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詳しくは P12 をご覧ください。

特
集

福井のネクストブレイク商品

(福井県商工会連合会認定推奨品）
県連合会では、専門家らによる評価委員会を開き、各商工会から推薦があった新たに創意と工
夫にあふれた新しい商品（市販化３年未満）より農産加工品・酒・飲料、水産加工品、菓子・
スイーツ、工芸・日用品・その他の４部門から19点を推奨品と認定しました。

【農産加工品・酒・飲料部門】

【農産加工品・酒・飲料部門】

【農産加工品・酒・飲料部門】

青柳清治郎商店（あわら市）の
いちほまれ甘酒

近ちゃんふぁーむ（坂井市）の
若狭牛美梨カレー

美川酒造場（福井市）の
舞美人 厳選飲み比べセット

福井県 産ブランド米いちほまれのみを使 用した甘酒です。いちほまれ
の特徴でもある、粒の粘りと弾力、旨みや甘味の感じ方をそのまま甘
酒にも表現されています。
（砂糖不使用、アルコール分０％）

甘くてみずみずしい梨と 福井県ブランド若狭牛を贅沢に使用しました。
美梨と若狭牛が見事にマッチした、フルーティーで甘すぎない、パンチ
を効かせたスパイシーで美味しいカレーに仕上がりました。

香りの高いもの、味に奥深さがあるもの、きれ味があるものと、それ
ぞれ酒蔵の特徴が出た 3 本の日本酒を揃えました。

【農産加工品・酒・飲料部門】

ヤマグチ食品（美浜町）の
凍らせて食べるみかんゼリー

【農産加工品・酒・飲料部門】

ヤマグチ食品（美浜町）の
凍らせて食べるりんごゼリー

【農産加工品・酒・飲料部門】

品質を見定め、生産農家から直接買付ているストレート果汁を使用し、
まるでその果物を食べているかのような濃厚なみかんゼリーです。

品質を見定め、生産農家から直接買付ているストレート果汁を使用し、
まるでその果物を食べているかのような濃厚なりんごゼリーです。

主に地場産原料を半年間漬け込み、原料の食感を活かし、食べやすい
味に調味してあります。合成着色料は使っておりません。大本山永平寺
御用達です。

【農産加工品・酒・飲料部門】

【水産加工品部門】

名田庄商会（おおい町）の
自然薯そば（箱）3 食入り

栄養・風味共に最高の品質を誇る ｢おおい町・自然薯｣ を練り込みまし
た。温、冷どちらでも美味しくいただけます。オリジナルのつゆ付です。

商工会ふくい

ヤマゴ（福井市）の
越前網元漁師めしの素

今までにない具沢山の海産物が入った豪華炊き込みご飯の素です。
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名田庄商会（おおい町）の
名田庄漬 ふる里

【水産加工品部門】

吉川水産（越前町）の
わた持ち丸干しいか

弊社独自の熟 成塩に漬け込むことで、いかわたに新しい美味しさを吹
き込みました。焼き上がりは、いかわたがかにみそのように変化します。
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【水産加工品部門】

【水産加工品部門】

川端屋（南越前町）の
川端屋特製 押し寿司三点セット

特

吉川水産（越前町）の
熟成さば燻製（くんせい）

集

さくらチップで、本格燻製をした新しいさば加工品です。さばの新しい
販路が期待される逸品です。

脂ののった日本海の鯖と国産の穴子を使い職人が一本一本丹精込めて、
熟練の技で型押しした押し寿司三種。

【菓子・スイーツ部門】

【菓子・スイーツ部門】

カフェとランチ

ありがたや（坂井市）の

【菓子・スイーツ部門】

ありがたやのフィナンシェ ドラゴンロード（籠入り）

Ｚｅｎ（永平寺町）の
コシヒカリＪＡＰＯＮ

亀屋製菓（福井市）の
プレミアム羽二重餅

福井県産小麦を使用し、バターの代わりにごま油を使用して焼き上げ
た焼き菓子
（フィナンシェ）です。無添加にこだわり、
地場産のらっきょう、
しょうが、あずき（さつまいも入）の 3 種類をラインアップしています。

永平寺の精進料理の調理手法に習い５色に仕上げた色鮮やかなポン菓
子。原料の米は地元農家さんから直接仕入れをしています。味 付きな
ので、牛乳をかけると朝食やおやつにもなります。

もちもちでとろける美味しさ。福井県産のもち米を使ったさっぱりとし
た甘さで、絹のような柔らかさに仕上げたお餅です。

【菓子・スイーツ部門】

【菓子・スイーツ部門】

池田町産無農薬無化学肥料こしひかりの玄米粉を 100％使い、カナダ産
有機メープルシロップをたっぷり香り豊かなサブレに焼き上げました。

福井県若狭湾及び京都府舞鶴市で水揚げされた良質の白イカを干し上
げた自然の味そのままの『子いか』です。スナック菓子やお酒のお供に
どうぞ。

【工芸・日用品・その他部門】

コメコロ（池田町）の
有機メープルシロップのサブレ

えがみ（高浜町）の
桜こいか

農商（坂井市）の
素為 soap

【工芸・日用品・その他部門】

長田製紙所（越前市）の
襖紙（ふすまがみ）の御朱印帳

【工芸・日用品・その他部門】

素肌の為に豆農家がつくった緑まめと黒まめの豆乳せっけん。オリーブ
オイル 72％のマルセイユ石鹸をベースに、天然の原料を使用し手作り
しています。

廃盤となってしまった高級手漉き襖紙や、絞り染めの和紙を使って御朱
印帳を作りました。中の白地の紙も弊社の襖紙です。襖紙は丈夫であり、
長期保存に向いています。

厚い襖紙を膠（にかわ）を塗って揉みこんだ、
「揉み紙」を使っています。
独特の質感で、しわの深さが特徴です。２～３年使うと柔らかくなり、
表情の変化も楽しんでいただけます。

緑まめの豆乳せっけん / 黒まめの豆乳せっけん

事業所名
青柳清治郎商店
近ちゃんふぁーむ
美川酒造場
ヤマグチ食品
名田庄商会

☎

0776-73-0313
0776-81-4061
0776-41-1002
0770-32-0197
0770-67-2272

お問い合わせ先一覧
事業所名
☎

ヤマゴ
吉川水産
川端屋
カフェとランチ ありがたや
Zen

0776-89-2516
0778-36-2023
0778-45-0022
0776-72-2580
0776-92-0750

長田製紙所（越前市）の
揉み紙名刺入れ

事業所名
亀屋製菓
コメコロ
えがみ
農商
長田製紙所

各商品の価格等については、県連合会ホームページに掲載しています。
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☎

0776-56-1200
0778-67-6529
0770-72-1205
0776-51-1755
0778-42-0051
福井県商工会連合会
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特
集

福井のネクストブレイク商品展を開催！

〜次世代ヒット商品の販路拡大に向け１９企業が展示販売を実施〜
県連合会では、１０月１３日（日）、１４日（祝・月）
にラブリーパートナーエルパにて「福井のネクストブ
レイク商品展」を開催しました。
この事業は、新商品のＰＲ機会を増やし販路開拓・
売上拡大を図ることを目的としたもので、県内全１３
商工会から１９企業が参加して、県連合会が認定推奨
する創意と工夫にあふれた新商品「福井のネクストブ
レイク商品」を中心に食品加工品等地域産品を販売し、
県内消費者に広くＰＲを行いました。会場には両日多
くの人が訪れ、
「福井のネクストブレイク商品」を手
に取って販売員に尋ねる姿や、親子連れなどでにぎわ
う様子が見られました。
今後は、年末年始に福井市の福福館で展示販売するほか、これまでに認定した約６０点を紹介するカタログを作
成し、県内外のバイヤーに配布して引き続き販路開拓支援を行っていきます。

経営革新計画の策定・承認にチャレンジしてみましょう
経営革新計画とは
経営革新計画は、自社にイノベーションを起こし、変革を促すための戦略や仕組み、それらを落とし込んだ行動
計画（アクションプラン）をまとめた経営計画です。中小企業等経営強化法において、
「事業者が新事業活動を行
うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義されており、計画策定とその実施を通して、経営の
レベルアップと変革による業績向上を目指します。

なぜ経営革新計画が必要なのか？ 経営革新計画を作成する目的
一番の目的は、計画をつくることよりも、ご自身が行っている事業について、将来を想像しながら自社のあるべ
き姿を考えることにあります。目指す将来像を定め、そこに向かっていくとき、現状の見直しや新たな取組みの実
施・検証の繰り返しによって、経営がレベルアップしていきます。

経営革新計画を策定するメリット
・新たな経営の柱を明確にでき、自社にイノベーションを起こし変革を促すきっかけとなる
・３年〜５年後を見通して、会社の目標と目的達成までのプロセスが明確化される
・計画を作成する過程で、自社の現状や課題を整理できる
・作成した計画を振り返りながら改善を繰り返すことで、経営基盤の強化につながる
・経営者が頭の中で考えていることを、社内全体で共有できる
商工会・商工会連合会は、経営計画を会員企業と一緒になって考え、策定をお手伝いします。

商工会ふくい
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Goope（グーペ）のご案内

〜会員事業所無料ホームページ作成システムが新しくなります〜
商工会では平成 20 年より、会員事業所の積極的な企業情報の発信や販路開拓の支援を目的に、ホームページ
運用システムを「SHIFT」から GMO ペパボ㈱の「Goope（グーペ）」に一新し、運用を開始します。
今まで以上に、Web ページが見やすくなり、洗練されたデザインに生まれ変わります。是非、あなたのビジ
ネスにご活用ください。

◆ 商工会会員様向けプラン Goope（グーペ）の特徴 ◆
■ 0 円からホームページが始められます。
通常、GMO ペパボ㈱の Goope は有料プランの申
し込みですが、商工会会員事業所のために新設され
た商工会会員様向けプランで商工会から申し込みをす
ると、0 円でホームページの作成ができます。

■誰でも簡単にホームページを作成できる。
管理画面からデザインの設定、情報の登録をするだ
けでどなたでも簡単にホームページが作成できます。
お持ちのスマートフォンやタブレットでホームページ
の作成・更新も可能です。作成したホームページはス
マートフォンに最適化されて表示されます。

◆ 有料プランのご紹介 ◆
■簡単かつ高機能なサービスを提供できます。
SNS 連携（タイムラインの表示）、アクセス解析、ネットショップ開設、独自ドメイン、クーポン
の発行機能等、ホームページを作成してから運用・更新するための機能が充実しています。
商工会会員様向けプランから有料プランへランクアップしていただくことも可能で、様々な機能を活
用していただくこともできます。
◆◆◆

SHIF T でホームページを作成されている事業所様へ ◆ ◆ ◆

Goope の運用開始に伴い、SHIFT でのホームページ運用・更新は令和 2 年 3 月 31 日で終了させて
いただきます。
SHIFT で公開されているホームページは、Goope 側に自動でホームページが移行され引き続き
Goope ホームページでの運用が可能ですのでご安心ください。
しかしながら、Goope の商工会会員様向けプランでは、オンライン販売、クーポン発行等の機能が
ないため、移行されません。Goope において、オンライン販売、クーポン発行機能等を行うには別途
有料契約が必要になりますので、ご了承いただきますようお願いいたします。
お問い合わせ・お申し込みはお近くの商工会へ
令和元年（2019年）11月1日 No63
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支援制度

の作成・運用システム「SHIFT（シフト）」を無料で提供してきましたが、この冬から、ホームページの作成・

近畿ブロック商工会青年部主張発表大会で
木下 元寿さん（福井東）が 最優秀賞を受賞！
〜県内からは9年ぶりに全国大会へ〜

令和元年度近畿ブロック商工会青年部交流研
修会が９月 18 日（水）〜 19 日（木）にあわら
市清風荘にて開催され、近畿 2 府 5 県の商工会
青年部員約 370 名が参加しました。
1 日目に行われた主張発表大会では、各府県

若手後継者等育成事業

の代表が青年部活動を通して地域振興や自社経
営等の活動事例をテーマに熱弁をふるいました。
福井県からは、福井東商工会青年部の木下元
寿さんが「青年部の想いを色に乗せて」をテー
マに発表しました。青年部活動の中で、商工会
青年部をいろいろな個性がある色が集まる虹色
と表現し、自分に数多くの色を与えてくれた。
これからも多くの色に出会いさらに自分を成長
させていきたいと熱く語り、見事最優秀賞に選
ばれました。
最優秀賞の木下さんは、12 月４日（水）〜５日（木）に愛知県で開催される全国大会に近畿ブロック代表
として出場します。県内からの全国大会出場は 9 年ぶりとなります。

京都市で近畿ブロック商工会女性部交流会を開催！
が 優秀賞を受賞！
村田 ひとみさん（坂井市商工会）
令和元年度近畿ブロック商工会女性部交流会が
９月４日（水）〜５日（木）に京都市にあります
グランヴィア京都ホテルにて開催され、近畿２府
５県の商工会女性部員約 480 名が参加しました。
交流会では近畿各府県代表者７名による主張発
表が行われ、代表者は日頃の女性部活動の取り組
みから得られた経験や成果、意見を発表しました。
福井県からは、県代表として坂井市商工会女性
部の村田ひとみさんが「楽しめる仲間・楽しめる
時間・楽しめる地域」をテーマに発表し、楽しく
地域に根差した事業を行うことが部員増強・地域
活性化に繋がると呼びかけ、見事優秀賞に選ばれ
ました。

商工会ふくい
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火災共済に地震危険補償特約が新設されます！
！
中小企業強靭化法が令和元年７月 16 日に施行され、災害時の中小・小規模事業者の事業活動の継続に資する
ためのリスクファイナンス対策として、地震等の自然災害への補償提要が求められています。

来年１月からお引き受けします

３つ のポイント

①住宅に限らず、店舗、事務所、工場などの「建物※」が対象。
※家財、営業用什器・備品などの動産は対象外。

②最大で１，
０００万円まで補償。
③市 町村が交付する罹災証明書の「全壊」
「大規模半壊」、
「半壊」の被害
認定区分に基づきお支払い。
福井県火災共済協同組合
お問い合わせはお近くの商工会へ

あなたも家族もまるごと守る！頼れる補償の

商工会の福祉共済 「傷害プラン」 に
（2,000 円・3,000 円・4,000 円コース）

熱中症の補償 が新設されました！！

新しく

熱中症の補償
を 追加 !

全国商工会連合会が運営する「福祉共済制度」。傷害プランは、職種・年齢・性別問わず、月額 2,000 円から
の掛金で充実補償。さらに、医療特約（月額 1,000 円）を追加すれば、病気での入院も補償します。
仕事中はもちろん、交通事故や家庭内でのケガ・病気など幅広く対応しており、商工会会員とその従業員、
商工会役職員（すべてご家族含む）が対象です。

（ ）内は毎月の掛金額

福祉共済のプラン一覧

「けが」
の補償
満６歳～80歳※1

「病気」
の補償
満６歳～74歳※2

「がん」
の補償
満６歳～74歳※2

けがによる死亡・後遺障害、
入院、手術、通院を補償します

疾病による入院、
手術等を補償します※

「がん」補償 「がん」補償

傷害プラン

2,000円コース
傷害プラン

3,000円コース
傷害プラン
4,000円コース

「個人賠償」
の補償

＋
医療特約

他人に対して法律上の
損害賠償責任を
負った場合に補償します

（＋1,000円）

傷害ライトプラン 1,000円
シニア傷害プラン
2,000円

＋

シニア医療特約
（＋1,000円）

トータル

シンプル

がん・けが・
がんによる
疾病による
入院、手術等を
入院、手術等を
補償します
補償します
トータル

シンプル

シニアトータル
「がん」補償

シニアシンプル
「がん」補償

「がん」補償 「がん」補償
（3,000円）（3,000円）

（6,000円）（6,000円）

※「病気」の補償は「けが」の補償に加入されている方のみがお申込みいただけます
※ 1. 継続加入は満 85 歳まで
※ 2. 継続加入は満 80 歳まで

お問い合わせ・お申し込みはお近くの商工会へ
令和元年（2019年）11月1日 No63
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施策情報

全 国 商工 会 会 員福 祉 共 済 制 度

軽減税率制度への対応はできていますか？
消費税率引上げに伴い、所得の低い方々に配慮する観点から、一部を除く飲食料品などを対象に消費税の軽減
税率制度が実施されました。
軽減税率制度は、軽減税率の対象品目を取扱う事業者の方だけでなく、消費税の申告の必要がない免税事業者
の方を含め、すべての事業者の方に関係のある制度です。
国税庁では軽減対象品目の内容や帳簿・請求書の書き方といった、消費税の軽減税率制度に関する一般的な質問
や軽減税率制度に関する一般的な相談を受け付ける消費税軽減税率電話相談センター（軽減コールセンター）を
設置しています。

消費税軽減税率電話相談センター（軽減コールセンター）
【国税庁】
●軽減税率が適用される品目が知りたい方

●帳簿・請求書などの書き方が知りたい方

●その他の軽減税率制度について知りたい方

フリーダイヤル：0120 ー 205 ー 553

受付時間：平日 9:00 ～ 17:00

軽減税率対策補助金に関する情報については、軽減税率対策補助金事務局 HP をご覧ください。

URL http://k z t - h o j o . j p /

スムーズな消費税確定申告に向けて
〜消費税改正で煩雑になる帳簿作成〜

施策情報

本年 10 月 1 日から消費税増税・軽減税率制度がスタートされました。事業者の方におかれては、スタートから
1 か月が経過し、9 月・10 月分の帳簿の作成が始まってくる頃でしょう。帳簿作成の際には以下の点に注意して
区分経理に努めましょう。

《消費税課税事業者の帳簿作成注意点》
●売 上等の収入は、発行した請求書等の控えを基に、消費税率 10％・軽減税率 8％・旧税率 8％ (9 月までの
売上等の収入や経過措置対象の売上等の収入 ) の 3 つの税率を区分して記載が必要
●一般課税申告の方は、仕入や経費の支出についても、受領した請求書やレシートを基に、消費税率 10％・軽
減税率 8％・旧税率 8％ (9 月までの仕入等の支払いや経過措置対象の仕入等の支払い ) の 3 つの税率を区分
して記載が必要
●簡 易課税申告の方で農業・林業・漁業での収入がある場合の事業区分は、9 月以前の売上までが第三種事業、
10 月以降の売上で飲食料品の譲渡を行う部分は第二種事業になりますので、帳簿での区別が必要
早めに帳簿を作成し、疑問点や不安に思う点は商工会に気軽にお問合せいただき解決しておくことで、決算・
申告業務がスムーズに行えるようになります。
また、消費税増税に伴い、消費税の納税額もアップになりますので、納税資金の確保にも留意してください。
商工会では、記帳、決算など経理や税務に関する相談指導および支援を行っています。
◎記 帳 指 導：「仕訳に自信がない」、「経費区分がわからない」など、経理事務に不安のある方に対し、帳簿作成に関する
指導を行っています。
◎記帳機械化指導：インターネットでできる経理システム「ネット de 記帳」を活用した経理業務のお手伝いを行っています。
自 計 指 導 事業者自身で経理システム「ネット de 記帳」に仕訳を入力していただき、システムの操作や仕訳で分からな
い点は、商工会がしっかりサポートします。※経理システム「ネット de 記帳」利用は有料
「自分でするのも不安」など、様々な事情によりお困りの場合、
記帳代行指導 「忙しくてなかなか経理業務に手が回らない」、
商工会が低料金で伝票入力や帳簿作成など、事業者の記帳を代行します。
◎決 算 指 導：決算書の書き方や計算方法など、決算に関する様々な指導を行っています。

商工会ふくい
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商工会法人カードのご案内
商工会会員の皆様限定
商工会ＵＣ法人カード 商工会会員様限定 年会費永年無料

ＥＴＣカードも無料

個人事業主の方もお申込みいただけます！
１
２
３

「仮払い」「立替払い」不要で業務効率化！
プライベートとの区別で経費を明確化！
永久不滅ポイントが貯まる！

and more...

キャッシュレス対応、導入費用ご負担なしではじめませんか？
２０１９年１０月から「キャッシュレス・消費者還元事業」が開始！
キャッシュレス決済の導入プランもご用意しております！
お問い合わせはお近くの商工会まで

無茶な依頼

しないさせない

受け入れない！

〜１１月は下請取引適正化推進月間です〜

業務改善助成金で賃金の引上げを支援します
生産性向上のため設備投資などを行って、事業場内の最低賃金を一
定額引き上げた場合、その設備投資などの費用を一部助成する「業務
改善助成金」があります。詳しくは厚生労働省ＨＰ（https: //www.
mhlw.go.jp/index.html）をご確認ください。
また、賃金引上げにお悩みの方は、無料相談の「ふくい働き方改革
推進支援センター」（TEL：0120-14-4864）をご利用ください。

必ずチェック！福井県の最低賃金
福井県最低賃金
令 和 元 年 10 月 ４ 日 か ら

８２９円（時間額）

〇福井県内で働くすべての労働者とその使用者に適用され、通勤手
当・家族手当・精皆勤手当、時間外手当などは含まれません。
〇特定の産業には、産業別の最低賃金が定められています。
お問い合わせ
福井労働局 労働基準部 賃金室（TEL：0776－22－2691）

平成

年度業務改善助成金のご案内

『業務改善助成金』は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援することで、
「 事業場内最低賃金（事業場内で最も低い賃金）」の引上げを図るための制度です。

助成金の
概要

事業場内最低賃金を 円以上引き上げ、
システム等の導入）などを行った場合に、
設備投資（機械設備、
その費用の一部を助成します。 ※「設備投資など」の具体例は裏面を参照してください。

概 要
コース

３０ 円コース
円未満

３０ 円コース

引き上げる
労働者数

助成
上限額

１～３人

５０ 万円

４～６人

７０ 万円

７人以上

１００ 万円

１～３人

５０ 万円

４～６人

７０ 万円

７人以上

事業場内最低賃金と地域別最低
賃金の差額が 円以内
及び
事業場規模 人以下の事業場

助成率

４／５
生産性要件を満たした場合は
９／１０（※）

３／４
生産性要件を満たした場合は

１００ 万円

４／５（※）

（※）ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者１人当たりの付加価値をいいます。助成金の支給申
請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その３年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えて
いる場合等に、加算して支給されます

ご留意頂きたい事項
◆ 過年度に業務改善助成金を受給したことのある事業場であっても、助成対象となります。
◆ 「人材育成・教育訓練費」「経営コンサルティング経費」も設備投資などに含まれるため、助成対象となります。

お問い合わせ先
◆ 全国

都道府県に設置している「働き方改革推進支援センター」に、お気軽にお問い合わせください。

◆ 「働き方改革推進支援センター」の所在地及び電話番号は、インターネットで ご確認ください。

申請先
◆ 業務改善助成金の申請・支給の窓口は、都道府県労働局です。
申請する事業場が所在する地域の労働局にお尋ねください。 【担当部署】各労働局雇用環境・均等部（室）

令和元年（2019年）11月1日 No63

商工会は行きます

助成対象事業場

事業場内最低賃金
円未満
の事業場
かつ
事業場内最低賃金と地域別最低
賃金の差額が 円以内
及び
事業場規模 人以下の事業場
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施策情報

公正取引委員会及び中小企業庁は、毎年 11 月を「下請取引適正化推進月間」とし、下請代金支払遅延等防止法（通
称下請法）及び下請中小企業振興法（通称下請振興法）の普及啓発を図っています。
全国各地において下請取引適正化推進講習会を開催するほか、下請取引に関する質問などにも応じています。
詳細は、公正取引委員会のホームページ（ h ttp s : / / www. jft c. g o. jp / ） または中小企業庁のホームページ
（ ht t p s :/ / w ww .ch u s h o . m e ti . g o. jp /） をご参照ください。

中小企業景況調査
対象企業数

県内13商工会地区165企業

（令和元年７月〜９月期）
回答企業数 164企業（回答率99.4％）

●業界全体の業況
業界全体の業況については、前々期（平成31年１〜３月期）▲13.4、前期（平成31年４〜６月期）▲18.0と
悪化し、今期は▲17.9とやや改善した。来期は▲21.6（前期差3.7ポイント）となり、悪化する見通し。

●景気動向天気図（前年同期比）
D Ｉ値

100 ～ 15.1

15 ～ 0.1

●業種別の業況・経営上の問題点

0 ～ ー 15

ー 15.1 ～ ー 40

ー 40.1 ～ ー 100

天気図
傾
業種

向

好転
項目

売上額

やや好転

仕入単価

やや悪化

採

算

悪化

資金繰り

大幅に悪化

従業員数

業 況

全 体

D Ｉ値

▲ 20.2

29.2

▲ 20.9

▲ 17.9

▲ 4.1

▲ 17.9

製造業

D Ｉ値

▲ 21.1

38.9

▲ 10.8

▲ 10.8

▲ 11.4

▲ 16.2

16.7

25.0

▲ 8.3

▲ 8.3

0.0

▲ 4.1

建設業

D Ｉ値

▲ 25.5

15.7

▲ 25.5

▲ 23.5

0.0

▲ 15.7

経営上の
問題点

建設業

業 況：今期は改善し、来期はやや悪化の見通し

経営上の
問題点

第１位：従業員の確保難
第２位：熟練技術者の確保難
第３位：官公需要の停滞

小売業

業 況：今期は横這いとなり、来期は改善の見通し

経営上の
問題点

第１位：大型店・中型店の進出による競争の激化
第２位：消費者ニーズの変化への対応
第３位：需要の停滞

サービス業

業 況：今期は悪化し、来期も悪化の見通し
第１位：利用者ニーズの変化への対応
第２位：需要の停滞
第３位：店舗施設の狭隘・老朽化

※ DI 値（ディフュージョン・インデックス、景気動向指数）

サービス業

D Ｉ値

業 況：今期は悪化し、来期も悪化の見通し
第１位：需要の停滞
第２位：原材料価格の上昇
第３位：従業員の確保難

経営上の
問題点

小売業

D Ｉ値

製造業

▲ 25.5

38.0

▲ 29.4

▲ 22.0

▲ 4.5

▲ 28.0

会員情報（経営動向）調査

増加 ( 上昇・好転 ) 企業の割合から減少 ( 低下・悪化 ) 企業の割合を差し引
いた値を示すもの。仕入れ単価はプラスになるほど悪化となります。

（令和元年９月末）

その他情報

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。その中から抜粋して一部をご紹介
させていただきます。
資金需要の動向、資金繰りの状況
・人件費の上昇や人手不足による売上の停滞が要因で運転資金が逼迫している。建設業等の業績が良い業界や経営計画策定企業な
どでは設備投資が多くあり、資金需要が高い。
（坂井地区）
・資金調達の需要は低い。借入ではなく、内部留保の取り崩しで対応している事業者が多い。
（嶺南地区）

消費税増税、軽減税率対策等について
・消費税増税に向けた駆け込みの需要は特に見られず、増税後の景気の減退を心配している事業者が多い。
（高志・福井地区）
・飲食店の対応として「価格改定」「出前対応」で苦慮している。又、ポイント還元の仕組みが十分に浸透しておらず、特に高齢の消
費者は無反応に近いため、こういった消費者の多い小売店も同様の傾向にある。
（丹南地区）

事業承継に関する相談の傾向
・第三者譲渡に関する相談が増えている。しかし、事業の全部譲渡となるとハードルが高いため、事業の一部譲渡の検討や工場・事
務所の賃貸での対応等を検討している。
（坂井地区）
・従業員（第三者）への事業継承を進めている事業所がある。事業承継を行い法人化した事業所もあり、これまでの経験を活かし、
新分野に進出した事業所もある。
（丹南地区）

北陸新幹線延伸等に伴う観光面等での動き
・外国人観光客も増加傾向。各店舗ともＰＯＰ制作等にて対応準備。観光客増加を見据えた設備投資（店舗設備改装、生産設備導入）な
どの動きがでている。
（高志・福井地区）
・新幹線による観光需要を見込んで宿泊業を中心に、キャッシュレスへの対応が徐々に進んでいる。また、補助金等を活用し土産品開発や、
店舗改装に取り組む事業所も出てきている。
（嶺南地区）

商工会ふくい
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イベント案内（11月〜12月）
各商工会地区で行われるイベントをご紹介します。
イベント名称

イベント日程

イベント会場

商工会地区

南越前町の宝ウオッチング

11月 3日
（日）

花はす温泉そまやま

南越前町商工会

若狭高浜ふぐまつり＆高浜町産業まつり

11月 3日
（日）

若狭たかはまエルどらんど

高浜町商工会

はながたみもみじまつり

11月 3日
（日）
～17日
（日） 花筐公園

越前市商工会

商工フェスタ

11月 9日
（土）

あ わ ら 市商工会

いけだ食の文化祭2019

11月 9日
（土）
～10日
（日） 池田町全域

金華山秋の感謝祭

11月10日
（日）

金華山グリーンランド

越前市商工会

丸岡新そばまつり

11月16日
（土）

丸岡体育館

坂井市商工会

劔岳かりんて祭

11月23日
（土）

劔岳公民館

あ わ ら 市商工会

丸岡紅葉まつり

11月16日
（土）
～17日
（日） 霞ヶ城公園、一筆啓上茶屋

坂井市商工会

三国温泉カニまつり

11月16日
（土）
～17日
（日） 三国サンセットビーチ

坂井市商工会

越前かにまつり2019

11月16日
（土）
～17日
（日） 道の駅越前駐車場

越前町商工会

第45回水仙まつり荒波フェスタ

12月14日
（土）
～15日
（日） 河野シーサイドパーク

南越前町商工会

あわら市商工会本所前広場

池田町商工会

国家公務員の再就職等規制にご協力を
■国家公務員やＯＢの再就職をあっせんする行為

■利害関係のある企業等への求職活動
現役の国家公務員が、職務として携わる契約や処分などの相手方となっている利害関係企業等に対し、求職
活動を行うことは禁止されています。

■再就職した国家公務員ＯＢが契約や処分に関して元の職場に働きかける行為
再就職した国家公務員ＯＢが、再就職先の契約や処分に関し、便宜を図るよう元の職場（省庁）に働きかけを
行うことは禁止されています。（原則として退職後２年間）

★皆様へのお願い
皆様におかれましても、規制違反を未然に防ぐ観点から、国家公務員・ＯＢにこうした行為を求めない
ようご協力をお願いいたします。また、規制違反が疑われる行為を見聞きした場合には、下記連絡先まで
情報提供をお願いいたします。秘密を厳守します。
◆連絡先 内閣府再就職等監視委員会事務局
電話：03-6268-7660 ～ 7668､ 7681 ＵＲＬ：https://www5.cao.go.jp/kanshi/index.html
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その他情報

現役の国家公務員が、営利企業等に対し、他の国家公務員・ＯＢの再就職を依頼することや、再就職させる
目的で情報提供等を行うことは禁止されています。

会員事業所紹介

café-sweets ミュウミュウ
〒 910-0137 福井市栗森町 1-304
T E L ：0776-97-9656
営業時間：10：00 〜 19：00（平日）
10：00 〜 14：00（日曜）
定 休 日：月曜日（火曜不定休）

ミュウミュウ

地域の担い手！

福井市栗森町にある café-sweets ミュウミュウは、ケーキや焼き菓子、高級感のあるチョコレートを販売する洋
菓子専門店です。今回は創業者である山田俊次さんにお話を伺いました。

お客様の心を豊かにするお菓子を目指して

フ

ランスや首都圏などの洋菓子店で２０年間修
業した俊次さんが、平成２９年に創業したミ

ュウミュウは、ただお菓子を売るのではなく「お菓
子を通してお客様、働くスタッフ、その地域に関

わりのある人々がより豊かになるための洋菓子店」
を経営理念に日々新しいことにチャレンジされて
います。

コ

本物を食べてほしい一心で

ンクール入賞経験者が多数在籍するミュウミ
ュウは、洋菓子専門店として、ありふれたも
のではなく本物の「お菓子」をお客様に提供した
い一心で、とことん
見た目と味わいにこ
だわった商品を作っ
ています。高級感あ
ふれる商品はお客様

らいました。
経営者である前

に、一人の職人であ

りたいと願う俊次さ
んにとって、課題解
決に向けた補助金申
請は必要不可欠なも
のでありながら、十
分にお客様にサービ
スを提供できていな
い中、不慣れな補助

補助金で導入した機械

金申請をすることは困難なものでした。
しかし、商工会のバックアップのもと二人三脚

で補助金申請書を作成し、見事採択され、生産効
率を飛躍的に向上させる機械を導入することがで
きました。「創業の時から商工会にはお世話になっ
ている。感謝しかない。」と俊次さんの談。

に喜んでもらえる一
方、作業時間が長く、

職

生涯現役でありたい

人肌の俊次さんは、「生涯修業・生涯現役」を
目指しているそうです。お客様に喜んでもら
えるように日々工夫と挑戦を繰り返しながら一生
お菓子作りにかかわっていきたいと真剣な表情を
見せる俊次さん。
地域に根差した「周りの人たちが豊かになる洋菓

夕方に来店されたお
客様へ十分に提供で
きていない状況が続
きました。

の利用を提案しても

当店自慢のチョコレート商品

困った時は商工会へ

創支援を受けていた商工会から、持続化補助金

業の時から、経営計画の策定や補助金の申請

子店」を目指して、現状に満足することなく、探
求心を忘れない café-sweets ミュウミュウが地域の
賑わいを創出する力になっています。

ご相談はお気軽にお近くの商工会へ
坂井地区

丹南地区

永平寺町商工会
福 井 東 商 工 会
福 井 北 商 工 会
福 井 西 商 工 会

嶺南地区
☎ 0776(61)0456
☎ 0776(41)0206 わかさ東商工会
☎ 0776(56)1610 おおい町商工会
☎ 0776(98)5555 高 浜 町 商 工 会

あわら市商工会
坂 井 市 商 工 会

☎ 0776(73)0248 越 前 町 商 工 会
☎ 0776(66)3324 越 前 市 商 工 会
池 田 町 商 工 会
南越前町商工会
高志・福井地区

福井県商工会連合会
商工会ふくい
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☎ 0778(36)0800
☎ 0778(43)0877
☎ 0778(44)6342
☎ 0778(47)2174
☎ 0770(45)0222
☎ 0770(77)0135
☎ 0770(72)0226

☎ 0776(23)3624
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