回数】1 回／年 

【参加者数】20 名 

【カリキュラム】・事業承継を行う際のポイント 

        ・事業承継計画の作成方法 

        ・金融・税制面での優遇措置の内容 

        ・先輩事業承継経験者からの事例発表および交流会 など 
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ⅲ）「創業計画作成セミナー」の開催 

創業希望者の想いを形にする創業計画書の作成セミナーを開催する。また、既に開業している

先輩創業者から体験談を聞く交流会もあわせて実施する。 

業種横断的なセミナーに加え、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」も開催し、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。 

 

【募集方法】当所会報誌、ホームページ、ダイレクトメールなど 

【開催回数】2 回／年 

【参加者数】30 名／年 

【カリキュラム】・創業計画作成の意義・必要性 

        ・創業計画の作成方法 

        ・先輩創業者からの事例発表および交流会 など 

 

②事業計画の策定 

【支援対象】 経営分析を行った事業者  

（ただし創業計画策定支援については経営分析を前提とはしない。セミナー・窓

口相談・巡回相談などで対象者を掘り起こし、同時に支援を行う。） 

 

【手段・方法】・事業計画策定セミナー受講およびマル経融資の利用や、補助金（持続化補助金、

各種市県補助金など）、経営力向上・先端設備等導入計画申請等をきっかけに経

営分析を行い、分析の結果、事業計画を策定する必要がある小規模事業者を対

象とする。 

対象事業者に経営指導員等が担当制で張り付き、マンツーマン指導で事業計画

の策定につなげる。 

計画の策定は、「３．経営状況の分析」を踏まえた上で、「２．地域の経済動向

調査」「６．需要動向調査」を活用して行う。 

なお、計画策定にあたって高度な知識・スキルが必要になる場合は福井県の小

規模事業経営支援事業費補助金を活用した専門家相談制度「エキスパートバン

ク」登録の専門家を交えて対応する。 

 

・各経営指導員等が担当する事業計画作成・実施に関する対象事業所の進捗状況

を所内カンファレンスを通じて組織内で共有する。また、個人では限界がある

プランの磨上げ・計画実施に向けた解決策の提案を複数名で協議することで、

事業者がより良い成果を生む仕組みを構築する。 

 

（４）目標  
現行 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

事業計画策定件数 25 件 100 件 100 件 100 件 100 件 100 件 
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【事業計画策定支援に関する事業イメージ】 
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事業計画策定

を行う事業者 

(目標:100社） 

①— 1． 
経営指導員等の事業
計画策定個別支援 

①— 2． 
事業計画策定セミナー
開催による集団支援 
（事業承継計画、創業計
画作成を含む） 

福井商工会議所 
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５．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

（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。 

（課題）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「チェック」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「チェック機能」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）支援に対する考え方 

 事業計画を策定した小規模事業者が新たな事業を展開する意思はあっても、なかなか実行に移

せないケースは多い。 

そこで、経営指導員等がそれぞれの事業者の計画実施の進捗に合わせて事業者と連絡をとり、

訪問または窓口にて計画の達成度合などの確認を行う。接触回数を増やして集中的に支援すべ

き事業者と、ある程度順調と判断し回数を減らしても支障ない事業者を見極めたうえで、フォ

ローアップ頻度を設定する。 

なお、事業の進捗状況と計画との間にズレが生じていると判断する場合には、有資格（中小企

業診断士など）の経営指導員をはじめ、外部専門家など第三者も交えた会議を開催し、進捗状

況が滞っている理由を分析し、今後の軌道修正の方法を協議した上でフォローアップ頻度を変

更する。 

 

（３）事業内容 

①事業計画を策定したすべての事業者へのフォローアップ 

事業計画を策定したすべての事業者を対象に、この策定した事業計画を遂行するためのフォロ

ーを行う。計画実行の主体は事業者であるが、日々の業務に埋もれて計画の進行が滞る場合が

想定される。そこで、経営指導員等がそれぞれの事業者の計画実施の進捗に合わせて事業者と

連絡をとり、訪問または窓口にて計画の達成度合などの確認を行う。接触回数を増やして集中

的に支援すべき事業者と、ある程度順調と判断し回数を減らしても支障ない事業者を見極めた

うえで、フォローアップ頻度を設定する。 

具体的には事業計画策定事業者 100社のうち約 10社は 2ヶ月ごと、約 20社は 4ヶ月ごと、約

70 社は 6 ヶ月ごとにフォローアップを行う。ただし、年 1 回フォローアップ頻度の見直しを

行うとともに、事業者からのフォローアップ頻度変更の申請等により必要に応じて臨機応変に

対応を図る。 

事業実施に際して、課題が複数にわたり、多面的・高度な支援が必要となる場合は、当所と専

門家などが連携する「経営力向上サポートチーム（※）」を活用して支援を行う。 

 

（※）「経営力向上サポートチーム」は弁護士、税理士、中小企業診断士等の専門家の中から、

一つの相談案件に対し複数の異なる分野の専門家で支援グループを編成し、多面的に支援

を行う。 
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②事業の進捗状況と計画にズレが生じている場合の対処法 

事業の進捗状況と計画との間にズレが生じていると判断する場合には、中小企業診断士・社会

保険労務士・IT コーディネータの資格を保有する当所経営指導員をはじめ、外部専門家など

第三者も交えた会議を開催し、進捗状況が滞っている理由を分析し、今後の軌道修正の方法を

話し合った上でフォローアップ頻度の変更を行う。 

計画実施に向けた解決策について、外部専門家などの知識・スキルを投入して複数名で協議す

ることで、事業者の着実な成果の実現へとつなげる。 

 

（３）目標  
現行 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

フォローアップ対象 

事業者数 
15 件 100 件 100 件 100 件 100 件 100 件 

頻度（延べ回数（※）） 15 件 260 件 260 件 260 件 260 件 260 件 

売上増加事業者数 ― 15 社 15 社 15 社 15 社 15 社 

営業利益増加事業者数 ― 15 社 15 社 15 社 15 社 15 社 

（※）①2ヶ月ごとフォロー事業者数 10件 × 年間 6回 ＝  60件 

   ②4ヶ月ごとフォロー事業者数 20件 × 年間 3回 ＝  60件 

   ③6ヶ月ごとフォロー事業者数 70件 × 年間 2回  ＝ 140件 

                       延べ回数合計  260件 

 

 

【事業計画策定後の実施支援に関する事業イメージ】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業計画策定を 

行った事業者 

（100社想定） 

 

事業計画の

スムーズな

実施 

経営指導員等の 

事業実施支援 

①計画が滞る理由の
分析 

②軌道修正した計画
実施の提案 

福井商工会議所 

（事業計画と進捗状況が 
ズレている場合） 

専門家・有資格の経営指
導員で構成する会議体 
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６．需要動向調査に関すること 

 

（１）現状と課題 

（現状）小規模事業者の新たな需要開拓に向けた「新商品・新サービス」の展開等に関する様々

な取組みが行われており、そ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、当所はこうした小規模事業者に対して十分な支援を行っていない。 

（課題）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ている

が、これらは一般的な情報が多く、小規模事業者が事業実施に際して対象顧客のニーズ

を把握するには十分とは言い難い。そこで、当所は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

提供を行っていく。 

 

（２）事業内容 

①B to C商品に対する需要動向調査 

ⅰ）福井の手土産発掘会でのモニター調査 

 北陸新幹線福井開業を見据えて、和洋菓子・水産物加工品などの「手土産」をテーマとした展

示商談会「手土産発掘会」を実施する。経営分析を経て開発を行っている食品製造小売小規模

事業者 5社の商品について同商談会内で試食及び来場者アンケートを実施し、調査結果を分析

した上で当該 5社にフィードバックすることで商品開発に資する。また、当該調査の分析結果

を事業計画に反映する。 

 

【サンプル数】来場者 30人／社 

【調査手段・手法】「手土産発掘会（主催：福井商工会議所、福井商工会議所ビル ホールを会

場に年 1 回開催）」において、来場者に開発中の和洋菓子・水産加工品など

の手土産品（食品）を試食してもらい、対象事業者の店員および経営指導員

等が聞き取りの上、アンケート票へ記入する。 

【分析手段・手法】調査結果は、中小企業診断士資格を保有する経営指導員等が分析を行う。 

【調査項目】①味、②食べやすさ、③色、④大きさ、⑤価格、⑥見た目、⑦パッケージ、 

⑧商品に対する要望（自由意見）等 

【分析結果の活用】分析結果は、グラフ・表を活用した報告書にまとめた上で、経営指導員等が

対象事業者に直接説明してフィードバックし、更なる改善等に役立てる。 

 

ⅱ）会議弁当ご賞味会でのモニター調査 

 企業の社内会議や取引先との打ち合わせなどで使われる「弁当」を商材とした展示商談会「会

議弁当ご賞味会」を実施する。経営分析を経て開発を行っている食品製造小売業・飲食業の小

規模事業者 5社の商品について同商談会内で試食及び来場者アンケートを実施し、調査結果を

分析した上で当該 5社にフィードバックすることで商品開発に資する。また、当該調査の分析

結果を事業計画に反映する。 

 

【サンプル数】来場者 30人／社 

【調査手段・手法】「会議弁当ご賞味会（主催：福井商工会議所、福井商工会議所ビル ホール

を会場に年 1回開催）」において、来場者に開発中の弁当を試食してもらい、

対象事業者の店員および経営指導員等が聞き取りの上、アンケート票へ記入

する。 
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【分析手段・手法】調査結果は、中小企業診断士資格を保有する経営指導員等が分析を行う。 

【調査項目】①味、②食べやすさ、③色合い、④分量、⑤価格、⑥見た目、⑦パッケージ、 

⑧商品に対する要望（自由意見）等 

【分析結果の活用】分析結果は、グラフ・表を活用した報告書にまとめた上で、経営指導員等が

対象事業者に直接説明してフィードバックし、更なる改善等に役立てる。 

 

ⅲ）新商品・新サービス合同プレス発表会でのモニター調査 

雑貨・食品等関連の新商品をマスコミ（地元新聞・地元テレビ局など）向けに発表して媒体に

掲載・放送してもらう「新商品・新サービス合同プレス発表会」を年 4回実施する。同発表会

にモニター役として管内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招聘

する。 

経営分析を経て開発を行った雑貨・食品製造等の小規模事業者 10 社の商品について、商品を

使用（食品については試食）した感想や意見をアンケート形式で聞き取る。調査結果を分析し

た上で当該 10 社にフィードバックすることで商品開発に資する。また、当該調査の分析結果

を事業計画に反映する。 

 

【サンプル数】来場者 20人／社 

【調査手段・手法】「新商品・新サービス合同プレス発表会（主催：福井商工会議所、福井商工

会議所ビル ホールを会場に年 4 回開催）」において、来場者に新たに開発

した雑貨・食品等を使用・試食してもらい、対象事業者の店員および経営指

導員等が聞き取りの上、アンケート票へ記入する。 

【分析手段・手法】調査結果は、中小企業診断士資格を保有する経営指導員等が分析を行う。 

【調査項目】（雑貨）①使いやすさ、②デザイン、③大きさ、④価格、⑤パッケージ、 

          ⑥商品に対する要望（自由意見）等 

（食品）①味、②食べやすさ、③色、④大きさ、⑤価格、⑥見た目、 

⑦パッケージ、⑧商品に対する要望（自由意見）等 

【分析結果の活用】分析結果は、グラフ・表を活用した報告書にまとめた上で、経営指導員等が

対象事業者に直接説明してフィードバックし、更なる改善等に役立てる。 

 

②B to B商品に対する需要動向調査 

ⅰ）北陸技術交流テクノフェアでのモニター調査 

企業や大学・高等専門学校、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」を年 1 回実施する。同展示会には様々な業

種の営業責任者や製造責任者等が来場する。 

経営分析を経て開発を行った小規模事業者 5社の製品（繊維、機械、化学等）について、他社

と比較した技術の優位性や価格に対する感想や意見をアンケート形式で聞き取る。調査結果を

分析した上で当該 5社にフィードバックすることで製品開発に資する。また、当該調査の分析

結果を事業計画に反映する。 

 

【サンプル数】来場者 30人／社 

【調査手段・手法】「北陸技術交流テクノフェア（主催：技術交流テクノフェア実行委員会、福

井県産業会館（福井県福井市下六条町 103）を会場に年 1 回開催）」におい

て、来場者に新たに開発した工業製品（繊維、機械、化学等）を見てもらう

のとあわせて、開発担当者による説明を聞いてもらう。対象事業者の担当者
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および経営指導員等が来場者から聞き取りの上、アンケート票へ記入する。 

【分析手段・手法】調査結果は、中小企業診断士資格を保有する経営指導員等が分析を行う。 

【調査項目】①技術面での特徴、②材質、③デザイン、④大きさ、⑤価格、⑥納期 

      ⑦最少ロット、⑧取引条件、⑨製品に対する要望（自由意見）等 

【分析結果の活用】分析結果は、グラフ・表を活用した報告書にまとめた上で、経営指導員等が

対象事業者に直接説明してフィードバックし、更なる改善等に役立てる。 

 

ⅱ）食品バイヤー商談会におけるバイヤーへのアンケート調査 

北陸三県の食品バイヤーとの予約制商談会を年 1 回実施する。同商談会は福井ビジネス商談会

(※)と同時開催する。 

経営分析を経て開発を行った小規模事業者 10 社の食品（和洋菓子、加工食品等）について、

来場するバイヤーに対し、試食、アンケート調査を実施する。調査結果を分析した上で当該

10 社にフィードバックすることで商品開発に資する。また、当該調査の分析結果を事業計画

に反映する。 

 

※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・石川・富山の北陸三県の商工会議所および商工会等（22 の商工会議所、45 の商工会）

が連携し、小規模事業者の域内及び隣接県への販路開拓を支援する商談会を開催する。 

 

【サンプル数】来場するバイヤー5人／社 

【調査手段・手法】「食品バイヤー商談会（主催：福井商工会議所、福井県中小企業産業大学校

（福井県福井市下六条町 16— 15）を会場に年 1回開催）」において、バイヤ

ーに新たに開発した商品（和洋菓子、加工食品）を試食してもらい、対象事

業者の社員および経営指導員等が聞き取りの上、アンケート票へ記入する。 

【分析手段・手法】調査結果は、中小企業診断士資格を保有する経営指導員等が分析を行う。 

【調査項目】①味、②食べやすさ、③色、④サイズ、⑤価格、⑥見た目、⑦パッケージ、 

⑧納期、⑨物流方法、⑩最少ロット、⑪商品に対する要望（自由意見）等 

【分析結果の活用】分析結果は、グラフ・表を活用した報告書にまとめた上で、経営指導員等が

対象事業者に直接説明してフィードバックし、更なる改善等に役立てる。 

 

（３）目標  
現行 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

①ⅰ）調査対象 

事業者数 
― 5 社 5 社 5 社 5 社 5 社 

①ⅱ）調査対象 

事業者数 
― 5 社 5 社 5 社 5 社 5 社 

①ⅲ）調査対象 

事業者数 
― 10 社 10 社 10 社 10 社 10 社 

②ⅰ）調査対象 

事業者数 
― 5 社 5 社 5 社 5 社 5 社 

②ⅱ）調査対象 

事業者数 
― 10 社 10 社 10 社 10 社 10 社 
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７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 

（１）現状と課題 

 

（現状）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。 

当所では小規模事業者の販路拡大を目的に商談会・展示会事業を行っているが、事前準

備や事後のフォローが十分には行えていない。 

 

（課題）福井市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、当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、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とともに、事前準備や事後フォローを行うことで、小

規模事業者がメリットを最大限享受できるように取り組む。 

 

（２）事業内容 

①「ふくいビジネス商談会（福井・石川・富山北陸三県縦断ビジネス創出プロジェクト）」の実施 

（B to B） 

 

管内小規模事業者の取引・ビジネスチャンスの拡大を目的に、「ふくいビジネス商談会」を開

催する。北陸三県の商工会議所・商工会管内事業者及び、関西地区の県庁所在地商工会議所管

内事業者等を対象とする。 

支援対象である事業計画を策定した小規模事業者（各種製造・小売・卸売・サービス業など）

が販路拡大を行う機会として、同商談会に参加するように促し、事前・事後のフォローも伴走

型で実施する。同商談会は、事前に希望する商談内容を聞き、その内容を商談を受ける企業に

伝えた上で日程調整を行う｢予約型（事前調整型）商談会｣であるため、効率的・スムーズな商

談を行うことができる。なお、商談会後には、それぞれの商談の結果および進捗状況を聞き取

り、その進み具合に応じて商談相手へのアプローチ支援など商談成立に向けた実効性ある支援

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

        「ふくいビジネス商談会」商談の様子 
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②「北陸技術交流テクノフェア」の実施（B to B） 

企業や大学・高等専門学校、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。 

支援対象である事業計画を策定した製造関連の小規模事業者が同展示会内に出展する「チャレ

ンジブース」を設け、販路拡大および新たな製品づくりを目的とした技術連携へとつなげる。

事前に展示する技術・製品情報を収集し、ホームページやパンフレットで周知することにより、

当日の商談機会を増やす仕掛けとする。また、展示会後には、それぞれの商談の結果および進

捗状況を聞き取り、その進み具合に応じて商談相手へのアプローチ支援など商談成立に向けた

実効性ある支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        「北陸技術交流テクノフェア」会場の様子 

 

 

【参考】 

「ふくいビジネス商談会」は、年 1回、2日間にわたり、福井県内外から約 200社が参加する

商談会である。参加事業者は製造業中心であるが、卸売・小売・サービス業など幅広い業

種にわたる。 

（同商談会参加事業者が所属する地域） 

福井県全域、石川県全域、富山県全域、神戸市、京都市、大阪市、大津市、東大阪市、名

古屋市、四日市市、各務原市、高山市、松本市 

【参考】 

「北陸技術交流テクノフェア」は、年 1回、2日間にわたり、福井県内外事業者 160社（福井

県、石川県、富山県、東京都、大阪府、愛知県などから出展）が個別にブースを設け、そ

れぞれの技術・製品を展示する事業である。出展事業者は製造業が中心である。営業責任

者、製造責任者、開発責任者などが県内外から約 17,000人来場する北陸最大規模の総合技

術展示会である。 
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③「福井の手土産発掘会」の実施（B to C） 

令和 5 年の北陸新幹線福井開業を見据えて、管内の食品（和洋菓子、加工食品等）・雑貨関連

製造小売の小規模事業者の販路開拓・売上拡大の支援を目的とした商談会「福井の手土産発掘

会」を開催する。 

支援対象である事業計画を策定した食品・雑貨等製造小売を行う小規模事業者が販路拡大を行

う機会として同商談会を活用する。事前に出品する事業者の事業内容・商品内容の情報を収集

し、ホームページ・パンフレットで周知することにより、当日の商談機会を増やす仕掛けとす

る。当日は来場者が実際に商品を手にとり（食品の場合は試食を行い）、参加事業者の担当者

から説明を受けることで、その魅力・特徴を実感できるようにする。なお、出品商品を展示し、

来場者が自由に撮影できるスペースを設けることで、来場者の SNSへの投稿を促す。投稿され

た商品情報が SNS上で広がることにより新たな販路へと結びつける。商談会後には、それぞれ

の商談の結果および進捗状況を聞き取り、その進み具合に応じて商談相手へのアプローチ支援

など商談成立に向けた実効性ある支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「福井の手土産発掘会」会場の様子 

 

④「会議弁当ご賞味会」の実施（B to C） 

管内の食品製造小売・飲食関連の小規模事業者の販路開拓・売上拡大の支援を目的とした商談

会「会議弁当ご賞味会」を開催する。 

支援対象である事業計画を策定した食品製造小売・飲食事業者が販路拡大を行う機会として同

商談会を活用する。事前に出品する事業者の事業内容・商品内容の情報を収集し、ホームペー

ジ・パンフレットで周知することにより、当日の商談機会を増やす仕掛けとする。当日は来場

者が実際に試食を行い、参加事業者の担当者から説明を受けることで、その魅力・特徴を実感

【参考】 

「福井の手土産発掘会」は、年 1回、管内の食品（和洋菓子、加工食品等）・雑貨関連製造小

売の小規模事業者 約 30社が個別にブースを設ける展示商談会である。主に福井県内企業

の経営者、営業責任者、総務責任者 500名が来場し、県外取引先への土産品等の用途で商

談を行う。 
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できるようにする。なお、出品商品を展示し、来場者が自由に撮影できるスペースを設けるこ

とで、来場者の SNSへの投稿を促す。投稿された商品情報が SNS上で広がることにより新たな

販路へと結びつける。商談会後には、それぞれの商談の結果および進捗状況を聞き取り、その

進み具合に応じて商談相手へのアプローチ支援など商談成立に向けた実効性ある支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「会議弁当ご賞味会」商談の様子 

 

⑤「福井県・台湾ビジネスマッチング会」の実施（B to B） 

管内の製造業等小規模事業者の中国・アジア市場を見据えた販路開拓を目的に、台湾国内各市

に赴いて、台湾企業とのビジネスマッチング商談会を実施する。 

支援対象である事業計画を策定した製造業等小規模事業者と台湾企業とのビジネス商談会を

開催し、アジア市場への販路拡大を図る。福井と台湾のそれぞれの参加事業者から事前に希望

する商談内容を聞き、その内容を双方に伝えてマッチングを行うため、効率的な商談を行うこ

とができる。商談後はそれぞれの商談の結果および進捗状況を聞き取り、その進み具合に応じ

て商談相手へのアプローチ支援など商談成立に向けた実効性ある支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「福井県・台湾ビジネスマッチング会」商談の様子 

【参考】 

「会議弁当ご賞味会」は、年 1 回、管内の食品製造小売・飲食業関連の小規模事業者 約 20

社が個別にブースを設ける展示商談会である。主に福井県内企業の経営者、営業責任者、

総務責任者 500名が来場し、県内外取引先との打合せ・商談で使用する弁当等の用途で商

談を行う。 
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⑥「食品バイヤー商談会」の実施（B to B） 

管内の食品製造関連（スイーツ、惣菜、日配品等）小規模事業者の取引・ビジネスチャンスの

拡大を目的に、「食品バイヤー商談会」を開催する。北陸三県（福井県・石川県・富山県）の

食品バイヤーに対して自社商品を PR・商談する機会を設ける。 

支援対象である事業計画を策定した食品製造業等の小規模事業者が販路拡大を行う機会とし

て、同商談会に参加するように促し、事前・事後のフォローも伴走型で実施する。同商談会は、

事前に希望する商談内容を聞き、その内容を食品バイヤーに伝えてマッチングを行う｢予約型

（事前調整型）商談会｣であるため、効率的・スムーズな商談を行うことができる。なお、商

談会後には、それぞれの商談の結果および進捗状況を聞き取り、食品バイヤーへの取引条件交

渉・アプローチ支援など商談成立に向けた実効性ある支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

          「食品バイヤー商談会」商談の様子 

 

【参考】 

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 月に締結した。「福井県・台湾ビジネスマッチング会」は、福井県との共催

により、年 1回、3日間にわたって管内の製造業等事業者 5社（うち小規模事業者は 2社）

が台湾企業 約 20社と台湾において行う商談会である。 

 

（※）「台日商務交流協進会」は台湾と日本の間のビジネス交流を強化し、両国の長期的で安

定した経済・貿易関係およびウィン・ウィンの提携システムを構築するために設立された

団体である。「台日産業技術合作促進会」は台日双方の企業からの実際のニーズに照らして、

台日間の産業技術交流及び活動を着実に推進していくことを目指す団体である。 

【参考】 

「食品バイヤー商談会」は、年 1回、2日間にわたり、福井県・石川県・富山県の食品バイヤ

ー約 20 社に対して、県内外の食品製造関連事業者（スイーツ、惣菜、日配品等）約 40 社

（うち管内の食品製造関連小規模事業者は 15社）が自社商品を売り込む商談会である。 
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⑦「小売業向け販路開拓セミナー」の実施（B to C） 

ネット環境の充実・スマートフォンの普及などにより、ホームページや SNSでの情報収集は当

たり前となり、小売業の情報発信においてホームページ構築および SNS活用は必須である。一

方で実際に来店した顧客や自社商品を利用した顧客に対して、POPやチラシ、ニュースレター

などの販売促進も欠かせない。 

そこで、支援対象である事業計画を策定した小規模小売業者の新規顧客獲得・販路拡大などを

目的とした「販路開拓セミナー」を開催する。小規模小売業者が SNSや POPなどの販売促進ツ

ールの活用・作成方法を実践を交えて習得する。事前に参加事業者の事業内容・商品内容を聞

き取り、講師に伝えることで、当日はできる限りその内容に合致する事例も紹介する。また、

当日、参加事業者は自社商品を持参し、実際に POPの作成等の実践を行うことで、すぐに効果

的な販売促進に取り組めるようにする。また、セミナー後には、それぞれの販売促進に向けた

取り組み状況および成果を聞き取り、経営指導員等が改善提案を行うとともに、高度な相談に

対しては専門家を活用して対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「小売業向け販路開拓セミナー」会場の様子 

 

⑧「新商品・新サービス合同プレス発表会」の実施（B to C） 

事業者の商品・サービスを広く伝達する手段としてマスコミ媒体の活用は効果的である。特に

広告ではなく、記事として掲載されると信憑性が高まり、事業者の販路開拓に大きく貢献する。 

そこで、支援対象である事業計画を策定した雑貨・食品製造等の小規模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、福井県内マスコミ各社との連携による「新

商品・新サービス合同プレス発表会」を実施する。事業計画を策定して、新たな商品・サービ

スを開発した小規模事業者が、会場内に一堂に会したマスコミ記者にプレゼンテーションを行

う。その後、マスコミ記者と自由に情報交換を行う交流会も開催する。マスコミ記者が発表会

で取材した内容を、新聞やＴＶ等のメディアで紹介することで、商品・サービスの認知度向上・

情報発信の強化を図る。 

同発表会では事前にプレゼンテーションスキル向上の勉強会を開催する。専門家からプレゼン

【参考】 

「小売業向け販路開拓セミナー」は、年 1 回、4 日間にわたり、管内の小規模小売業者 約

20 社がデジタルツール（SNS など）、アナログツール（POP、チラシなど）を活用した販売

促進の手法・ポイントを学び、今後の販路拡大に役立てる事業である。 
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テーション成功の基礎知識を学ぶとともに、当日の発表内容を専門家の前でデモンストレーシ

ョンしてアドバイスを得る。この勉強会を経てブラッシュアップした内容を当日発表し、マス

コミ記者にアピールする。会場内で参加事業者は個別ブースをかまえて、発表後の情報交換会

では、マスコミ記者が商品をその場で使用し（食品であれば試食し）、発表者から直接説明を

受ける機会を設けることで、詳細な商品情報を得られる仕掛けとする。なお、発表会後には当

所ホームページで商品・サービス情報を公開することで誰でも簡単に閲覧できるようにして、

さらなる情報発信を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「新商品・新サービス合同プレス発表会」 

①参加事業者のプレゼンテーション  ②参加事業者とマスコミ記者との情報交換会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

「新商品・新サービス合同プレス発表会」は、年 4 回、県内マスコミ記者約 15 社（大手マスコミ

の地方支社を含む）を一堂に集めて、雑貨・食品製造等の事業者 6 社／回（うち小規模事業者

4 社／回）が自社商品・サービスをプレゼンテーションする事業である。平成 23 年よりスター

トした当所オリジナル事業で、これまでに計 34 回開催し、発表事業者は延べ 301 事業者に達

している。発表会内では、マスコミ記者に詳細な商品情報を伝える情報交換会も行う。なお、

発表事業者は事前にプレゼンテーションスキルを学ぶ勉強会を必ず受講し、発表内容・スキル

のブラッシュアップを図る。 
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（３）目標  
現行 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

①商談会参加事業者数 30社 32社 32社 35社 35社 35社 

①成約件数／社 1件 1件 １件 1件 1件 1件 

②展示会出展事業者数 5社 6社 6社 7社 7社 7社 

②成約件数／社 1件 1件 1件 1件 1件 1件 

③商談会参加事業者数 30社 32社 32社 35社 35社 35社 

③成約件数／社 1件 1件 1件 2件 2件 3件 

④商談会参加事業者数 19社 20社 20社 22社 22社 22社 

④成約件数／社 1件 1件 1件 2件 2件 3件 

⑤商談会参加事業者数 2社 3社 3社 4社 4社 4社 

⑤成約件数／社 1件 1件 1件 1件 1件 1件 

⑥商談会参加事業者数 15社 17社 17社 18社 18社 18社 

⑥成約件数／社 1件 1件 1件 2件 2件 2件 

⑦セミナー参加事業者数 20社 25社 25社 30社 30社 30社 

⑦売上増加事業者数 ― 6社 6社 6社 6社 6社 

⑧発表会参加事業者数 16社 17社 17社 20社 20社 20社 

⑧売上増加事業者数 ― 8社 8社 8社 8社 8社 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

８．地域経済の活性化に資する取り組みに関すること 

 

（１）現状と課題 

（現状）福井市には優れた技術を有する繊維・機械・化学関連の製造業が多くあるものの、出荷

額等は落ち込み、商業においても年間販売額等は減少している。福井市は約 9割を占め

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

規模事業者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

る事業を当所としてもこれまで以上に行う必要がある。 

また、福井市は農産物・水産物など特色ある「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。しかし、こうした地域資源の PR 不足は否

めず、令和 5年の北陸新幹線福井開業に向けて、当所が地域振興面で担う役割は大きい。 

 

（課題）福井市の商業・工業はともに販売額・出荷額等が減少しており、これを打開するために

は販売促進・情報発信による販路拡大が重要である。福井市には魅力ある地域資源があ

るものの、PR 不足が否めない。北陸新幹線の福井開業は域外から福井への来訪者が増

えるとともに、地域が脚光を浴びる千載一遇のチャンスである。福井の地域資源を内外

にアピールし、観光・商業面での活性化が大いに期待される。 

個々の小規模事業者が努力するとともに、地域全体で工業・商業・観光分野で面的な活

性化に取り組む必要がある。まさに福井商工会議所が担う役割はここにあり、地域経済

を牽引していかなければならない。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、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。 

 

（２）事業内容 

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」の実施 

 

【連携体】 

（経済団体）北陸経済団体連合会、（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、（一社）福井県商工会議所連合会 

（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㈱福井支店、吉岡幸㈱ 

（大学・高専）国立大学法人福井大学、福井工業高等専門学校、学校法人金井学園 福井工業大学 

（行政、公設試）福井県、福井市、福井県工業技術センター 

（金融機関）㈱福井銀行、㈱北陸銀行福井支店、㈱北國銀行福井支店 

 

【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。 
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｢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（主管：福井県工業技術センター、（公財）ふくい産

業支援センター）｣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。 

 

【開催回数】年間 3回 

 

【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。 

 

②地域祭事を軸とした地域活性化事業（「ふくい桜まつり」「福井フェニックスまつり」） 

 「福井市にぎわいづくり推進会議」の実施 

 

【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】 

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

にぎわいづくり推進会議」を年間 8回程度開催し、北陸新幹線福井開業を見据えた地域祭事を

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「ふくい桜まつり」「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。 

 

【開催回数】年間 8回 

 

【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「福井市

にぎわいづくり推進会議」を 8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。 
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・「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、中心市街地に隣接する観光

資源「足羽山」の「桜」の花見をテーマとした事業や、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「ふくい桜まつり」

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふくい桜まつり（足羽山の桜のライトアップ）の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福井フェニックスまつり（民踊・よさこいイッチョライ）の様子 

 

③地域祭事を軸とした地域活性化事業（体験型観光プラン「ふくのね」） 

「体験型観光による地域活性化会議（通称：ふくのね会議）」の実施 

 

【連携体】福井市、福井商工会議所、西日本旅客鉄道㈱（西日本旅客鉄道㈱福井支店） 

 

【目 的】令和 5年の北陸新幹線福井開業という好機を控え、福井商工会議所と福井市、西日本

旅客鉄道㈱（西日本旅客鉄道㈱福井支店）の三者が連携し、福井県内開業時の目玉づ

くりに向け、首都圏を主なターゲットとした観光情報の発信と自然や食の体験プログ

ラムを載せた体験型観光プラン提供による地域活性化を図る。そのため、三者による

「体験型観光による地域活性化会議（通称：ふくのね会議）」を年間 4回程度開催し、

今後の首都圏向け観光振興の在り方を検討し、小規模事業者らも参画可能な体験型観

光プランの造成を図る。 

 

【開催回数】年間 4回 
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【事業内容】・福井市、福井商工会議所、西日本旅客鉄道㈱（西日本旅客鉄道㈱福井支店）の三

者による「体験型観光による地域活性化会議」を年 4 回開催し、今後の首都圏向

け観光振興の在り方を検討し、小規模事業者らも参画可能な体験型観光プランの

造成を図る。 

・体験型観光プランの実施、次回に向けたフォローアップを行う。 

・体験型観光プランを掲載した冊子『ふくのね』を年 2回発刊し、県内各駅や公共

施設、大型店など集客が見込まれるスポットに設置するなど幅広く周知する。 

      （主な役割）福井市：プラン作成者の育成(説明会、セミナー開催) 

            福井商工会議所：プラン作成者の掘り起し(個別指導等)、広報 

            西日本旅客鉄道㈱（西日本旅客鉄道㈱福井支店） 

：プラン紹介冊子の作成、発刊、設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ①体験型観光の様子      ②体験型観光プラン掲載冊子「ふくのね」 

 

④北陸・関西商工会議所連携会議による事業実施 

 

【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、大津商工会議所 

 

【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 7商工会議所の会員数だけでも 8万社あり、これらを含めた管内事業者に役立つ事業を連携

しながら進めていく。 

今後の北陸新幹線の福井延伸、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

幹線着工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・大津商工会議所）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。 

 

【開催回数】年間 2回 

 

【事業内容】 

・福井・金沢・富山・京都・神戸・大阪・大津商工会議所による「北陸・関西商工会議所連携会

議」を年 2回開催し、観光振興や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。 
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・インフラ整備への共同働きかけ 

〇北陸新幹線の早期大阪延伸働きかけ 

 北陸新幹線の早期大阪延伸に向け、共同提言を建議するなど、国や関係機関に働きかける。 

○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。 

 

・観光の相互振興 

○広域観光に関する情報共有・相互配信 

北陸－関西の広域観光や当地イベント等について 7商工会議所広報ツールを活用し、相互広報

発信を行う。 

○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。 

 

・販路開拓の相互支援 

○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） 

・「北陸技術交流テクノフェア」（福井） 

・「逆見本市型商談会」（京都） 

・「兵庫・神戸アライアンス商談会」（神戸） 

・「ザ・ベストバイヤーズ」（大阪） 

 

・新産業分野参入の相互支援 

〇各地商工会議所で実施している新産業分野参入関連のセミナー・研究会等への相互参加 

 ・「医療機器開発促進に向けたセミナー・相談会」（大阪） 

 ・「ドローンビジネス研究会」（大阪） 
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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取組 

 

９．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 

 

（１）現状と課題 

（現状）当所は福井県内の他の商工会議所（武生、鯖江、大野、勝山、敦賀、小浜）および近隣

他県（金沢、富山）の商工会議所と支援ノウハウや地域の現状等の情報交換を行ってい

る。また、金融機関とも情報交換を行いながら、スムーズに事業者支援を行える体制を

整えている。 

 

（課題）企業が抱える課題の複雑化や商圏の広域化などに対応してくため、他地区の商工会議所、

や金融機関と連携し、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

交換の場を引き続き持つ必要がある。これによ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

をこれまで以上に整備・充実する。 

 

（２）事業内容 

①金沢・富山・福井経営改善普及事業運営会議の開催（年１回） 

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、新たな需要の開拓に寄与する事業として、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。 

 

②福井県内七市相談所長会議の開催（年３回） 

福井県内七商工会議所（福井、武生、鯖江、大野、勝山、敦賀、小浜）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。 

 

③事業承継支援における金融機関との情報交換会（年 4回） 

 金融機関（㈱福井銀行、㈱北陸銀行、㈱福邦銀行、福井信用金庫）と事業承継支援における課

題の把握、支援の現状、支援ノウハウ等について情報交換を行う。さらに事業承継の際、相続・M

＆Aどちらの場合も金融機関との相談は必須となるので、支援先の承継に向けた進捗状況などを伝

える場としても活用する。 

 また、事業承継に関する事業（例えば事業者が知識習得の場として活用できるセミナーなど）を連

携して実施するための打ち合わせなどもあわせて行う。単独ではなく連携して開催することによ

り、当所および金融機関それぞれが支援する事業者に広く案内を行えるなどメリットも大きい。 
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１０．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

（１）現状と課題 

（現状）小規模事業者が直面する課題は多分野にわたり、その課題解決のためには一面的な支援

ではなく、多面的な支援が必要となる。また、それぞれの経営指導員が得た知識・スキ

ルは自らの支援業務にのみ活かされ、組織全体で共有されていない。 

（課題）小規模事業者の多様な相談内容に対応していくには、経営指導員・一般職員の更なるス

キルアップを図る必要がある。そこで、事業者支援の現場における専門家によるＯＪＴ

研修（スーパーバイザー事業）、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などを通じて、経営指導

員・一般職員の支援能力の向上を図る。 

また、指導員や一般職員が得た知識・スキルを組織全体に広く行きわたらせ、支援ノウ

ハウの共有による組織全体としての支援能力を向上させる必要がある。 

 

（２）事業内容 

①外部講習会等の積極的活用 

事業者支援スキルの向上を目的に、経営指導員は施策情報や経営分析手法、販路開拓への IT

活用法などをテーマとした、福井県商工会議所連合会主催の「経営指導員等研修」に年間２回

以上の参加を義務付ける。 

また、経営発達支援事業検討委員会での事業計画策定の支援件数より、実際に策定した件数を

重視するべきという指摘を今後の支援業務に反映させるべく、経営指導員・一般職員を対象に、

中小企業大学校の「ビジネスプラン策定セミナー」「新規事業支援に関するセミナー」、日本商

工会議所の「支援力向上フォーラム」などに積極的に派遣し研修機会を提供することで、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所内カンファレンスの開催 

経営指導員及び一般職員が抱える相談案件について、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・１時間開催する。経営指導員・一般職員が支援中の小規模事業者の

相談案件をもとに、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、経験の浅い指導員・一般職員の支援能力の向上にも繋げる。 

 

③ＯＪＴ制度の導入 

経験の浅い若手職員が経営分析・事業計画策定支援などを行う際には、中小企業診断士・社会

保険労務士・IT コーディネータなど資格を保有するベテラン経営指導員がフォローし小規模

事業者を支援するノウハウを伝授する。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「計画策定力」を磨き、支援能力の向上を図る。 

 

④小規模事業者経営力向上支援事業（スーパーバイザー事業）の実施 

小規模事業者経営力向上支援事業（スーパーバイザー事業）を通じて、実際の企業支援の現場

で専門家による指導を受けつつ、経営指導員・一般職員が必要な知識・スキルを１年通じてＯ

ＪＴ形式で学ぶ機会を設ける。対象企業の経営状況の分析、課題の抽出、事業計画策定と実施

支援、需要動向調査の実施、新たな需要の開拓に寄与する事業に参加を促すなど、中小企業診

断士等からアドバイスを受けつつ、経営発達支援事業のノウハウの習得を目指す。 
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⑤小規模事業者の支援状況などのデータベース化 

経営指導員・一般職員が基幹システム（TOAS）上のデータ入力を適時・適切に行い、支援中の

小規模事業者の状況などを職員全員が相互共有できるようにする。全職員が各事業者の支援状

況（経営分析段階、計画策定段階、計画実施段階など）を把握できる環境を整えることで、ス

ムーズな事業者支援を行えるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４１ 

 

１１．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 

 

（１）現状と課題 

（現状）福井県産業政策課長、福井県立大学教授、日本政策金融公庫 事業統括、福井商工会議

所 専務理事で構成する「経営発達支援事業検討委員会」を年 1回開催し、経営発達支

援事業の評価及び見直しを行っている。 

 

（課題）経営発達支援事業の評価・見直しを行っているものの、福井市総合計画など福井市の産

業政策との方向性を加味した計画にはなっていなかった。今後は福井市の政策との整合

性をとりつつ、福井商工会議所と福井市が一体となった経営発達支援計画を進める必要

がある。 

 

（２）事業内容 

毎年度、事業終了後、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年 1回、福井県産業政策課長、福井市商工振興課長、福井商工会議所法定経営指導員、外部有

識者として日本政策金融公庫事業統括、中小企業診断士等を委員に、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は、福井商工会議所の「常

議員会」において報告・審議し、承認を受ける。 

 

③事業の成果・評価・見直しの結果を地域の小規模事業者が常に閲覧可能な状態とするため、毎

年、ホームページに掲載する。 
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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 

（令和元年１１月現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営

発達支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の

関与体制 等） 

 

【実施体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《職員数》 

専門経営 

指 導 員 
経営指導員 補助員 

記帳専任 

職  員 
一般職員 計 

3 

※うち法定経営指導員 2名 
14 4 1 10 32 

                           （専務理事、常務理事・事務局長、理事・事務局次長を除く） 

福井市 商工振興課 

専
務
理
事 

常
務
理
事
・
事
務
局
長 

理
事
・
事
務
局
次
長 

地域事業課 地域振興部 

会員サービス部 

産業・地域振興課 

中小企業総合支

援センター 

金融・税務相談課 

経営支援・人材育成課 

人材確保支援センター 

事業承継・再生支

援部 

中小企業再生支援協議会 

事業引継ぎ支援センター 

会員サービス課 

法定経営指導員 

2 名 
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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 

 

(所長 1 名、

部員 12 名) 

金融・ 

税務相談課 

・地域の経済動向調査 

（国が提供するビッグデータの活用、景気見通し調査など） 

・経営分析・事業計画策定における相談業務 

・事業計画策定後の実施支援業務 

・マル経融資、制度融資斡旋等の金融支援 

・創業支援（セミナー、創業計画書策定など） 

 

5 

経営支援・ 

人材育成課 

・地域の経済動向調査（賃金実態調査、賞与調査など） 

・経営分析・事業計画策定における相談業務 

・経営分析・事業計画策定セミナー事業 

・事業計画策定後の実施支援業務 

・施策の普及および補助金等申請支援 

・新たな需要の開拓に寄与する事業 

（ふくいビジネス商談会、食品バイヤー商談会、販路開拓セミ

ナーなど） 

・他の支援機関との情報交換事業 

・経営指導員の資質向上のための事業 

・経営発達支援事業の評価・見直しに関する事業 

 

5 

人材確保支援

センター 
・人材採用・定着支援業務 2 

地域振興部 

 

(部長 1 名、

部員 11 名) 

地域事業課 ・地域経済の活性化に資する事業 6 

産業・ 

地域振興課 

・需要動向調査（B to B 商品向け） 

・新たな需要の開拓に寄与する事業 

（テクノフェア、福井県・台湾ビジネスマッチング会など） 

 

5 

事業承継・

再生支援部 

 

(部長 1 名、

部員 2 名) 

事業引継ぎ支

援センター 
・事業承継支援 1 

中小企業再生

支援協議会 
・企業再生支援 1 

会 員 

サービス部 

 

(部長 1 名、

部員 3 名) 

会 員 

サービス 課 

・需要動向調査（B to C 商品向け） 

・新たな需要の開拓に寄与する事業 

（手土産発掘会、会議弁当ご賞味会、新商品・新サービス合同

プレス発表会） 

 

3 
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（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経

営指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

 ■氏名：寺川直輝、永田幸也 

 ■連絡先：福井商工会議所 TEL：0776-33-8283 

 

②法定経営指導員による情報の提供及び助言 

経営発達支援事業の実施・実施にかかる指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評

価・見直しをする際の必要な情報の提供などを常に行う 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①福井商工会議所 

 連絡窓口 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 

連絡先 TEL:0776-33-8283 ／ FAX：0776-50-6789 ／ E-MAIL：keiei@fcci.or.jp 

 

②福井市 

 連絡窓口 商工労働部 商工振興課 

 住所 〒910-0858 福井県福井市手寄 1丁目 4-1 

連絡先 TEL：0776-20-5325 ／ FAX：0776-20-5323 ／ E-MAIL:syoukou@city.fukui.lg.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） 

 
R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

必要な資金の額 105,750 105,750 105,750 105,750 105,750 

 

 

経済・需要動向調査費 

 

経営状況分析事業費 

 

事業計画策定事業費 

 

事業計画実施支援費 

 

需要開拓事業費 

 

地域経済活性化事業費 

 

他機関連携会議費 

 

経営指導員資質向上事業費 

 

事業の評価･見直しにかかる

事業費 

 

 

1,000 

 

500 

 

2,500 

 

1,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

500 

 

200 

 

50 

 

 

 

1,000 

 

500 

 

2,500 

 

1,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

500 

 

200 

 

50 

 

 

 

1,000 

 

500 

 

2,500 

 

1,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

500 

 

200 

 

50 

 

 

 

1,000 

 

500 

 

2,500 

 

1,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

500 

 

200 

 

50 

 

1,000 

 

500 

 

2,500 

 

1,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

500 

 

200 

 

50 

（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。 

 

 

 








