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はじめに 

 

 長期にわたって続くデフレ、消費不況という経済社会にあって、県内中小企業も転換期を迎え

ています。今日、中小企業においては、既存事業だけで本来の事業活動が円滑に進まないという

現実の中、新分野進出、連携等による環境変化への対応がより一層重要になってきています。と

くに、生活者のライフスタイルの変化、高齢社会の進展、環境・健康・安全意識の高まり、経済

のグローバル化などへの新たな対応が求められていることはいうまでもありません。このような

変化に対して、県内中小企業は、製造業、小売商業、サービス業いずれも新しい方向性を打ち出

せないでいる事業者も多いように思われます。 

 環境変化の著しい時代ですから、中小企業の新たな取り組みは欠かせません。経営革新・新分

野進出という活動の重要性・有効性を疑う人はいないはずです。また、既存の事業でも、そこに

新たな価値を見出すことによって、生まれ変わる場合があります。 

そこで、当支部では中小企業の新たな取り組みに対し参考になりやすい、具体的で注目度の高

いテーマについて取り上げたいと考え、「地域資源活用ビジネス」について、調査研究を実施し

てもらうことになりました。折りしも国は、地域資源を活用した新事業を強力に支援し、5 年間

で 1000 件の新事業創出を目指す目標を掲げています。 

当報告書では、福井県内の「地域資源」活用ビジネス事業を営んでいる、あるいは始めようと

している企業を対象にヒアリング調査を行い、現状分析を実施してもらいました。今回は、でき

るだけ個々の企業に注目したいと考え、このヒアリング調査による９企業の分析が、報告書の中

心となっております。 

 なお、当支部調査研究委員会の中でまとめた報告書でありますが、まだまだ不十分な点も多く、

今後も継続して調査研究を続けていきたいものと考えております。企業の皆様にとって、支援機

関の皆様にとって、会員中小企業診断士にとって少しでも参考になれば幸いと考える次第です。 
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                     中小企業診断協会 福井県支部 

                               支部長 森 進 
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第１章 地域資源とは何か ～その活用と支援、中小企業の動向～ 

 

１．地域資源とは 

地域資源について、「中小企業地域資源活用促進法」ではその名称を「地域産業資源」として

いる。定義の要約によれば、 

（1）地域の特産物として相当程度認識されている農林水産物または鉱工業品 

（2）特産物となる鉱工業品の生産にかかわる技術 

（3）地域の観光資源として相当程度認識されているもの 

の 3 点が明記されており、地域資源の具体的な形は多岐にわたる。基本的には地域の中小企業ら

が有効に活用する素材であり、広く認知されているものが考えられる。 

また、地域資源を活用した中小企業の取り組みは大きく分けて、 

（1）産地技術型 

（2）農林水産型 

（3）観光型 

の 3 類型となる。全国にはこの 3 類型に当てはまる地域資源を活用した果敢な挑戦がすでに動き

はじめている。キーワードは「これならうちでもやれる」というスタンスであり、地域資源活用

ビジネスが地方経済の活性化に大きく寄与するものと思われる。 

 

２．地域資源が着目される背景 

昨今、地域資源が着目されている背景には、地域間格差の拡大が懸念されていることが根源と

してあげられる。この地域間格差を少しでも是正し、それぞれの地域がそれぞれの強みをいかし

て自立的・持続的な成長を実現していくことが求められている。地域の強みとしては、産地の技

術や農林水産品、観光資源といった地域の特徴ある産業資源があるが、それらは域外への事業展

開を図ることで大いに差別化の要素となりえるものである。したがって、地域経済の主体である

中小企業の地域資源を活用した創意ある取り組みを推進し、それを核として地域資源の価値向上

（ブランド化など）を図り、地域の強みをいかした産業を形成・強化していくことが重要なので

ある。 

しかしながら、地域中小企業には市場調査や商品企画、商品開発、販路開拓等に必要なノウハ

ウや人的ネットワーク、資金、人材を確保することが容易ではなく、域外市場を狙った新商品等

の開発や事業化が実現されにくいといった課題も存在している。また、域外市場に関する情報や

人的ネットワークが不足していることから、地域資源の価値を認識して新しい取り組みにつなげ

る動きが起こりにくく、地域ブランドの確立など地域全体で地域資源の価値を高めていくことは

容易ではない。 



 

３．中小企業地域資源活用プログラムの創設とスキームについて 

そこで、先に述べた課題を克服し、地域資源を活用したビジネス展開を促進しようとして国が

施策の柱に設けたのが、「中小企業地域資源活用プログラム」である。同プログラムは地域から

大都市圏へ、そして世界への売り込みを目指そうと、「市場」を強く意識した支援策を中心とし

ているのが特徴である。 

「市場」を意識しながらも価格競争に巻き込まれない、消費者に強く支持される新サービス、

新商品づくりなど、地域の創意工夫が求められており、いかに第三者の手を借りて、地域の熱意

により磨き上げるか。国はプロジェクトの企画段階のサポートから始まり、販売などに結びつけ

る「出口」戦略まで支援するのが基本スタンスとしている。 

また、国は地域資源を活用した新事業を強力に支援し、5 年間で 1000 件の新事業創出という目

標を掲げている。07 年度の予算要求で総額 101 億円を計上し、経産省はじめ総務省、国土交通省、

農林水産省など 6 省連携の施策にも位置付けられている。 

 

地域資源活用プログラムのスキーム概略は下記のとおりである。 

 

（Ｊ－ＮＥＴ２１地域資源活用チャンネルより抜粋） 

まずは、都道府県が地域資源を指定し、国が認定をする。すでに 07 年 8 月 31 日付け全国で 8,354

件（農林水産物 2,527 件、鉱工業品 1,983 件、観光資源 3,844 件）が認定を受けている。 

これらの地域資源を活用して新商品開発等を行う中小企業が事業計画を作成し、県を経由し各

地経済産業局が計画認定を行い、補助金や減税、融資などの支援を受けるとともに、専門家によ

るきめ細かなハンズオン支援を受けながら需要開拓を行う流れとなっている。 



 

４．中小企業における「地域資源」を活用した事業計画策定と支援される内容について 

ここで、中小企業が地域資源を活用した事業計画を作成し国から認定を受け、様々な支援を得

る際の留意事項について触れておきたい。中小企業者等が地域資源を活用し事業計画を作成する

際には、①地域産業資源の新たな活用の視点の提示、②需要開拓の可能性に留意しなければなら

ない。 

「①地域産業資源の新たな活用の視点の提示」では、品質や機能または効用が従来の商品や役

務とは異なる商品の開発、生産または役務の開発、提供や、新たな生産加工技術や役務提供方式

の導入による事業方式の大幅な改良等、当該地域産業資源の活用に対して何らかの新たな発想が

見られ、中小企業者等に対して新たな視点を提示するものでなければならない。 

また、「②需要開拓の可能性」については、地域産業資源活用が商品や役務に対する需要を開

拓するものであること。商品の開発、生産または役務の開発、提供を行うにあたっても当該事業

によって需要開拓が図られる見通しが示されていることが必要とされている。 

なお、こうした計画作成の段階からハンズオン支援が受けられ、国の委託を受けたハンズオン

支援事務局や最寄の産業支援機関が相談体制を持っている。 

 

ところで、活用事業計画が認定されると下記のような支援（メリット）が受けられることとな

っている。 

補助金 ●地域資源活用売れる商品作り支援事業 

試作品やデザイン改良、展示会出展などに関わる経費の一部を補助します（補

助率２／３） 

融資 ●政府系金融機関による低利融資制度 

事業を行うために必要な設備資金及び運転資金を低利で融資します。 

●高度化融資制度 

中小企業者が共同で事業環境の改善や経営基盤の強化に取り組む際に必要と

なる設備資金について、中小機構が都道府県と協力して融資を行います。 

信用保証 ●信用保証の特例 

①普通保証等の別枠設定、②新事業開拓保証の限度額引き上げの措置を受け

られます。 

●食品流通構造改善促進機構による債務保証等 

（食品の製造等の場合）食品流通構造改善促進機構が必要な資金の借り入れ

に係わる債務の保証等を行います。 

税制等 ●設備投資減税 

取得した機械、装置について、取得額の７％の税額免除（リースは費用総額

の６０％相当額の７％）または初年度３０％の特別償却が認められます。 

●中小企業投資育成株式会社の特例 

増資等を行う場合、資本金３億円を超える株式会社であっても投資育成会社

の投資対象に追加されます。 

 

詳細は、http://j-net21.smrj.go.jp/expand/shigen/ を参照されたい。 

 



５．福井県における地域資源指定項目について 

本県における地域資源の認定も 07 年 8 月末に行われ、下記のとおりとなっている。認定数は

全部で 63 件が掲げられ、３類型では詳細は農林水産物 19 件、鉱工業品 18 件、観光資源 26 件と

なっている。 

 

（１）農林水産物 

 名称 地域産業資源に係る地域 

1 らっきょう 福井市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、永平寺町、池

田町、南越前町、越前町 

2 福井梅 福井市、敦賀市、小浜市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井

市、永平寺町、池田町、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、

おおい町、若狭町 

3 サトイモ 大野市、勝山市、越前市、池田町 

4 ハス（花はす） 南越前町 

5 越のルビー（ミディトマ

ト） 

福井市、敦賀市、小浜市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井

市、永平寺町、池田町、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、

おおい町、若狭町 

6 福井すいか 福井市、あわら市、鯖江市、越前市、坂井市、永平寺町、池

田町、南越前町、越前町 

7 福井米 県全域 

8 富津（とみつ）甘藷 福井市、あわら市、坂井市、永平寺町 

9 越前水仙 福井市、南越前町、越前町 

10 若狭牛 県全域 

11 ナツメ 福井市、永平寺町 

12 大型クラゲ（エチゼンクラ

ゲ） 

福井市、敦賀市、小浜市、あわら市、坂井市、南越前町、越

前町、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町 

13 越前がに 福井市、敦賀市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、永平

寺町、池田町、南越前町、越前町、美浜町、若狭町 

14 若狭かれい 敦賀市、小浜市、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町 

15 若狭ふぐ 敦賀市、小浜市、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町 

16 若狭ぐじ（アカアマダイ） 敦賀市、小浜市、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町 

17 鯖 県全域 

18 若狭クエ 若狭町 

19 鮎 県全域 

（２）鉱工業品又は鉱工業品の生産に係る技術 

20 へしこ（魚の糠漬け） 県全域 

21 越前そば（越前おろしそ

ば） 

県全域 

22 水産練製品（かまぼこ、ち

くわ等） 

福井市、敦賀市、小浜市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井

市、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町

23 ごまどうふ 福井市、大野市、勝山市、永平寺町 

24 焼き鯖 県全域 

25 絹・人絹織物（合成繊維長

繊維織物、炭素繊維等の無

機繊維織物を含む）製品 

福井市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井

市、永平寺町、池田町、越前町 

26 合成繊維長繊維（無機繊維

を含む）ニット生地製品 

福井市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井

市、永平寺町、越前町 

27 編レース製品 福井市、勝山市、鯖江市、越前市、坂井市、永平寺町、池田

町、越前町 

28 細幅織物製品 福井市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、越前町 



29 眼鏡（枠を含む） 福井市、鯖江市、越前市、坂井市、池田町、南越前町、越前

町 

30 越前瓦 福井市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、越前町 

31 家具建具 県全域 

32 越前和紙 福井市、鯖江市、越前市 

33 越前漆器 福井市、大野市、鯖江市、越前市、坂井市 

34 若狭塗・若狭塗箸 小浜市 

35 越前打刃物 越前市 

36 指物（越前指物） 鯖江市、越前市 

37 越前焼 福井市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、永平

寺町、越前町 

（３）文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源 

38 永平寺 福井市、永平寺町 

39 あわら温泉 福井市、あわら市、坂井市 

40 越前海岸 福井市、南越前町、越前町 

41 一乗谷朝倉氏遺跡 福井市 

42 氣比神宮 敦賀市 

43 金崎宮 敦賀市 

44 蘇洞門 小浜市 

45 九頭竜湖 大野市 

46 恐竜の化石 勝山市 

47 平泉寺白山神社 勝山市 

48 西山公園 鯖江市 

49 東尋坊 坂井市 

50 丸岡城 坂井市 

51 越前陶芸村 越前町 

52 三方五湖 美浜町、若狭町 

53 レインボーライン 美浜町、若狭町 

54 熊川宿 若狭町 

55 たけふ菊人形 越前市 

56 気比の松原 敦賀市 

57 瓜割の滝 若狭町 

58 若狭湾 敦賀市、小浜市、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町 

59 若狭の社寺建造物群 小浜市 

60 大野城下町 大野市 

61 三国湊町並み 坂井市 

62 花はす公園 南越前町 

63 越前水仙の里公園・水仙ミ

ュージアム 

福井市、南越前町、越前町 

 

石川県（161 件）、富山県（179 件）に比べると指定項目が少ない点が課題だが、より多くの地

域資源を発掘し今後順次拡大されていくことを期待したい。 

 

 

 

 

 



６．地域資源を活用するための本県独自の施策について 

地域資源の活用にチャレンジする中小企業の支援は全国版だけではない。福井県独自の施策も

あり、県の基本構想に基づいて作られた支援メニューも充実している。 

県と中小機構がタイアップし「ふくいの逸品創造ファンド」を組成して、地域資源ビジネスに

取り組む中小企業者等に助成金を交付するほか、市場調査・商品開発・販路開拓などのマーケテ

ィングの面からも支援している。 

 

 

Ⅰ．“福井の強みを活かす”チャレンジ企業支援事業 

 県内の特色ある産業資源（福井の強み）を基に、顧客ニーズを的確につかんで商品計画を立

て、最も有利な販売経路を開拓する中小企業者等の取り組みを応援します。 

助成事業対象

者 

福井県内に主たる事業所を有し、次に掲げるいずれかに該当する方 

① 中小企業者（ただし、「みなし大企業」は中小企業者から除きます。）

② 個人事業者         ③ 有限責任事業組合 

④ 農業協同組合    ⑤ 農事組合法人 

⑥ 特定非営利活動法人 ⑦ ①から⑥に該当する者で構成されるグループ

助成対象事業 県内の地域産業が培ってきた技術、海山の豊かな農林水産物、歴史伝統な

ど地域の特色ある観光資源等、県内の特色ある産業資源＝「福井の強み」

を活用した、新商品・新サービスの開発から販路開拓までの事業化に向け

た取り組み。 

助成対象経費 ①  市場調査・商品開発・販路開拓にかかる費用 

②  販路開拓にかかる費用 

助成率および

助成限度額 

① 助成率 １／２以内 （助成限度額 ５００万円） 

② 助成率 １／２以内 （助成限度額 ２００万円） 

 

Ⅱ．企業同士の「連携」による福井産地の再活性化 

１．企業連携による繊維産地競争力強化モデル事業 

 県内の繊維関連企業がそれぞれの強みを活かして連携し、売れる商品開発と販売力の強化

を図るモデル的な取り組みを応援します。 

 《異業態連携》 《同業態連携》 

県内の事業所において、以下の業態

のいずれかを営む中小企業で構成

する３業態以上３社以上のグルー

プ 

県内の事業所において、以下の業態

のいずれかを営む中小企業で構成

する同業態４社以上のグループ 

助成事業 対象

者 

【業 態】 

・撚糸業       ・広幅織物製造業    ・ニット生地製造業 

・編レース生地製造業 ・細幅織物製造業    ・染色整理業 

・縫製業       ・繊維製品卸売業 

助成対象事業 異業態の繊維関連の参加企業が、連

携して一つの企業体のようになっ

て事業計画を作成し、それぞれの技

術や情報などの強みを活かしなが

ら新商品開発や販路開拓を行うモ

デル的な事業 

同業態の繊維関連の参加企業が、多

品種・少ロット・短納期といったニ

ーズへの対応、在庫リスクの軽減な

どを目的として、グループでの共同

販売、新商品開発を行うモデル的な

事業 

助成対象経費 連携体運営（会議）・市場調査・商品開発・販路開拓にかかる費用 

助成率お よび

助成限度額 

助成率 ２／３以内 （助成限度額 ６００万円） 

 

 



２．小売店との連携による福井ブランドめがね販売モデル事業 

 県内の眼鏡関連企業が、全国の眼鏡小売店等（眼鏡卸企業を含む）と連携して行う新商品

の開発等に係るモデル的取り組みを応援します。 

助成事業対象者 県内に事務所を有する眼鏡関係の中小企業者（眼鏡小売店等との連携が

必要） 

助成対象事業 産地企業と連携小売店等が、福井産の新ブランド眼鏡の企画・生産から

ＰＲ・販売までを共同で行うモデル的取組みとし、下記に定める要件を

すべて満たす事業。 

①  産地企業は、新商品を自社ブランドとして企画・生産し、当該眼鏡

は産地統一ブランド「ＴＨＥ２９１」の認定を受けること。 

②  連携小売店等におけるＰＲ・販売に際しては、「ＴＨＥ２９１」お

よび福井産地、産地企業名等について、消費者にわかりやすく表

示・説明すること。 

助成対象経費 市場調査・商品開発・販路開拓にかかる費用 

助成率および助

成限度額 

助成率 ２／３以内 （助成限度額 ６００万円） 

 

 

７．本県の地域資源を活用したビジネスの動向について 

地域資源を活用した本県の中小企業者の積極的な取り組みはすでに始まっている。認定を受け

た事業計画はすでに 6 件となっており、近畿経済産業局管内総数 27 件の中で兵庫県の 7 件に次

ぎ 2 番目の多さである。（07 年 12 月現在） 

 

【１次認定分】07 年 10 月 12 日 

 活用する地域資源 事業概要 

永平寺サイジング株式

会社 

（永平寺町） 

絹・人絹織物製品 「絹・人絹織物」の合成繊維織物技術を活用

した高回復性のクッション材の開発と商品化 

ケイテー株式会社 

（勝山市） 

絹・人絹織物製品 「絹・人絹織物」の合成繊維織物技術を活用

した表面加工不要のクリーンルーム用防塵衣

クロスの製造・販売 

福井めがね工業株式会

社 

（鯖江市） 

眼鏡 業界初のマグネシウム射出成型による眼鏡枠

製造・販売 

有限会社飯椀の郷 

（鯖江市） 

越前漆器 「越前漆器」の塗りの技術と角物木地製造技

術を活用し、木の素材感を活かした新しい食

器等の開発・販売 

 【２次認定分】０７年１２月１４日 

山久漆工株式会社 

（鯖江市） 

越前漆器 「越前漆器」の製造技術を用いた男性用漆塗

りアトマイザーの開発・販売 

株式会社吉村甘露堂 

（大野市） 

福井米 「福井米」を用いた、γ－アミノ酸（通称Ｇ

ＡＢＡ）を多く含んだ発芽玄米おかき「ギャ

バプラス」の商品開発と販路開拓 

 

また、先に述べた本県独自の支援施策「ふくいの逸品創造ファンド事業」の採択も８件あり、

地域資源をビジネスチャンスととらえ果敢に挑戦する中小企業者も多い。 



企業名・所在地 地域資源 事業名 

エコミックス 

代表企業名：㈱ウエマ

ツ（福井市） 

繊維 エコミックス商品開拓共同事業（シルクプロ

テイン被覆加工繊維による商品開発・販路開

拓事業） 

オリエント眼鏡㈱ 

（鯖江市） 

眼鏡 「小売店と連携した新商品開発と産地統一ブ

ランド『THE２９１』知名度アップ」事業 

㈱辻めがね 

（鯖江市） 

眼鏡 有名小売店との連携による自社ブランド初チ

ャレンジ事業 

えちぜん和思工房 

（越前市） 

越前和紙 越前和紙の製造技術を活かした健康型越前和

紙壁紙の販路拡大促進事業 

㈲錦壽 

（越前市） 

越前漆器 漆塗り技術を活用した家具の商品開発と販路

開拓事業 

田中石油㈱ 

（大飯郡高浜町） 

若狭の椿および椿

の種 

若狭地方等県内に自生している椿の種を搾油

して、純油 100％の椿油を製造し食油として商

品開発と販路開拓事業 

チェルト㈱ 

（勝山市） 

繊維 高機能織物とそのデザイン縫製技術を活用し

たセパレートネットの開発と販路開拓事業 

マルイチセーリング㈱ 

（越前市） 

越前和紙 

越前漆器 

越前和紙・漆器を活用した家具の開発・販売

 

 

 

以上のように、地域資源を活用しながらも既成概念にとらわれず新商品開発やその販路拡大に

取り組む動きが活発化している。 

07 年中小企業白書によれば、高価格帯の商品を取り扱っている企業では、地域資源に関する

認識を持っている割合が他の企業に比べて高い。いわば、地域資源の活用は付加価値や販売数量

を増加させるなど、企業経営にプラスの効果を与えるとともに、地域の活性化にも繋がるといえ

る。（下図： (株)三菱総合研究所「地域中小企業の差別化への取り組みに関するアンケート調査」

（2006 年 11 月）より） 
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本県の中小企業が、大企業や安価な海外製品との競争の中で存続・成長していくためには、自

社特有の強みを見出して差別化を図ることが一つの方法となろう。そのためにも地域資源の活用

が期待されており、本県には多くの高付加価値な製品・サービスを生み出す土壌が十分にある。

われわれの地元が持つものの市場価値を十分に認識して、外部の意見も参考にしつつ活用してい

くことが必要である。 

また、消費者のニーズが多様化している今日、「地域」自体が差別化されたものとなる。改め



て、福井県内のそれぞれの地域を見直し、たとえ小さくてもその資源の最大活用により、地域内

外の需要を取り込むことで、本県の中小企業のさらなる成長と県下全体の活性化が図られるであ

ろう。 

次章以降は、その地域資源を活用しビジネスチャンスに挑む県内企業のヒアリング調査をもと

に、課題と展望をまとめてみる。                         

  （報告 高見） 

 

 

 

 

 


