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　特別史跡一乗谷朝倉氏遺跡は福井市街より東南約10kmの一乗谷にあります。一乗谷は、文
明3年（1471）から天正元年（1573）までの103年間、戦国大名 越前朝倉氏一族が拠点とした
所です。周囲の山や川を巧みに利用した自然の要塞で、谷内には城主の館や一族の居館・家臣
の屋敷・寺院・商人や職人が住んでいた町屋が計画的に配置されていました。城下町は越前の
中心として繁栄し、多くの文人や商人が訪れ北陸の小京都とも呼ばれました。
　しかし城下町は織田信長の軍勢に攻められ朝倉氏滅亡とともに消失し、野原や田畑の下に長
く埋もれていました。昭和42年になり遺跡の発掘調査がすすめられたことで昭和46年に朝倉
氏遺跡は、278haという広大な範囲が国の特別史跡として指定保存されました。
　また、平成3年には諏訪館跡庭園、湯殿跡庭園、朝倉館跡庭園、南陽寺跡庭園を含む4,205㎡
が特別名勝の指定を受け、平成19年には朝倉氏遺跡出土品のうち、2,343点が重要文化財指定
を受けました。京都の金閣寺や広島の厳島神社に並び、国の三重指定（特別史跡・特別名勝・
重要文化財）を受けるなど文化財としての評価の高い貴重な遺跡です。
　一乗谷朝倉氏遺跡のシンボルである唐門は、朝倉五代目義景の菩提を弔うために
建てられた松雲院の寺門とされています。豊臣秀吉が寄進したと伝えられています
が、現在の唐門は江戸時代に建てかえられたものと推定されています。

　「特別名勝一乗谷朝倉氏庭園」として指定を受けた４つの庭園のうちの一つで一乗
谷の中で最も規模が大きく壮麗な庭園です。諏訪館は朝倉義景の妻「小

こしょうしょう
少将」が暮

らしたと伝わっており、その館跡にあるこの庭園はどこか優美な雰囲気を感じさせ
ます。

　発掘調査から我国で初めて戦国時
代城下町の具体例が明らかになりま
した。この発掘調査で出土した遺構
に基づき、戦国期の武家屋敷や町屋
で構成される南北約200mの町並が
復原されました。復原された町並を
散策しながら建物内の展示物を見る
ことにより当時の人々の生活の一端
を知ることができます。

　朝倉氏遺跡を貫いて流れる一乗谷川の上流に、落差12m の一乗滝
があります。ここは泰

たいちょう
澄大師が白山大権現をまつり、滝水山浄教寺

を建てた所として知られており、また、佐々木小次郎が燕返しをあみ
だしたところと伝えられているなど、さまざまな逸話のあるパワー
スポットです。

　一乗谷は豊かな自然に恵ま
れています。散策では当時と
変わらぬさまざまな動植物に
も出会うことができます。

諏 訪 館 跡 庭 園

一 乗 滝

カ タ ク リ

復 原 町 並



　いつも「 福銀ジャーナル 」をご愛読いただ
きましてありがとうございます。
　本誌は、地域の経営者の方々や経営幹部の
みなさまへ、より有益な情報発信を行うため
福井銀行と弊社「 株式会社福井キャピタル＆
コンサルティング 」が共同して発行してい
ます。このたび、社長交代に伴い新社長とし
て就任しましたので、日ごろのご愛顧に感謝
し、ご挨拶かたがた今後の取組む施策につい
てご紹介させていただきます。
　弊社は2015年7月に設立された福井銀行
の子会社です。社名のとおりキャピタル機
能を有しており、投資事業有限責任組合（ 以
下、ファンド ）の設立・運営を行うことに
より、事業会社のみなさまへの投資を行う
ことが可能となりました。「 研究開発資金 」
や「 新規事業資金 」など、融資になじみにく
い資金需要に「 投資 」という手段で資金供給
し、ハンズオンによる人的支援と併せて事業
者のみなさまの成長を支援すること、これが
今後の弊社の大きな役割の一つになります。
福井銀行グループとして「 融資 」に加え「 投
資 」という資金供給手段をもつことは、お客
さまの資金調達手段の選択肢の幅を広げ、事
業を大きく成長させていくための様々な資
金需要に応える体制が整うことになります。
　これまで「 農業6次化 」「 観光 」の分野で
のファンドの設立・運営を行ってまいりま
したが、今般新たに福井県、ゆうちょ銀行、
福井県内に本店を有する金融機関のみなさ
まと「 ふくい未来企業支援ファンド 」を組成

させていただきました。この取組みにより、
官民が資金を出し合って、株式公開を目指す
ような成長志向の強い県内の事業者のみな
さまの支援をしていくというスキームが可
能となりました。
　また、既存の観光ファンドの運営を通し、
投融資先の株式会社まちづくり小浜におい
て日本版 DMO の運営をともに行いながら
ノウハウの蓄積に努めています。県内では
各地で DMO 設立に向けた動きが活発にな
り始めています。今後、弊社としてもすそ野
が広く大きな経済効果を生む観光産業への
関与を強め、魅力ある観光地づくりに寄与し
ていきたいと考えています。

コンサルティング部門では、地方公共団体
のみなさま向けに各種調査業務を行い、地方
創生の具現化を支援しています。さらに、政
府や各省庁が中小企業への支援メニューを
充実させている中、県内の事業者のみなさま
に有効に活用いただくべく特徴ある補助メ
ニューなどを紹介させていただくとともに、
一定の規模以上の複雑な申請書類が必要な
補助金に対しては申請手続きなども行わせ
ていただいております。
　いくつかご紹介申し上げましたが、これか
らも微力ながら、福井県経済のために弊社と
して何ができるかを模索し続け、みなさまと
ともに地域経済の発展に尽力してまいる所
存です。
　今後とも引き続きよろしくお願いいたし
ます。

株式会社福井キャピタル＆コンサルティング
代表取締役社長　中嶋　浩顕

巻
頭言

ごあいさつ
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　現在、福井銀行およびグループ企業各社は、地
方創生に向けた様々な取組みを行っています。そ
の中でも特に注力しているのが、観光産業への支

援です。本稿では、その取組みの紹介と活動の背
景について取り上げます。

は じ め に

な ぜ 観 光 産 業 に 注 目 す る の か

松浦　忠義
株式会社福井キャピタル＆コンサルティング
マネージングディレクター

観光の産業化における一考察

　福井県は、歴史的にも繊維産業を中心
とした製造業が盛んな地域として発展し
てきました。しかし近年は、海外への生
産現場のシフトに加え、若者の地方離れ
が進んできていることから、人手不足、
熟練労働者の高齢化など様々な要因もあ
り、事業所数も減少傾向が続いています。
　私自身、東京勤務時には、東京で活躍
している福井県出身者が思った以上に多
く、福井県が人材輩出県になっているこ
とを実感するとともに、優秀な人材の多
くが東京に流出してしまっている事実を
残念に思いました。
　最近は東京一極集中の是正ということ
もあり、政府が地方創生というテーマで
各種政策をすすめていますが、私ども福
井銀行グループにおきましても、政府の
施策に先駆けて従前から地域経済の活性
化について取り組んできており、政府お
よび地方公共団体や各商工団体のみなさ
まとも協業しながら、関与度合いを一層
高めてきているところです。

経済産業省「工業統計調査」より作成

経済産業省「工業統計調査」より作成
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　そのような地方創生の機運の高まりや、人口減
少による地方経済の縮小が予想される中、今後成
長が見込まれるマーケットであり地域経済の活
性化のために注力すべき産業は何なのか―その
疑問に対する答えの一つが、観光産業でした。
　全国的な傾向としては、政府がインバウンド
の誘致に注力し、官民一体となった取組みが功
を奏して、日本を訪れる外国人観光客が右肩上
がりで増加しています。また、政府目標において
は2020年のインバウンド客数2,000万人が前倒
しで達成されたことから、2020年に4,000万人、
2030年に6,000万人に上方修正しました。2017
年は、2,869万人と2012年の836万人から3倍以
上に増加しており、増加傾向は堅調に推移してい
ます。旅行消費額も、2017年には4.4兆円（ 速報
値 ）となっており、2012年の1.1兆円の4倍にも
増加しています。

　明日の日本を支える観光ビジョン構想会議（ 議
長：安倍内閣総理大臣 ）の民間委員であるデー
ビッド・アトキンソン氏によると、欧米各国は、
国によって幅はあるものの国際観光収入が GDP
の2％近くを占めていることから、0.8％程度しか
ない日本の国際観光収入の伸びしろはまだまだ
あると指摘しています。また外国人は、「気候 」「自
然 」「 文化 」「 食事 」が観光地の魅力の評価基準と
なっており、日本はすべてを満たしている数少な
い国であることも指摘しています。
　政府は、東京を中心とする都市部だけでは宿泊
施設が不足することや、目が肥えた外国人はマイ
ナーな観光地へ向かうことなどから、地方にも観
光拠点を整備していきたいという意向を示してお

り、地方公共団体においても、観光の産業化、観
光産業の活性化といったものに取り組みたいと
いう動きが盛んになっています。
　次に、福井の観光について目を向けると、2014
年の舞鶴若狭自動車道の全面開通、2015年の北
陸新幹線の金沢延伸、2017年の中部縦貫自動車
道の永平寺大野道路開業など高速交通網の整備
が進んできています。さらに、2023年には北陸
新幹線が敦賀まで延伸され、小浜ルートの整備も
決定されました。中部縦貫自動車道の大野油坂
道路区間が整備されれば、いよいよ県内の高速交
通網整備の大枠が完成します。
　北陸新幹線の金沢延伸による観光への好影響
は、金沢市が最も注目されていますが、嶺北各地
の観光客の増加にもつながっています。今後、敦
賀まで延伸されれば、嶺北ならびに嶺南の観光に
も一層の好影響が予想されます。特に、これまで
はあまり縁がなかった関東や信州地域の人々が
福井を訪れる機会も増えるものと予想されます。
　各県の概算の人口をみても、埼玉728万人、千
葉623万人、茨城290万人、栃木・群馬で196万
人、新潟228万人、長野208万人と、近畿や北陸
とは人口数に圧倒的な差があります。そうした
人々の一部にでも興味を持ってもらうことは、結
果的に観光客数の増加に対して大きなインパク
トにつながります。特に主要駅の福井駅と終着
駅となる敦賀駅には、ゲート駅としての役割も期
待するところです。日本政府観光局（JNTO）より作成

「人口推計 2016 年調査」総務省統計局より当社作成
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　次に観光業の特徴についてみると、中小・零細
事業者が多いという特徴があります。大企業が寡
占化しているマーケットでは参入障壁が高く、地
方の中小企業が参入するのは困難なことが多い
ですが、反対に観光産業は参入しやすいマーケッ
トといえます。

一方で、観光産業に関わる人が高齢化している
例も多く、その中で事業承継が進まずに廃業する
というケースも増えています。今後も観光客の増
加が予想される中で、受皿となる観光産業が衰退
していくのは非常に残念なことです。
　いろいろな地域の方と話してみると、地方で暮

らすことを希望する人は都市部にも相当数がいる
ものの、仕事がなくて地方に住むことを断念する
若者も多いと聞こえてきます。そうした移住希望
の若者にとって、地域の観光産業は移住・定住と
対である「 働く場所 」の受皿にもなります。観光
産業は、都市部の人に魅力的な地方の「働く場所 」
を提供し、地域の交流人口を増やすための産業で
もあります。
　このようなことから、福井銀行グループとして
観光産業に注目し、観光の産業化、活性化への支
援を積極的に行っていくことになりました。

ふくい観光活性化ファンドのしくみ

注1:DMO（Destination Management Organization）
地域資源に精通し、多様な関係者と協力しながら明確な
コンセプトに基づいた観光地作りの戦略を立案し、実
施するための調整機能を持つ法人のことです。マーケ
ティングの重要性を強調する場合には、Destination
Marketing Organizationといわれることもあります。

ふ く い 観 光 活 性 化 フ ァ ン ド の 取 組 み に つ い て

　ここでは、福井銀行の観光振興施策の中でも、
特に観光産業の活性化施策として活動している

「 ふくい観光活性化ファンド 」を紹介させていた
だきます。
「 ふ く い 観 光 活 性 化 フ ァ ン ド 」は、2015年8

月に株式会社地域経済活性化支援機構（ 以下、
「REVIC」と表記する ）とともに立上げ、投融
資を行いながら投資地域の観光活性化に直接
関与しています。そのパイロット地域として、
DMO ※１の株式会社まちづくり小浜（以下、「お
ばま観光局 」と表記する ）に直接投融資を行う
とともに、役員派遣などによるハンズオン支援
を進めてきました。同時に、小浜市とも連携協

定を締結し、官民が協力しながら観光産業の活
性化に取り組んでいます。
　そうした活動を通して少しずつノウハウの蓄
積や成功事例を作りながら、他の地域へ展開して
いきたいと考えています。次編では、ふくい観光
活性化ファンドのハンズオン支援活動をしてい
る株式会社福井キャピタル＆コンサルティング
の西川が、活動内容を紹介いたします。
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　株式会社まちづくり小浜（ 以下、
「 お ば ま 観 光 局 」と 表 記 す る ）は、
小浜市の新たな観光推進を担う組織
として、2010年に設立されました。
道の駅「 若狭おばま 」やレストラン

「濱の四季 」を運営し、2017年には、
観光庁より日本版 DMO 法人として
登録を受けました。
　私がおばま観光局で社員のみなさ
まと一緒にお仕事をさせていただい
てから、4月で1年となります。おば
ま観光局では、観光客の滞在時間を
延ばし、宿泊需要の喚起と観光消費
額の増大を図る「 観光周遊活性化モ
デル 」を小浜市で構築し、そのモデルを福井県
内の他の地域にも波及させていくことを目的と
して様々な事業に取り組んできましたが、ここ
では「 着地型旅行事業 」と「 町家宿事業 」の2つ
の取組みについてご紹介します。
　「 着地型旅行 」というと、耳慣れない言葉だと
思います。簡単にいえば、「 地域外のお客さま
に小浜市に旅行に来てもらうこと 」です。一般
的な旅行会社の場合、お客さまの基盤は地元に
ありますので、地元のお客さまをどうやって地
元以外のところにお連れし楽しんでもらうかが
重要となってきますが（ これを「 発地型旅行 」と
呼びます ）、着地型旅行はまさにその逆です。自
治体や観光協会が積極的に取り組んでいる広告
宣伝の後押しのもと、おばま観光局では地元の
旅行会社の協力をえて旅行商品を企画、販売、実
施し、お客さまの滞在時間を伸ばすことを目指
しています。一般に滞在時間を3時間伸ばすこ
とができれば、食事を挟む可能性が高まるため
観光消費額を大きく増やすことができるといわ
れています。
　ここで、小浜市における観光の現状について
少しお話しします。小浜市は、京都や奈良の朝

廷に海産物などを納めてきた御食国（ みけつく
に ）としての歴史を有しています。現代におい
ても御食国を名乗れるのは、小浜市以外では「 志
摩（ 三重県 ）」「 淡路（ 兵庫県 ）」のみとなる格式
の高いブランド地域です。また、鯖の漁獲高が
大きかったことから鯖を使用した食文化が数多
くあり、へしこ・なれずし・醤油干し・焼き鯖
など様々な鯖料理が存在します。小浜市で獲れ
た新鮮な鯖を一塩して京都に運ぶと高値で売れ
ることから、「 京は遠ても十八里（ 約72㎞）」と
いって夜通し歩いて運んだそうです。その輸送
路は「 鯖街道 」と呼ばれ、日本遺産にも認定され
ています。リアス式海岸の良質な漁場を有する
小浜市には、漁師さんが経営されている民宿が
漁村に点在しており、新鮮なお魚をリーズナブ
ルに食べられるのも大きな魅力です。

株式会社まちづくり小浜における具体的施策

西川　佳宏
株式会社福井キャピタル＆コンサルティング

コンサルタント

なれずしへしこ

道の駅「若狭おばま 」全景
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　小浜市の誇る観光資源は、食だけではありま
せん。京都に近く、大陸貿易の玄関口であり文
化の入り口だったことから、国宝・重要文化財
に指定されているお寺が数多くあります。また、
名勝・蘇洞門（ そとも ）は、アメリカのテレビ局
から「 日本の最も美しい場所31選 」に選定され
るほどの称賛を受けており、リアス式海岸の生
み出す美しい海岸線も魅力の1つです。
　このように、小浜市には観光資源が豊富にあっ
て、他の地域の観光事業者から羨ましがられる
こともありますが、決して楽観視できる現状で
はありません。昭和の海水浴ブームで民宿は活
況を呈していましたが、海水浴客数は年々減少
してきており、一部の民宿では後継者がいない
ために廃業せざるを得ないところも出てきてい
ます。秋の秘仏公開時には遠方からお客さまが
たくさん訪れることもありますが、旅行者の高
齢化が進んできており、小浜市への旅行客数が
今後さらに減少していくことも予想されていま
す。北陸新幹線の敦賀延伸を見据えて、若狭地
域全体で観光地としてのポテンシャルを高めて
いくことが望まれます。
　以上のような現状の中、地域外のお客さまを
呼び込んで消費してもらう着地型旅行の重要性
はますます高まっています。しかし、様々な地
域が観光に力を入れている中で、小浜市を選ん
でもらうには努力が必要です。小浜市は関西圏
に近いことから、誘客のメインターゲットは、
関西圏を中心としています。しかし、関西圏は、
中国・四国地方への利便性もよいですし、飛行
機を利用すれば沖縄や北海道へも短時間で移動
することができます。地方が名立たる観光地と
の競争に勝つためには、地元ならではの魅力を
磨き、それを評価していただけるお客さまに伝
えていかなければなりません。

　地元ならではの魅力の中には、地元の方々に
とっては当たり前すぎてその魅力に気づけてい
ないケースもあります。着地型旅行を企画する
際には、地元では当たり前のモノやコトを見つ
め直し、その価値を再発見して磨いていくこと
が重要となります。
　例えば、鯖のへしこ。福井ではあまり珍しく
はありませんが、県外のお客さまからすると「 健
康・美容に良い発酵食 」や「 今どき話題のスロー
フード 」として映ったり、「 海の生ハム 」と表現
される方もいらっしゃいます。このように、県
外のお客さまからすると、地元では日常の食材
が魅惑の食材であったりもします。
　地元では当たり前のモノやコトが、県外のお
客さまから称賛されスポットを当てられること
で、地元の誇り（ シビック・プライド ）にも繋
がります。地元への誇りが増せば、地域の行事
への参加が増えるなど「 地域社会の活性化 」に
も繋がります。着地型旅行の目的は、地域外の
お客さまに来てもらってお金を落としてもらう

「 地域経済の活性化 」だけではないということ
です。
　地元ならではの魅力を見つけたら、次は「 その
魅力をお客さまにどのように提供すれば共感し
てもらえるか 」といった作り込みの作業に入り
ます。鯖のへしこを例にすると、作り手のこだ
わりや思いなどをお客さまに直接お話しいただ
きながら味わってもらうだけでも「 生産者と直
接交流できる、食に向き合える街 」としてのス
トーリーを提供することができます。また、へ
しこ単体ではストーリーを作り込めなくても、
例えば健康を軸にしたツアーを企画すれば、「 発
酵食で身体的に健康になり、神社仏閣での特別
な体験を通じて精神的にも豊かになる 」といっ
たストーリーが提案できます。また、小浜市は
杉田玄白の出身地でもありますから、異分野の
医療にクローズアップしてみることで健康をテー
マとした見せ方をすることも可能です。
　ストーリーに基づいて市内を周遊してもらう
ことができれば、市内の広範囲にわたって経済
効果を波及させることができる上、お客さまに
も「 小浜市は○○なまち 」との印象を持っても
らうことができます。インターネットの目覚ま

明通寺
蘇洞門
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しい進化によって膨大な情報が溢れかえる現代
において、着地型旅行を通じてお客さまに与え
る印象は重要な意味を持ちます。すなわち「 百
見は一験にしかず 」です。小浜市に一度来ても
らって五感で感じてもらった方が、100回の広告
を出すよりも印象に残ります。マス広告と違っ
て一度に少数の人にしかアプローチできないと
いう弱みもありますが、SNS の口コミを通じて
お客さまが広告塔になってくれる現代において
は、マス広告による一方的なコミュニケーショ
ンではなく、身近な知り合いからの口コミの方
が着地型旅行にはマッチしているように感じま
す。少しずつファンを増やしていき、ファンと
なっていただいたお客さまから情報を発信して
もらうような双方向の関係性を構築することが
できれば理想的です。おばま観光局では、お客
さまから情報を発信してもらうための仕組みを
構築すべく、プロのカメラマンやライターに撮
影技術や取材方法などを教えてもらいながら観
光地を回っていただき、小浜市を好きになって
もらう「 ローカルラーニングツアー」にも取り組
んでいます。
　また、着地型旅行で高い満足値を残すことが
できれば、例えば通販サイトやふるさと納税サ
イトで小浜市の物産をリピートして購入いただ
けるかもしれません。着地型旅行をきっかけと
して継続的な派生需要を狙えるということでは、
着地型旅行そのものが地域の魅力を発信する広
告としての役割も果たしています。
　着地型旅行のお客さまは、国内に限りません。
観光立国の政府方針のもと、急増する外国人旅
行客によって大都市圏ではホテルの予約が取り
づらくなるほどの活況を呈していますが、福井
県の外国人旅行客数はまだまだ少ないのが現状
です。しかし、アジア圏からの外国人旅行客は
訪日リピーターの割合が高く、行き慣れた都市
圏を離れて本当の日本に会える地方を訪れたい
というニーズが高まってきており、今後の伸び
しろに期待できます。
　小浜市に外国人旅行客を呼び込むには、クリ
アしなければならない課題がたくさんあります。
小浜市は、京都や大阪に近いというアドバンテー
ジもありますが、外国人旅行客には有利に働か

ないケースがあります。アメリカなどの国土が
広い国からの旅行客は、長距離・長時間の移動
に慣れているため、日本人の常識では考えられ
ない移動をすることがあります。ある外国人旅
行客の話ですが、京都観光を目的として京都市
内のホテルを3日間予約しようとしたが予約で
きなかったので、品川でホテルを3日間予約して
京都―品川間を3往復したそうです。その地に
魅力があればどれだけ移動時間がかかっても来
てもらえるということであり、逆に魅力が無け
ればどんなに近くても来てもらえないというこ
とです。外国人旅行客にとっての魅力は、思わ
ぬところに眠っていることがあります。タイや
フィリピンなどの熱帯地域に住む外国人旅行客
にとって、雪には未知数の魅力があります。「 猿
が温泉に入っている姿がカワイイ 」として、長
野県の地獄谷野猿公苑では「Snow monkey」の
名前で人気を得ており、冬でも多くの外国人旅
行客が訪れています。
　私の体験では、地元ならではの魅力を見つけ
て磨くことも大変でしたが、外国人旅行客に小
浜市のことを知ってもらうのはさらに苦労しま
した。外国人の方に知ってもらう取組みとし
ては、昨年、外国の人気 YouTuber に紹介して
もらうといった企画を行いました。また今後
は、在留外国人の方々を小浜市に招いて Trip 
Advisor などの口コミサイトに口コミをしても
らったり、外国の旅行会社を対象とした現地視
察旅行を行うといった企画を検討中です。小浜
市の認知度を高めるために、これまでおばま観
光局で様々なプロモーションを企画してきまし
たが、口コミなどを通じて得た「 見えざる資産 」
を蓄積していくことが重要だと感じました。外
国人旅行客はさらに増加していくことが見込ま
れていますので、この見えざる資産を蓄積して
外国人旅行客の誘客に繋げていく努力が必要と
なります。
　以上のように、着地型旅行は観光による経済
活性化に寄与する事業であることから、DMO
として取り組んでいかなければなりません。し
かし、着地型旅行を DMO の収益の柱にするに
は、なかなか難しい部分があります。ツアー参
加客を大規模に収容できる観光施設の少ない地
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方においては、ツアー1回あたりの催行人数は小
規模に限定されやすい傾向があります。また、
地元ならではの魅力が必ずしも観光用に開発さ
れているわけではないため、受け入れ可能な期
間が限られているケースもあります。そのため、
着地型旅行を実施しても集客可能な人数は限ら
れるので、当然、着地型旅行での売上も限られま
す。売上が限られますと販売管理費をかけるこ
ともできませんから、広告予算は必然的に限ら
れます。ゆえに、予算をかけなくても集客でき
る仕組みを構築していくことが求められます。
着地型旅行をきっかけとした派生需要で稼ぐ工
夫は、非常に重要です。

　他の需要への派生として、おばま観光局では
町家宿の運営を行っています。小浜市には情緒
ある町家が連なった茶屋街「 三丁町 」がありま
すが、最近では空き家が増えており、取り壊しな
どによって町並みが保たれなくなる懸念があり
ます。そこでおばま観光局では、空き家となっ
た町家を持ち主から賃貸してリノベーションし、
一棟貸しのゲストハウスにすることで町並みを
保存していく取組みを行っています。現在運営
している町家宿は2軒ですが、今後は町家宿だけ
でなく町家のショップなども増やしていくこと
も望まれます。1つ1つの「 点 」を三丁町に集め、

「 面 」としての魅力を高めていくことを目指して
います。
　少子高齢化によって空き家がますます増えて
いく中、国内においても古民家を改修して新た
な宿泊施設として再活用していく事例が増えて
きています。古民家宿は、昔ながらの日本の伝

統家屋に興味を持つ外国人旅行客には特に人気
があり、地方においても外国人旅行客を呼び込
むための強力なコンテンツになり得るものとし
て注目を集めています。江戸幕府の直轄地とし
て栄えた岐阜県高山市にも昔ながらの町家が数
多く残っていますが、都市圏から離れているに
も関わらず、外国人旅行客の人気スポットとし
て高い知名度を誇っています。高山市が人気ス
ポットになれるのであれば、同じように歴史あ
る町家が残り、かつ京都や大阪にも近い小浜市
もまた、高山市と同じように人気スポットにな
れるはずです。古刹の多い小浜市では、お寺に
泊まる宿坊スタイルの宿の事業化も検討できる
可能性があります。町家のリノベーションとな
ると、相応の設備投資が必要となり資金調達が
必要となりますが、ファンドでは、おばま観光局
に資金を供給するとともに、事業を一緒に創り
ながらともに歩んでいくことによって、「 資金
の貸し手と借り手 」という関係ではなく「 パー
トナー」としての関係を構築しています。

　ファンドは、リスクマネーを供給することで
初めてリターンが返ってきますから、観光活性
化に資する設備投資をもっと進めていきたいと
ころではありますが、投資金額が増すほど投資
資金を回収するためにたくさんの売上をあげる
必要が出てきます。しかし、前述した小浜市の
観光の現状を鑑みると、売上は保守的に見積もっ
ておく必要があります。つまり、売上が小さく
ても利益があがるような設備投資が必要になる
ということです。町家の風情を感じてもらえる
ように、適宜の改修と重点的な設備投資を行い、

三丁町（さんちょうまち ）

岐阜県高山市
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過大な投資とならないように工夫しています。
素敵な町家宿がたくさん誕生しておりますので、
ご興味のある方は是非お泊りください。
　以上のように、おばま観光局では様々な事業
を展開していますが、小浜市の観光まちづくり
はまだまだ道半ばです。最後に、現状の課題と
今後の抱負を記して締めくくりとさせていただ
きます。
　ファンドには存続期間があり、期限が到来す
ると保有している株式や社債を売却して投資
資金を回収しなければなりません。その期限が
2022年9月までと残り少なくなってきているこ
とから、今後はさらにスピードを増して観光周
遊活性化モデルを完成させ、目に見える成果を
出さなければなりません。期限が迫ってきてい
る中で、株式会社地域経済活性化支援機構の専
門家にも尽力をいただいてはおりますが、やり
たいこと、やるべきことがたくさんあるにも関
わらず人手が足りない現状で、忸怩たる思いも
あります。
　おばま観光局だけで考えると人手が足りない
状況ですが、小浜市全体で考えれば優秀で意欲
のある事業者、市役所職員の方などがたくさん
おります。この１年間だけでも多大なる支援や
協力をいただいていますが、今後はさらに関係

を深め、「 パートナー」として Win-Win の関係
を構築していきたいと思います。また、ファン
ドの期限が終了すればハンズオン支援も終了し
てしまいますので、今のうちから、おばま観光
局内でも業務を引き継ぎできるように人材を育
成していかなければなりません。おばま観光局
内にも意欲的で優秀な方はたくさんおりますの
で、職員のみなさんの「will（ 意志 ）」を尊重し、

「should（責務 ）」をともに考え、「can（能力 ）」
を増やしていくことに取り組んでいきます。私
の好きな格言の中に「 財を遺すは下、事業を遺す
は中、人を遺すは上 」というものがありますが、
おばま観光局においても、今後さらに収益性を
高め、内部留保と投資資金で事業を創り、事業の
中で人を育て、育った人材がまた新たな事業を
創るという、グッドサイクルを生み出していく
ことを目指していきます。
　以上、身に過ぎる夢のようなことを多分に書
かせていただきました。しかし、ファンドによ
る投資はリスクが大きい分、実現できた時のリ
ターン（ 夢 ）も大きいものです。夢を大きく持っ
て、現実を直視し、ギャップを埋めていく「Cool 
head, Hot mind」をモットーに、これからも尽
力して参ります。
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西川　佳宏

松浦　忠義
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図 1. 性別

図 2. 年齢

嶺北主要観光地アンケート調査報告
2017年

福井県立大学地域経済研究所　江川誠一
株式会社福井銀行　地域創生チーム

１.観光地アンケート調査の概要

２.調査結果の考察

•	アンケート回答者の性別は、ほぼ男女同程度となっているが、一乗谷朝倉氏遺跡においては男が6割を
超え高くなっている。

調 査 目 的 北陸新幹線金沢開業後の県内観光地における観光客の動向を把握するためにアンケート調査を行った。

調 査 地 点 ①東尋坊、②恐竜博物館、③一乗谷朝倉氏遺跡、④永平寺
（①〜③は一昨年から、④は昨年からの継続調査地点。）

調 査 対 象 調査地点を訪れている国内観光客

調 査 期 間 ８月19日（土）〜22日（火）、10:00〜17:00

調 査 手 法 学生調査員（延べ35人日）による聞き取り調査

調 査 項 目 属性（性別、年齢、住所、グループ構成）、訪問頻度、交通手段、宿泊有無・宿泊地、訪問地、情報入手方法等

有効回答数 2017/8/19
土

2017/8/20
日

2017/8/21
月

2017/8/22
火 合計

東尋坊 122 74 126 45 367
恐竜博物館 66 101 88 63 318
一乗谷朝倉氏遺跡 61 79 45 ー 185
永平寺 105 138 51 89 383
合計 354 392 310 197 1,253
当日の天候：4日間概ね晴れ

福井県立大学、福井銀行共同調査
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図 3. 住所

図 4. グループ構成

•	回答者の年齢は、東尋坊では各年齢階層がまんべんなく分布しており幅広い世代がバランスよく訪れて
いる。また20歳代が2割弱を占め、他地域と比べて突出していることも特徴的である。恐竜博物館で
は30〜40歳代で6割以上を占める一方で、20歳代の割合は最も低くなっている。
•	一方で、一乗谷朝倉氏遺跡および永平寺では、50歳以上がほぼ半数を占めるなど、訪れる年齢層が高く
なっている。

•	観光客の住所は、東尋坊および恐竜博物館では関西が最も多く、それぞれ30％、35％を占めている。
次いで、恐竜博物館では中京（26％）、関東（14％）の順となっているが、東尋坊では関東（25％）、中
京（24％）の順と逆転している。
•	一乗谷朝倉氏遺跡および永平寺では関東が一番多く、ともに3割弱を占めている。一乗谷朝倉氏遺跡で
は次いで福井県内（23%）が主要顧客になっているのに対し、永平寺では関西（24％）、中京（23％）の
順となっている。

•	グループ構成を比較すると、いずれの観光地においても家族が最も多くなっているが、なかでも恐竜博
物館におけるその割合は9割に迫っている。30〜40歳代を中心とした家族連れが多く訪れていると思
われる。
•	一乗谷朝倉氏遺跡における一人客、永平寺における友人グループの多さも、それぞれの観光地の特性を
表している。

図 5. 来訪回数（当地）

•	当該地域への来訪回数について、初めての方の割合に注目すると、恐竜博物館が全体の74％を占め最
も多くなっている。次いで、一乗谷朝倉氏遺跡の68％、永平寺の51％となっており、東尋坊が最も低
く45％となっている。
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図 6. 福井県の訪問回数（北陸三県以外から来られた方）

図 7. 北陸三県の訪問回数（北陸三県以外から来られた方）

•	福井県への来訪回数については、観光地による明確な差異は見られず傾向は比較的似通っている。概ね、
初めてが3〜4割、4回目以上が3割、2回目が2割という構成になっている。

図 8. 宿泊の有無

•	東尋坊、永平寺では8割弱、恐竜博物館では7割弱が宿泊を伴う観光客となっており、滞在時間の長い旅程
の中にこれらの観光地が位置付けられているものと思われる。
•	一方で一乗谷朝倉氏遺跡では宿泊と日帰り客の割合がほぼ半数ずつになっている。他観光地と比べた県
内客比率の高さが、日帰り客の多さに反映されている。

•	北陸三県以外から来られた方について、北陸三県への来訪が初めての方は、恐竜博物館が25％と他観光
地と比べて高くなっている。東尋坊はそれに次いで高く、北陸が初めての方が20％を占めており、永平
寺は15％、一乗谷朝倉氏遺跡は11％となっている。
•	北陸初上陸の地として選ばれる傾向が強い観光地と、何度目かの北陸の目的地として選ばれるような観光
地との違いが生じているのかもしれない。
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図 9. 宿泊地

図 10. 福井県内宿泊地

•	宿泊者のうち、県内のみ宿泊するもの、県外のみ宿泊するもの、そして県内と県外の両方に宿泊する
ものの割合をみてみると、県内のみに宿泊する割合の高い観光地は、恐竜博物館（67％）となっている。
同地の主要客である家族連れが、比較的近くに宿泊している結果と推測される。
•	観光消費のうち宿泊費は大きな割合を占めるため、宿泊を伴う観光客が県内観光地を訪れつつも県外
にのみ宿泊しているということは、本県の観光産業にとって大きな機会損失が生じていると言えよう。
この割合が、永平寺や東尋坊において特に高くなっており、今後の大きな課題として認識する必要が
ある。

•	県内宿泊者の宿泊地はあわら温泉の位置するあわら市と、ビジネスホテルも含めた多様な宿泊施設のある
福井市が中心となっているが、観光地によってやや傾向が異なっている。東尋坊ではあわら市がほぼ半数
を占めており、坂井市も比較的多くなっている。恐竜博物館ではあわら市が最も多いもののその割合は
26％にとどまり、福井市や勝山市等も一定の割合を占めるなど分散している。
•	一乗谷朝倉氏遺跡と永平寺では、福井市が一番多く、あわら市がほぼ同じ割合で続いている。

13Fukugin JOURNAL 2018 桜花号



図 11. 交通手段

•	本県の主要観光地は、いずれも公共交通機関でのアクセスが便利とは言い難い立地、状況にある。交通手
段はいずれの観光地においても自動車が圧倒的な割合となっており、このことを裏付ける結果となった。
•	一乗谷朝倉氏遺跡と永平寺では、レンタカーやJR（在来線）、JR（新幹線）の利用が比較的多くなっている。
また、永平寺においては、観光バスの利用者が一定程度存在している。

14 Fukugin JOURNAL 2018 桜花号



図 12. 訪問地

• 今回の観光での訪問地は、各観光地でやや傾向が異なる結果となった。
• 東尋坊では、石川県を訪れる割合が高くなっており、永平寺、あわら温泉、恐竜博物館等の県内観光地
を大きく上回っている。恐竜博物館では、東尋坊や石川県周遊に続いて、芝政ワールドや越前松島水族
館を訪れる割合が高くなっており、子供向けレジャー施設を周遊する傾向がみてとれる。一乗谷朝倉氏
遺跡では、大本山永平寺や丸岡城を訪れるものが多くなっており、歴史資源を巡るルートが浮かび上がっ
てくる。永平寺を訪れた観光客は、一乗谷朝倉氏遺跡ほどの明確なテーマ性は見られず、東尋坊や石川
県などと結びついている。
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図 13. 旅行前の情報入手方法

図 14. 旅行前の情報入手方法（インターネットのサイト）

•	旅行前の情報入手方法は、いずれの観光地においてもインターネットが最も高くなっており、ネット対
応の重要性が明確に裏付けられた。なかでも恐竜博物館は他の手法との差が大きくなっている。
•	なお、その他としては「もともと知っていた 」、「友人から聞いて情報を得た 」などの記述が多くなっ
ており、あまり下調べ等をせずに気軽に観光へと出かける割合も、リピーターを中心に一定の割合を占
めていると推測される。

•	旅行前の情報入手方法でインターネットと回答した方にその内容を伺った。公式ホームページもしく
はそれに類するものと、旅行に関する情報・口コミサイトの割合が拮抗する結果となった。個人のブロ
グやSNSはこれらに比べるとかなり低い割合になっているものの、一定の利用者はこれに強く影響さ
れている可能性もあるため、今後、一層の留意が必要と思われる
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図 15. 旅行中の情報入手方法
•	旅行中の情報入手方法としては、
旅行前と同じくインターネットを
通じて行っているものが多くなっ
ている。各観光地は、顧客の属性
が異なるにもかかわらず同様の結
果となっており、あらゆる世代や
グループ構成において、インター
ネットが旅行中の主要な情報入手
のツールとして位置付けられてい
る。
•	次いで観光ガイドやパンフレット
がよく利用されており、ネット時
代においても存在感を発揮してい
る。

・北陸新幹線金沢開業から3年が経過した。既開通地域の金沢では大勢の観光客が押し寄せ、それに伴っ
て大規模な投資が市の中心部で次々と計画・実施されるなど、華々しい成果が喧伝されている。成熟社
会かつ低成長時代においても、後発の高速交通体系の整備によって光がもたらされる可能性があること、
そしてそれは同市における様々な取組みが結実した結果であることを、金沢の成功は教えてくれた。
・北陸新幹線の県内延伸は、福井県にとって地方創生の切り札となりうるのだろうか。その成否は、金沢
〜敦賀開業までのこの5年間にかかっていることは言うまでもない。新幹線開業の効果を最大化するた
めの準備を、官民が一体となって推進していくことが、今まさに求められている。
・本アンケート調査は、このような問題意識に加え、観光分野において不足しているマーケティングデー
タを収集・蓄積していくことを目的として行ってきた。3か年に渡る定点観測により、本県を訪れる観光
客の具体的な動態や、足元の傾向が一定程度明らかになってきた。
・調査結果を踏まえ、観光振興に向けた今後の課題として、主に次のような視点が重要になると思われる。

【関東からの新しい顧客に対応 】
・石川県では、関東からの観光客と関西からの観光客が拮抗する状態であったが、金沢開業を機に関東シ
フトが一気に進んだ。福井県の観光動態調査においても県外観光客に占める関東の割合は、金沢開業前
の6.8％から開業1年目の7.9％、2年目の9.1％へと、大きくはないが着実にシェアを伸ばしつつある。

３.観光振興に向けた今後の課題
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本調査の対象である嶺北の主要観光地においては、関東シェアは既に2〜3割に達しており、これが福井
開業に向けてさらに高まっていく可能性がある。
・この新しい関東からのお客さまの傾向を開業前から把握し対応していく必要がある。どのような嗜好
や行動パターンをとるのか、あるいはどのような仕掛けが効果的なのか等を理解し、必要な対策を講じて
いくことが求められる。
・一方で、従来からの主要顧客である関西、中京からのお客さまにも目配りをし、さらに福井ファンになっ
てもらえるよう気配りを欠かしてはいけない。

【宿泊者の増加等による観光消費額の向上 】
・	県内へ宿泊客を誘導し経済効果を高めるために、これまで以上に各方面への働きかけを強める必要が
ある。それには、滞在時間の増加につながるような体験型観光の活性化、テーマ性のある周遊ルートの創
造・認知度アップ、宿泊を中心とした各種サービスの高度化とシームレス化等が求められる。
・顧客ニーズに合わせ、総合的な満足度を高めるため、主要観光地を核とし中小の観光地をテーマで結
んだ周遊ルートを設定し、打ち出していく必要がある。観光客の消費意欲を顕在化させ、経済効果と顧客
満足度を高めるため、本県のものづくり県としての強みを生かし、観光と直接には関連しないような業種
とも連携するなど、新たな商品・サービス開発に向けて、知恵を結集していく必要がある。

【インバウンド対応 】
・観光庁の宿泊旅行統計調査によれば、2017年の福井県における外国人の延べ宿泊者数は、対前年比
25.9％増の68,430人で過去最高であった。都道府県別で最下位をようやく脱出したものの、その水準
は依然として低位にとどまっている。
・本アンケート調査では外国人は対象としていないため、まずはインバウンドに関するマーケティングデー
タを入手・蓄積していくことが重要である。また、現状で福井を訪れている外国人の傾向を把握するだ
けではなく、近隣地域を訪れる訪日外国人旅行者の傾向を把握し、新たなニーズを捕まえにいくような積
極的な姿勢が求められる。さらには、何気ない日本の日常が外国人観光客の目に留まることも多く、福井
での生活やものづくり、伝統工芸等を実感できるような体験メニューの構築にも留意したい。翻訳、手荷
物配送、決済手段、交通などにおいて、インバウンド対応のベースとなるようなサービスの導入はもちろ
んのこととして。

【注目すべきテクノロジーと異業種からの参入 】
・本アンケート調査からも明らかなように、旅行前から旅行中にかけて（場合によっては旅行後も ）、イ
ンターネットによる情報収集・交流・発信が当たり前の時代になっている。ネット接続環境の整備、ウェ
ブ上での観光情報や観光コンテンツの魅力的な発信、SNS等による共感・共創の仕掛けづくり等がます
ます必須条件になっていくものと思われる。
・観光分野において注目すべきテクノロジーとして、車や自転車、宿泊等のシェアリングシステム、運転
等の自動化技術、移動のサービス化（MaaS:Mobility-as-a-Service）などがある。インターネットとAI
（人工知能 ）、そしてビッグデータの活用等も含め、これらを組合せて新しい価値を生み出していくこと
が今後重要となっていくと思われる。
・観光とほとんど関連性のないような製造分野においても、会社固有の経験や技術を生かせるフィールドが、
観光分野には数多く眠っている。最終製品やサービスの行き付く先が観光客であることをイメージする
ことで、異業種への進出の可能性とともに本業における視野が大きく広がるのではなかろうか。

分析・解説

江川　誠一氏

1967年福井県坂井市生まれ。京都大学卒。シンクタンクやコンサルタント会社勤務
を経て、2010年より現職。高速交通体系とまちづくりのほか、観光振興、地域振興、
政策評価・事業効果、協働のまちづくり、防災まちづくり等が専門。あわら市、敦賀市、
鯖江市で、北陸新幹線の開業を見据えたまちづくりに関する委員を務めているほか、
福井テレビ「タイムリーふくい」でコメンテーターとしても活躍中。

公立大学法人福井県立大学　
地域経済研究所　講師
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最近なぜだか気が重く、会社に行くのがおっくうだ……なんて人はいませんか？
春は一年のなかでも一番気候のいい季節ですが、「だるい」「疲れやすい」など春先に不調を感じる
人も少なくないようです。

保健師　表　仁美

ようやく春が来たのに…

自律神経の中で、唯一自分の意思で少しだけコントロールできるのが「呼吸」です。
腹式呼吸は、吸うときには交感神経が優位になり、吐くときには副交感神経が優位に
なります。腹式呼吸を行うことで自律神経のバランスが整ってきます。

腹式呼吸

ぬるめのお湯にゆったりとつかるのは、自律神経を整えるのに効果的です。３６〜
４０℃くらいのお湯だと副交感神経が優位になり、心身ともにリラックスすることが
できます。半身浴も自律神経を整えるのに効果的です。※お湯が熱いと交感神経が活
発になってしまうため要注意です！

入浴

散歩やウォーキング、水泳やヨガなど、無理のない軽い運動をすることは自律神経を
整えるのに効果的です。

軽い運動

起きたら窓を開けて日光を浴びるようにしましょう。目から光の刺激が入ると、セロ
トニンというホルモンの分泌が活性化されます。セロトニンには精神を安定させ自律
神経を整える働きがあります。また、日光を浴びることで体内時計もリセットされ、
活動と休息のリズムが生まれるため、睡眠にも良い影響を与えます。

日光を浴びる

食事をするときによく噛むことは、栄養の効果的な摂取や消化の手助けだけでなく、
自律神経を整えるのにも効果的です。

よく噛む

春先の不調は自律神経やホルモンバランスの崩れが原因とも言われています。春は１日の気温の変
化が大きいため、温度変化が体に負担をかけ自律神経を乱れやすくします。自律神経には「交感神経」と
「副交感神経」があり、身体の基礎バランスを調整しています。
冬は厳しい環境に耐えなければならないため、緊張状態になる「交感神経」が優位に、逆に夏は開放
的になるため、リラックス状態になる「副交感神経」が優位になります。春はちょうどその入れ替わ
りの時期。そのため、自律神経がバランスを崩しやすく、それに伴って、ホルモンバランスも崩れや
すくなります。
春先の不調は、自律神経を整えることが回復の一番の近道です。

春先に不調になる原因は？

Vol.14

なんとなく気が重くないですか?!

交感神経 副交感神経
心拍数 多くする 少なくする
血圧 高くする 低くする
呼吸 早くなる ゆっくりになる

胃腸の動き 抑える 促す

自律神経を整えよう！
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Sc
ope

概 況

 　2017年の新規上場会社数は90社（ プロ向け
市場を除く ）となり、2015年と同じ水準に戻り
ました。7月19日にはユニフォームネクスト株
式会社［ 3566 ］が、2007年の前田工繊株式会社

［ 7821 ］以来10年ぶりにマザーズに上場し、県
内企業の IPO への関心が高まっています。日経
平均株価の年次終値は、バブル崩壊後の1991年
以来、実に26年ぶりに2万円台を回復し、株式市
場は活況を呈しました。

　新規上場会社数を市場別でみると、マザーズが
49社（ 市場占有率54.4％）となり、ジャスダック
や地方証券取引所の新興3市場を含む新興市場全
体では70社（ 77.8％）となりました。また、業種
別では、サービス業と情報・通信業の2業種で47
社（ 52.2％）となり、引き続き市場間、業種間で
の偏りが見られましたが、近年の IPO 市場の傾
向に大きな変化は見られませんでした。

前田　英史

1

株式会社福井キャピタル＆コンサルティング
ベンチャーキャピタリスト

IPO市場レポート（2017年年次報告）

図1. 日経平均株価（ 年次終値 ）と IPO 社数の推移
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Scope  IPO 市場レポート（ 2017年年次報告 ）

2 2017年の IPO 市場の動向

1. IPO市場全体の分析
　2017年の新規上場会社数は90社（ プロ向け市
場を除く ）となり、2015年と同じ水準に戻りま
した（ 図2-1 ）。このうち、マザーズへの上場は
49社（ 市場占有率54.4％）となりました。また、
東京証券取引所の本則市場（ 第一部・第二部 ）お
よび新興市場（ マザーズ・ジャスダック ）への新
規上場会社数は87社（ 96.7％）となり、引き続き
東京証券取引所への一極集中の状況が見られま
した。

　2017年の四半期毎の IPO 社数は、第1四半期
（ 3月 ）と第4四半期（ 12月 ）に集中し、一方で、1
月と5月が0社となる近年の傾向に大きな変化は
見られませんでした（図2-2 ）。なお、2017年は、
1月に1社上場しました。

　業 種 別 で は、サ ー ビ ス 業 が24社（ 26.7 ％）、
情 報・ 通 信 業 が23社（ 25.6 ％）と な り、上 位
2業 種 で 年 間 の 新 規 上 場 会 社 数 の52.2 ％ を 占
め、引き続き業種間の偏りが見られました（ 図
2-3 ）。

　上場直前期の売上高は、～20億円と～100億
円に2つのピークが見られました（ 図2-4 ）。こ
のうち、売上高がおおむね40億円程度までの会
社は新興市場に、40億円程度以上の会社は本則
市場に上場する傾向が見られました。

　資金調達額（ 公募 ）※ Keyword １は、8億円程度
までが多く見られました（ 図2-5 ）。また、初値

図2-1. 過去5年間の市場別の IPO 社数の推移

図2-2. 過去5年間の四半期毎のIPO社数の推移

図2-3.2017年に上場した企業の業種別のIPO社数

図2-4.2017年に上場した企業の売上高
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2. 新興市場マザーズの分析
　図2-1で示したとおり、2017年の新興市場マ
ザーズへの新規上場会社数は49社（ 市場占有率
54.4％）となり、年間の新規上場会社数が同じ水
準だった2015年（ 92社 ）の61社（ 66.3％）と比
較すると減少しました。一方で、ジャスダックへ
上場した会社は、2015年の11社（ 12.0％）から
19社（21.1％）に増加しました。マザーズとジャ
スダックを合計すると68社（ 75.6％）となり、東
京証券取引所の新興市場（ プロ向け市場を除く ）
への上場が、年間の新規上場会社数の75％以上
を占め、引き続き市場間の偏りが見られました。
　マザーズへ上場した会社のうち、会社設立から
マザーズに上場するまでの年数は、設立から5年
目までが最も多く11社（22.4％）となりました（図
2-7 ）。一方で、設立から20年以上を経過した会
社も一定数見られましたが、これからの中には事
業承継による第2創業の会社も多く見られました。 

騰落率※ Keyword2は、～50％と～200％に2つの
ピークが見られました（ 図2-6 ）。このうち、～
50％は本則市場に上場した会社、～200％は新
興市場に上場した会社に多く見られました。

［Keyword］
１）資金調達額（公募）
IPOによる資金調達には「売出し」と「公募」の2種類
があります。「売出し」は、既存の株主が、自身が保有
する株式を証券市場で投資家に売る場合です。IPOに
よる創業者利益は、「売出し」によって得ることができ
ます。一方で、「公募」は、会社が新株を発行し、証券
市場で投資家に売る場合です。会社は、「公募」によっ
て増資という形で資金を調達します。本レポートでは、
会社が IPOによる公募増資によって調達した資金の金
額を「資金調達額（公募）」とします。

２）初値騰落率
証券市場に上場すると、まずは「公募価格」を基準に株
式の売買が始まり、上場後初めての株価となる「上場初
値」が決まります。この「上場初値」は、「公募価格」
を上回ることもあれば下回ることもあります。本レポー
トでは、「公募価格」と「上場初値」の価格差を「初値騰
落率」とします。

　また、業種別では、サービス業および情報・通
信業が各16社（ 32.7％）、上位2業種で年間のマ

図2-5.2017年に上場した企業の資金調達額（公募 ）

図2-6.2017年に上場した企業の初値騰落率

図2-7.2017年にマザーズに上場した企業の設立年数

図2-8.2017年にマザーズに上場した企業の
業種別の IPO 社数
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ザーズへの新規上場会社数の65.3％となり、引
き続き業種間の偏りが見られました（ 図2-8 ）。
　2017年のマザーズにおける上場直前期の売上
高は～20億円（ 図2-9 ）、経常利益は～2億円が
最も多く見られました（ 図2-10 ）。2017年のマ
ザーズへ上場した会社の売上高の中間値は26.4
億円、経常利益の中間値は1.6億円となり、マザー
ズへの上場を志向する中小ベンチャー企業にとっ
ては、この数値が1つのベンチマークになると思
われます。

　2017年のマザーズにおける資金調達額（ 公
募 ）は、～8億円が最も多く見られました（ 図
2-11 ）。また、2017年のマザーズへ上場した会
社の資金調達額（ 公募 ）の中間値は5.4億円とな
り（ 図2-12 ）、市場第二部の資金調達額（ 公募 ）
の大幅な落ち込みもあって、はじめて市場第二部
の資金調達額（ 公募 ）を逆転しました。

　2017年にマザーズへ上場した会社の初値騰落
率は、～200％が最も多く見られましたが、本則
市場（ 第一部・第二部 ）へ上場した会社と比較す
ると、マザーズへ上場した会社の方が初値騰落率
は高くなる傾向が見られました（ 図2-13 ）。一
方で、下落は1社見られましたが、同社の資金調
達額のうち公募分は1.3％と極端に少なく、投資
家にネガティブな印象を持たれたことが下落の
要因と推察されます。

図2-9.2017年にマザーズに上場した企業の売上高

図2-10.2017年にマザーズに上場した企業の経常利益

図2-12.過去6年間の市場別の資金調達額（公募 ）の
中間値の推移

図2-13.2017年にマザーズに上場した企業の
初値騰落率

図2-11.2017年にマザーズに上場した企業の
資金調達額（ 公募 ）

Scope  IPO 市場レポート（ 2017年年次報告 ）
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Sc
ope

　2011年に、マザーズ上場会社が上場後10年を
経過した場合の上場廃止基準の見直しおよび市
場選択制度を導入する制度改正が行われ、マザー
ズを市場第一部へのステップアップを視野に入
れた成長企業向けの市場と位置付けたことによ
り、近年、マザーズから市場第一部への市場変更、
市場第二部への指定替えが増加していましたが、
2017年は、市場第一部への市場変更は前年の29
社から23社へと減少し、さらに市場第二部への
指定替えは前年の13社から5社へと大幅に減少
しました（ 図2-14 ）。

大野市生まれ。山形大学大学院工学研究科を修了し、平成10年に、前田工繊株式会社
に入社。研究開発、知的財産、新規事業企画などを担当した後、独立系のベンチャー
キャピタルに転職。同社では、技術系のベンチャー企業の投資育成や事業再生を担当。
リーマンショックを機に同社を退職し、早稲田大学大学院ファイナンス研究科（現・
経営管理研究科 ）に進学。平成29年2月より現職。MBA、工学修士。

筆者紹介

前田 英史ベンチャーキャピタリスト株式会社福井キャピタル＆コンサルティング

3 まとめ

　直近10年間の新規上場会社数の推移は、リー
マンショック後の2009年の19社を底に順調に
増加していましたが、2015年以降、100社の大台
を前に足踏みしている状況です。一方で、マザー
ズをはじめとする新興市場への上場は、年間の新
規上場会社数の77.8％を占めており、また、サー
ビス業と情報・通信業の2業種で、年間の新規上
場会社数の52.2％を占めるなど、市場間、業種間
での偏りが見られましたが、近年の IPO 市場の
傾向に大きな変化は見られませんでした。
　新興市場へ上場した会社の近年の傾向として
は、これまでの若手起業家によるベンチャー企業
の創業だけでなく、事業承継により家業を引き
継いだ若手経営者による比較的社歴の長い会社
の第2創業も増えてきました。これらの会社は、
IT・ICT 技術などを活用し、既存の製品や事業

に新たなサービスモデルを付与することによっ
て急成長を遂げています。
　福井県内では、7月19日にユニフォームネクス
ト株式会社［ 3566 ］が10年ぶりにマザーズに上
場し、県内企業の IPO への関心が高まっていま
す。2018年3月26日には、福井県と県内の金融
機関などが出資する福井県で初めてのベンチャー
キャピタルファンドとなる「 ふくい未来企業支援
ファンド 」が組成され、IPO を志向する福井県
の中堅・中小ベンチャー企業への支援体制も整
いました。2018年の IPO 市場と県内企業の動向
は、おおいに注目されます。

※本レポートは、公開情報をもとに、( 株 ) 福井
キャピタル＆コンサルティングにて編集しま
した。

図2-14.マザーズから本則市場（第一部・第二部 ）への
市場変更・指定替えの推移

Scope  IPO 市場レポート（ 2017年年次報告 ）
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調 査 結 果

景気動向調査
福井銀行

回答企業…福井県内349社
（回答率31.0％）

調査対象企業…福井県内1,125社

平成30年3月初旬実施

全体の景況感は、記録的な大雪に
よる客数の減少や物流の混乱など
による売上の減少に伴う収益の悪
化を反映し、業績判断 DI は、前回
調査から大幅に低下した。

※詳細は、当行ホームページにてご確認いただけます。

• 製造業では、機械が前回調査から大
幅に低下しプラス27となった。繊
維は前回調査から大幅に低下しマ
イナス26となった。化学は前回調
査から大幅に低下しプラスマイナ
ス0となった。その他製造業は大幅
に低下しマイナス圏に転じた。眼
鏡は低下しマイナス幅を広げた。

• 先行きは、機械が横ばいを予想し
プラス圏を維持する見通し。繊維
は大幅な上昇を予想しプラス圏に
転じる見通し。眼鏡、その他製造
業は上昇を予想しプラス圏に転じ
る見通し。化学は低下を予想しマ
イナス圏に転じる見通しである。

• 非製造業では、建設業が前回調査
から低下してプラス3となった。
卸・小売業、各種サービス業はと
もに低下しマイナス圏に転じた。
情報通信業は横ばいでプラスマ
イナス0となった。不動産業は低
下した。

• 先行きは、建設業が上昇を予想し
プラス圏を維持する見通し。卸・
小売業、各種サービス業、不動産
業は大幅な上昇を予想しプラス
圏に転じる見通し。情報通信業
は低下を予想しマイナス圏に転
じる見通しである。
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質 問 どのような方法で賃上げを行いますか。

図 1-2. 賃上げの実施の有無（単一回答）製造業・非製造業別

図 1-1. 賃上げの実施の有無（単一回答）全業種

図 2-1. 賃上げの実施方法（単一回答）全業種

■ 全業種で44.8%が賃上げを実施すると回答
　賃上げの実施ついては、「実施する」が製造業で
52.1%、非製造業で42.1%となりました。また、
「検討中」は製造業で27.7%、非製造業で34.6%と
なり、「実施する」と「検討中」をあわせると、全業
種で77.6%が賃上げに前向きな回答をしました。

■ 全業種で63.5%が定期昇給を実施すると回答
　賃上げの方法については、「定期昇給の実施」が
製造業で59.2%、非製造業で65.4%となりました。
また、「その他」と回答した企業の中には、複数の
方法を組み合せて賃上げを実施すると回答した企
業が多く見られました。

（株 ）福井キャピタル＆コンサルティング
解析：前田英史/藤田あさ香

　昨年末、安倍政権は、デフレ脱却に向けて
「3%の賃上げ」を要請しました。これを受け、
2018年の春闘では、賃上げに対して前向きな
回答を行った企業が多く見られました。福井県
内の企業においても、同様に賃上げが期待され
ています。
　今般、景況アンケートの中で、県内企業のみ
なさまに、今年の賃上げの状況についてお尋ね
しましたので、ご紹介させていただきます。

CloseUp

質 問 貴社の賃上げに対するお考えについてお尋ねします。

福井県内の企業における
今年の賃上げの状況は？

今年の春闘では、3%の賃上げが要請された
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質 問

質 問

賃上げを実施しない理由をお尋ねします。

賃上げを実施する理由をお尋ねします。

図 2-2. 賃上げの実施方法（単一回答）製造業・非製造業別

図 3-1. 賃上げを実施する理由（複数回答）

図 4-1. 賃上げを実施しない理由（複数回答）

■ 賃上げを実施する理由は、人材の確保と定着
　賃上げを実施する理由については、「従業員の定着」と「優秀な人材の確保」と回答した企業が多く、人手不足
問題に対して賃上げで問題の解消を試みる傾向が見られました。

■ 製造業と非製造業で理由がわかれる
　賃上げを実施しない理由については、製造業が「人件費増加の抑制」と回答した一方で、非製造業は「先行きの
不透明感」と回答し、製造業と非製造業とで理由がわかれました。
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今年のかるた名人位戦では、
粂原選手に成長させてもらい
ました

まずは、競技かるた  の川﨑文義名人
に、競技かるた  の魅力についてお話
ししていただきます。川﨑名人、か
るた名人位3連覇、おめでとうござ
います。今回の名人位戦は、いかが
でしたか。

川﨑文義名人（以下、川﨑 ）　そう
ですね。結果として、3連覇できて
ほっとしています。2016年にかる
た名人位を取ったときには、失うも
のは何もない挑戦者として気負いな
く向かっていくだけでした。2017
年の防衛戦では、過去に歴代名人の
初防衛戦は誰一人負けたことがない
というプレッシャーの中で自分より
も実績があり、常に先を歩んでこら
れた同じ福井渚会の先輩である三好
さんが対戦相手でしたが、とてもや
り辛い状況の中で初防衛できたこと
は、とてもうれしかったです。

　今年の粂原（クメハラ ）選手は、
過去2戦の対戦相手とはまったく異
なるタイプの方で、自分の中でも今
回が一番大変だろうなとは思ってい
ました。実際の対戦でも、5回戦ま
でフルにもつれる展開となり、最後
に勝ち切れたときにはとにかくほっ
としました。

対戦相手の粂原八段は、どのような
方ですか。

川﨑　粂原選手は、京都大学の経済
学部に首席で入学され、大学在学中
にはテレビのクイズ番組にも出場さ
れた非常にクレバーな方です。かる
たの実力も申し分ありませんが、相
手との駆け引きに優れ、また終盤で
の逆転を得意としていて、非常に手
強い相手です。

　今回の名人位戦でも、自陣の右上
段に札を10枚並べてきましたが、ふ
つうはこのような配置をする人はま
ずいません。ですので、対戦中も気
になって集中力も乱れ、お手つきも
多くなりました。とにかく相手の集
中力を削いで、知らず知らずのうち
に自分のペースに変えてしまうのが、
粂原選手の真骨頂です。3回戦を終
わって1勝2敗で負けが先行した背景
には、このようなことがありました。

　4回戦では負けたら終わりと開き
直って、逃げずに福井渚会伝統の攻
めがるたに徹したことが功を奏して
競り勝つことができ、さらに5回戦
では終盤で7連取して、結果3勝2敗
で防衛することができました。今年
に限って言えば、粂原選手に成長さ
せてもらいました。彼のおかげで、
勝負の幅を広げることができました。
彼にはとても感謝しています。

5回戦をフルに戦うのは、大変ですか。

川﨑　5回戦を戦うと8～9時間に
なります。普段の大会でも1日に6
～7試合することはありますが、名
人位戦という最高峰の場で、同じ相
手と5回連続で戦うのはとてもきつ
いです。名人位戦で5回戦をフルに
戦ったのは、はじめて名人位戦に挑
戦した2011年の西郷さんとの対戦
以来でしたが、どちらも本当につら
かったです。

今回の名人位戦では、観戦者の定員
が5回戦で計175名のところ、1,098
名の応募があったそうです。実は、
私も落選した一人です。近年の競技
かるた  の人気はいかがですか。

川﨑　やはり、漫画「ちはやふる 」
の影響は大きいと思います。特に 

今年１月、福井銀行行員の岩堀文義さん（ 競技
かるた の大会には、旧姓「 川﨑 」姓で出場してい
ます ）が、第64期かるた名人位決定戦にてかる
た名人位３連覇を成し遂げました。今回は、福井
銀行マンの岩堀文義さんとかるた名人位の川﨑
文義さん、それぞれの素顔をお話いただきました。

第64期かるた名人位戦での粂原選手との試
合の様子（ 近江神宮内 ）にて

株式会社福井銀行

岩堀文義
福井中央支店
（インタビュー時は勝見支店）

Fumiyoshi  Iwahori
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映画が公開されたこの2～3年は、観
戦される方の数も明らかに増えてい
ます。これまで かるたを知らなかっ
た方が、漫画や映画を見て興味を
持っていただき、競技かるた  人口が
少しずつ増えていることはとてもう
れしいですね。

そんな川﨑名人が競技かるた  を始め
られたのは、いつからですか。

川﨑　小学1年生からです。出身の
越前市は、かるたがとても盛んな土
地で、町内の子供会ごとに かるたの
活動があり、小学校に上がったとき
に かるたにおいでと誘われて町内の
子供会で教えていただいたのが最初
です。そこではまって、福井渚会に
入りました。

小学1年生から競技かるた  一筋ですか。

川﨑　かるたを辞めたことは一度も
ありません。でも、中学校の時は か
るた部がなかったので、陸上部に入
りました。普段は部活、部活のない
日は かるたの生活でした。陸上の
方も、スタートだけはよかったんで
すよ。30メートル走ならいつもトッ
プでした。

その後はいかがでしたか。

川﨑　高校と大学には かるた部が
あったので、かるた部に入部しまし
た。そして、2011年、大学4年生の
とき、はじめて名人位戦に挑戦する
ことができました。相手は、当時名
人位戦12連覇中の西郷永世名人で
した。

家庭と仕事の充実があって、
はじめてかるた名人になれま
した

西郷直樹永世名人は、大学在学中の
20歳のとき史上最年少で名人位を
取って以降、名人位戦への出場を辞
退されるまで14連覇された方です
ね。その間、福井渚会からは川﨑さ

んを含め3名の方が、計9回挑戦され
ておられましたが、西郷永世名人は
どのような方ですか。

川﨑　西郷さんは、本当に強い方で
した。2011年に名人位戦で対戦し
た時には、今回と同様、5回戦までも
つれはしましたが、実質は完敗でし
た。圧倒的な力の差がありました。

　このときは、大学卒業を3か月後
に控え、福井銀行に就職した後の競
技生活に対する不安もあって、是が
非でも学生の間に勝ちたかったので
すが、今、振り返れば、すべてにお
いて足りませんでした。

何が不足していたのですか。

川﨑　西郷さんは、2011年の対戦
当時、すでにご結婚され家庭を持た
れていました。また、社会人として
仕事も頑張っておられ、仕事も家庭
もすべての面で充実されていました。
それが、かるたにもよい影響を及ぼ
していたんだろうなということが、
私も同じような立場となった最近に
なってようやくわかりました。

　私自身、2011年の名人位戦への
挑戦後、福井銀行に入行してからの
3年間は、慣れない仕事にも忙殺さ
れ、かるたの成績も低迷しました。
しかし、福井銀行での仕事にも慣れ、
結婚して家庭を持った2014年頃か
ら、かるたの成績も再び上向きまし
た。翌2015年には長男が生まれ、
その年、2度目の名人位戦で名人位
を取ることができました。

名人位を取れた最大の要因は、内助
の功ということになりますか。

川﨑　はい、妻の存在は、間違いな
く最大の要因だと思います。福井
銀行での仕事にも慣れ、仕事に余裕
とやりがいを感じ始めた頃に、福井
渚会で一緒に かるたに取り組んで
きた妻と結婚しました。仕事面で
余裕もでき、かるたに理解のある妻
のおかげで、再び かるたに取り組

む余裕も生まれました。そして、長
男が生まれ、何よりもまず家族を守
らなければならないという意識を
持つことができたとき、家庭と仕事、
そして かるたがしっかりとかみ合
うことができました。ようやく、名
人位戦当時の西郷さんと同じ立場
になることができ、2016年に名人
位を取ることができました。いつ
もその輪の中心にいる妻には、本当
に感謝しています。また、私は、結
婚して妻の実家に養子に入りまし
たが、今の生活を続けていくうえで、
妻のご両親の協力もとても大きい
と思っています。

名人位戦で5連覇、もしくは合計7回
の名人位で永世名人となりますが、
今後の目標はいかがですか。

川﨑　もちろん、永世名人を目指
せることはとても光栄なことでは
ありますが、あまり先は見ないよ
うにしています。5連覇するには、
まずは4連覇を成し遂げなければな
りません。まずは来年の名人位戦4
連覇に向けて、1年間しっかりと頑
張っていきたいと思います。

第64期かるた名人位戦の表彰式後に近江勧
学館（ 近江神宮内 ）にて
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かるたは趣味です

ここからは、福井銀行の岩堀文義行
員に、福井銀行での仕事についてお
話ししていただきます。福井銀行に
入行されて8年目に入りました。こ
れまでいかがでしたか。

岩堀文義行員（以下、岩堀 ）　2011
年に福井銀行に入行して、最初の配
属は鯖江支店でした。実は、現在の
勝見支店の平田支店長は、鯖江支店
時代に新人の私をご指導いただいた
上司でした。入行1年目は預金と為
替、2年目は融資事務、3年目になっ
て平田支店長に同行させていただ
く形で法人営業に出ました。前半
の かるたの部分でもお話ししまし
たとおり、鯖江支店での3年間は、
日々勉強で、とにかく仕事に忙殺さ
れました。かるたのことを忘れるぐ
らい、真剣に仕事だけに取り組みま
した。

一人で仕事をこなせるようになった
のは、4年目からということになり
ますか。

岩堀　4年目で種池支店に異動し
ました。現在の勝見支店もそうで
すが、銀行の営業店は統括店とエ
リア店にわかれていまして、最初
の鯖江支店のような統括店は、取
り扱う案件も多いため行員もたく
さんいますし、それぞれの業務も
分業制になっています。しかし、
種池支店や勝見支店のようなエリ
ア店では、行員も少なく、およそ
すべての業務を一人で行わなけれ
ばなりません。ご融資であれば、
新規のお客さまの開拓から審査、
ご契約から最後のご返済まで、す
べてやらなければなりません。種
池支店に異動してからの半年間は、
鯖江支店時代とはまた違う意味で、
てんてこ舞いでした。

その種池支店、そして現在の勝見支
店でのお仕事はいかがですか。

岩堀　とても面白いです。およそす
べての業務に携わることになれば、
おのずと仕事の幅も広がっていきま
す。今の私にとって必要なことは、
いろいろなことを知ること、経験す
ることだと思っています。それは、
仕事においてもプライベートにおい
ても同じです。そういう意味では、
今は、とてもよい環境でお仕事をさ
せていただいており、本当に感謝し
ています。

将来は、どのような銀行マンになっ
ていきたいですか。

岩堀　どの部署、どの営業店に配
属されるかを選ぶことはできませ
んが、今は、とにかく銀行員として
もっと幅を広げていきたいという
想いがあります。もっといろいろ
な人と触れ合って、話を聞いたり
勉強もしっかりして、銀行員とし
ても人としても、もっと幅を広げ
ていきたいです。その先に、地域
のお客さまに貢献できる銀行員に
なることができれば、とそれが今
の目標です。

家庭と仕事、そして かるたと、1日は
24時間しかないので、そのバランス
が難しいかと思いますが。

岩堀　私にとって、かるたは趣味で
す。今の私にとっては、家庭が一番
大事です。そして、仕事ももちろん
大事です。家庭や仕事をないがし
ろにして、かるたに取り組むという
ことはありません。とはいえ、大学
を卒業し、仕事に真剣に取り組み、
結婚して子供を授かり、学生時代と
今とでは、かるたに取り組む環境は
まったく違っています。かるたに取
り組む時間も、大幅に少なくなりま
した。しかし、今その3つのバラン
スがとてもうまく取れています。人
生という意味においても、非常に充
実しています。前半の かるたの部
分でもお話ししましたとおり、西郷
さんが、10年以上もの間、名人位に
居続けることができたのは、家庭と
仕事、そして かるたの3つのバラン
スがうまく取れていて、人間的にも
大変素晴らしく、人生が充実してい
たからこそではないのかなと、最近
になってようやく感じることができ
ました。私自身まだまだ未熟者です
ので、夫としても父としても、銀行
員としても かるたの名人としても、
もっと成長しなくてはなりませんし、
まだまだ成長できる余地もあると
思っています。

最後に、今後の目標をお聞かせくだ
さい。
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岩堀　繰り返しとなりますが、家
長としても、銀行員としても、か
るたの名人としても、それぞれに
しっかりと自覚と責任を持って、
それらすべてにおいて一回りも二
回りも成長していかないと、今後、
仕事もうまくいかないでしょう
し、かるた名人位からも落ちてし
まうでしょうし、家庭もおかしく
なってしまうと思います。かるた
名人位である以上は、誰よりも今
の仕事に真摯に向き合い、その上
でしっかりと結果も出す。また家
庭でも、家族とともにより幸せな
生活を築いていきたいと思ってい
ます。そして、その先、まずは来年
の名人位戦4連覇に向けて、しっか
りと頑張っていきたいと思います。 
応援、よろしくお願いします。

今 日 は あ り が と う ご ざ い ま し た。 
来年の名 人 位 戦 4 連 覇 に向けて、
これからも頑張ってください。

　岩堀さんとは、新卒で配属された鯖江支店と前任地の勝見支店で、それぞれ立場を変えて
一緒に仕事をしました。彼は、かるたが仕事に影響を与えたことはないと言っていますが、
私は、そんなことはないなと感じています。彼は、小学1年生からかるたを始めたそうですが、
競技かるた が競争である以上、おのずと結果にこだわる、勝ち負けにこだわることになります。
現在の仕事における結果は、数字です。様々な数値目標に対して、結果にこだわる、数字にこ
だわるという彼の姿勢は、かるたによって培われたものではないかと思っています。彼は気
づいていませんが、仕事においては、誰よりも悔しがるし、誰よりも頑張っていると思います。
　私は、あ え て か る た の こ と は 彼 に は 聞 き ま せ ん し、大会を見に行ったりもしませ
ん。あくまでも、彼にはこういった一面があるんだなといった程度で。私は、彼を一人の
銀行マンとして評価したいと思っています。で
すから、かるたの川﨑文義さんのファンはたくさ
んいると思いますが、私は福井銀行マンの岩堀 
文義さんの応援団長なんです。彼と一緒に仕事をし
ていると楽しいですし、これからも一緒にやってい
けたらいいなと思います。これからも、頑張ってほ
しいですね。

福井銀行　勝見支店　
平田　敬三支店長

（注 ）本インタビューは平成30年3月に行いました。岩堀文義さんは、
4月1日付で、福井中央支店に異動となりました。現在は、新た
な職場でさらなる飛躍に向けて頑張っております。
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WiL・廣部所長（以下、廣部 ）福井で活
躍される女性企業家の素顔を紹介し、未
来の女性起業家に向けてメッセージを
いただくWiL通信－。第2弾は、福井で
アロマスクールと2店のアロマサロンを
展開されているラベンサラ代表の阪田
千晴さんです。よろしくお願いします。

ラベンサラ・阪田代表（以下、阪田 ）よ
ろしくお願いします。

廣部　ラベンサラさんには、阪田さんに
よる香水レッスンやアロマスクールの
生徒さんによるワークショップをWiL
にて開いていただいております。みな
さん、とても熱心に、とても楽しそうに
教えてくださり、お客さまにもとても喜
んでいただいておりまして、もっと頻繁
に開催して欲しいところですが。

阪田　ありがとうございます。スクー
ルの生徒さんは、お仕事を持たれている
方が多いので、アロマに関する活動はお
休みの日が中心となりますが、生徒さん
には、いろいろな機会を利用して体験を
積んでいただきたいなと考えています。

廣部　阪田さんがラベンサラを起業さ
れたきっかけは何ですか。

阪田　アロマを仕事として独立したの
は45歳のときでした。もともと美容関
係の仕事をしていた経験もあったので
すが、40歳を過ぎたころに仕事や環境
の変化から体調を崩してしまい、いろ
いろな治療法を探りました。このとき、
対症療法よりも全身のバランスを整え
た方がよいのではないかと思い、アロ
マセラピーの勉強を始めたのがきっか
けです。アロマセラピーを実践してみ
ると、みるみるうちに元気になりまし
た。その経験もあって、アロマセラピー
の素晴らしさを、もっと多くの方に少
しでも感じていただきたいなと。

廣部　生徒さんはどのくらいおられま
すか。

阪田　この7年間でのべ100名近くにな
ります。そのうち、資格を活かして活動
されている方は30名ほどでしょうか。
スクールの卒業生にその後の活動の場
を作っていきたいというのが、今の私の
ライフワークになっています。

廣部　「たまゆら 」さんをオープンされ
たのも、そのような理由からですか。

阪田　はい。「たまゆら 」は、間もなく2
年になります。スクールを卒業された
生徒さんが、実際にスタッフとして働
き、将来の独立も念頭において経験を積
んでいただく場になればと思いまして。
おかげさまで、ご来店いただいたお客さ
まは、2年間で1,000名近くになりまし
た。7～8割の方は何度もご来店くださ
り、本当にありがたいことです。スタッ
フのみなさんが、スクールのときよりも
はるかに自信を持ってイキイキと働い
ている姿はとてもうれしいです。

廣部　私も利用させていただきました
が、本当にリラックスできますし、とて
も落ち着くお店ですね。スタッフのみ
なさんも可愛らしくて感じのよい方ば
かりですし、これも阪田さんの教育で
しょうか。

阪田　スタッフはみなさんスクールの
ときから夢や希望を持って頑張ってい
ましたから、アロマに対する熱い想いと
好きなことを仕事にできる、そのことに
対する感謝の表れだと思います。もち
ろん大変なこともあるでしょうが、みん
なとても楽しそうです。彼女たちは、本
当にお客さまお一人お一人のことを思い、
心を寄せてくれていると思います。

廣部　今年2月には2店舗目の「はなゆ
ら 」さんをオープンされましたね。

阪田　「はなゆら 」は、「たまゆら 」と
はまた違ったタイプのお店です。「たま
ゆら 」は、とても静かでまったりとした
ボディ中心のサロンですが、「はなゆら 」

は、スタッフとお客さまとがじっくりと
向き合って相談できるようなフェイシャ
ル中心のお店です。そもそも「たまゆら 」
は、スクールの卒業生が活動できる場を
つくりたいという思いがあってつくっ
たお店ですから、私がスタッフのひとり
として一緒に働いてしまうと彼女たち
のためにもなりません。ちょうどお客
さまからもご意見をいただきましたので、
それもきっかけに計画を進めました。

廣部　「はなゆら 」さんは、落ち着いて
はいますが明るい雰囲気のあるお店で
すね。

阪田　お客さまが、様々な悩みごとにつ
いてスタッフと気さくにおしゃべりを
しながら相談できるサロン、そんなおしゃ
べりしやすい環境を目指しました。

廣部　これまでにスクールと2店のサロ
ンを展開されていますが、会社を経営す
るうえで何か苦労はございますか。

阪田　繰り返しとなりますが、私がこ
の事業にかける想いは2つです。アロ
マセラピーは、日本では美容雑貨やリ
ラクゼーションとして扱われている一
方で、ヨーロッパ、とくにフランスでは
治療や医療として扱われています。日
本でもアロマセラピーの効用をスクー
ルで正しく学んでいただき、より専門
性の高い人材を輩出していきたいとい

自由に本と出会える空間WiL。ライフスタイルに寄り添う本を中心に、洋書や写真集など目で楽しめる本も。
セミナーやワークショップなども開催しており、ここに来れば何かあるというワクワクを作りだしています。
女性だけでなく、男性の方もご利用いただけます。

WiL 所長　廣部　靖子

W i L 通 信「 福 井 の 女 性 企 業 家 に 聞 く ！ 」

Woman 's inspiration Library

未来の福井の女性起業家へ!
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W i L 通 信  V o l . 0 2

※本文では、「企業家：企業経営に取り組む者」「起業家：自ら事業を興した者」
として区別して使用しています。

福井の女性企業家に聞く！

【営業日時】
■平日　12：00～20：00　
■休日（土日祝日）　10：00～18：00　
■定休日　火曜日（祝日は除く）、12月29日～1月3日

5月3日～5月5日

文：前田　英史

WiL （Woman's inspirat ion Library）
福井市中央1丁目2番1号　
福井駅西口再開発ビル「ハピリン」2階
TEL.0776-25-0280
http://www.fukuibank.co.jp/wil/

阪田 千晴さんRAVENSARA ラベンサラ　代表 

略歴
北陸で初めてのアロマ調香師。ナチュラ
ルな植物の癒しであるアロマセラピーを、
年齢・性別に関係なく様々な場所で多く
の人が気軽に楽しめるようにと、2012年
に福井市にアロマスクールを開講。スクー
ルの卒業生とともに、様々なイベントや
ボランティア活動を通して、人や環境に
やさしい香りによる癒しを提案する。現
在、福井駅前に「たまゆら 」と「はなゆら 」
の２店舗を展開。

うことが1つ目です。2つ目は、そのよ
うな専門性の高い人材が、ビジネスと
してアロマセラピーに取り組める場を
作っていきたいということです。
　最初のころは、ボランティアとして
活動をしていた時期もありましたが、や
はりボランティアでは収入がありませ
んし、生活もできません。高い志を持っ
てスクールで学ぶ生徒さんたちも、これ
では未来が描けません。まずは、なんと
かスクールを卒業された生徒さんに活
動の場を作ってあげたいとの思いから

「たまゆら 」を作りましたが、そもそも
私自身、経営の勉強をしたことなどあり
ません。創業当初は熱い思いだけでやっ
てきましたが、スタッフが増えるにつれ
資金繰りの重要性を身にしみて感じる
ようになりました。現在は、1.パッショ
ン（情熱と感情の安定 ）、2.ファイナン
ス（資金作り ）、3. オペレーション（手
順 ）の３つの準備ができているか、常に
問いかけながら経営を行っています。
　また、スタッフとの接し方について
も考えるところはあります。スクール
の先生と卒業生という立場でイベント
などに一緒に取り組むのと、雇用者と
従業員という立場でサロンやショップ
で働くのとでは、同じ人に対する接し
方もおのずと違ってきます。ともに大
きく成長していきたいという思いはあ
りますが、なかなか簡単にはいかない
ことも多いです。

廣部　そのような問題に対して、どのよ
うに克服されているのですか。

阪田　私は、毎朝寝起き後の10～30分、
ベットの中で「妄想タイム 」をするんで
すよ。この時間が、一番何かが降りて
くるんです。この時間を利用して、1日
のスケジュールの確認や中断している
案件、取り掛かれていない課題などを
頭の中でブラッシュアップし、行動に
移すようにしています。

廣部　お忙しそうですね。お休みは取
れていますか。

阪田　今は、ほとんどないですね。し
かし、好きなことを仕事にさせてもらっ
ていますし、支えてくださる方もたく
さんいるので頑張れています。年齢的
なことも考えれば、一瞬一瞬、一人一人
との出会いがとても愛おしく、とても
大切に思います。

廣部　最後に、未来の女性起業家さんへ
メッセージをいただけますか。

阪田　福井の女性が持っている意欲や
コミュニケーションのレベルは、本当
に高いと思います。魅力的な人や高い
スキルを持っている人がたくさんいます。
しかし、自分自身の能力を過小評価さ
れている方が意外と多いですね。焦ら
なくてもいいですが、今やれることは
今やってしまうことが大事だと思いま
す。そこでサボってしまうと、だんだ
ん追いつかなくなってしまいます。一
日一日を大切に、今やらねばならない
ことを今やる、それを毎日実践してい
ければ、おのずと人生もイキイキして
くると思います。   
　また、つらいときやうまくいかない
ときにこそ、感謝の気持ちを持ちたい
と思っています。どんなときでも、い
つも誰かがそっと支え、励ましてくれ
るからです。ありがとうという気持ち
を言葉や態度できちんと伝えながら、
また前へと歩みを進めさせていただく。
感謝の気持ちを忘れずに、今できること、
今やらなければならないことを今やる。
会社員であろうと経営者であろうと、
私はそのことが一番大事だと思います。

廣部　本日は貴重なお話をいただきま
して、ありがとうございました。

C h i h a r u  S a k a t a
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担当　前田　英史
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行動プロセスのモデル化
モノを買うときの

若手経営者必見！

株式会社福井キャピタル＆コンサルティング
コンサルタント　髙原　潤弥

私たちは普段何気なくモノを買っているように思い
ますが、消費者がモノを買うという行為に至るま

でに、どのような段階を経ていなければならないかを整
理してくれる考え方がマーケティングの世界にはあり
ます。それは、購買行動モデルといい、いくつかの種類
があります。今回はその中から、AIDMA（アイドマ ）・
AISAS（ アイサス ）・SIPS（ シップス ）についてまと
めてみました。

1マスメディア広告型　AIDMA

AAttention（ 注意 ）↓

IInterest（ 関心 ）↓

DDesire（ 欲求 ）↓

MMemory（ 記憶 ）↓

AAction（ 行動 ） 

消費者が商品に関する情報を収集する手段が限られ
ていた1920年代のアメリカで提唱されたマスメディ
ア時代に生まれた最も基本的なモデルです。

≪購買決定プロセス≫
消費者はまず、テレビや雑誌、新聞といったマス
メディア等でモノの存在を知り（Attention）、関
心をもつ（Interest）。そして、それを欲しいと思
うようになり（Desire）、記憶に残る（Memory）。
その後、実際に購入する（Action）。

2インターネット検索型　AISAS

AAttention（ 注意 ）↓

IInterest（ 関心 ）↓

SSearch（ 検索 ）↓

AAction（ 行動 ）↓

SShare（ 共有・シェア ）

AIDMA をインターネットが普及した時代に適用でき
るよう発展させたモデルで、大手広告代理店の電通が
提唱しました。

≪購買決定プロセス≫
消費者はまず、テレビや雑誌、新聞といったマス
メデ ィ ア等 でモ ノの 存在 を 知り（Attention）、
関心をもつ（Interest）。それを消費者がインター
ネット上の Web サイトやブログなどにアクセ
スし、モノに関する情報を検索する（Search）。
その後、実際に購入する（Action）。そして、そ
の モ ノ の 評 価 を い ろ い ろ な 人 に 情 報 共 有 す る

（Share）。

3ソーシャルメディア共有型　SIPS

SSympathize（ 共感する ）↓

IIdentify（ 確認する ）↓

PParticipate（ 参加する ）↓

SShare&Spread（ 共感＆拡散する ）

ソーシャルメディアの登場により新しい購買行動
モ デ ル が 誕 生 し ま し た。 こ の モ デ ル は Twitter や
instagram、facebook 等、ソーシャルメディアによ
る口コミによって、共感することで購入するという
ものです。注意点として、あくまでもソーシャルメ
ディアを通じた購買行動なので、前述の AIDMA や
AISAS と併用しながら考える必要があります。

≪購買決定プロセス≫
企 業 や 知 人 の 情 報 を 通 じ て モ ノ に 共 感 し

（Sympathize）、その内容について検索や口コ
ミ を 通 じ て 確 認 す る（Identify）。 そ し て、共
感したことで「 いいね！」の行動や購入をする

（Participate）。最後に参加したことを拡散する
（Share & Spread）。

また近年では、DECAX（デキャックス ）【Discovery
（ 発 見 ）→ Engage（ 関 係 ）→ Check（ 確 認 ）

→ Action（ 購 買 ）→ eXperience（ 体 験 と 共 有 ）】と
いうモデルも注目を集めています。

以上のように、消費者が商品を購入するまでの流れ
は、メディアやインターネットの発展により劇的

に変化・多様化し、それに連れて購買行動モデルも変
化を遂げてきました。

購買行動モデル一つ一つのプロセスを理解し、それ
に合わせたアプローチをすることができれば、戦

略的に販売活動を行うことができるようになります。
この機会に、商品・サービスに合った購買行動モデル
を当てはめて、マーケティング施策を進めてみてはい
かがでしょうか？

経営ミニコラム
Vol.5

余談ですが……最近、私は“ある花粉症対策グッズ”を買い
ました。
その時の購買行動は、
テレビCMで「花粉を水に変えるマスク」（DR.C医薬株式会
社）という商品名のマスクを知り、先日、ドラッグストアに
行った際に見つけて、購入‼︎という、まさにAttention（注
意）→Interest（関心）→Desire（欲求）→Memory（記憶）
→Action（行動）の購買決定プロセスでした。
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福井 fukui主要経済指標

百万円 前年比 台数 前年比 台数 前年比 円 前年比 ％ 前年比ポイント

2014年 0.7%　 4.7%　 8.7%　 ▲7.4%　 63.6%　 ▲5.4  

2015年 2.5%　 ▲12.1%　 ▲19.3%　 ▲3.0%　 63.9%　

2016年 ▲0.6%　 ▲2.2%　 ▲11.1%　 1.1%　 63.3%　 ▲0.6  

2017年 ▲1.7%　 4.8%　 ▲6.3%　 11.6%　 65.0%　

▲2.2%　 9.2%　 1.0%　 15.4%　 78.9%　

▲0.7%　 15.0%　 26.5%　 35.9%　 89.3%　

0.7%　 19.3%　 34.4%　 ▲3.0%　 76.8%　 ▲10.7  

▲0.5%　 19.3%　 28.4%　 11.8%　 40.3%　 ▲2.6  

▲0.7%　 6.1%　 19.2%　 ▲16.4%　 47.0%　 ▲21.5  

1.9%　 3.8%　 4.0%　 ▲4.8%　 62.1%　 ▲7.8  

▲0.3%　 2.2%　 10.3%　 ▲13.9%　 63.2%　 ▲13.1  

1.6%　 ▲1.5%　 5.3%　 ▲27.9%　 48.5%　 ▲36.1  

▲0.8%　 ▲5.1%　 6.8%　 ▲5.6%　 68.4%　 ▲17.6  

3.1%　 ▲3.9%　 5.8%　 10.6%　 41.8%　

2018年 ▲1.1%　 ▲0.6%　 12.2%　 ▲11.1%　 69.1%　 ▲9.6  

季節調整値 前年比（原） 季節調整値 前年比（原） 季節調整値 前年比（原） 季節調整値 前年比（原） 季節調整値 前年比（原）

2014年 1.7%　 4.4%　 ▲8.1%　 3.7%　 ▲5.8%　

2015年 8.0%　 20.5%　 ▲3.1%　 3.7%　 28.5%　

2016年 ▲0.1%　 ▲1.7%　 ▲3.1%　 4.5%　 ▲17.3%　

2017年 10.6%　 20.8%　 ▲2.7%　 15.7%　 ▲13.6%　

14.0%　 19.6%　 ▲0.6%　 12.0%　 ▲13.6%　

16.0%　 29.4%　 ▲0.1%　 7.5%　 ▲9.7%　

10.3%　 15.5%　 ▲1.4%　 8.6%　 ▲7.3%　

9.8%　 14.9%　 ▲1.9%　 9.3%　 ▲6.7%　

10.7%　 15.9%　 ▲1.1%　 5.2%　 ▲4.5%　

8.6%　 20.7%　 ▲1.6%　 2.5%　 ▲1.7%　

9.0%　 19.9%　 0.1%　 2.5%　 1.3%　

13.3%　 23.3%　 0.2%　 9.2%　 6.3%　

8.8%　 16.0%　 0.0%　 6.8%　 7.5%　

8.3%　 19.2%　 ▲0.5%　 4.4%　 10.0%　

2018年 5.0%　 11.8%　 ▲1.3%　 5.9%　 10.2%　

戸 前年比 戸 前年比 戸 前年比 戸 前年比 千㎡ 前年比

2014年 ▲21.3%　 ▲28.0%　 1.6%　 ▲25.6%　 5.2%　

2015年 11.9%　 5.3%　 27.9%　 15.8%　 ▲3.2%　

2016年 3.0%　 6.9%　 ▲5.7%　 5.9%　 ▲3.2%　

2017年 9.9%　 ▲5.4%　 152.4%　 ▲3.0%　 ▲8.0%　

▲2.6%　 ▲1.2%　 ▲4.7%　 ▲2.9%　 ▲3.6%　

▲21.0%　 ▲17.7%　 ▲52.3%　 100.0%　 0.2%　

▲17.3%　 ▲3.6%　 ▲50.4%　 26.1%　 0.2%　

10.0%　 8.4%　 25.0%　 ▲15.4%　 0.1%　

4.0%　 ▲8.3%　 106.5%　 ▲58.2%　 ▲1.9%　

▲13.7%　 ▲12.0%　 ▲13.8%　 ▲27.3%　 1.9%　

▲38.9%　 ▲24.0%　 ▲68.7%　 ▲6.1%　 5.6%　

2.6%　 ▲1.3%　 ▲19.3%　 100.0%　 5.6%　

41.0%　 ▲4.0%　 150.5%　 ▲7.3%　 3.7%　

27.0%　 7.1%　 58.4%　 27.8%　 3.8%　

2018年 ▲18.2%　 ▲1.6%　 ▲43.2%　 3.2%　 1.3%　

資料出所 近畿経済産業局 福井県自動車販売店協会 総務省統計局（家計調査）

大型小売店販売額
新車登録（届出）台数 家計（福井市２人以上の世帯のうち勤労者世帯）

合計 内軽自動車販売台数 消費支出 平均消費性向

年度 年 年 年

（注）大型小売店販売額は全店ベースによる

鉱工業指数（2010＝100）（※1）

生産
出荷 在庫

総合 機械工業 繊維工業

年 年 年

年 年

年 年

資料出所 福井県総合政策部政策統計・情報課

年

年

資料出所 国土交通省 県政策統計課

（注）機械工業＝一般機械工業＋電子部品・デバイス工業＋電気機械工業＋輸送機械工業　 （※1）年間補正実施により、原指数及び季節調整済指数は変更されています。

新設住宅着工戸数 織物生産

合計 持家 貸家 分譲住宅 総生産高

年 年
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福井 fukui 主要経済指標

㎡ 前年比 ㎡ 前年比 ㎡ 前年比 ㎡ 前年比 万円 前年比

2014年 15.7%　 65.1%　 ▲21.8%　 ▲45.5%　 8.6%　

2015年 ▲10.1%　 ▲1.3%　 31.7%　 67.7%　 8.2%　

2016年 ▲20.7%　 ▲16.9%　 ▲31.7%　 ▲12.4%　 ▲18.7%　

2017年 390.3%　 1162.2%　 290.8%　 376.8%　 2007.1%　

▲17.2%　 ▲18.8%　 401.8%　 ▲19.3%　 ▲14.3%　

45.2%　 1035.7%　 68.5%　 ▲81.1%　 ▲5.3%　

▲28.4%　 ▲80.1%　 1.9%　 ▲0.7%　 ▲32.7%　

▲13.2%　 ▲75.3%　 6.0%　 158.5%　 ▲5.0%　

▲31.8%　 ▲55.3%　 21.5%　 ▲71.2%　 ▲33.1%　

48.2%　 ▲27.8%　 164.6%　 28.6%　 ▲25.3%　

72.0%　 297.5%　 226.4%　 ▲0.1%　 16.6%　

17.7%　 ▲65.9%　 ▲71.6%　 8.5%　 133.3%　

6.1%　 11.5%　 105.3%　 219.8%　 ▲23.0%　

13.7%　 195.0%　 76.2%　 ▲70.6%　 ▲32.6%　

2018年 17.2%　 3.8%　 191.1%　 ▲60.4%　 ▲65.6%　

負債額 輸出 輸入

百万円 百万円 前年比 百万円 百万円

2014年 12.5%　 96.4%　 ▲18.7%　 ▲23.0%　 18.0%　

2015年 ▲20.8%　 376.2%　 ▲16.3%　 12.5%　 1.0%　

2016年 ▲22.8%　 ▲96.4%　 ▲29.7%　 ▲6.3%　 ▲17.1%　

2017年 ▲14.3%　 ▲69.5%　 ▲26.9%　 ▲8.4%　 29.4%　

0.0%　 ▲30.4%　 ▲33.5%　 ▲14.2%　 38.5%　

0.0%　 ▲52.0%　 ▲20.9%　 5.0%　 ▲2.2%　

50.0%　 1109.6%　 ▲9.7%　 ▲16.1%　 23.1%　

▲40.0%　 ▲71.4%　 ▲16.5%　 ▲8.1%　 34.6%　

▲40.0%　 ▲39.6%　 ▲27.3%　 ▲8.6%　 20.1%　

▲80.0%　 ▲76.7%　 ▲14.6%　 0.5%　 49.7%　

▲8.9%　 4.8%　 1.5%　

300.0%　 255.7%　 ▲15.4%　 16.1%　 70.1%　

66.7%　 341.3%　 ▲11.8%　 0.6%　 18.5%　

▲25.0%　 ▲85.3%　 23.2%　 ▲6.1%　 28.7%　

2018年 0.0%　 26.6%　 16.5%　 19.0%　 18.3%　

百万円 前年比 百万円 前年比 百万円 前年比 客数(人) 前年比 倍

年度 年度

2014年 11.7%　 6.4%　 19.1%　 1.2%　 2.3%　

2015年 8.9%　 6.2%　 12.3%　 20.8%　 1.7%　

2016年 11.8%　 0.2%　 25.4%　 ▲2.3%　 1.6%　

2017年 5.4%　 4.0%　 6.7%　 ▲15.5%　 1.5%　

24.3%　 21.9%　 26.8%　 ▲3.7%　 1.3%　

1.6%　 2.7%　 0.7%　 ▲7.5%　 1.5%　

23.4%　 19.6%　 27.1%　 ▲9.1%　 1.7%　

7.5%　 7.2%　 7.7%　 ▲11.8%　 2.0%　

19.9%　 16.1%　 23.7%　 ▲6.4%　 2.0%　

13.6%　 9.6%　 18.8%　 ▲6.0%　 1.9%　

16.6%　 17.2%　 15.9%　 ▲6.4%　 1.6%　

0.3%　 6.6%　 ▲5.1%　 ▲8.7%　 1.3%　

▲1.2%　 19.3%　 ▲17.9%　 ▲1.5%　 1.3%　

▲6.2%　 17.4%　 ▲23.1%　 ▲1.3%　 1.2%　

2018年 6.9%　 17.7%　 ▲2.6%　 1.2%　

福井労働局 県政策統計課

企業倒産（負債額1千万円以上） 信用保証 貿易（敦賀港・福井港）

件数

年度 年度 年度 年 年

前年比 前年比
金額

前年比 前年比

年 年 年

資料出所 国土交通省

建築着工統計（非居住用）床面積 建築着工統計（非居住用）

合計 鉱工業 商業用 サービス業用 工事費予定額合計

年 年

資料出所 東京商工リサーチ 信用保証協会 大阪税関

（注）有効求人倍率の年度は原数値、月別は季節調整値　 （※2）有効求人倍率の2017年12月以前の数値は新季節指数により改訂されています。

眼鏡輸出実績
芦原温泉入込状況

有効求人倍率
 （※2） 完全失業率枠類合計 眼鏡枠 眼鏡

年 年 年 年

資料出所 財務省貿易統計 あわら市役所
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スタッフ

2018 桜花号編集後記

　この冬は大雪の影響で物流が寸断されたり、出勤できない方が続出したり、経済活動
に大きな影響が出てしまいました。今回、一部ご紹介させていただいた景況アンケート
の結果でも大きくマイナスに振れることになりました。
　今回の特集記事では、観光産業の活性化に対する福井銀行グループの取組みについて
紹介させていただくとともに、昨年実施した福井県立大学の江川講師との共同事業の観
光アンケートの結果を報告させていただきました、
　福井県などの地方圏は少子高齢化による人口減が予測されていますが、観光産業は地
域の交流人口を増加させる有望な産業であることから、全国的に競争が高まってきてお
ります。福井県は、何といっても北陸新幹線の延伸という大きな環境変化を控えている
こともあり、地域が一丸となり地域間競争に勝っていきたいものです。
　３月に福井銀行、福井キャピタル＆コンサルティングは、福井県、県内4信金、福邦銀
行、ゆうちょ銀行とともに「ふくい未来企業支援ファンド」を設立し、県内企業のIPO
支援を開始しました。その目的は都市圏に進学される学生や就業者のUターンの受皿
となる企業群の増大を目指すものです。本号でも昨年の全国のIPOの状況報告をさせ
ていただきましたが、福井県内でも株式上場の機運が一層高まり、上場企業がどんどん
増えていくことを期待します。
　今年は、例年以上に寒暖の差が激しい春となっておりますので、読者のみなさまにお
かれましてはお体には十分ご注意いただけたらと思います。

（松浦）
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