
平成25年（2013年）2月1日　No36 商工会ふくい①

商工会は行きます　聞きます　提案します～会員満足向上運動～

商工会では、経営革新計画の承認企業を中心とした、やる気のある企業同士の連携を支援するため、異

業種交流グループ「ふくいやる気ネットワーク」を組織しています。現在、434企業が登録しており、１

月30日(水)に福井県産業会館において、企業の新たな事業活動を実現させるための出会いの場として『ふ

くいやる気ネットワーク ビジネスマッチングフェア2013』を開催し、116企業が参加のもと、169件の

マッチング商談が行なわれました。

また、12月12日（水）に福井県商工会連合会にお

いて、ビジネスマッチングフェア参加者を対象とし

た事前セミナーを開催し、経験豊富な元バイヤーが、

最新の流通業界の動向、消費者ニーズの傾向等事例

を交えながら講演したほか、模擬商談を行いました。

参加者は商談におけるポイントや具体的なアドバイ

スを受けることで、商談を成功させるために必要な

バイヤーの要求事項や商談テクニックを学びました。

経営革新に取り組む116企業が商談実施
～「ふくいやる気ネットワーク ビジネスマッチングフェア2013」を開催～

福井県小規模事業経営支援事業
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(３３企業)

平成25年（2013年）2月1日　No36 商工会ふくい③

商工会は行きます　聞きます　提案します～会員満足向上運動～

コワフュール・デ・ギャルソン（わかさ東商工会）
代表　田辺　文宏

平成13年より若狭町の三方地区で理美容業を営んでいます。すべ

ての顧客に喜んでもらえるアットホームなファミリーサロンを目指

し、キャンペーン・イベントならびに予約時に割引価格を設定するな

どのサービスを実施しています。さらに、ケアリスト資格者を育成し

顧客の髪を診断して、処方箋を発行するサービスにより顧客満足度を

高めています。また、従業員を４班に分け、それぞれの班が業務ごとの課題に取組むことで、技術や接客

能力向上を図っています。

上中住建（おおい町商工会）
代表　上中　憲治

昭和57年よりおおい町名田庄地区で、一般木造住宅の新築・増改

築を設計・施工しています。大飯・小浜方面まで商圏を持ち、地元

工務店としてフットワークの良さと家族経営ならではの結束力を強

みとして、施主の暮らしやすさと住みやすさに対する思いを取り入

れた家作りを目指しています。

また、永年の施工実績から、積み上げてきた信頼・信用により、顧客からの紹介や口コミなどにより安

定した受注を確保しています。

奨励賞（B認証）企業

株式会社　アートエンブ（あわら市商工会）
代表取締役　口村　司

あわら市でアパレル副資材であるワッペンを製造しており、ブラ
ンド物のスポーツ用品やバック向けの製品に特化しています。当社
は、ワッペン製造工程の中でオーバロック（縁取り刺繍）による加
工法と、高品質を維持した量産化体制の構築により、ニッチ分野に
おけるオンリーワン企業として他社との差別化がされています。ま
た、高い品質と短納期対応の強みを発揮するための生産管理の徹底
と外注先の連携強化ができています。

株式会社　きっちょんどん（坂井市商工会）
代表取締役　林　治巳　

坂井市内の生産農家より地元大豆を買上げ、おからを出さず大豆
すべてを豆腐にする「大豆まるごと豆腐」を製造販売しています。
おからを出さない豆腐は「きっちょんどん」という名で、地元のブ
ランド豆腐として支持されています。また、経営層は自社の株主総
会に役員・従業員の区別なく参加を呼びかけ、全員で経営に参加し
ている意識を高めています。さらに、自社の理念に沿った情報誌を
通じて事業活動の紹介やダイレクトメールを送付することで情報発
信を図っています。

有限会社　谷口屋（坂井市商工会）
代表取締役　谷口　誠

坂井市竹田地区で、油あげを主力商品として、豆腐、惣菜、ロー
ルケーキ、シュークリーム、プリンなどを製造販売しています。“竹
田の油あげ”は伝統的な製造方法によりサクサクの食感と、ふんわ

りジューシーな感覚が味わえ、オンリーワン商品として認知されて
います。伝統製法については、メディアが生産工程を取材、放送し
ましたが、他社には真似できない競争優位性を持っています。また、
メディア効果による急激な注文に対して、品質を維持しつつ既存設
備で生産力を向上させるなど、高い生産管理能力を持っています。

株式会社　丸井工業（坂井市商工会）
代表取締役　井伊　重憲

坂井市で天井走行クレーン、搬送台車（自動・手動）並びに省力
化機械を製造販売しています。当社の天井クレーンや省力化機械は
高い品質と機能を持ち、特に大型クレーンは県内の同業者にはない
技術・ノウハウが蓄積され、施工実績は県内最多です。また、常に
改善を念頭に置いた取組みで顧客満足を高め、顧客の設備更新の際
には、新たな価値を提案しコスト削減手法など受注に結びつけてい
ます。

Ｌｅｅ製作室（坂井市商工会）
代表　酒井　敏光

坂井市で重度障害者用の座位保持装置（補装具）を製造販売して
います。開業当初はメーカー仕入・販売を行っていましたが、平成
18年より独自の福祉用具（オーダーチェア）を開発し、製造・販売
しています。当社独自のオーダーチェアは、重度障害者対応の補装
具として国の補助対象商品に認定されていることから、介護者・
ユーザーの負担を軽減し、高い評価を得ております。また、当社が
提供する価値を従業員に理解させ、モチベーション向上を図るため、
顧客の声を直接従業員に聞かせる機会を設けるなど、取引先やエン
ドユーザーを重視したモノづくりを心掛けています。

製造業

特
　
集
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商工会ふくい② 平成25年（2013年）2月1日　No36

商工会は行きます　聞きます　提案します～会員満足向上運動～

厳しい外部環境を打破する経営革新企業
～平成24年度商工会認証システム制度認証企業～

福井県商工会連合会では、積極的に経営革新に取組んでいる企業を取上げ、地域での経営革新の推進を図

ることを目的として「商工会認証システム制度」を実施しています。

本年度参加した51企業の中から、特に経営革新の取組みが優れているとされた優秀賞（Ａ認証）５企業と

奨励賞（B認証）33企業を紹介します。

優秀賞（Ａ認証）企業

山甚撚糸　株式会社（福井東商工会）
代表取締役　山田　雅浩

昭和37年より福井市美山地区で、衣料品や産業資材を中心とした化

学繊維糸を加工しています。当社は、大手繊維メーカーの委託加工を

通し、他社にはない独自の糸の複合技術による高機能の製品を開発す

ることで高い技術力とノウハウを取得し、同業他社に対して高い競争

力を持っています。

また、中期経営計画の策定や月次決算、ISO 9001に準拠したシステムの導入等により、目標設定とその

効果を検証して、改善活動へとつなげるＰＤＣＡサイクルを実行し、常に経営改善に取組んでいます。

株式会社　吉田ニッティング（福井北商工会）
代表取締役　本田　精市

昭和45年より福井市森田地区で、当初は丸編専門工場としてスター

トし、現在は経編みメーカーとして繊維資材を製造しています。社長

の研究開発に傾ける強い情熱により高付加価値製品「コントラクト

カーテン（特許取得。病院向け間仕切りカーテン）」を開発、ならび

にメーカーとタイアップによる車輌向けシート装材の製造販売を強み

に、ニッチ市場に特化したオンリーワン企業を目指しています。

また、製品開発のための技術力は、現在の製品の延長にとどまらず、

他の業種・業態に発展させ得る力を兼ね備え躍進の原動力となっています。

株式会社　梶間幸建（越前町商工会）
代表取締役　梶間　日出治

昭和60年より越前町朝日地区で一般木造住宅の新築をメインに設計・施

工しています。越前・鯖江・福井方面まで幅広い商圏を持ち、「家作りを通

して笑顔と幸せを提供」することをモットーにプラン作りから始まり、土地

探し・資金計画・施工、そしてアフターメンテナンスに至るまでの一つひと

つのプロセスを大事にし、顧客に要求以上の価値を与え続けています。さら

に、構築されたプロセスは組織全体の強みとして現れ、一連の活動を通して

新たな顧客価値を生み出しています。

(５企業)

特
　
集
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平成25年（2013年）2月1日　No36 商工会ふくい⑤

商工会は行きます　聞きます　提案します～会員満足向上運動～

有限会社　さの屋（福井北商工会）
代表取締役　酒井　信夫

福井市で化粧品の小売、洋品雑貨、たばこ販売を営み、化粧品は
カネボウを主力商品として販売しています。化粧品は小売が中心で
すが、業務用のシャンプーや石鹸を施設やゴルフ場などに納入し業
者を通して顧客の要望を聞き入れたり、地域の企業での化粧品の販
売を通し顧客の要望を品揃えの参考にしています。また、地域の憩
いの場所になるよう顧客とのコミュ二ケーションに力を入れ、月１
回、エステやお肌の診断のサービスを実施することで、固定客の高
い評価を得て顧客満足度を高めています。

愛装縁　株式会社（福井西商工会）
代表取締役　丹尾　一茂

福井市で呉服と化粧品を中心に営業しており、化粧品は資生堂の
代理店として販売しています。呉服は過去には訪問販売に力を入れ
ていましたが、現在は店舗を中心とした販売に切り替えています。
化粧品は資生堂の代理店として、山間地の不利な立地条件ながら売
上を伸ばし、昔ながらの優良顧客を掴み、ライフスタイルの変化に
応じた様々な提案（健康グッズやサプリメントの販売）をすること
で顧客満足を高めています。また、化粧品販売とともに店内でエス
テを行い女性客の美と健康の向上をテーマにした取組みがなされて
います。

清水和紙　株式会社（越前市商工会）
代表取締役　清水　英二

越前市で越前和紙卸売業者としてコクヨなどの文具メーカーや東
京・大阪の紙卸業者へ業務用として販売しています。当社は、越前
和紙卸売業者として生産・販売での協力体制を整え連携して課題に
取組むことで、需要拡大を目指しています。また、顧客との対応の
中ではクレームに対して専用の報告用紙を使い、現物を確認の上、
検証することで再発防止に努め、さらに、クレームは分類し社内で
活用できる仕組みを作っています。

株式会社　福井新聞今立南販売店（越前市商工会）
代表取締役社長　井上　朝之

福井新聞販売店として今立南部エリアを受け持ち、福井新聞と、
読売・中日以外の全国紙を購読者に配達しています。収入源は新聞
購読と折込みチラシの手数料に限られますが、違う業種から転換し
た経営者は、既存の購読数を減らすことなく事業を承継し、従業員
の定着率も高く維持しています。さらに、ポストに新聞が溜まる家
があれば行政に連絡する「心のふれあい運動」の活動を通して地域
貢献に取組んでいます。

アスカすずき（南越前町商工会）
代表　巽　修

南越前町で町の電気屋さんとして家電販売を営むと同時に電気工
事業を営んでいます。当店は、特に高齢者の顧客の自宅に積極的に
出向き、分かりやすく商品の説明や使い方を教える工夫をしていま
す。また、利便性を重視したサービスの提供に心掛け、御用聞き的
な活動も行い、地域に貢献しています。さらに、電気工事部門は今
庄地区以外の近隣周辺地域にも豊富な人脈を持ち、積極的な人事交
流とネットワーク構築につなげ、営業エリアを確保しています。

加藤牛乳店（南越前町商工会）
代表　加藤　寛彦

南越前町の今庄地区内で明治牛乳の宅配牛乳店として早朝より宅
配し、地域内では高いシェアを持っています。牛乳の購入者は高齢
者や高齢者のいる世帯が多いのですが、牛乳以外にも定期的に季節
限定商品（乳製品セット・お菓子セット・レトルトカレー）等のチ
ラシを配布することで当店の顧客の深耕に努め、客単価の増加を
図っています。また、品質面には特に気を使い早朝配達を心がけ、
ボックスに前日の牛乳が残っているときは回収し、安全・衛生面に
心掛けています。

和菓子処　菊水堂（わかさ東商工会）
代表　森口　由浩

若狭町で老舗の和菓子店を営んでいます。当店のブランド菓子は
贈答品としての需要もあり、地元の味として親しまれています。ま
た、伝統的な和菓子を大事にしつつ、顧客ニーズをもとに新しいお
菓子作りにもチャレンジしています。店頭には昔から愛される商品
と新しい商品が共に当店の和菓子として受け入れられ、四季折々の
彩りを和菓子に込めて販売しています。

大陽自動車　有限会社（あわら市商工会）
代表取締役　高田　賢一

あわら市で新車・中古車販売と板金・塗装・車検・修理を行って

います。当社は、年中無休のフル営業体制を敷き、休日にしか来店

できない顧客の相談に乗ることで利便性の向上を図っています。ま

た、中古車販売強化に向けたフリーペーパーによる中古車販売広告、

自社の大型展示場の設置、オートオークションの利用の取組みは互

いに相乗効果を発揮し、販売強化につなげています。

島田整骨院グループ　株式会社（坂井市商工会）
代表取締役　島田　悌之

坂井市で整骨院を営んでいますが、グループ会社として２年前よ

り機能訓練に特化したデイサービス事業を立ち上げました。当社は、

要介護者家族の負担軽減ニーズから、リハビリ支援を独自サービス

として位置付け提供するとともに、介護保険認定待機者に対して予

防となるサービスを提供しています。また、パワーリハビリ設備を

地域の人たちに健康増進のために開放するなど地域の福祉拠点とし

ての役割を果たしています。

スシハウス　潮（福井東商工会）
代表　八田　宗剛

鯖江市内で寿司・居酒屋を営み、寿司を中心に肉料理も提供して

おり、10月には店舗改装を行いました。当店は、個性的なサービ

スで徹底した差別化を図ることをモットーに「地元の海から直接鮮

魚」「水槽で活魚」「おいしい水」「おいしい米」等、食材やメ

ニューに独自性を持たせ、顧客に喜ばれています。また、顧客との

コミュニケーションの中から、要望に応えた肉料理や焼鳥などのメ

ニューも用意することで顧客満足度を高めています。

87cafe（福井北商工会）
代表　柳　朋行　

福井市でデザインカプチーノをベースに海外で培った経験に独自

にエッセンスを取り入れ、福井に新しいｃａｆｅスタイルを提案し

ています。当店の経営者は学生時代留学中のオーストラリアでラテ

アートの技術を学び、帰国後は他の喫茶店やコーヒーショップには

ないオリジナリティー溢れる魅力的な店舗を目指し、商工会による

創業支援を受け、平成21年9月にオープンしました。顧客の要望を

聞くことで時間限定のワンコインセットや閑散時間帯にケーキセッ

トと飲み放題を行うなど、顧客が当店に満足する要素を一つでも多

く体験してもらうことで顧客満足度高めています。

サービス業

特
　
集

商工会ふくいNo.36冬号  2013.01.29  09:51  ページ4

商工会ふくい④ 平成25年（2013年）2月1日　No36

商工会は行きます　聞きます　提案します～会員満足向上運動～

有限会社　オータニ（永平寺町商工会）
代表取締役　大谷　英幸

永平寺町でオリジナルテキスタイルとして希少価値の高いリボ
ン＆コード、スパンコールの刺繍を行っています。当社は高い技術
力を備えた刺繍業者とし評価されていますが、ここ数年、安価な中
国製品やブライダル需要の低迷により売上が伸び悩む中、危機感を
感じ、新製品の開発や試作品の製作に取組んでいます。また、新た
な販路開拓に向け自社のＨＰでの情報発信の在り方や自社製品の
ネット販売のシステム構築に向けた取組みを検討しています。

株式会社　坪与（永平寺町商工会）
代表取締役　坪川　真士

永平寺町でプラスチック射出成型技術を基に製品設計から製造ま
で一貫体制により樹脂加工しています。当社は、顧客のニーズに合
わせてあらゆる分野（日用雑貨、生活用品、建築住宅用産業資材、
工業製品等）の製品を提供する一方で品質向上や効率化を目指し、
工程ごとの手順書を図式化し解り易くするために従業員・パートが
中心となり取組んでいます。さらに従業員により積極的に工場の５S
活動に取組み職場環境の改善と効率化に向けた活動を実施していま
す。

協業組合　プリンティングクラスター（永平寺町商工会）
理事長　西川　恭央

昭和54年に印刷会社5社の参加で設立。当初は、伝票関係の印刷
物が中心でしたが、近年は封筒・名刺・ＤＭ等の事務用印刷物にハ
ガキ圧着・宛名印字・パッケージサービス等を強化し、印刷から発
送まで一貫して行うサービスを提供しています。当社は、当該５社
で印刷できない印刷物を請負うと共に、当組合独自の営業活動によ
る直接受注により、近年は顧客のニーズを基に封筒の外装から宛名
印刷、中身の封入り、発送業務へと進化させ顧客数を大きく伸ばし
ています。また、関連企業との連携により、受注から発送業務での
互換関係が強化され相乗効果により受注増に結び付けています。

有限会社　林製作所（福井西商工会）
代表取締役　林　徹

福井市で精密機械加工による機械部品、治工具製作及び省力機械
の設計から据付までの一貫製造をしています。当社は受注生産によ
る顧客ニーズに応えた特注機械の開発や短納期に対応するため、生
産工程を各従業員が補完し合う体制を構築し顧客の要求を超える品
質・納期を可能にしています。さらに、顧客ニーズに合わせた単品
の部品製造からオリジナル機械開発への対応力の速さと、それを可
能にさせる社員個々の能力は、チームとしての機動力を高め生産性
向上に発揮されています。

ふとん工房　弥氏（越前市商工会）
代表　弥氏　良雄

越前市で木綿ふとんを製造販売しています。当店は和ぶとん製造
が業界全体で縮小していく中、昔ながらの木綿ふとんにこだわり、
顧客に提案しています。現在は夫婦二人で越前市を中心に周辺地域
に得意先を持ち、現在の顧客を大事にすることを第一義に考え、長
く愛されるふとんを作り続けています。また、ふとんの打ち直しを
することで新たな商品として蘇らせ、顧客に愛着のある逸品として
ふとんを使用して頂くことにより、顧客満足度を高めています。

有限会社　山口プラスチック（越前市商工会）
代表取締役　山口　弘幸　

越前市でプラスチック製部品の製造・加工・組立を行っています。
当社はプラスチック製品のなかで、食品の包装パッケージの製造に
あたり、取引先より衛生管理に向けた要望に対し、ＥＳ越前（越前
市の品質認証）を取得することで高い品質管理の保持に努めていま
す。また、クレームに対して報告書を作成し、原因・対策を検討し、
ミーティング時に伝えるとともに、文書を回覧することで全員が確
認・共有できる仕組みができています。

ボードセンター森建材（あわら市商工会）
代表　森　之嗣

あわら市で住宅建材店として、地域の建築業者や工務店を対象に
営業していますが、数年前より住宅リフォーム部門を強化していま
す。当社は、リフォーム部門を伸ばす上で、建材店としての確かな
製品情報と自社で商品を扱っていることによる価格優位性を強みと
しています。また、施工面において、自社で大工を置かず、工務店
にお願いすることでパートナーとして良好な関係を築き、さらに、
それぞれの能力を引き出し融合させるコーディネーターとしての機
能を発揮しています。

有限会社　マルサ電機（福井東商工会）
代表取締役　酒井　孝徳

福井市で「地元密着」をモットーに屋内配線・住宅設備販売・取
付け等の電気工事を営んでいます。当店は，顧客ニーズに対応した
取組みがなされ、工事店ならではの確かな技術力と施工後の保守
サービスが徹底されています。また、その技術力の裏づけとなる複
数の資格を有し、積極的にメーカー等の展示会に参加して情報収集
を行っています。さらに、リスク管理を意識して取引先を分散化し
ていることや、知名度アップを目的にオリジナルチラシの作成やＨ
Ｐによる情報発信に努めています。

株式会社　ちひろかわら（福井西商工会）
代表取締役　砂畑　智広

福井市で瓦の葺き替えをはじめ、雨樋工事、太陽発電パネル工事、
外装リフォームを営んでいます。当社は、この業界では珍しく、電
話帳広告や折込みチラシなどで定期的・継続的に情報を発信してい
ます。また、顧客からの紹介、口コミも多く、一般工務店からの下
請けによる受注よりもエンドユーザーからの直接受注比率が高い強
みを持っています。さらに、施工先の雨樋の無料メンテナンスサー
ビスや、雪かきサービスなど顧客満足度を重視した取組みがされて
います。

前田かしわ店（永平寺町商工会）
代表　前田　俊介

永平寺町で鶏肉を中心に豚、牛肉、牛内臓ホルモンの販売と鶏肉
を使った惣菜を販売しています。純鶏、若鶏の定番商品と当店の独
自の味付けによる牛ホルモンは町外、県外からも当商品を目当てに
来店するなど、地域の一番店として人気があります。さらに、経営
の核となる「厳選」「おいしい」「安全」という要素を地域密着経営
を通して得られる顧客情報を活かし、商品開発および食材ロスの低
減に活かしています。

株式会社　レゾンデートゥル（福井東商工会）
代表取締役　坂下　康彦

福井市で眼鏡専門の貿易商社として福井産の眼鏡フレームを海外
の販売店に提供しています。当社の経営者は大手眼鏡メーカーの営
業部長等を歴任し、２年前に眼鏡フレームの海外向け卸商社として
創業しました。経営者は海外駐在で培った行動力や貿易に関する手
続き対応、堪能な語学力、さらに商慣習にも精通しており、自社の
強みとなっています。また、ビジネスパートナー（デザイナー、県
内企業）との連携による自社ブランドの立ち上げに向けた取組みや、
それぞれの製造元に合った情報提供やアドバイスによるコーディ
ネーターとしての役割も担っています。

卸・小売業

建設業
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資源の少ない日本の中で、第１次産業はとても魅力的な資源で、我が国の第１次産業(農林・漁業)は国内

生産額876兆円のうち11％を占める重要な産業分野の一つです。これまでに農林漁業の６次産業化や農商工

連携が推進されてきましたが、さらに日本を元気にするために農林漁業者と他の産業との新たな連携を構築

し、生産・加工・販売・観光等が一体化したアグリビジネスの展開や、先端技術を活用した新産業の育成、

再生可能エネルギーの導入など、地域における農林漁業の成長産業化の取組みを促進するため「農林漁業成

長産業化ファンド」が創設されました。

1．第1次産業との連携による、第2次・第3次事業者からの要望

○安全・安心のブランドである国産農産物を原料としたい

○産地段階から連携し、商品やメニューの差別化を図りたい

○農山漁村の環境など地域資源を利用したいなど

2．出資対象者

農林漁業者と２次・３次の事業者(パートナー企業)が

連携して取組む会社で、「六次産業化法」の計画認定を

受けた会社(6次産業事業体)

3．ファンドによる支援

このファンドは、農林水産物の加工・販売事業(海外事業を含む)から、農山漁村の環境・資源を活かした

観光・健康・福祉事業、小水力発電事業等にいたる、非常に広範な取組みを支援するものです。第１次産業

者と第２次・第３次産業者を「㈱農林漁業成長産業化支援機構」がマッチングし、６次産業化事業体(合弁会

社)を全国に集中的に創出し、農業経営の発展段階に応じたファンドから出資と併せてハンズオン支援(経営

支援)を行います。

4．活用メリット

○　ファンドによるマッチングにより、事業の相方として相応しい農林漁業者と連携し、産地段階から連携

した商品・メニューの差別化、日本の農林漁業の底力を活かした輸出など、新たな事業展開が図れます。

○　ファンドが経営に参加した形の合弁事業で取組むため、事業が長期的・安定的に取組みやすくなります。

○　農林漁業の事業特性を踏まえて、最長15年間の長期資金を、出資及び資本性劣後ローンの形で供給します。

○　出資による資金供給のため、設備投資だけでなく、運転資金・人件費等さまざまな資金需要に対応する

ことができ、機動的な事業経営が行えます。

○　合弁会社への出資にあたって、既存の加工・販売施設等を現物出資することで、資金負担の少ない形で、

ファンド活用することもできます。

【お問い合せ先】北陸農政局　076－263－2161

(株)農林漁業成長産業化支援機構による
｢農林漁業成長産業化ファンド｣創設のご案内

農林漁業者 高収益販路

成長市場
加工、
販売業者

融合

機構・ファンド

6次産業化
事業体

（合弁事業）

支援

開拓
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株式会社　兼八（福井西商工会）
代表取締役　兼八　謙一

福井市で長年にわたり、鮮魚・仕出し店を営んでいましたが、平

成２０年に後継者が帰省したことを機に店舗を改装し、割烹料理店

として昼はランチメニュー、夜は日本料理を提供しています。店舗

リニューアル後、お昼のランチメニューは多くの年配女性に支持さ

れ、口コミ効果もあり、新たな顧客の開拓に繋がり、リニューアル

の結果は目に見える形で現れています。また、顧客が再来店する取

組みや考えを常にもち続け、顧客に対するおもてなしと安らぎの空

間を提供し続けています。

有限会社　やまうちモータース（越前町商工会）
代表取締役　山内　賢一郎

越前町で新車・中古車販売と板金・塗装・車検・修理を行ってい

ます。当社はエコカー減税と数年前に従業員を採用したことで、業

務の組織分業が進み、営業体制が強化されて、車両部門の売上げを

伸ばしました。また、日々の取引の積み重ねによる「顧客の顔が見

える関係」をベースにした身近な存在を構築することで、車両販売

や車検整備率は高く維持され、顧客の世代交代があっても車両購

入・整備の顧客数が減らない仕組みができています。

有限会社　秀徳（わかさ東商工会）
代表取締役　中西　秀之

嶺南地域で飲食店して多店舗展開しており、焼肉店・居酒屋店・

うどん店と３店舗を平行して経営しています。当店の経営者は大手

チェーン店での勤務経験を活かし、ジャンルの異なる店舗を並行し

て経営していますが、それぞれの店舗に即したサービスに対する認

識と課題を達成するために何をすべきかを明確にさせています。ま

た、出店にあたり、その地域に必要とされているジャンルの店を出

す上で明確な顧客ターゲットに基づいた営業戦略とそれを可能にす

る行動力があります。

漁場の宿　はっとり　はっとり丸（わかさ東商工会）
代表　服部　秀夫

美浜町で天然活魚料理をメインにした料理旅館と船釣りを兼業して

います。当館は舟釣りを兼業していることで、年間を通して安定した

売上を確保し、繁忙期・閑散期により月別売上が一定しない同業者

(料理旅館)に比べ明らかな差別化効果を発揮しています。また、当館

の経営者はＨＰに対しての目的・理解力が高く、充実したＨＰを開設

しています。さらに、予約管理においては外部の専門業者に任せるこ

とでダブルブッキングを未然に防ぎ機会損失が起こらないよう心掛け

ています。

料理旅館　南川荘（おおい町商工会）
代表　島田　恭宏

おおい町で料理旅館として、天然鮎、松茸料理、自然薯、ぼたん鍋

等若狭の季節料理を提供しています。当館は、名田庄地区で料理旅館

として顧客に満足して頂けることを常に心掛け、合宿にくる学生客・

鮎釣り客などの様々なタイプの顧客を受け入れ、堅調な営業を行って

います。また、２年前より地元産の食材による佃煮・惣菜類の製造に

力を入れ地産を意識したメニューを町内外にアピールしています。

千成屋醤油店（高浜町商工会）
代表　今井　徹

高浜町で先々代より醤油の製造販売をしています。当社は、現在、

若狭地区内で唯一の製造元として地元の味を守り続けています。また、

醤油は地元小売店やスーパーにも卸していますが、一升瓶による宅配

売上げが半分以上を占め、地元に長く愛されています。さらに、新た

な商品として開発した「もろ味」がマスコミ等にも取り上げられ、全

国展開に向けて商談会などを通じ、積極的に販売に取組んでいます。

敦賀港を利用しましょう！

　毎週金曜日寄港。輸出は上
海まで5日、輸入は8日で結ば
れています。
 当航路は、北米、欧州、アジ
ア諸国の港に定曜日ウィーク
リーサービスを提供できる、
世界的なネットワークと接続
しています。積極的なご利用
をお願いいたします。

平成24年11月9日（金）　中国航路就航
運航船社　汎洲海運㈱（Pan Con）

荷役作業中のPancon Success

毎週金曜日寄港

敦賀(金)～蔚山(土)～釜山旧(土/日)～光陽(月)～寧波(火/水)～上海(水/木)～

 　　釜山新旧(日)～新潟(火)～伏木富山(水)～金沢(木)～敦賀(金)

（お問い合わせ先）　
〒910‐8580　福井市大手3丁目17番1号
福井県産業労働部企業誘致課
 敦賀港・福井港利活用チーム
（敦賀港利用促進協議会事務局）
TEL 0776‐20‐0365　FAX 0776‐20‐0678
E-mai l :k -yuch i@pref . fuku i . lg . jp

見学会も随時実施。お気軽にお問い合わせ下さい。

韓国航路も寄港地増、週５便と充実

敦賀港利用における優遇制度のご案内

 荷主向け、船社向けへの助成制度
 助成額　1万円/ＴＥＵ　（上限100万円）
 　＊詳しくはお問い合わせください

平成24年の外貿コンテナ貨物取扱量が
 過去最高を更新

30,000

20,000

10,000

0

（単位：TEU）

中国 韓国

上海

光陽
釜山

蔚山

寧波

敦賀港
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平成24年分の所得税・消費税確定申告に関して、下記の日程にて商工会の契約税理士による無料個別税務

相談会を開催します。是非この機会にご利用ください。

なお、相談希望の方は、希望日時を各商工会までご連絡下さい。

税務相談会開催

あわら市

坂井市

永平寺町

福井東

福井北

福井西

越前町

越前市

池田町

南越前町

わかさ東

おおい町

高浜町

本所
芦原支所
本所
三国支所
丸岡支所
春江支所
本所

永平寺支所
上志比支所

本所

麻生津支所
藤岡支所
美山支所
本所
河合支所
川西支所
本所
越廼支所
本所
朝日支所
宮崎支所
越前支所
本所

味真野支所
白山支所

本所
今庄支所
河野支所
本所

美浜支所

上中支所

本所
名田庄支所

20(水)・26(火)
22(金)・28(木)
6(水)・13(水)・20(水)・27(水)
15(金)・22(金)
18(月)・21(木)・28(木)
18(月)・22(金)・28(木)
12(火)・21(木)
14(木)・26(火)
25(月)

8(金)・14(木)・26(火)

7(木)・14(木)・21(木)・27(水)
8(金)・15(金)・22(金)
8(金)・15(金)・27(水)
18(月)
20(水)・27(水)
22(金)・28(木)
8(金)・28(木)
19(火)

2/15(金)～3/15(金)※土日を除きご予約ください
22(金)
20(水)
25(月)
26(火)
8(金)

15(金)・25(月)

20(水)

27(水)

26(火)・28(木)

21(木)

2/18(月)～3/13(水)※土日を除きご予約ください

4(月)・12(火)
5(火)・11(月)
6(水)
1(金)・8(金)・14(木)
7(木)・13(水)
7(木)・14(木)
4(月)・11(月)
6(水)・12(火)
4(月)

12(火)

7(木)
1(金)・8(金)
6(水)
1(金)・6(水)・12(火)・14(木)
6(水)・13(水)
8(金)・14(木)

11(月)
4(月)・14(木)

4(月)・12(火)
6(水)
4(月)・11(月)・15(金)
5(火)・11(月)
5(火)・12(火)

4(月)・8(金)・11(月)

8(金)

1(金)
5(火)・6(水)・7(木)

1(金)・5(火)

4(月)・８(金)

1(金)・12(火)
6(水)・13(水)

9：00～16：00

13：00～17：00

13：30～17：30

13：30～17：00

8日・14日　13：00～16：00
26日・12日　10：00～16：00

9：30～16：00
13：00～16：00
10：00～16：00

13：30～16：30

13：00～17：00

13：00～16：00
13：00～17：00
13：00～17：00
10：00～16：00
10：00～15：00
10：00～16：00
9：30～16：30

13：30～15：30
※11日　14：30～15：30

9：00～15：00
会場：本所

10：00～14：00
10：00～16：00

10：00～12：00
※5日　13：00～16：00

26日・28日　13：00～16：00
4日・８日　10：00～16：00

9：00～12：00
13：30～16：30

商工会名 2月開催日 3月開催日 開催時間

確定申告はお早めに!!
◎所得税等の確定申告書の作成は便利な「確定申告書等作成コーナー」で！
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内

に従って金額等を入力すれば、所得税、消費税、贈与税の申告書や青色申

告決算書などを作成できます。

作成したデータは、e-Tax（電子申告）を利用して提出することができ

るほか、印刷して書面により提出することもできます。

◎平成24年分の申告と納付期限
所得税・贈与税・事業税・住民税　３月15日(金) まで　　消費税・地方消費税(個人事業者) ４月１日(月) まで

【お問い合わせ先】 各税務署・福井県税事務所・嶺南振興局税務部・各市町役場

詳しくは、 確定申告 検 索
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商工会ふくい⑧ 平成25年（2013年）2月1日　No36

商工会は行きます　聞きます　提案します～会員満足向上運動～

金
融
・
税
務
・
労
務
支
援

平成23年12月２日に「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別
措置法」が公布されました。
これにより、所得税の源泉徴収義務者は、平成25年１月１日から平成49年12月31日までの間に生じる所得につ
いて源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所
得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければならないこととされました。

1  源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額　
源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1％相当額とされており、復興特別所得

税は、所得税の源泉徴収の際に併せて源泉徴収することとされています。
実際には、次のとおり、源泉徴収の対象となる支払金額等に対して、所得税と復興特別所得税の合計税率を乗じ
て計算した金額を徴収し、１枚の所得税徴収高計算書（納付書）で納付します。
（注）給与等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収については次の２により行います。

【源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額】
支払金額等×合計税率（％）（※）＝源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額（注）
（注）算出した所得税及び復興特別所得税の額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

※１　合計税率の計算式
合計税率（％）＝　所得税率（％）×102.1％

※２　所得税率に応じた合計税率の例

※３　具体的事例：報酬・料金として888,888円を支払った場合(所得税率　10％の場合）
888,888円　×　10.21％　　＝　90,755.4648円 (１円未満切捨て)  ⇒　90,755円
(支払金額) (合計税率) (算出税額) (源泉徴収税額)

2  給与等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収　
給与等については、平成25年分以後の源泉徴収税額表に基づき、所得税と復興特別所得税の合計額を徴収し、

１枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付します。

平成25年1月以降の源泉徴収事務が変わりました
復興特別所得税の源泉徴収のあらまし

所得税率（％）

合計税率（％）
（所得税率（％）×102.1％）

5

5.105

7

7.147

10

10.21

15

15.315

16

16.336

18

18.378

20

20.42

火　災　共　済

自動車費用共済

医療総合保障共済

傷害総合保障共済

迅速な支払、充実の保障で、あなたの財産を
もしもの災害（火災・風雪災・落雷等）からお守りします

万一の事故に生じる契約者の経済的負担をカバーします
共済金は契約者にお支払いします！（任意保険とは別です）

病気やケガの入院・がん共済・しっかり医療ガード
安心の掛金でぴったりのプランが選べます

毎月小さな掛金で、ケガの入院や手術を保障
福利厚生の充実（経費処理可能）

お問い合わせ・お申込み

    各商工会で取り扱ってます

福井県火災共済協同組合
福井県中小企業共済協同組合
〒910-0854  福井市御幸1丁目1番1号（FM会館2階）
TEL：（0776）22-6000　  FAX：(0776)22-7471

あなたの安心をしっかりサポート
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商工会ふくい⑩ 平成25年（2013年）2月1日　No36

商工会は行きます　聞きます　提案します～会員満足向上運動～

金
融
・
税
務
・
労
務
支
援

希望者全員の雇用確保を図るための
高年齢者雇用安定法が施行されます！

平成25年
4月1日
か　ら

急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続

けられる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部

が改正され、平成25年４月１日から施行されます。今回の改正は、定年に達した人を引き続き雇用する「継

続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止などを内容としています。

１．継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止

65歳未満の定年を定めている事業主が、高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合、現行

の法律では、継続雇用の対象者を限定する基準を労使協定で定めることができます。今回の改正でこの仕組

みが廃止され、平成25年４月１日からは、希望者全員を継続雇用制度の対象とすることが必要になります。

【経過措置】ただし、以下の経過措置が認められています。

平成25年３月31日までに継続雇用制度の対象者の基準を労使協定で設けている場合

・平成28年３月31日までは61歳以上の人に対して

・平成31年３月31日までは62歳以上の人に対して　　　　　　基準を適用することが

・平成34年３月31日までは63歳以上の人に対して　　　　　　できます。

・平成37年３月31日までは64歳以上の人に対して

たとえば、平成28年３月31日までの間は、61歳未満の人については希望者全員を対象にしなければなり

ませんが、61歳以上の人については基準に適合する人に限定することができます。

改正法や高年齢者雇用確保措置について詳しくは、最寄りのハローワークへお問い合わせください。

福井高齢・障害者雇用支援センターでは、高年齢者雇用アドバイザーの派遣などにより、高年齢者雇用に

ついての相談を行っています。

ご存知ですか？　福井労働局のホームページ！
福井労働局では、法令・通達等の改正の情報、月ごとの雇用失業情勢や労働

災害発生状況等の速報等、福井労働局で発表している最新の情報をホームペー

ジに掲載しておりますので、ご活用ください。

アドレス http://fukui-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/ に今すぐアクセス!!

新鮮な情報を満載にして、みなさまのアクセスをお待ちしております。

改正のポイント

1 継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止

2 継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大

3 義務違反の企業に対する公表規定の導入

4 高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針の策定
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平成25年（2013年）2月1日　No36 商工会ふくい⑪

商工会は行きます　聞きます　提案します～会員満足向上運動～

建設業が売上高プラスに転じる見通し
～中小企業景況調査～

福井県商工会連合会では、福井県内商工会会員165企業（製造業38企業、建設業24企業、小売業51企業、

サービス業52企業）に対して年４回景況調査を実施しています。

平成24年10月～12月期の全体の業況ＤＩ値は、前回の調査と比べて5.7ポイント改善しています。業種別

でもサービス業を除いて改善しており、特に製造・建設業において10ポイント以上の改善がみられます。ま

た、売上高ＤＩ値もサービス業を除いて、改善、横ばいで推移しています。

１月～３月期の見通しは、新政権への期待が高まる建設業の売上高ＤＩ値がプラスに転じる見通しとなっ

ています。

＊DI 値（ディフュージョン・インデックス、景気動向指数）
企業の景気動向を示す指標です。各調査項目について＜増加・上昇・好転＞の割合から＜減少・低下・悪

化＞の割合を差し引いた値で、＜景気動向指数＞を表しています
DI（数式） ＝　（上昇企業数－低下企業数）÷　回答企業数　×　100

県
内
景
気
動
向

全体
製造業
建設業
小売業
サービス業

全体
製造業
建設業
小売業
サービス業

▲ 35.4
▲ 2.7
▲ 34.8
▲ 37.2
▲ 56.8

H23.1～3
▲ 44.5
▲ 22.3
▲ 16.7
▲ 55.0
▲ 62.8

4～6
▲ 38.6
▲ 10.8
▲ 20.8
▲ 54.0
▲ 52.0

7～9
▲ 32.1
▲ 2.6
▲ 22.8
▲ 60.0
▲ 30.8

10～12
▲ 41.8
▲ 15.8
▲ 45.8
▲ 54.9
▲ 46.2

H24.1～3
▲ 32.3
▲ 16.2
▲ 16.7
▲ 48.9
▲ 34.7

4～6
▲ 36.6
▲ 32.5
▲ 8.7
▲ 52.9
▲ 36.0

7～9
▲ 26.8
▲ 7.9
▲ 8.7
▲ 35.3
▲ 40.4

10～12
▲ 30.2
▲ 21.1
　 4.4
▲ 46.0
▲ 37.2

H25.1̃3見通し

▲ 31.7
▲ 13.2
▲ 16.6
▲ 42.9
▲ 42.0

H25.1̃3見通し
▲ 45.9
▲ 33.4
▲ 47.8
▲ 46.0
▲ 53.0

H23.1～3
▲ 48.8
▲ 43.3
▲ 49.9
▲ 45.1
▲ 56.0

4～6
▲ 38.4
▲ 26.3
▲ 29.2
▲ 49.0
▲ 41.3

7～9
▲ 29.7
▲ 23.7
▲ 17.4
▲ 38.0
▲ 31.3

10～12
▲ 41.4
▲ 26.3
▲ 41.6
▲ 54.9
▲ 39.2

H24.1～3
▲ 29.9
▲ 15.8
▲ 33.3
▲ 45.1
▲ 23.5

4～6
▲ 35.0
▲ 26.3
▲ 29.2
▲ 43.1
▲ 36.0

7～9
▲ 27.0
▲ 10.5
▲ 16.6
▲ 30.0
▲ 41.2

10～12

全体
製造業
建設業
小売業
サービス業

▲ 32.5
▲ 19.4
▲ 4.4
▲ 43.5
▲ 44.9

H25.1̃3見通し
▲ 39.7
▲ 16.2
▲ 39.1
▲ 48.8
▲ 50.1

H23.1～3
▲ 44.7
▲ 29.7
▲ 41.7
▲ 46.0
▲ 56.0

4～6
▲ 39.8
▲ 21.1
▲ 33.4
▲ 54.0
▲ 43.1

7～9
▲ 35.8
▲ 26.3
▲ 30.4
▲ 50.0
▲ 31.4

10～12
▲ 41.4
▲ 25.7
▲ 30.4
▲ 56.2
▲ 43.1

H24.1～3
▲ 32.3
▲ 15.8
▲ 33.3
▲ 45.8
▲ 31.4

4～6
▲ 35.1
▲ 26.3
▲ 20.9
▲ 45.7
▲ 38.8

7～9
▲ 29.4
▲ 8.4
▲ 8.4
▲ 36.0
▲ 48.0

10～12
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自社ブランドを取得しているものの消費動向の低調と海外との競争激化の影響で、大幅な売上増は

見込めない。また、金融円滑化法終了の期限も迫っていることから、今後資金繰りが逼迫するので

早めの資金対応を考えている。 (高志・福井地区)

安定した受注を維持するために機械の導入とアルバイトを雇うことで対応している。今後の景気動

向を注視し、新規採用には慎重に対応したい。 (丹南地区)

消費税の引き上げ前の駆け込み需要により売上げは順調に伸び、経営は安定している。今後、倉庫

の設置、車輌の購入を検討している。 （坂井地区）

昨年度は売上が大幅に落ち込み、従業員の雇用維持に雇用調整助成金を活用したが、今年度は売上

が回復し、経営は安定している。 (高志・福井地区)

厳しい経営環境下にあるが、スーパー・コンビニには置いていない商品を扱ったり、独自のチラシ

を毎月発行することで、売上の減少に歯止めをかけている。 (丹南地区)

発電所関連企業へ電気器具や事務機を中心に納入しているが、原発運転停止の影響もあって、売上

の減少が続いている。先行きを見守りつつ、当座の運転資金の借入を検討している。 (嶺南地区)

地域内の仕出し屋が廃業した影響で、弁当の受注が増えている。この際、手狭である店舗を改装を

したいが、財務内容が悪く、新規借入れは難しいと思われるが今後、金融緩和による借入対応に期

待している。 (高志・福井地区)

営業努力は行うものの、目に見えた宿泊客の増加が見込めない。設備の老朽化に伴い、今後は状況

は踏まえた上で、事業の縮小を検討している。 （嶺南地区）

商工会ふくい⑫ 平成25年（2013年）2月1日　No36

商工会は行きます　聞きます　提案します～会員満足向上運動～

休業補償制度・医療共済制度のサービスが充実
1.休業補償制度…………………個人賠償責任保険に示談交渉サービス（国内のみ）が付加されます。
2.休業補償制度・医療共済制度共通………医療電話相談等が無料で受けられるようになります。

24時間の日常生活のケガを補償

■死亡・後遺障害　500万円 ■通院日額　　　　3,000円

■入院日額　　　　5,000円 ■個人賠償責任　5,000万円

医 療 共 済 制 度

医療費負担に備え、安心を提供

■入院日額(病気・ケガ) 3,000円
■通院日額(ケガ) 1,500円
■入院された場合、一律5,000円の見舞金

※いずれも平成25年３月１日補償開始分より適用されます。詳細はお近くの商工会にお問い合わせ下さい。

休業補償制度(傷害総合保険)

眼鏡枠製造業

木材加工業

建築業

左官業

飲食料品小売業

電化製品販売業

飲食業

宿泊業

厳しい環境下で、売上確保に取り組む
～会員情報（経営動向）調査～

小売業

建設業

サービス業

製造業

県内各商工会では、全経営指導員が各地域の経営環境を把握し、商工会全体で情報の共有を図り、対策を

講じることを目標として、年４回「会員情報（経営動向）」調査を実施しております。平成24年12月に実施

した調査結果では、地域の実情に応じた様々な情報が集まっています。

県
内
景
気
動
向
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