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経営革新への取り組みが優れた企業を認証
～平成２５年度商工会認証システム制度認証式～

　本年度で１０年目を迎えた「商工会認証システム制度」は、県内全域から４４企業が参加し、経営革新への取り

組みが優れている３５企業を認証しました。

CONTENTS
【特集.新事業展開支援】
Ｐ１	 経営革新への取り組みが優れた企業を認証
Ｐ２	 積極的な経営革新を進める経営革新企業
～５
Ｐ６	 平成２５年度補正予算案・平成２６年度予算案の概要
～７
Ｐ８	 ニッポン全国物産展inふるさと祭り東京2014
	 ふくいビジネスマッチングフェア２０１３	in	大阪を開催！
	 ふくいやる気ネットワーク	ビジネスマッチングフェア２０１４を開催！

【労務支援・共済制度】
P９	 両立支援助成金のご案内
	 商工貯蓄共済貸付
	 海外ＰＬ保険制度の創設

【税務支援】
P10	 消費税が今年４月から８％に
P11	 税制改正
P12	 税務相談会を開催します
	 申告書の作成は、「確定申告書等作成コーナーで」！！

　１月２２日（水）に県連合会で開催された認証式では、笠

島会長より各認証企業に盾が授与され、優秀賞（Ａ認証）を

受けた４企業の代表者が、それぞれの活動内容や経営革新

への取り組みなどの事例発表を行いました。

　認証を受けた

３５企業には、

県制度融資や展

示会での販路開

拓などの支援策

を講じる他、参

加した４４企業

すべてに、中小

企業診断士や認

証マネージャー

などの資格を有する審査員が作成したフィードバックレポー

ト（経営改善提案書）を提出し、さらなる経営革新の実現を

促します。

　同制度は、日本経営品質賞に準拠した県連合会独自の基

準により、企業の「強み」や「弱み」を経営に関する８つの

分野で評価するシ

ステムで、総合的に	

ＡＡ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの

五段階で判定するも

の。本年度は、優秀

賞（Ａ認証）４企業、

奨励賞（Ｂ認証）３１

企業の合計３５企業

を認証しました。

（認証企業紹介　P２〜P５参照）



商工会ふくい　� 平成26年（2014年）２月1日� No40

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〜

2

特
集
・
新
事
業
展
開
支
援

平成25年度商工会認証システム制度
認証企業のご紹介

　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 44 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）４企業と奨励賞（Ｂ

認証）31 企業を紹介します。

有限会社  オートサービス上野（あわら市商工会）

代表取締役　上　野　誠　逸

カワイローラ  株式会社（永平寺町商工会）

代表取締役　河　合　矢代治

株式会社  こばせ（越前町商工会）

代表取締役　長　谷　裕　司

　昭和 24 年よりあわら市金津地区で、新車・中古車の販売から、車検・整備、鈑金・

塗装も完備した工場を営んでいます。更にＪＡＦ指定工場として、急な故障や

ガス欠、事故でのロードサービスにも 24 時間体制で対応しています。

　当社では交通指導員、ＰＴＡ活動などの社会奉仕を積極的に行い、地域に根

差した活動を行うと共に、価格競争に巻き込まれない様、大手ディーラーでの

勤務経験を活かした経営に取り組んでいて、近年登録台数が増えてきている 

ハイブリット車や、電気自動車の整備もできる資格を取得しております。また、

大手ディーラー同様のパッケージサービスの提供を行いながら、目標管理と 

振り返りを徹底し着実に経営改善に取組んでいます。

　大正 10 年より永平寺町松岡地区で、当初は織物業を営んでいましたが、平成５

年にはローラー製造業に完全に転業して、ベルトコンベヤに使用するローラー及び

プーリーの設計・製作で、主に砂利・砕石プラント用の粉じん対策の必要なローラー

を製造しています。

　当社では組織ビジョンを明確にして、常に新商品・新サービス開発について取組

みを確実に行っており、新分野進出として太陽光発電・ＬＥＤ街灯の開発において

経営革新計画の策定・承認を得ています。また、社員との意思疎通を徹底しており、

素早いクレーム対応などや社内ＯＪＴや資格取得を推奨し、従業員のモチベーション向上を図っています。更に、別作ローラー

など顧客ニーズへの対応やビジネスパートナーとの良好な関係を構築して、朝礼やミーティングなどを活用したＰＤＣＡサイク

ルを廻す仕組みを構築するなど、更なる躍進に取り組んでいます。

　明治 3 年より越前町越前地区で、新鮮な山海の幸を提供する老舗旅館とし

て営業しています。作家 開高 健が高い評価を与えた蟹の丼 ( 開高丼 ) が人気 

メニューです。

　当館では、顧客満足度向上の為に台風で足止めを余儀なくされた顧客に対

し、個々の要望に沿った代替えを提案したり、事業承継後、過去の負債等の整

理を進め、経営基盤の強化を実施しております。また、中期経営計画を策定し

具体的数値目標を定め、計画に沿って営業努力を行っています。更に、学生 

合宿顧客にはアンケートを実施し、継続的利用促進を図るとともに、学生が 

将来の顧客に繋がるような働きかけを行っています。

自 動 車 整 備 業

生産用機械器具製造業

宿 泊 業

優秀賞（Ａ認証）企業　　　　　（４企業）
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岡本善七製菓（わかさ東商工会）

代 表　岡　本　武　士

　約 100 年前の明治時代から続く老舗の菓子店として、若狭町の上中地区で菓

子製造・小売業を営んでいます。生どらなど人気商品の和菓子を中心に、クリス

マスケーキや正月用餅などを顧客からの要望に応じて作っており、地元になく

てはならない菓子店です。

　当店は、地域内の諸団体の活動にも積極的に参加し社会貢献をしていて、

全国的に人気の高い商品は、自社開発を行い、地域に提供しています。競合

店と差別化できる人気商品を保有していることと、廃棄ロスを全く出さない

取組みが行われ、過去の販売データを活用しつつ顧客の要望に応じて様々な

商品を製造販売しています。また、業界やｗｅｂを利用した売れ筋商品の情報

収集を積極的に行い、商品づくりに活用して数多くのレシピを保有し、少量でも作れる技術があります。更に、地域での

安定した材料仕入れや、量販店への卸し業務によって、安定した経営に努めています。

飲食料品小売業

奨励賞（Ｂ認証）企業　　　　  （31企業）
有限会社  坪田鉄工（あわら市商工会）

代表取締役　坪　田　滋　治

有限会社  高橋金型製作所（坂井市商工会）

代表取締役　高　橋　久　晃

北 嶋 電 機（福井北商工会）

代 表　北　嶋　昌　一

ワタリグラススタジオ（福井西商工会）

代 表　長 谷 川　　渡

佐藤ふとん店（坂井市商工会）

代 表　佐　藤　憲　造

株式会社  ＴＡＹＡＳＵ（福井北商工会）

代表取締役　田　安　繁　晴

有限会社  ヲザキプラスチック（福井西商工会）

代表取締役　尾　崎　治　和

合同会社  おおい夢工房（おおい町商工会）

代 表　徳　庄　よし子

業務用機械器具製造業

金属製品製造業

電気機械器具製造業

窯業・土石製品製造業

繊 維 工 業

金属製品製造業

プラスチック製品製造業

食料品製造業

　あわら市で大型プレス機等の部品供給メーカーとして、大型部品の 

マシニング加工を行っています。当社は、ＩＳＯ 9001 に匹敵する厳しい

品質管理を徹底し、納期厳守で信頼に応えています。また、毎日の朝礼と 

従業員との会話を重視し、小ロットに対応して他社には無い大型切削 

加工・プレス機械を導入し、技術度が高い社員が的確な工程管理を行い、

他社が嫌がるような仕事も高い技術力で対応を行っています。そして、

その高い技術力を武器に新規開拓を行っています。

　坂井市で建築関連部材、医療向け収納ケース、農業資材等のプラスチッ

ク射出成型用の金型製造を行っています。当社は、修理や改造・部品加工

にも積極的に取組み、当社が製造した以外の金型の修理・改造・部品加工

にも応えることで、仕事の幅を広げてきています。また、職場意識改善計

画を策定し従業員に分かり易く示し、経営者としてのリーダーシップを図っ

ていて、社内への情報公開や展示会等での自社アピールなどを積極的に展開

しています。それにより工程管理力を向上させ効率化が図られ、他社製品

の修理・改造が認知され実績が上がってきています。

　福井市で工場の機械設備等の電気制御盤製造や、制御盤のメンテナンス

業務を行っています。当事業所は、制御盤製造において長年の経験に基

づく確かな仕上がりや、県外大手競合社に負けない積極的な情報収集を

行っていること、元請けからの苦情やミスに対して原因追究や再発防止

については組織全体で対応しているなどで、顧客満足度を向上させてい

ます。更に、設計図面より更に効率的な配置について、元請けへ提案を

行うことで信頼関係を向上させています。

　福井市で吹きガラスの製造と、ギャラリーを兼ねた展示販売及び、 

吹きガラス体験教室を行なっています。横浜のガラス工芸店などで修業を

積み、帰郷して平成 22 年に創業しました。当事業所は、地域活動や街づ

くりの意識が高く、まちおこしイベントを積極的に開催しており、近隣

宿泊施設等を活用して情報発信を行い、新聞・雑誌等の取材を上手く

活用してＰＲ活動を行っています。また、ＯＪＴ教育を的確に行うことで、

委託製造部門での顧客との親密な関係を築いています。

　坂井市で寝具の製造・小売りと打ち直しなどの修理と、小中学校指定の

制服等の小売販売を、それぞれ半分ずつの規模で行っています。当社は、

再生ふとん ( 打ち直し ) では高い技術力を保有し、また、地域活動を積極

的に行い、それを活かした地域密着型の営業戦略を行っています。更に、

学生服について児童・生徒の体形や、今後の成長を予測した顧客に合わ

せたきめ細やかな対応を行うことで、高い信頼が寄せられています。

　福井市で街の鉄工所としてマンホールの蓋や各種機械部品や機械カバー
などの１次下請けから、個人も対象とした地域密着型でアルミやステンレ
スと言った素材の修繕業務にも拡大し、更にバーベキュー関連の新商品開
発と製造販売も手掛けています。当社は、ホームページを立ち上げ一般消
費者を対象とした業務を拡大し、展示会等の積極的な活用で販路展開を推進
しています。また、他社が断るような物の受注を行える高い技術力や、補
助金等を上手く活用した新商品開発の事業計画を策定して、オリジナル商
品の開発を行っています。更に、具体的な目標や事業計画を策定して従業
員との会議を開催し、情報の公開と意識の共有化を図っています。

　福井市でプラスチックのブロー成形を行い、元請け事業所からの金型
や設計書等の支給により化学薬品用ボトルの製造を中心に行っています。
当社はＩＳＯ 9001 を導入し、そのシステムによって製品製造工程の管
理から、顧客情報管理や不良品発生データの管理・活用を行い、クレー
ムや不良品の再発防止に取り組み、従業員へのフィードバックにも活用
しています。また、従業員との意見交換を的確に行い、意見を経営運営の
参考にする等、社内のＰＤＣＡサイクルを的確に運用しています。更に、
取引先を増やしリスク管理を的確に行う戦略の実施、多品種・小ロット・
短納期に的確に対応し、価格交渉にならない様に対応しています。

　おおい町で農家の婦人グループから発足した組織で、地域特産のキノ

コや梅を中心とした農産物を、手作り・無添加をモットーに加工してい

ます。当社は、地域活性化を図ることを目的に運営をされており、設立に

あたって行政からの補助金支援を受けています。また、地域振興や雇用

など地域貢献度は大きく、事業に係っている社員やパートの満足度は高い

ものです。更に、市場ニーズを的確に掴み、手作り・無添加に拘りを持

ちそれを求めるニーズに応え、新商品開発も行っています。
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有限会社　あるくカンパニーリミテッド（あわら市商工会）
代表取締役　高　橋　昌　則

株式会社  ライフコネクト（福井東商工会）

代表取締役　土　田　真　悟

有限会社  今立ハウス（越前市商工会）

代表取締役　池　田　三　郎

株式会社  谷口工務店（わかさ東商工会）

代表取締役　谷　口　焏　司

株式会社  榊 組（あわら市商工会）

代表取締役　榊　　富 次 夫

辻岡電機  株式会社（越前市商工会）

代表取締役社長　津　田　和　彦

山際板金（南越前町商工会）

代 表　福　田　高　行

株式会社  つるや（坂井市商工会）

代表取締役　岩　田　龍　見

華・魅せ・ぎゃらりぃ  あいりぃ（越前町商工会）
代 表　五十嵐　辰　夫

株式会社  インテリアどっと通販（福井西商工会）
代表取締役　森　　　篤　夫

えちぜん和思工房（越前市商工会）

代 表　渡　辺　忠　之

総合工事業

総合工事業

総合工事業

総合工事業

総合工事業

設備工事業

職別工事業

飲食料小売業

その他の小売業

無店舗小売業

その他の卸売業

　あわら市で外壁リフォーム、メンテナンス工事を行っています。当社は、

下請けから脱却し、元請け総合外壁リフォーム事業への参入を図り、更に

特殊クリーニングのＦＣ展開を図っています。また、情報誌掲載・チラ

シのポスティングでの営業展開やＨＰの毎月更新を行い、内装も含めた

一括受注を行っています。ポスティング等の活動成果が徐々に表れて、知

名度や代表者の顔が広まり、販売強化につながっています。

　福井市で個人の建築板金業から新たに法人化して、住宅リフォーム

業へ転身し営業を行っています。当社は、休日・夜間を問わず社長が 

電話対応できる体制を構築して、信用力向上を図っています。また、自社 

制作のチラシを作成し新聞折り込みと営業ツールとして活用し、知名度

向上を図りながら顧客からの情報収集を行っています。更に、既存顧客に

対しての訪問を実施してアフターフォローと信頼関係を向上させ、営業は

外注の完全歩合制で、コスト削減を図り外壁工事分野での強みを活かし、

価格競争力のある営業展開に取り組んでいます。

　越前市で木造建築による新築から増改築・リフォームを手掛けてい 

ます。当社はハウスメーカーと違い、クレーム対応の速く木材加工を 

自社で行っている事で時間の短縮と、低価格・高利益の仕組みが構築さ

れています。また、職人チームの編成によって複数、同時進行の現場を

受け、若手と熟練技術者によるＯＪＴ研修を行っています。更に、ミーティ

ングによって積極的な業務改善の協議を行い、迅速なクレーム対応と 

クレームの収集を整備しています。

　美浜町で地域に根差した建築業を主体とした、創業 100 年になる事業

所です。民間顧客から公共工事や原子力関連の事業所や工事にも携わって

います。当社は、地域の社会活動には精力的に貢献し、新たに廃瓦の

リサイクルによる産業廃棄物事業にも積極的に取り組んでいます。また、

従来の建築関連事業以外の新たな取組みも、積極的に推進しています。

建築事業では現場に権限移譲を行い、顧客ニーズに応えるため様々な

商品を取り揃え、協力会社との良好な関係構築やコンスタントな公共

工事受注など、リピーターも多く有しています。

　あわら市で土木工事を行っています。当社は、地元密着型でＩＳＯ

9001 を取得していることもあり、仕上がり品質には定評があります。 

経営方針を明確にして組織全体で共有し、地区の役員を担い地域密着型

で率先して行う行動は、地域で認められた存在です。また、顧客満足の

聞き取りや評点を元に、技術力が向上する取組みが出来ています。更に、

社員教育を充実させ資格取得を奨励し、工期厳守や品質管理の高さなど 

ＩＳＯを活用した取組みや、改善点の協議を行い次年度計画に盛り込む

取組みが行われています。

　越前市で地域密着型の家電製品小売業として創業したが、製造工場 

等の機械設置電気工事にシフトし、その他電気工事設計・施工・空調工

事を行っています。当社は、化学工場向けの防爆金属管配線工事技術に

よって、高い付加価値を提供して差別化を図っており、独自の制御盤に

よってメンテナンスにおいても競合排除を行う対策が取られています。

また、資格取得を積極的に行い、技術継承も組織的に対応し、社内ミーティ

ングの実施による情報の共有化が出来ています。

　南越前町で町内の建築業者および、個人を対象として建築板金工事業を

営んでいます。主に亜鉛鉄板、銅版、アルミニューム板を用いた折板、

波板平板などによる屋根工事や外装工事、雨どいの設置・修理工事が 

中心です。当事業所は、平成 22 年に事業承継し商工会活動や地域活動を

積極的に行い、顧客確保を行っています。また、町内同業者の協力関係

もあり棲み分けが出来ていることにより、事業承継直後と比べ飛躍的な 

売上げ向上が出来ています。今後は、人員課題も含め今後の方針や振り

返りなどで、事業計画の策定に取り組もうとしています。

　坂井市で精肉店経営からスーパー、ＳＣの出店を行い、現在は本店の
他、金沢店も含め５店舗の小売店と、しゃぶしゃぶ等の飲食店を展開し
ています。当社は、自社の組織としての目標・ビジョンを従業員に伝え、
組織改革を進めており、地域においてもリーダーシップを発揮していま
す。また、牛の一頭買いなどで鮮度と価格の対応力を付けており、新店舗、
新事業進出に合わせて従業員を増員し、人材育成を行っています。更に
顧客アンケートの実施と分析を行っていることで、小売店における差別
化された惣菜が提供できており、お客様の声や数値的結果に基づき改善
への取り組みが出来ています。

　越前町と福井市のＳＣ内で 2 店舗の直営生花店を営み、その他スーパー等

への卸し販売 4 店舗を運営しています。当店は福祉施設でのボランティア 

活動などで地域貢献を行い、各店舗別の地域特性や集客情報・顧客情報を

的確に収集、分析、把握し、それに対応した品揃えを行う仕組みが構築

されています。また、競合情報の収集が実施され、ＯＪＴによる人材

教育の仕組みが構築されています。更に、適正仕入とロス削減のための

仕組み作りが行われています。

　福井市でオーダーメイドカーテンのＷＥＢでの通信販売サイトの運営を

行っています。当社は一般消費者を対象に小売を行っており、商品の返品

自由が大きな特徴です。売れる運営サイト作成ノウハウは評価が高く、

有名メーカーのオーダーメイドカーテンと、量販店の既成品との隙間ニー

ズに上手くマッチした商品提供力は高く評価され、顧客満足度を高めて

います。また、新規事業として、新たな販売方法として移動販売のビジ

ネスモデルに取り組み、更なる飛躍を図っています。

　越前市で内装業から業種転換を図り、和紙壁紙の販売を新たに始め、

従来の和紙壁紙に加え水みず紙、柿渋壁紙などの自然素材にこだわった

商品販売に力を入れています。当事業所は、積極的に新商品の企画や

アイデア提案を行い、業界全体のことを考えリーダーシップを発揮して 

います。内装業者をしていた経験を活かし、企画を売るといった考え方で

競合との差別化を図り、和紙メーカーや加工業者とも信頼関係がありま

す。また、展示会・イベント等による情報収集を行い、効果的な販促に

つなげることに取り組んでいます。

アスワオート  株式会社（福井東商工会）

代表取締役　荒　川　典　久

機械器具小売業

　福井市で主に中古自動車販売と、車検および自動車整備を行っていま
す。また、昨年よりバイクのレンタル・リース事業を新たに展開してい
ます。当社は、顧客に対してどうあるべきかを明確にして、顧客ニーズや
ライフスタイルを十分に把握し、それに合った提案することで紹介客が
多く出来ています。また、様々な商品管理や顧客データを蓄積・分析する
など、過去の詳細なデータを活用して、従業員と共有化が出来ています。
また、具体的経営計画を策定していて、ＰＤＣＡサイクルが構築されて
います。更に、従業員のモチベーション向上の為にミーティングを実施
して、経営計画の共有化をしています。



平成26年（2014年）２月1日� No40� 商工会ふくい　

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〜

5

特
集
・
新
事
業
展
開
支
援

み や か ん（池田町商工会）

代 表　宮　本　信　二

株式会社  シー・シー・ユー（坂井市商工会）

代表取締役　青　山　博　喜

株式会社  てらぐち（永平寺町商工会）

代表取締役　山　口　悦　男

ヘアーサロン  ポンパドール（永平寺町商工会）

店 長　中　村　光　宏

株式会社  エムトリップコーポレーション（福井東商工会）
代表取締役　宇　野　雅　博

ナリタ自動車（福井西商工会）

代 表　成　田　仁　夫

有限会社  坂下モータース（福井北商工会）

代表取締役　坂　下　　　実

有限会社  グループつくし（南越前町商工会）

代表取締役　窪　田　晴　美

有限会社  今庄タクシー（南越前町商工会）

取締役　野　崎　憲　三

有限会社  グっとサポート（高浜町商工会）

代表取締役　岩　本　守　正

株式会社  高木新光堂（わかさ東商工会）

代表取締役　高　木　俊　明

織物・衣服・身の回り品小売業

情報サービス業

飲 食 店

洗濯・理容・美容・浴場業

その他の生活関連サービス業

自動車整備業自動車整備業

飲 食 店道路旅客運送業

社会保険・社会福祉・介護事業

機械器具小売業

　池田町で唯一、店舗展開を続けている婦人衣料販売店です。代表者と
奥さんが大阪のデパートでの勤務経験を活かして開業しました。取扱品
は、婦人服のほか、小中学校の制服、子供服、紳士服で、展示会では呉服
の販売も行っています。当店は、50 年に亘り店を経営し、創業当時から
池田町の小売業界に近代化の風を送り込んできました。また、個々の顧客
の好みやライフスタイルなどを熟知しており、呉服販売は展示会での
販売のみを行い、在庫リスクを持たない方法を確立しています。更に、
季節に応じてイベントやセールを行い、回転率の良い経営を行ってい 
ます。

　坂井市でＩＴＣアプリケーションシステム・サービスの提供を行って

います。特に人事関係で金融機関独自のシステムに強みがあり、財務

システムは多言語対応が出来ています。当社は、組織ビジョンや方向性を

打ちだし、社内で説明を行い、顧客サポートを通じて意見や苦情を社員

全員で共有しています。また、顧客ニーズにマッチした商品戦略を進め、

情報収集方法が確立されています。更に業務に精通したＳＥの定着率も

高く、的確なアフターフォローを行い満足度が高いことや、納期管理が

出来ていることで他社との差別化となっています。

　永平寺町で土産物店と、個人客を中心に手打ちそばの提供を行う飲食店

行っています。当店では地域活性化に貢献して、景観に配慮した店づくり、

福井県産土産にこだわっています。観光客の減少する中、補助事業を活

用しての相応しい店作りを率先して進め、地方行政の施策情報収集や仕

入れ先からの商品情報の収集を綿密に行っています。また、他店との差

別化で県内産にこだわり、仕入れや新たな商品開発を行い新たな集客活

動への取り組みを行っています。

　永平寺町で美容室を営み、着付けサービスの評判も良くブライダル

関連の売上も多くあります。当店では、事業承継を見越し顧客情報や意見

交換を密に行っており、戦略的に店舗改装を行い、新規顧客の集客を図って

います。また、価格競争以外での付加価値つけたカウンセリングサービ

スを行っており、高齢者の送迎サービスの実施や着付けの技術力向上を

図るなど、他店との差別化を図っています。それらの活動によって安定

した固定客を維持し、健全な経営状況を構築しています。

　福井市でバス会社勤務からから独立し、旅行代理店業として開業し、
新事業として、特許取得を行い自社開発したビールサーバーの製造販売の
事業を行っています。当社は、旅行業における独自企画のツアーや社員添
乗の評価も高く、リピーターが多くあります。また、サーバーの特許取得
による知的財産の保護や、販促シミュレーションの活用などの取組みが
行われています。更に、新しい価値を創造するという経営理念やクレーム
等の情報を全社で共有し、再発防止をする仕組み作りが構築されていま
す。商品開発にあたり各種補助金等を活用して、サーバーの売上げは増加
してきており、開発費の回収をするための販売計画を進めています。

　福井市で新車・中古車の自動車販売と車検・整備を行っています。また、
同業者 17 社で共同運営している民間車検工場の「ムツミ自動車」の代表
者を６年間務めています。当社は、「ムツミ自動車」の代表を６年間務め
ている事で業界内のリーダーシップを発揮し、地区の役員をして地域貢献
を行うことで、近隣からの騒音等の苦情もない状況を作り上げています。
また、家族全員が整備士資格を保有し対応力が高い事や、「ムツミ自動車」
を活用した柔軟な対応力が認められ、新車を販売した顧客の９割を車検
整備のユーザーとして確保しています。更に、囲い込みのためのタイヤの
保管サービスなどや、高い保険挙積額などの取組みがなされています。

　福井市で自動車販売から車検、整備、鈑金塗装、保険と、自動車関連

でのトータルな業務を行っています。当社は地域密着型の営業展開で、

親子二代、50 年に亘って家族経営で営業を行い、交通安全・婦人会・消

防団などの活動に積極的に参加し、地域貢献と顧客との関係を強く持ち

顧客確保を行っています。また、エンジンオイルのキープシステムのサー

ビスで囲い込みを行うことや、複数の代車の確保などで車検整備では高

いリピート率を確保しています。その結果、安定した経営状態であり、

永年の営業による信頼と、身近な相談相手として利便性を高めています。

　南越前町で地元素材を使った郷土料理、田舎料理を中心とした飲食と、

農産物販売を備えた施設を運営しています。設立当初は主婦仲間 12 名で

の組織でしたが、平成 15 年に法人化し営業を本格化して、地元の店舗と

新たに福井市大和田に飲食店を出店し、販路拡大を行っています。当社は、

安全安心な地元野菜を使った郷土伝承料理・田舎そばを一貫して提供し、

コンテストで優秀賞を獲得する高品質な商品の提供が行われています。

また、大和田店の出店を積極的に行い、事業拡大を行うと共に、委託販

売も 12 店舗に拡大しています。

　南越前町で今庄駅前を拠点にタクシー運営と、行政主導のコミュニ

ティー福祉バスの運行受託事業を行っています。従業員の正社員３名は

タクシー業務に携わり、バス運行はパート・アルバイト８名で運用して

います。当社は、地域唯一のタクシー会社として地域住民の貴重な交通

手段を提供していると自負しております。また、社員のコミュニケーション

により、自社所有車輌のメンテナンスを進め、効率的運用を図り行政への

賃貸による収益を上げる仕組みが構築されています。　　

　高浜町で訪問介護と通所介護の施設運営を行っています。また、本年
より保険業務以外に給食サービス事業を開始しています。当社は、従業
員が横断的に協力的な活動が出来る仕組みが構築されています。また、
顧客本位のサービス提供を重要視して事業展開を行っており、施設利用
者のデータ管理や従業員同士の情報共有化がしっかり行われて、地域の
介護施設としての一役を担い、苦情や問題の再発防止にも対処する仕組
みが構築されています。更に、保険業務外の給食サービス事業や更なる
飛躍を目指し、介護用品のレンタル事業にて事業拡大に取り組んでい
ます。

　美浜町で街の家電屋さんとして、街の中心部で日立製品を中心に販売を

行い、地域に根差したサービスと大手家電店に負けない価格の提供を行って

います。当社は毎朝朝礼を行い、地元域密着で大型店との差別化を図って

います。また、ＥＶ車充電スポット設置や太陽光発電の自店での設置など、

積極的な情報提供が行われています。更に他分野の資格取得など積極的な

スキルアップが図られて、地元の電気屋さんとしての安心感と修理、

アフターサービスの徹底が出来ていることや、今後の事業展開について

協議の仕組みが構築されています。
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平成25年度補正予算案・平成26年度予算案の概要
　平成25年度補正予算・平成26年度の予算案が閣議決定されました。県商工会連合会と商工会は、ものづくり

支援や販路開拓などの面から中小・小規模事業者を支援していきます。

　以下で、中小企業・小規模事業者対策のポイントを紹介します。

ものづくり・商業・サービス業の企業を支援�

がんばる商店街を支援�

■ものづくり・商業・サービス革新補助金
　【補助金の概要】  試作品・新商品の開発や生産プロセスの改善、新しいサービスや販売方法の導入など、

中小企業・小規模事業者が事業革新に取り組む費用の２／３を補助します。

 　《対 象 分 野》ものづくりに加え、商業・サービス分野を追加

 　《補助上限額》１,０００万円（特定分野※への投資は１,５００万円）

 　　　※特定分野：医療・環境・エネルギー分野など

 　　　※小規模事業者のみが利用できる特別枠を設定します（上限７００万円）

  金融機関から借入を行い耐用年数を超過した設備を入れ替える大規模投資（総資産の15％を

超える設備投資）を行う場合に、借入額の１％相当額※を上限に補助します。

 　　　※例えば、事業者が１億円の借入れを行う場合、１００万円を上限に補助します。

■ものづくり中小企業・小規模事業者等連携事業創造促進事業
　【事業の概要】  連携を通じて、ものづくり技術を活用した研究開発・製品化から販路開拓を行う費用の２／３を

補助します。

 　《補助上限額》４,５００万円

■商店街活性化支援補助金
　【補助金の概要】  地域住民の安心・安全な生活環境を守るための事業（防犯カメラの設置などに加え、子育て・

高齢者支援施設の整備や高齢者向け宅配サービスの提供などを追加）に要する費用の２／３を

補助します。

 　《補助上限額》１.５億円

  消費を喚起するイベントや商店街セールの実施に要する費用（チラシの作成、配布などを含

む）を全額補助します。

 　《補助上限額》４００万円（参加商店街数に応じて上限額を引き上げ）

 

■地域商業自立促進補助金
　【補助金の概要】  商店街の空き店舗への店舗誘致や、コミュニティスペースの整備などの取組に要する費用の

２／３を補助します。

 　《補助上限額》５億円

販路開拓を支援�
■中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業
　【事業の概要】  海外現地にワンストップ相談窓口を設置し、法務・労務等の個別課題を支援します。特に、

海外拠点の移転・撤退にあたっての支援を強化します。 

	

	

お問い合わせ・ご相談はお近くの商工会へ
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創業をめざす方を支援�

小規模事業者を支援�

■ＪＡＰＡＮブランド育成・地域資源活用支援補助金
　【補助金の概要】  世界に通用するブランド確立のため、事業者が連携して行う商品開発や、海外展示会出展など

にかかる費用の２／３を補助します。

 　《補助上限額》２,０００万円

  農林水産物や観光資源など地域資源を活用した新商品・新サービスの開発や国内展示会出展

などにかかる費用の２／３を補助します。

 　《補助上限額》３,０００万円　（４社以上連携する場合は４,０００万円）

 

■中小企業・小規模事業者連携促進支援補助金（農商工連携・異業種連携）
　【補助金の概要】  事業者が連携して行う新商品・新サービスの開発や国内展示会出展などにかかる費用の２／３を

補助します。

 　《補助上限額》３,０００万円

■創業促進補助金（第２創業も対象）
　【補助金の概要】 創業費用の２／３を補助します。

  産業競争力強化法に基づき、市区町村と連携する商工会をはじめとした創業支援事業者による

経営相談や交流会の開催などの取組を支援します。

  

■地域創業促進支援事業
　【事業の概要】 �全国300箇所で「創業スクール（仮称）」を開催し、創業希望者の基礎知識の習得からビジ

ネスプラン作成までを支援します。

■小規模事業者支援パッケージ事業
　【事業の概要】  小規模事業者が、商工会と一体となって、販路開拓に取り組む費用（チラシ作成費用や商談

会参加のための運賃など）の２／３を補助します。

 　《補助上限額》５０万円(雇用を増やす場合は１００万円)

  

■支援体制強化事業（よろず支援拠点）
　【事業の概要】  様々な経営課題を分析し、具体的なアドバイスや相談に応じたてきせ適切な支援チームの

編成などをおこなう「よろず支援拠点」を各都道府県に設置します。

  

■小規模事業者経営改善資金融資事業（マル経融資）
　【事業の概要】  商工会の経営指導員による経営指導を受けている小規模事業者に対し、日本政策金融公庫が

無担保・無保証・低利で融資を行います。平成26年４月から。貸付上限額が１，５００万円

から２，０００万円に引き上げられます。

	

	

	

	

	

	

また、平成26年１月７日より宿泊業及び娯楽業の小規模企業の定義が、

「常時使用する従業員の数が５人以下の事業者  →  ２０人以下  の事業者」に拡大されました。

お問い合わせ・ご相談はお近くの商工会へ
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ニッポン全国物産展inふるさと祭り東京2014

ふくいビジネスマッチングフェア2013 in 大阪を開催！

ふくいやる気ネットワーク ビジネスマッチングフェア2014を開催！

　全国商工会連合会において、「ニッポン全国物産展inふるさと祭り

東京2014」が、1月10日（金）〜 19日（日）東京ドームにて開催されま

した。中小・小規模事業者の中から、特に首都圏で販路開拓を必要とし

ており、かつ、反響あると見込まれる事業者を紹介し、地域産品の普

及、並びに地域への波及効果を狙いとするものです。

　今回は第6回目の開催となる国内最大級のフードフェスティバル「ふる

さと祭り東京〜日本のまつり・故郷の味〜」とのコラボレーションとな

りました。第一期・東日本エリア10日（金）〜14日（火）と第二期・西日

本エリア15日（水）〜19日（日）の入替制で行われました。

　第二期では近畿／中国・四国／九州・沖縄ブロックに分かれて、22事

業者による地域の「お墨付き」の魅力ある商品が集結し、福井県からはカフェ＆レストランネヌファ（南越前

町）が出展し、福井名物ソースカツ丼やソースカツ棒および越前水仙、地元野菜などを販売しました。

　開催期間中約40万人の来場者があり、大いに盛り上がりました。

　また、「ふるさと祭り東京」においては、㈲スターフーズ越前三國湊屋（坂井市）とけんぞう蕎麦（永平寺町）

が出展し、福井県の名物・名産品をＰＲしました。

　「ふくいビジネスマッチングフェア2013 in 大阪」を、平成25年12月３日（火）に大阪市内のホテルにて 

開催しました。

　販路開拓に意欲のある県内の飲食品製造業36社が、首都圏や関西

圏の百貨店や高質スーパーなどのバイヤー32社と商談を実施し、

全体で373件の商談が行われました。

【参加者の声】
　・思ったより前向きな商談ができ、有意義な商談会だった。
　・�買い手（バイヤー）の目線からの鋭い意見が聞けて、今後の
商品開発・商品力アップに活かせると思った。

　・バイヤーのニーズが分かり、参加してよかった。

　「ふくいやる気ネットワーク ビジネスマッチングフェア2014」を、平成26年１月29日（水）に福井県産業会館

にて開催しました。県内商工会会員を始め、石川県・富山県の商工会・商工会議所会員が81社参加し、会員同

士および食品バイヤーや工業系コーディネーターなどと108件の

商談を行いました。

【参加者の声】
　・次回につながる商談となり、販路開拓が期待できる。
　・�商談相手と有意義な情報交換が出来た。これを踏まえて技術や
ノウハウの向上につなげたい。

　・�商談してみて、これまで自分では気が付かなかった自社の�
商品やサービス上の課題を認識できた。
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両立支援助成金のご案内

【開　催　日】	 毎週火曜日

【時 　 　 間】	 ９：３０〜１６：００

【場 　 　 所】	 福井春山合同庁舎内会議室（福井市春山１丁目１ー５４）

【対 　 　 象】	 事業主、人事労務担当者等

【申　込　先】	 福井労働局雇用均等室　TEL:０７７６―２２―３９４７

　両立支援助成金とは、従業員の職業生活と家庭生活の両立を支援するための制度を導入し、利用を促進した事業主ま

たは事業主団体に対して支給する助成金で、次の３種類があります。

①事業所内保育施設設置・運営等支援助成金

②子育て期短時間勤務支援助成金

③中小企業両立支援助成金	 Ⅰ.代替要員確保コース

	 	 	 	 Ⅱ .休業中能力アップコース

	 	 	 	 Ⅲ . 継続就業支援コース

	 	 	 	 Ⅳ. 期間雇用者継続就業支援コース

福井労働局において、下記とおり両立支援助成金個別相談会（予約制）が開催されておりますのでご利用ください。

商工貯蓄共済貸付
貸付期間・利率	 ３年以内　　　　　年２. ３５％
	 ３年超５年以内　　年２. ８５％
	 ５年超８年以内　　年２. ９５％（但し　借入金額が５００万円を超える場合）
貸付限度額	 積立金の２倍以内で純債額（借入申込金額―積立金額）が３００万円まで

貸付期間	 貸付金額が５００万円以内……５年以内
	 貸付金額が５００万円超　……８年以内
貸付利率	 １. ５％

詳しくは商工会にお尋ね下さい。

普通貸付

範囲内貸付

金利優遇制度

海外ＰＬ保険制度の創設
～全国商工会連合会による海外展開企業向け補償制度がスタート～

　これまで中小企業は、日本の経済・社会を支えその発展に貢献してきましたが、昨今の国内経済の状況は、少

子高齢化・エネルギー制約等による構造的な課題により大きな成長が期待できない状況にあります。このような

状況の下、海外展開をする会員事業者は増加しており、これら事業者の支援を目的として、企業の製品によって

海外で発生した対人・対物事故を補償する「海外ＰＬ保険団体制度」が全国連にて創設されました。

【本制度の主な特長】
（１）一般の加入より最大約３０％の割安な保険料水準

（２）海外ＰＬ事故による損害賠償請求時は、保険会社が示談代行

（３）直接輸出をしていなくても、知らないうちに海外に持ち出された製品や原料・部品として自社製品が組み	

　　込まれて輸出された製品による事故も自動的に補償

【引受保険会社】
（１）東京海上日動火災保険株式会社

（２）損害保険ジャパン株式会社（本年４月より制度開始予定）
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消費税が今年４月から８%に

　消費税は、生産者から卸売業者、小売業者、消費者といった各取引の段階で価格に転嫁（上乗せ）されながら、

最終的に消費者が負担する税金です。また、消費税は、税金を負担する者と納付する者が異なる間接税であり、

消費税を実際に納付する義務は事業者が負います。このため、事業者が消費税分を取引価格に正しく転嫁（上乗

せ）することは、事業者の利益を守るために欠かせません。

　今般の消費税率引上げに当たり、中小事業者等が消費税を価格へ転嫁しやすい環境を整備するため、消費税の

転嫁拒否等の行為に対して、政府一丸となって監視・取締りを行っていくことにしています。

　各商工会では、消費税転嫁に関しての個別の経営相談に応じるため、相談窓口を開設しております。

弱い立場の取引先（納入業者・下請・運送等）に
消費税の引上げ分を押しつけることは違法です !!

相談窓ロ  最寄りの商工会  または　
 公正取引委員会近畿中国四国事務所　消費税転嫁対策調査室
	 TEL	O6-6941-2206　FAX	06-6943-7214

公 正 取 引 委 員 会
J a p a n  F a i r  T r a d e  C o m m i s s i o n 

秘密は絶対厳守いたします。
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税　制　改　正

　法人が支出した交際費等は租税特別措置法により損金不算入とされていますが、中小法人（資本金１億円以下の

企業）に限ってその一部の金額を損金算入できる特例が措置されています。

　雇用促進税制とは、適用年度中に雇用者数を５人以上（中小企業は２人以上）かつ 10％以上増加させるなど

の一定の要件を満たした事業主が、法人税（個人事業主にあっては所得税）の税額控除の適用が受けられる制度

です。

　所得拡大促進税制とは、基準年度と比較して、給与等支給額を増加させた場合、当該支給増加額の 10％を税額

控除（法人税額の 10％（中小企業等は 20％）を限度）できる制度です。

（要　件）

①青色申告書を提出する事業主であること

②適用年度とその前事業年度に事業主都合による離職者がいないこと

③ 適用年度に雇用者（雇用保険一般被保険者）の数を５人以上（中小企業の場合は２人以上）、かつ、雇用増

加割合を 10％以上増加させていること

　　雇用増加割合＝適用年度の雇用者増加数／前事業年度末日の雇用者総数
④適用年度における給与等支給額が、比較給与等支給額以上であること

　　比較給与等支給額＝前事業年度の給与等支給額 +( 前事業年度の給与等支給額×雇用増加割合× 30%)
⑤風俗営業等を営む事業主でないこと

（要　件）

①基準事業年度と比較して、下記当該年度の割合以上給与等支給額を増加させていること

②給与等支給額が前事業年度より増加していること

③継続雇用者に対する平均給与等支給額※が前事業年度より増加していること

　　継続雇用者＝退職者・再雇用者・新卒採用者を除いて比較
　※上記①と②の要件緩和は、平成 25 年度当初にさかのぼって適用

中小法人の交際費課税の特例措置の拡充・延長 

雇用促進税制の拡充 ※所得拡大促進税制とは選択適用

所得拡大促進税制の拡充 ※雇用促進税制とは選択適用

拡充・延長

・ 中小法人の交際費を800万円まで 100％損金算入できる措置の適用期限を２年延長（平成
27 年度末まで）

・ 加えて、全法人についても、交際費（飲食費に限る）を 50％損金算入（上限額無し）できる
措置（２年間）を創設

　　※中小法人については、現行の定額控除（800万円まで100％）との選択適用が可能。

拡 充 ・現行の税額控除額を増加雇用者数１人当たり２０万円から４０万円に引き上げ

拡 充 ・適用期限の２年間延長（平成 29 年度末）と要件緩和

Ｈ 25 年 Ｈ 26 年 Ｈ 27 年 Ｈ 28 年 Ｈ 29 年

現　行 5% 5% 5% ― ―
改正後 2% 2% 3% 5% 5%

2年延長
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税務相談会を開催します
　平成２５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下さい。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。

商工会名 2月開催日 3月開催日 開催時間

あわら市
本所 20（木）・26（水） 3（月）・11（火）

9：00 ～ 16：00
芦原支所 19（水）・27（木） 3（月）・7（金）・12（水）

坂井市

本所 12（水）・19（水）・26（水） 5（水）・12（水）

13：00 ～ 17：00
三国支所 14（金）・21（金）・28（金） 7（金）・14（金）

丸岡支所 13（木）・20（木）・27（木） 6（木）・13（木）

春江支所 20（木）・27（木） 6（木）・10（月）・13（木）

永平寺町

本所 13（木）・19（水）・28（金） 6（木）・13（木）
13：30 ～ 17：30

永平寺支所 14（金）・27（木） 6（木）・12（水）

上志比支所 24（月） 3（月） 13：30 ～ 17：00

福井東

本所 13（木）・25（火） 11（火） 10：00 ～ 16：00

麻生津支所 6（木）・13（木）・20（木）・27（木） 6（木）・12（水） 9：30 ～ 16：00

藤岡支所 13（木）・20（木）・26（水） 6（木）
2/13、2/26　10：00 ～ 16：00
2/20、3/6　13：00 ～ 16：00

美山支所 7（金）・19（水）・27（木） 10（月） 9：00 ～ 16：00

福井北

本所 18（火）・25（火） 4（火）・6（木）・13（木）

13：30 ～ 16：30河合支所 19（水）・26（水） 5（水）・12（水）

川西支所 20（木）・27（木） 7（金）・14（金）

福井西
本所 7（金）・26（水） 11（火）

2/7、2/26　10：00 ～ 17：00
3/11　　　　13：00 ～ 17：00

越廼支所 18（火） 5（水） 13：00 ～ 17：00

越前町

本所 17（月） 10（月） 13：30 ～ 16：00

朝日支所 随時（事前問い合わせの上、個別に日程調整）

宮崎支所 20（木） 4（火）・12（水） 13：00 ～ 17：00

越前支所 21（金） 7（金） 10：00 ～ 15：00

越前市

本所 24（月） 4（火）・13（木）

10：00 ～ 15：00味真野支所 24（月） 4（火）・11（火）

白山支所 12（水） 4（火）・13（木）

池田町 10（月）・13（木） 13：30 ～ 15：30

南越前町

本所
19（水） 3（月）・13（木）

9：00 ～ 15：00
会場：本所今庄支所

河野支所 27（木） 6（木） 10：00 ～ 14：00

わかさ東

本所 4（火）・5（水）・6（木） 10：00 ～ 16：00

美浜支所 28（金） 5（水）・10（月）
2/28、3/5　10：00 ～ 12：00
3/10　13：00 ～ 16：00

上中支所 28（金） 5（水）・7（金） 10：00 ～ 16：00

おおい町
本所 20（木） 3（月）・11（火） 9：00 ～ 12：00

名田庄支所 4（火）・12（水） 13：30 ～ 16：30

高浜町 2/17（月）～ 3/13（木）※土日を除きご予約ください

申告書の作成は、『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、所得税及び復興

特別所得税、贈与税、消費税及び地方消費税（個人事業者）の申告書や青色申告決算書などを作成できます。

作成した確定申告書等は、印刷して郵送等により提出することができます。

　また、電子申告等データを作成すれば、ｅ-Ｔａｘ（電子申告）により申告等を行うことができます。

e-Taxで所得税等の申告をすると・・
●添付書類の提出又は提示を省略できます。

●還付金を早く受け取ることができます。

　（３週間程度で還付）　

●24時間いつでも利用できます。

　※電子証明書等特別控除は平成24年分で廃止されました。

 

 

◎平成25年分の申告と納付期限

所得税及び復興特別所得税・贈与税

事業税・住民税	 …………………………… ３月17日(月) まで

消費税及び地方消費税（個人事業者）	 …… ３月31日(月)	まで

【問い合せ先】　各税務署

詳しくは、

確定申告


