
ＮＯ 市町名 事業名 産業化資源 申請者名

1 穴水町 ヤギ飼育による中山間地域農業活性化研究事業 ヤギ おおぞら農業協同組合

2 七尾市
農商工等連携及び地域資源活用等の新たな事業
連携活動の創出に関する研究会事業

農林水産物（能登
野菜、カレイ、サヨ
リ、イカ、アマエビ、
ブリ、加能ガニ（ズ
ワイガニ）、コウバ
コガニ、ナマコ、牡
蠣、海藻）／鉱工業
品（海藻加工品、水
産練製品、干物、
かぶら寿し、魚の
糠漬け・粕漬け）

七尾商工会議所

3 七尾市
能登未利用資源活用研究会が行うカキ殻の消石
灰化事業

牡蠣
能登未利用資源活用研究
会

4 七尾市 能登海鮮押し寿しの商品化に関する研究会事業 石川米、サヨリ 能登わかば農業協同組合

5 七尾市 ごぼうの葉の活用に関する研究会事業
能登野菜（沢野ご
ぼう）

沢野ごぼう生産組合

6 珠洲市
珪藻土を使った暖炉、及び薪ストーブに関する研
究と、断熱材としての利活用に関する研究

珪藻土 珠洲商工会議所

7 白山市
白峰温泉を利用した岩魚の干物開発に関する研
究会事業

白山温泉郷、干物 白山しらみね自然学校

8 穴水町
穴水町起業塾
地域資源研究会事業

かぶら寿し、海藻、
牡蠣、清酒、石川
米

穴水町商工会

9 金沢市
石川県内の女性起業家のコラボレーションによる
各地域の資源活用に関する研究会事業

能登野菜、加賀野
菜、いしる、カレイ、
サヨリ

女性起業家交流会
in HOKURIKU

1111－－－－①①①①
支援機関支援機関支援機関支援機関によるによるによるによる産業化資源産業化資源産業化資源産業化資源をををを活用活用活用活用したしたしたした新新新新たなたなたなたな取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの積極的積極的積極的積極的なななな掘掘掘掘りりりり起起起起こしにこしにこしにこしに
対対対対するするするする支援支援支援支援

いしかわいしかわいしかわいしかわ産業化資源活用推進産業化資源活用推進産業化資源活用推進産業化資源活用推進ファンドファンドファンドファンド（（（（活性化活性化活性化活性化ファンドファンドファンドファンド））））事業助成金事業助成金事業助成金事業助成金・・・・採択事業一覧採択事業一覧採択事業一覧採択事業一覧
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ＮＯ 市町名 事業名 産業化資源 申請者名

1 能美市
特産品焼酎の販路拡大及び特産品製造に係る資
源循環サイクルの構築

加賀丸いも （株）宮本酒造店

2 金沢市
石川発！洗濯も可能な純金箔の衣服へのプリント
技術『印箔プリント』の開発と展開　そして伝統工
芸品との融合

金沢箔、加賀友禅
オリジナルプリントリメイク
MAGIC

3 かほく市 マンガと連動した加賀友禅の浴衣・着物販売事業 加賀友禅 ネット・クレイ（株

4 川北町
電子ジャガード用アクセサリーつり込み技術の設
備開発

石川県特有の技術
電子ジャガードアク
セサリー製造

森元樹脂工業（株）

5 白山市 カナダケベック州における清酒の販路開拓事業 清酒（白山菊酒） （株）金谷酒造店

6 七尾市
能登の地域ツーリズムエージェント設立に向けた
旅行商品の開発・事業化事業

能登野菜、能登牛、
能登半島国定公
園、のとキリシマツ
ツジの植栽地他

（株）御祓川

7 金沢市
製材端材を有効利用した石川県産材スギの販売
展開事業

石川県産スギ 中本製箸（株）

8 白山市 ecoシステムコンベアの販売展開事業 回転すしコンベア機 日本クレセント（株）

9 川北町
自家生産のモルト（麦芽）を使った機能性地ビール
の開発・販路展開事業

白山の伏流水
（有）わくわく手作りファーム
川北

10 輪島市 水塩・全国販売展開事業 塩 （株）海生

11 輪島市
能登の里山里海食材･食品の統合的ブランド戦略
による販売事業展開

塩、海藻 （有）げんてん

12 珠洲市
能登大納言小豆の風味を活かした甘納豆等の製
造と販路開拓

能登大納言小豆 （有）すえひろ

13 珠洲市
大浜大豆を中心とした地域特産物による新商品開
発及び販路の拡大

大浜大豆 二三味義春

14 金沢市
映画「しあわせのかおり」を活用した新商品の販売
展開事業

大野醤油 大野醤油醸造協業組合

15 輪島市
輪島の沈金技術と金箔を組合せた装飾技術の商
品化

金沢金箔、輪島塗 アトリエMITANI

16 金沢市 「オーダーラインシステム」の開発 回転寿しコンベア （株）石野製作所

17 加賀市
「かよう亭」と「ホテル　プレジデント　アバノ　テル
メ」とのコラボレーション事業

山中温泉 （有）かよう亭

18 能登町
いか等の地元魚を使ったレンジアップ商品の販路
拡大

イカ （株）ヤマト

中小企業中小企業中小企業中小企業によるによるによるによる全国全国全国全国・・・・海外市場海外市場海外市場海外市場をををを狙狙狙狙ったったったった産業化資源活用新商品等産業化資源活用新商品等産業化資源活用新商品等産業化資源活用新商品等のののの開発開発開発開発・・・・事業化事業化事業化事業化にににに
対対対対するするするする支援支援支援支援

1111－－－－②②②②
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ＮＯ 市町名 事業名 産業化資源 申請者名

中小企業中小企業中小企業中小企業によるによるによるによる全国全国全国全国・・・・海外市場海外市場海外市場海外市場をををを狙狙狙狙ったったったった産業化資源活用新商品等産業化資源活用新商品等産業化資源活用新商品等産業化資源活用新商品等のののの開発開発開発開発・・・・事業化事業化事業化事業化にににに
対対対対するするするする支援支援支援支援

1111－－－－②②②②

19 加賀市 ペット樹脂を使用し、山中塗箸の開発・拡販事業 山中漆器 タカノクリエイト（株）

20 七尾市
能登珪藻土を利用した芝生用機能農剤の研究開
発及び販売展開事業

珪藻土、珪藻土製
品

丸越工業（株）

21 七尾市
世界一軽く薄い衣料用織物「天女の羽衣」素材及
び繊維製品の国内海外販売展開

化合繊織物 天池合繊（株）

22 金沢市
石川県産スギ間伐材の高次加工による新規用途
開発と市場開拓

石川県産スギ間伐
材

金沢森林組合

23 金沢市
ヨーロッパにおけるアンテナショップの開設及び販
路開拓事業

清酒、金沢漆器、牛
首紬

金沢・加賀蒔絵振興事業協
同組合

24 金沢市 カーペット畳　敷物　研究開発　販路開拓事業 畳製造技術 藤村畳店

25 輪島市 輪島産海産物を使った販売展開事業 海藻加工品 輪島網元　やまぐち

26 加賀市 新素材木製漆器の開発 山中漆器 （有）畑漆器店

27 金沢市
地域資源である加賀料理の医食同源化による海
外富裕層市場開拓事業

加賀料理 （株）銭屋

28 羽咋市
”能登の玉手箱”どぶろく特区能登1号を活用した
新商品開発

石川米 麹花庵

29 珠洲市 藻塩、盛り塩の商品開発と全国販売展開事業 塩 （有）新海塩産業

30 白山市
いっぷく処おはぎ屋の「おいしいおにぎり」商品群
の開発

石川米、加賀みそ、
大野醤油

しらやまさん表参道振興事
業協同組合

31 金沢市
加賀友禅のデザインと染色の技術とステンレスの
素材と技術を組み合せた新商品等の開発事業

加賀友禅 （株）鶴見染織工芸

32 能美市
環境にやさしい日本の美のコラボスタンド照明の
開発

九谷焼 九谷百万石

33 志賀町
能登牛を使用した新製品の開発及び販路開拓事
業

能登牛 寺岡畜産（株）

34 輪島市 「変塗手板屏風」の開発及び販売 輪島塗 （株）北村工房

35 能美市
首都圏富裕層及び海外向け高級和モダンクラフト
照明の販売展開事業

和紙 ZAP DESIGN WORKS

36 金沢市 産業化資源を活性化した新商品開発
輪島塗、金沢漆器、
山中塗

カンジザイ有限責任事業組
合
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ＮＯ 市町名 事業名 産業化資源 申請者名

中小企業中小企業中小企業中小企業によるによるによるによる全国全国全国全国・・・・海外市場海外市場海外市場海外市場をををを狙狙狙狙ったったったった産業化資源活用新商品等産業化資源活用新商品等産業化資源活用新商品等産業化資源活用新商品等のののの開発開発開発開発・・・・事業化事業化事業化事業化にににに
対対対対するするするする支援支援支援支援

1111－－－－②②②②

37 七尾市
能登の素材と食文化技術を応用した新しい洋菓子
開発

能登野菜、能登大
納言小豆、清酒

（株）レグレット

38 能登町
能登産のイカと農作物を活用したレトルト商品の開
発及び販売

イカ、能登野菜、能
登海洋深層水

石川県いか釣生産直販協
同組合

39 能美市
大手時計メーカー（リズム時計工業株式会社）の
製品に九谷焼加飾した部材を組み込むコラボレー
ション製品の開発

九谷焼 （株）青郊

40 金沢市 モバイル音声観光案内システム《多言語対応》 観光資源全般
金沢コンベンション支援ねっ
と

41 金沢市 テクスチャー　友禅ファインアートKAGA 加賀友禅 工房久恒

42 白山市 石川県の伝統工芸を活かしたＩＴ機器新商品開発
山中漆器、九谷焼、
輪島塗

（株）朝日電機製作所

43 金沢市 机天板（石川県産材）供給支援事業 石川県産杉 （株）石森木工

44 金沢市
加賀友禅文様デザイン講座（仮称）の開発と応用
商品の試作・開発

加賀友禅 （株）加賀友禅工芸会

45 金沢市 石川の伝統工芸でつくる和の装い

九谷焼、輪島塗、山中
漆器、
金沢漆器、加賀友禅、
牛首紬、
金沢箔、加賀繍、和
紙、桐工芸、
加賀象嵌、石川県産繊
維

株式会社鏑木

46 かほく市
世界一薄く軽い化合繊織物生地にナノ技術による
金属コーティング加工をした機能性繊維の開発

化合繊織物 株式会社　コイズミ

47 加賀市 真に日常に使いやすい漆器の販売展開事業 山中漆器 （株）酢谷

48 中能登町
写真計測の技術を応用した３次元モデリングの技
術開発と商品化

３次元計測技術 （株）地域みらい

49 七尾市
間伐材（能登材）を利用した「カラーエコ障子」の製
造及び販売展開事業

田鶴浜建具 永江建具製作所

50 小松市 スーパー抗菌糸の開発、機能検査、素材販売
撚糸、かさ高加工
糸

ヒロタ工繊有限会社

51 金沢市 クリスタル「箔輝玉」の販売展開事業 金沢箔 モトアキ工芸

52 中能登町
硬張力の高いワイヤーを素材とし細幅織物で高機
能、高耐久の４００メッシュフィルターの製造、販売
事業

金網製造技術 (有)森本金網製作所

53 小松市
アジア圏（中国・韓国・台湾）を対象にした新商品
開発及び販路開拓事業

化合繊織物 山本絹織株式会社
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ＮＯ 市町名 事業名 産業化資源 申請者名

1 中能登町 デザインデータの権利売買による販路開拓事業 化合繊織物 中能登町商工会

2 七尾市
「いきいき七尾魚」加工食品に関する販路開拓事
業

干物、魚の糠漬け・
粕漬け

七尾・能登島定置網漁業振
興会

3 金沢市
新酒と美味しいものがいっぱい! 「金沢・近江町市
場　食と地酒の春まつり」

清酒 石川県酒造組合連合会

1111－－－－③③③③ 産地産地産地産地・・・・地域地域地域地域としてのとしてのとしてのとしての産業化資源産業化資源産業化資源産業化資源のののの魅力向上魅力向上魅力向上魅力向上へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに対対対対するするするする支援支援支援支援
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ＮＯ 市町名 事業名 連携体 申請者名

1 能美市
機能性（ギャバ）強化米粉を使用した新商品（米
粉パン、米粉麺）の開発と販路開拓事業

・米心石川（米粉製造・供給）
・石川県農業総合研究セン
ター（ギャバ米粉の加工適
性研究）
・パン工房ヴィーヴル（ギャ
バ米粉パンの試作・製造）
・広見製麺所（ギャバ米粉麺
の試作・製造）
・岩手大学（ギャバ米粉利用
方法研究）

根上農業協同組合
（米の生産、ギャバ米粉利
用新商品開発・販売）

2 金沢市
能登産野菜と棚田米、魚介を使った「即席中島
菜リゾット」の加工と販路開発事業

・JA能登わかば（野菜の生
産・供給）
・池岡農家（棚田米、野菜の
生産・供給）
・石川県工業試験場（加工
法の研究）

（有）スローライフ
（商品開発、製造・販売）

3 金沢市
能登の里山を活かした榊・椿の生産・販売と金
沢の里山を活かした春待ち桜と桜酒の組合せ販
売

・（株）花とも（販売）
・JA内浦町（榊等の供給）
・沢野農園（榊等の供給）
・花木団地組合（桜の生産・
供給）
・（有）武内酒造店（日本酒
の製造）

（有）花座
（企画・販売）

4 七尾市
能登野菜「金糸瓜」の特性分析及び加工食品の
開発・販路開拓

・（株）スギヨ農業事業部門
（金糸瓜の栽培特性の解
明、生産・供給）

（株）スギヨ
代表取締役　杉野哲也
（開発・製造・販売）

5 加賀市
自社農園で栽培した果樹等を使ったジャム・
ジュース等の独自ブランド商品の開発と販路開
拓

・桃宝食品（株）（加工製造）
（有）三共農園
代表取締役　岸省三
（果実の生産、販売）

6 加賀市 地元食材を使ったフルーツビネガーの製造

・NPO法人 竹の浦夢創塾
（技術開発･販売）
・奥谷梨生産組合（なしの生
産・供給）
・西村農園（ぶどうの生産・
供給）等

鹿野酒造（株）
（開発・製造・販売）

7 金沢市 細屋ゴボウを使った加工食品の研究・開発

・（株）上野組（ゴボウの生
産・供給）
・北陸学院大学（栄養分析）
・金沢大学（成果の知財化）

（株）巨峰
（開発・加工・販売）

2222－－－－①①①① 農商工連携農商工連携農商工連携農商工連携：：：：新新新新しいしいしいしい食品加工食品加工食品加工食品加工ビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデル構築支援事業構築支援事業構築支援事業構築支援事業
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ＮＯ 市町名 事業名
参入（予定）年度

場所
申請者名

1 金沢市
漬物用野菜（かぶら、なす、きゅうりなど）の野菜栽
培による農業参入事業

平成21年度

金沢市
（株）四十萬谷本舗

2 かほく市 コケ植物防草及び、屋上緑化方法の確立
平成20年度

津幡町（河北潟干拓地）
（株）麝香重機建設

3 七尾市 農業事業の拡大におけるゴボウ栽培
平成19年度

七尾市能登島町
（株）スギヨ

4 輪島市 農業参入による細屋ごぼうの復活、ブランド化
平成20年度

輪島市三井町
（株）上野組

2222－－－－②②②② 農商工連携農商工連携農商工連携農商工連携：：：：農業参入調査研究事業農業参入調査研究事業農業参入調査研究事業農業参入調査研究事業

7



ＮＯ 市町名 事業名 連携体 申請者名

1 金沢市
遺伝子発現解析による消化器癌を検出できる臨床
検査方法の開発と検査事業

・アジレント・テクノロジー
（株）（チップ製作）
・金沢大学大学院医学系研
究科恒常性制御学（臨床試
験）
・金沢大学大学院医学系研
究科血液情報統御学（解
析）
・金沢大学医薬保健学域先
端医療技術学講座（解析）

（株）キュービクス
（営業、検査事業）

3333－－－－①①①① 医商工連携医商工連携医商工連携医商工連携：：：：新商品等開発新商品等開発新商品等開発新商品等開発・・・・事業化支援事業事業化支援事業事業化支援事業事業化支援事業
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ＮＯ 市町名 事業名 連携体 申請者名

1 加賀市
温泉と医療のコラボレーションによる癒しの創造と
健康の増進

・かよう亭（宿泊サービス提
供）
・胡蝶（宿泊サービス提供）

（社）地域医療振興協会
　山中温泉医療センター
（医療サービス提供）

2 能美市 在宅高齢者向け防災装置
・訪問介護事業者　クール・
ケアサービス（（株）やまむ
ら）（モニター実施）

レハ・ヴィジョン（株）
（企画・開発・販売）

3333－－－－②②②② 医商工連携医商工連携医商工連携医商工連携：：：：健康健康健康健康サービスサービスサービスサービス等創出支援事業等創出支援事業等創出支援事業等創出支援事業
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