
福井県

福井ふるさと企業表彰

第４回





最優秀賞 ものづくり部門
株式会社 米五（福井市）

直販・飲食・みそ作り体験を集約した複合施設を開設

取組内容

創業３５０年の老舗味噌店。平成１７年に
量り売りの直販店をスタートさせ、平成３０
年には直販店に「みそカフェ」とみそ作り体
験を集約した複合施設『みそ楽』を開設。若
者と連携し、福井の風土を味わえる新商品開
発も行っている。

地域貢献

県内外の観光客向けの「みそ作りの工場見
学＆みそ作り体験教室」のほか、県内学校に
おける出張みそ作り教室の開催など、観光振
興・地域振興に貢献。
地元若手人材の積極的な採用・育成や他企

業との交流にも取り組んでいる。

受賞企業のコメント
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みその製造と言う枠組みにとらわれず、「食べる」「学ぶ」「体験する」「育
てる」など福井でしか体験できないことを県外ならびに海外に情報発信していく
ことで、福井県の観光需要の拡大につながればと考えています。

代表者

業種 味噌製造 創業 寛文８年

所在地 福井市春山2-15-26 従業員数 ２5人

電話

ホームページ

代表取締役  多田 和博

0776-24-0081

https://www.komego.com/



優秀賞 ものづくり部門
株式会社 シマノ（鯖江市）

福井県産機能性部材を多用した医療用アシストスーツを開発

取組内容

アシストスーツは「Made in Fukui」をテーマ
に、福井県産の優れた繊維素材やプラスチック
などの機能性材料を多く活用しており、地域経
済へ貢献している。

コンベアの技術をベースに多種多用な産業用
機械を製造。医療現場で長時間にわたり繊細な
手先の動きを必要とする手術において、医師や
スタッフの着用型アシストスーツを開発。腕の
角度、肘の角度などを自在に動かし、任意位置
での固定を可能とし、手術時の医師等の負担を
軽減。

地域貢献

受賞企業のコメント
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近年、さまざまな分野における技術革新が加速度的に進展するなど、社会はか
つてないスピードと規模で大きく変化しており、こうした状況下で製造業に求め
られるニーズも急激に変化し多様化しております。
お客様の事業に貢献することはもとよりニーズを先取りした提案を行い、高付

加価値、高機能のサービスを提供することで皆様の発展にも貢献してまいります。

代表者

業種 機械器具製造 創業 昭和３４年

所在地 鯖江市神中町2-8-15 従業員数 １２人

電話

ホームページ

代表取締役社長  嶋野 寛之

0778-51-5080

http://shi-com.jp/



優秀賞 ものづくり部門
株式会社 若吉製作所（鯖江市）

眼鏡部品の製造技術を応用し、世界初の喉の医療機器「チ
タンブリッジ」を製造

取組内容

眼鏡製造の技術を活用した事業展開による
地域経済へ貢献している。
スポーツレジャー施設を運営しており、年

齢を問わず地域の健康促進にも寄与している。

眼鏡部品の製造に使用するチタンの「人体
に優しい」特徴に着目し、医療器具の製造に
事業展開。
声帯が意思に反して閉じてしまい、声が出

ない患者に取り付け、適度に開いた状態で支
える「橋」の役割を果たす世界初の喉の医療
機器『チタンブリッジ』を製造。

地域貢献

受賞企業のコメント
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地場産業の眼鏡で培った技術を医療機器に応用できました事を、嬉しく思いま
す。今後は困っていらっしゃる、患者様に安全・安心を届けることができますよ
う、社員一丸となって努力していきたいと思います。

代表者

業種 医療機器製造 創業 昭和１７年

所在地 鯖江市杉本町36-2 従業員数 ２６人

電話

ホームページ

代表取締役 若吉 修似

0778-51-2815

http://www.wakayoshi.jp/



優秀賞 ものづくり部門
株式会社 カガセイフン（福井市）

創業以来の福井県産の石臼で挽く県産そば粉を提供

取組内容

福井県産そば（在来種）を使用した「そば
茶」の開発や、海外市場での需要開拓に向けた
取り組みなどにより、県産そばの消費拡大に貢
献。

明治１０年の創業。福井県美山地区の小和清
水石の石臼を使い、県産そば粉を製粉。短時間
での製品出荷により新鮮なそば粉を提供してい
る。
インターネット通販により個人客の要望にも

細かく対応し、県外顧客の開拓にも成功してい
る。

地域貢献
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受賞企業のコメント

この度は優秀賞にお選びいただきありがとうございます。近年、ソバは健康食
品やグルテンフリーという観点から注目されております。福井県は全国でもトッ
プクラスの長寿県として紹介されることが多々ありますが、県民の食生活はもち
ろん、越前そば（おろしそば）を日常的に食べるという習慣が文化として根付い
ていることもその理由の一つではないかと感じております。これからも福井の在
来そばにこだわり、石臼挽きを守り、挽きたて新鮮な越前そば粉を作り続けて参
ります。

代表者

業種 そば粉製造 創業 明治１０年

所在地 福井市高木中央1-3004 従業員数 ３人

電話

ホームページ

代表取締役 加賀 健太郎

0776-54-0578

https://www.kaga-seifun.com/



優秀賞 ものづくり部門
株式会社 小大黒屋商店（福井市）

伝統技術による和ろうそくの製造。現代に合わせた新商品の
開発にも挑戦。

取組内容

地域のイベントに協力し、ろうそくを使う
演出に貢献。
大本山永平寺御用達のろうそく店として、

「ろうそくの絵付け」や「におい袋作り」な
どの体験メニューを県内外観光客等に提供し、
観光振興、地域振興に貢献。

慶応元年の創業。原木を用いた木枠による
手作りの技術を受け継ぎ和ろうそくを製造。
若い世代をターゲットにしたイラスト付き

のろうそくや、アロマ和ろうそくを開発し、
伝統を守るとともに挑戦を続けている。

地域貢献
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受賞企業のコメント

和ろうそくの文化を守り育てて今日に至ります。製造メーカーだからこそ出来
ることをコツコツと積み重ね、価値のある製品・提案を創造しつつ、これからも
生活に根ざした製品作り、文化発信に取り組んでいきます。

代表者

業種 ろうそく製造 創業 慶応元年

所在地 福井市順化2-15-9 従業員数 ３０人

電話

ホームページ

代表取締役 大津 伊平

0776-22-0986

https://www.rousokuya.com/



優秀賞 ものづくり部門
株式会社 廣部硬器（福井市）

取組内容

廃材を活用したタイル雑貨等を
商品化。工場見学やタイルアート
の体験により観光客等を受け入れ
ている。
また、市内中学生の職場体験の

受け入れにより、国内シェアトッ
プの技術を体験できる機会を提供
している。

警察・消防紋章や、校章、家紋などを製造しており、
警察署紋章は全国シェア７割を占める。同社の独自技
術によるセラミックス造形は金属製品と異なり、半永
久的に美しさや造形を保つことが可能。

地域貢献
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受賞企業のコメント

大変光栄なことで嬉しく思っております。今後も独自技術に磨きをかけ、また
会社が常に輝きながら成長していけるよう社員一同努力致します。

60年独自技術を守り続け、国内シェアNo.1の警察署紋章の
製造

代表者

業種 窯業 創業 昭和３１年

所在地 福井市深谷町5-15 従業員数 １４人

電話

ホームページ

代表取締役　廣部 耕一

0776-59-1422

http://www.hirobe-kouki.co.jp/



優秀賞 ものづくり部門
真名鶴酒造 合資会社（大野市）

取組内容

海外の日本酒コンテストで受賞し、日本酒の魅力
発信に貢献している。
実名で舞台となっているライトノベル小説が発売

されており、若年層への日本酒文化・地元大野市の
地域情報の発信に貢献。

宝暦年間創業の老舗酒蔵。機械に頼らず伝統的手法を守
り続けている。
廃坑となった鉱山の地下坑道内を活用した長期熟成酒や

シェリー酒の古樽を使った大吟醸酒など、新商品開発に取
り組む一方、「福井県蔵元杜氏の会」を結成し、酒造技術
の後世への継承にも取り組んでいる。

地域貢献
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受賞企業のコメント

伝統的な技法や基本に忠実な酒造りを守りつつも、固定概念にとらわれず、あ
えてこだわり過ぎない事を意識し、常に新しい視点で酒造りに取り組んできまし
た。日本酒の世界を広げることで、今まで日本酒を飲まなかった人にも飲んでも
らえるようにと考えています。

伝統的手法での製造による全製品吟醸規格。
新商品開発にも果敢に挑戦

代表者

業種 酒類製造 創業 宝暦元年

所在地 大野市明倫町11-3 従業員数 ３人

電話

ホームページ http://manaturu.com/

泉 恵介

0779-66-2909



優秀賞 ものづくり部門
マルカワみそ 株式会社（越前市）

取組内容

全国各地に出向いての手作り味噌づくり教室や発
酵食品を使った料理教室を開催し、家庭の味の次世
代への継承に尽力。
地元の小規模な有機農業を行う農家との取引を増

やすことで、地域の土地の保全に貢献している。

有機栽培、自然農法の生産農家から仕入れる原料
で有機味噌を製造。
味噌蔵の空気中に存在する麹（こうじ）菌を自家

採取する技術を持ち、添加物を使わない天然醸造、
木桶仕込みの味噌づくりを続けている。

地域貢献
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受賞企業のコメント

このたびはこのような身に余る表彰をいただき、感謝に耐えません。
これからの時代は、本格的な有機の時代がやってくると思います。
今後ともオーガニックのみそを作り続けて参ります。ご指導お願いします。

自然栽培の国産材料のみを使用した天然醸造による味噌
づくり

代表者

業種 味噌製造 創業 大正３年

所在地 越前市杉崎町12-62 従業員数 ２８人

電話

ホームページ

代表取締役 河崎 宏

0778-27-2111

https://marukawamiso.com/



優秀賞 ものづくり部門
水間石材工業 株式会社（福井市）

取組内容

福井城の山里口御門復元工事において、福井県石
材業協同組合の協力により、笏谷石を用いた屋根瓦
の復元に貢献。
また、福井城天守台「福の井」の復元工事にも貢

献している。

明治４０年創業以来、職人の技術の継承に尽力し、
県内でいち早く耐震設計による加工技術を墓石製造
に取り入れ、技術開発に取り組んでいる。
墓石建立の土地の確保からリフォーム、修理まで

総合的に顧客の相談に対応。自社発行紙により代替
わり後の親族へのサポートも行う。

地域貢献
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受賞企業のコメント

曾祖父の時代は地区で発掘された「浜住石」、祖父の時代は「笏谷石」、父の
時代からは「花崗岩」。その加工技術を基に、あらゆる石製品を加工し、代々技
術を基としてきました。息子（３２歳）も技能五輪全国大会において表彰され、
福井県青年技能者知事表彰も拝受しました。弊社のみならず、福井県の石工技術
者の育成にも注力していきたいと思います。

石材加工技術を継承し、山里口御門復元工事の屋根瓦加工に
尽力

代表者

業種 石製品製造 創業 明治４０年

所在地 福井市糸崎町2-1 従業員数 ３人

電話

ホームページ

代表取締役 水間 久一

0776-86-1105

http://www.mzstone.jp



優秀賞 ものづくり部門
山元菊丸商店（福井市）

取組内容

店舗内で「しょうゆ搾り」のサービスを開始し、
醤油製造の体験を提供するほか、来客者に醤油の
歴史や地元の語り部として地域の歴史等を紹介し、
地域の魅力の発信にも貢献している。

明治３２年の創業。『ヤマギクしょうゆ』のブラ
ンド名で醤油を醸造している。１年以上熟成させる
天然醸造で熟成させた「もろみ」と、長年受け継が
れている調合技術で作られた当社の醤油は県内で広
く販売されている。

地域貢献
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受賞企業のコメント

創業から間もなく１２０年を迎え、ますます個性あ
る醤油蔵として、次の１００年を目指してまいりま
す。県都の東の玄関口から“福井の地醤油と食文
化”を発信していきたいと考えています。

伝統の調合技術と天然醸造もろみによる
醤油製造

代表者

業種 醤油等製造 創業 明治３２年

所在地 福井市御幸1-11-14 従業員数 ２人

電話

ホームページ

山元 裕次

0776-22-0761

http://yamagiku.com/



優秀賞 商業・サービス等部門
株式会社 等愛会（若狭町）

地域の介護予防や健康づくり、地域や社会とのつながりを絶たない施設
づくりに尽力

取組内容

若狭町で介護福祉施設を運営。代表取締役である
加藤氏は、漫談のような独創的な介護予防・健康づく
りを次々と企画し、その企画は、若狭町のシニア層に
人気で講師や講演のリピーターが続出している。若狭
町内限定の講演活動は7年間で計300回を越える。

地域貢献
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受賞企業のコメント

高齢者をめぐる問題が大きな社会問題となっている。日本は、近年、世界に類をみな
いスピードで高齢化が進み、その対応に迫われてきた。そして、日本の高齢者人口は今
後も増加の一途をたどることが予想され、まさに今、来たる高齢化の波にどう対処すべき
か、その決断に迫られている。高齢者大国となる日本の未来を今、真剣に考えるとともに、
高齢者を支える持続可能な仕組みを構築し全国に発信したい。

（若狭町 介護福祉施設 わらく）

(関連事業所 鯖江市 デイサービスセンターふきのとう）

（若狭町 認知症カフェ）

平成29年に若狭町内に認知症カフェをオープン。認

知症の方やその家族、地域住民や専門家が気軽に集
え、情報提供できる場を提供している。

多くの人に認知症への理解や対応力の向上の必要
性を伝えるとともに、認知症にやさしい社会について考
え、「ともに生きる」ことを地域住民へ啓発し、認知症に
なっても地域や社会とのつながりを絶たせない地域づく
りに尽力している。

代表者

業種 地域福祉・介護保険サービス 創業 平成２３年

所在地 若狭町有田11-20-10 従業員数 ３1人

電話

ホームページ

代表取締役 加藤 寿一

0770-64-1030

http://www.s-a-care.co.jp/



優秀賞 商業・サービス等部門
株式会社 ホリタ（福井市）

日本海側最大の文具店舗を開設。エンターテイメント型店
舗を目指す。

取組内容

日本海側最大の文具店舗を開設。文具以外の
多種の商品や陳列、販促イベントなど、飽きの
こない売り場づくりを行うほか、IT導入による
業務効率化を図り、多店舗展開を図っている。
また、文具を使ったワークショップの実施な

ど、小売店舗に留まらない「エンターテイメン
ト企業」を目指している。

地域貢献

地域のイベントに多く出展、協力しているほ
か、海外への筆記具の寄贈や、店内募金の実施
など、県内だけでなく海外の子どもたちへの支
援を行っている。
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受賞企業のコメント

弊社は今年で創業７０年。その歴史に加えて「社員平均年齢３０歳」の若い発
想力と行動力が強みです。今年の３月には「文具」だけではなく「時間」や「空
間」を提供できる新業態の店舗を鯖江にオープンいたします。「この地域にホリ
タ文具があって良かった」皆様にそう思っていただける企業を目指し、これから
この賞に恥じないよう、より一層精進して参ります。

代表者

業種 文房具小売 創業 昭和２５年

所在地 福井市大願寺3-9-1 従業員数 ３８人

電話

ホームページ

代表取締役 堀田 敏史

0776-23-1609

http://horita-bungu.jp/



優秀賞 商業・サービス等部門
株式会社 増田喜（福井市）

オフィスの古紙回収リサイクルサービス「エコ紙くらぶ」を
実施

取組内容

平成２４年より、オフィスで排出される古紙を定
期的に回収するリサイクルサービス「エコ紙くら
ぶ」を開始。約４００社が加入している。
あわせて機密文書処理サービスも実施しており、

企業の社内の整理整頓や規律の向上に効果的なサー
ビスとなっている。

地域貢献

マスコットキャラクター「エコ紙マン」の活
用による小中学校でのリサイクル教室の開催や
地域イベントへの参加により、リサイクル活動
の普及に尽力している。
また、中高生の職場体験や社会科見学の受け

入れも行っており、就労体験の場も提供してい
る。
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受賞企業のコメント

代表者

業種 古紙卸売 創業 昭和２１年

所在地 福井市乾徳2-6-6 従業員数 ４０人

電話

ホームページ

代表取締役 増田 喜一郎

0776-27-2169

https://www.masudaki.co.jp/

未来の子供たちに美しい地球環境と住みやすい地域を繋げていくために、当社
の社業と個性を発揮しながら、福井の紙ごみをゼロにするという使命を果たして
いきます。また、いただいた賞に恥じることのないよう、地域社会の発展と共に
全社員の喜びと幸せを追求して参ります。



優秀賞 商業・サービス等部門
有限会社 ユキチ産業（勝山市）

空き家管理と整理収納・不用品回収、リフォーム事業などを
トータル的に実施

取組内容

高齢者を対象に空き家管理と整理収納・不用
品回収サービス、高齢者単身世帯向けのリ
フォーム事業などをトータル的に行う。
また、子育て世代向けに子どもの大学入学前

に住宅ローンが終了する中古リフォーム住宅販
売も行っている。

地域貢献

空き家管理サービスは、古里を離れ市外に住
む人を対象に、勝山市のふるさと納税の特典と
して採用されている。
また、空き家の不動産活用も行っており、地

域の空き家増加の防止に貢献している。
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受賞企業のコメント

高齢者の「これからどうしよう」という悩みに、建築や不動産取引の専門家の
力、整理収納アドバイザーなどの女性の力、現場作業員の力、みんなの力で答え
ていきたいと思っています。
名誉ある賞をいただけて、勝山市から福井県全体に発信していこうと思います。

代表者

業種 廃棄物処理 創業 平成５年

所在地 勝山市沢町2-11-8 従業員数 ９人

電話

ホームページ

代表取締役 北川 賢一

0779-88-0684

http://www.kitahati.com/



優秀賞 商業・サービス等部門
株式会社 吉光工業（福井市）

従来にない新しい「越前瓦」の内外装・エクステリア市場の
参入、販路開拓

取組内容

昭和３０年から屋根・外壁工事を中心に事
業展開。福井県産の屋根材「越前瓦」の新た
な市場展開に向け、産学官金の連携により越
前瓦を新たな形状に変革。越前瓦の長期耐久
性、日射遮蔽、蓄熱力等を活かし、内外装・
エクステリア市場への参入を目指す。

地域貢献

地域イベントへ積極的に参加、協力し、
地域活性化に貢献している。
また、複数組合への加盟による人的

ネットワークにより、産業振興に努めて
いる。
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受賞企業のコメント

自分たちが行う屋根・外壁・雨樋の仕事は長く残るものなので、目の前のこと
に誠実に向き合う日々です。受賞を励みに、これからも世間に必要とされる企業
を目指して、楽しくチャレンジしていきます。

代表者

業種 屋根・板金工事 創業 昭和３０年

所在地 福井市高木中央2-510 従業員数 １０人

電話

ホームページ

代表取締役 吉田 知志

0776-54-0706

https://4432.co.jp/



優秀賞 商業・サービス等部門
株式会社 相木魚問屋（敦賀市）

６０年以上続く大釜での釜茹でによる越前かにのPR

取組内容

昭和２０年代に築地市場をはじめ全国の主要
市場へ「越前かに」と銘打ち出荷して以来、
「越前かに」の名を全国に広めた。昔ながらの
大釜で越前かにの釜茹でを６０年以上続けてい
る、市内唯一の店舗。
インターネット等による宅配販売に対応する

一方、店舗での対面販売を重視し、来店客には
朝水揚げされた新鮮な鮮魚、魚介類を提供して
いる。

地域貢献

「越前かに」と名付け、多くのメディアに露
出したことで「越前かに」ブランドの創造、強
化に貢献。
また、中高生を対象に魚の仕入れから販売の

店舗体験学習を受け入れている。
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受賞企業のコメント

地元福井の時代に即した水産物の情報発信、販売普及に努め、地域の発展・
地産地消に貢献し、伝統と個性を生かした会社として頑張ります。

代表者

業種 鮮魚卸小売 創業 昭和２３年

所在地 敦賀市蓬莱町16-11 従業員数 １１人

電話

ホームページ

代表取締役 壁下 恒和

0770-22-0645

http://www.aiki-uodonya.com/



優秀賞 商業・サービス等部門
うらたに旅館（小浜市）

定置網で獲れた新鮮な魚介類を提供する旅館。小浜サーモン
の養殖にも尽力

取組内容

定置網で獲れた新鮮な魚介類を料理し提供する
網元料理旅館。宿泊客は早朝の定置網の見学や網
揚げの体験ができるほか、旅館の目の前が若狭湾
という立地とボリュームのある料理が人気でリ
ピーター率８割を誇る。
魚介類を発酵させて作った醤油「魚醤」を使っ

たオリジナル干物などの商品開発も行っている。

地域貢献

平成２８年からはトラウトサーモン（小浜
サーモン）の養殖を手掛けており、地域ブラン
ド産出に貢献している。
また、若手漁業従事者の育成に尽力し、産業

の発展に貢献している。
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受賞企業のコメント

＜うまいものは、ここにある＞をコンセプトに、釣り宿からスタートして今では料
理をメインに経営しております。あえてＴＨＥ民宿を目指し、家族経営で中には４
０年以上お付き合いしているお客様もおられます。材料は、本業の定置網漁から私
がチョイスしています。超一流料理人に「この魚は最高の締め方してある。魚が喜
んでいる顔をしている」と、最高の誉め言葉を頂き、料理人の方も大勢お越し頂い
ています。今後は成長した５人の子どもの後継者育成にも力を入れていく所存です。

代表者

業種 民宿 創業 昭和３８年

所在地 小浜市宇久6-9 従業員数 ２人

電話

ホームページ

浦谷 俊晴

0770-52-2853

http://www.uratani.biz/



福井ふるさと企業表彰の概要

１ 趣 旨
本県産業の振興や地域経済の活性化に貢献している中小企業等に

スポットを当て、そのキラリと光る優れた取組み等を表彰します。

２ 表彰内容
以下の区分から、受賞者（最優秀賞、優秀賞）を選出します。

３ 賞の特典
受賞者には、表彰状および記念楯を授与します。
また、県の広報媒体（ホームページ等）の活用や紹介チラシの

作成・配布などにより、受賞者の広報を行います。

※評価対象となる企業活動は過去５年間のものとします。
※以下の活動を行っている場合は加点評価します。
① 地域貢献 （例 まちづくり、地産地消、女性活躍、スポーツ振興等）
② 人口減少対策 （例 結婚・子育て支援、Ｕ・Ｉターン推進等）
③ 環境保護 （例 エネルギー節減、里地里山保全等）

福井県産業労働部産業政策課
TEL 0776-20-0367

E-mail sansei@pref.fukui.lg.jp
URL http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/sansei/

部門 区分 評価対象となる企業活動

１ 成長発展 新技術・製品の開発・販路開拓

２ 維持継承 県内外で長く活用される製品の生産

３ 成長発展 新しいビジネスモデルの形成

４ 維持継承 県民に長く利用されるサービス等の提供

ものづくり
（対象：製造業）

商業・サービス等
（対象：製造業以外）


