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シグマ光機（株）が産学官連携
で開発した光学機器用小型ア
クチュエータ（駆動装置）。高精
度の制御を可能とし、今後の
販路拡大に期待がかかる（詳し
くは13ページをご覧ください）。
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石川の未来を担う
新産業創出へ
地域独自のファンドを設立
販路開拓や人材育成の支援も強化
リーマン・ショックを引き金とする世界同時不況以降、経済情勢は依然として厳しいとはいえ、ここ
に来て、石川県経済にもようやく薄日が差し込んできたようです。県ではこのような景気回復の兆し
をより確かなものとするため、６月補正予算において、準通年型だった当初予算に肉付けし、セー
フティネットの更なる強化を図るとともに、石川の未来を切り拓く新産業を育てるための施策を講じ
ました。これらの施策を実行する上で、県内企業の支援を最前線で担うISICOの取り組みやその
狙いについて、当財団の理事長である谷本正憲知事に聞きました。

石川県では今年3月に、現下
の厳しい経済環境を乗り越え、
本県産業が発展してくための
成長戦略として、「産業革新戦
略2010」を策定した。戦略の
概要とその中で ISICOの果
たすべき役割は。

　石川県では一昨年の秋以
降、経営・資金・雇用の 3 つ

の安心を実現するため、関係
機関と結束して、常に先手を
打つ形で対策を講じてきた。
ISICO においても、研究開発
や販路開拓への支援、中小企
業の事業再生に力を注ぎ、厳
しい経営環境の中にあって必
死に頑張っておられる県内中
小企業の皆様をサポートしてき
た。経済、雇用情勢は依然と
して厳しいが、企業の努力とこ

うした対策が奏功して、鉱工
業生産指数も１年５ヵ月ぶりに
100 を超えるなど、回復の兆し
が見えている。
　今後はこうした回復の兆し
をより確かなものとしていくた
めにも、産業革新戦略 2010
に掲げる①基幹産業等の更な
る競争力の強化、②次世代産
業の創造、③ニッチトップ企
業の育成、④戦略的企業誘

（財）石川県産業創出支援機構  理事長

谷本 正憲
（石川県知事）

巻		頭
インタビュー
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致の推進、⑤産業人材の総合
的育成・確保といった 5 つの
基本戦略を踏まえ、地域の総
力をあげた産学官連携の推進
体制の強化により、意欲ある
企業の取り組みをしっかりと後
押しし、県民生活の基盤をな
す活力ある産業づくりを推進
していく。
　ISICO でも、基本 戦略の
推進に向け、これまで培った
ノウハウを最大限に生かし、
県や関係機関とも連携し、厳
しい経済情勢の中で、危機を
乗り越えようとする企業や、未
来への先行投資を行うような
意欲ある企業を力強く支援し
ていく。

具体的にはどのような施策を
展開するのか。

　地域独自の基金として、全
国でも例を見ない大規模な

「いしかわ次世代産業創造
ファンド（次世代ファンド）」
を創設した。
　これは県と県内に本店を置
く7 つの金融機関が合わせて
130 億円を拠出し、その運用
益を活用して、複数の企業や
大学、県工業試験場などが連
携して、今後、市場拡大が見
込まれる次世代産業分野にお
ける新製品・新技術の開発な
どを支援する基金である。
　県だけでなく、地元の金融
機関が金融という本来業務の
範疇を越えて、このような新た
な産業の創出・育成に積極的
に参画するという姿勢は大変
すばらしいことであり、また大
変心強く思っている。

次世代産業としてはどのよう
な産業を想定しているか。

　次世代産業としては、環境
分野や健康分野を有望視して
いる。
　例えば、炭素繊維もその一
つだ。鉄よりも強くてアルミよ
り軽い炭素繊維は航空・宇宙
産業のほか、今後は自動車産
業などへの利用も期待されて
いるが、加工の難しさが最大
のネックとなっている。そこで、
炭素繊維を成型したり、加工
したりする技術を開発できれ
ば、さらに用途も広がり、石川
の地に、炭素繊維の生産・加
工拠点として産業を興すことが
可能になる。繊維企業や機械
企業、大学、工業試験場など
14 団体による「いしかわ炭素
繊維クラスター」がすでに始動
しており、長く石川県の経済を
支えてきた繊維業界と機械業
界が、業界の枠を越えて知恵
を結集させて成果を挙げてく
れると期待している。
　仮に自動車のボディやシャー
シを 現在のような鉄鋼材でな
く、炭素繊維で作れば、車体
は大幅に軽くなって燃費が向
上し、温室効果ガスの排出を
抑制できる。地球温暖化防止
の観点から見れば、炭素繊維
に関する技術開発は社会貢献
にもつながる。
　健康分野では、石川県に古
くから伝わる発酵技術を応用
した機能性食品の開発が進ん
でいる。すでに米からヨーグル
トを作るなど、地元にある素材
を使って健康にいい食品を開

発するプロジェクトがスタートし
ており、こちらも大いに期待し
ている。

一昨年に創設した「いしかわ産
業化資源活用推進ファンド（活
性化ファンド）」との違いは。

　全国最大規模となる200 億
円で創設した活性化ファンド
は、石川県にある多様な地域
資源を掘り起こして、それをう
まく活用して商品化するといっ
た、主に個々の中小企業によ
る新たなビジネス創出への取り
組みを支援するのに対し、次
世代ファンドは従来の企業や
産業の壁を乗り越えた形で、
将来の本県産業を支える新た
な産業を創造・育成するという、
より大きな視点に立った取り組
みを支援するものである。

次世代ファンドと活性化ファン
ドを推進エンジンとして技術
開発や新商品開発が進めば、
次は受注先や販路の開拓が
課題となってくる。受注・販
路開拓ではどのような支援メ
ニューが用意されているのか。

　ISICO では昨年度から販路
開拓部門を強化し、県内企業
の独自技術の PR や受注獲得
に力を入れてきた。
　平成 20 年度にはトヨタ自動
車（株）、21 年度には三菱重
工業（株）、日産自動車（株）
との技術提案型展示・商談会
を開催して県内企業の加工技
術、製品などを売り込み、成
果を挙げており、今年度も引
き続き大手メーカーとの技術提

To p   I n t e r v i e w
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案型展示・商談会を計画して
いる。
　加えて、今年度は、メーカー
側、県内企業のニーズを踏ま
え、膝詰め交渉による中身の
濃い商談ができるように、よ
り出展企業を絞り込んだ規模
の小さな展示・商談会も開催
するので、県内企業にはぜひ
こうしたチャンスを利用してほ
しい。
　また、昨年に引き続き、例
年 1 回開催していた首都圏等
での受注開拓懇談会を東京と
名古屋で計 2 回開催するほか、
国内外での見本市等へ出展す
る際に、実際に販売や受注に
結びつくように、専門家による
出展前から出展後までの一貫
した個別支援なども実施する。

活性化ファンドでは一般消費
者をターゲットとした商品も
数多く開発されているようだ
が、こうした商品の販路開拓
を支援する施策は。

　今秋、金沢市内のデパート
で、活性化ファンドなど各種
支援制度を活用して県内企業
が開発した新商品を対象に、
販売・PR・マーケティングの
機会を提供する「石川のこだ
わり商品フェア2010」を開催
する。
　まずは石川県民に認知度の
向上を図ると同時に、消費者
からの評価を通じて、よりニー
ズに即した商品開発に活かし
てもらうことで、今後の全国
展開への足がかりになればと
考えている。

産業革新戦略では、産業人材
の総合的育成・確保も柱の一
つとして掲げられている。企
業にとって「人は宝」だが、
人材の育成・確保に苦戦して
いる中小企業も多い。

　ISICO では、県やジョブカ
フェ石川などと協力して、人材
セミナーの開催やアドバイザー
による企業相談などに取り組
んでいる。しかし、企業が新
たにノウハウのない分野にチャ
レンジする際などは、人材の
育成、確保が課題となる場合
もまだまだ多い。
　そこで県では今年度、民間
の人材紹介会社を活用し、専
門分野に長けた人材を大手企
業から県内企業に出向させる
という、全国的にも例を見な
い仕組みを作った。
　ISICO においても、企業訪
問や相談などから出てくる人材
ニーズをしっかりとくみ取って、
こうした仕組みにつなげ、人材
確保をサポートしていく。

利用者に対するメッセージを。

　ISICO は、平成 11 年の創
設以来、石川県の産業を元気
にするため、創業支援や産学
官連携による研究開発支援、
受注・販路開拓への支援など
に取り組んできた。
　また、この間、中小企業の
事業再生を支援する再生支
援室の設置、人材育成に取り
組む人材支援課の設置、地
域資源の活用や企業復興を

支援する地域振興部の設置な
ど、時代や経済情勢の変化
を的確に捉え、組織体制を充
実してきた。
　平成 22年度は産業革新戦
略2010を着実かつ確実に推進
するための施策を拡充・強化
しており、将来、振り返ったとき
に企業の発展につながる大き
な節目の年になったと言われる
ようになればと思っている。
　今後も、県内企業の総合
的な支援機関として、企業の
ニーズにきめ細かく対応でき
るサービスを提供していくの
で、お気軽にご相談いただき
たい。

To p   I n t e r v i e w
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建設ラッシュに沸く
海外市場への足がかりに

　福井鉄工所の主力となっているの
は、橋やトンネル、ダム、ビルといった
コンクリートの構造物や製品を成型
するための鋼製型枠の設計・製作で
ある。得意とするのは、長さが50mも
あるような大型の型枠だ。設計から
板金、溶接、組立、塗装に至るまで、
すべての工程を一貫して手がけてお
り、通常約2ヵ月かかるところを3週
間から4週間で納めるという短納期
も大きな魅力となっている。
　同社では、こうした技術力、対応
力をもっと広くアピールしようと、大
阪の映像会社に協力を得て1分間の
PR動画を制作、今年5月から動画
投稿サイト「YouTube（ユーチュー
ブ）」を使って公開している。
　その背景となっているのは、売り
上げの70〜80％を占める型枠需要
の先細りだ。型枠の取引先は日本各
地に広がっており、これまで同社で
は、関東で仕事がなければ九州へ、
九州になければ北海道へといった具
合に全国へ営業展開することで、受
注を維持してきた。しかし、近年で
は公共事業の削減により、型枠の売
り上げはピーク時に比べ、約半分に
まで落ち込んでいるという。

　何とか落ち込みをカバーし
たいと考えていた福井義晃社
長は、ISICOが主催するセミ
ナーで動画を使った販路拡大
について説明を聞き、「とにかく
世界中で見てもらえることがす
ごい」と感じ、制作を即決した。

　内需は伸び悩んでいるが、海外に
目を向ければ、中国やインドなど建
築、土木に対する需要が急増してい
る国はまだまだある。福井社長は「ア
ジア各国に比べれば、技術的に10
〜20年は先行しているという自負が
ある」と胸を張る一方で、「海外への
営業は難しい」と話し、「動画を活用
して海外からの受注の糸口を見いだ
せれば」と期待を寄せている。

　型枠の販路拡大に取り組む一方
で、長年培ってきた板金や溶接の技
術を生かして、防音・防振設備の製造
など、新たな事業にも力を入れている。
　例えば、集中豪雨などによってビル
に雨水が流れ込むのを防ぐ防水板も
その一つ。特に都市部での需要が伸
びており、ナゴヤドームなどの防水設備
にも同社の防水扉が採用されている。
　また、いしかわ産業化資源活用推

進ファンド（活性化ファンド）に採択
され、古紙と珪藻土を使った環境に
優しい吸音材を開発した。これまで、
防音室の多くで吸音材として利用さ
れてきたグラスウールに比べ、性能
やコストは同等でありながら、廃棄
時の環境負荷を軽減できるという。
　福井社長は動画を広告宣伝の一
つと考えており、こうした新事業も盛
り込み、バージョンアップしたいと構
想を練っている。

「1件でも新規の取引先からコンタクトがあれば」
と動画を利用した販路拡大に期待をかける福井
社長。手前にあるのが珪藻土を使った吸音材

福井鉄工所の特徴を1分間にまとめた動画は「YouTube（ユーチューブ）」
とISICOのサイトで見ることができる

公共事業が減り、
型枠のニーズも半減

ISICOでは、大阪のビデオキャスティング制作会社の協力により、
県内企業の動画をブログで特集しております。

（株）福井鉄工所のビデオキャスティングも掲載しております。

販促の有効な手段として、動画の情報発信力や効果について、
今後も引き続きご紹介していきますのでご期待ください。

IS ICOビデオキャスティングのブログ開設

コチラにアクセス！ ☞ URL  :  http://www.hanronavi.tv/

（株）福井鉄工所
■所在地　　能美郡川北町土室あ24-1
   TEL.076-277-1181
■代表者　　福井  義晃
■創　業　　昭和33年3月
■資本金　　4,800万円
■従業員数　91名
■事業内容　コンクリート製品成型用鋼製型枠の
　　　　　　設計・製作、工作機械部品の加工、各
　　　　　　種防音・防振装置の製作
●http://www.fukui-t.co.jp/

古紙と珪藻土で
エコ吸音材を開発
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　半導体製造装置や工作機械に
使われる筐体やフレームなどの
板金塗装を手がける小林製作所。
同社の事務所や工場を見て回っ
て気付くのは、あちこちに取り
付けられている手のひらサイズ
のWebカメラである。その数、
実に 80 台。カメラは作業する
社員全員の様子を絶えず撮影し
ており、その映像は社内のパソ
コンでいつでも誰でも見られる
ようになっている。

小林製作所は、他社に先駆け、昭和50年代半ばから積極
的にIT化を進め、業績を伸ばしてきた。平成17年1月には、
生産性のさらなる向上を目指し、本社工場を現在地へと新
築移転。スペースは約2.5倍に拡大し、受注も順調に伸び
たが、全体が見渡せない、社員の仕事が把握しきれない、
社員の一体感が希薄になり協力体制が崩れて生産性が落
ちるなど、想定外の問題が噴出してきた。そうした問題を
解決したのが、自社開発のITシステムだ。

Webカメラを駆使して
生産性とやる気をアップ

現状の問題を解決するために効果の高い IT システムを開発する小林社長

　導入のきっかけは、本社工場
の新築移転後、敷地面積が1,200
坪から 3,000 坪へと拡大し、以
前は見渡せていた工場の全体が
見えなくなり、社員同士の仲間
意識が希薄になってきたこと
だった。他工程の仕事の状態
が分からないため、「何をして
いるのだ」とお互いを責め合い、
一方「こんなにやっているのに
分かっていない」という不満や
愚痴が発生した。社員の協力体
制が崩れ、やる気を消沈させる
ことは、生産性も悪くなり、大
変な問題であった。

　こうしたピンチを解決しよう
と考案されたのが、Web カメ
ラを活用して生産管理する「お
見守りシステム」である。黒川
正枝開発室長は「カメラに対し
ての社員からの反発はほとんど
なく、むしろ自分の頑張りを見
てもらえてやる気が出たという
反応があったことは、驚きであ
り嬉しかった。監視が目的では
なく、離れた場所の様子がリア
ルタイムに確認でき、仕事の効
率化、品質管理などに活用して
いることが良く分かっているか
らだと思う。愚痴や不満の声は
ほぼなくなり、社員皆が気持ち
よく協力し合えるようになった。
テレビ電話のようにお互いを確
認可能で、生産性も20％もアッ
プした」と導入の成果を話す。
　また、同時に開発された「作
業写真履歴システム」は、品
質管理や不良品発生の原因特定、

過去の作業写真から
不良品の原因を特定

差 がつく不況の乗り切り方

Webカメラを使った「お見守りシステム」は工場見学に訪れる
他社の関心も高い (http://www.kobayashi-mfg.co.jp/omi)
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黒川室長は現場の問題をまとめ、システム開発へ
橋渡しする。また、積極的な営業活動にも取り組む

作業マニュアルの作成に威力を
発揮する。これは、カメラで撮
影した映像を指定した秒単位で
写真データとして保存し、いつ
でも作業者、日時を絞り込んで
検索、閲覧できるシステムだ。
例えば、不良品が発生し、客先
から、以前納入した製品 6,000
個すべての回収と補修を求めら
れた際、このシステムを使い、
不良品を出した作業者と日時を
特定し、20 個の回収に抑えた
ケースもあった。

　ところで、これらのシステム
をはじめ、同社が社内で活用す
る IT システムはすべて自社で
開発されたものであり、開発の
中心を担っているのは小林靖典
社長である。
　小林社長はパソコンが世に出
始めた昭和 55 年頃、大学時代
から同社のシステム開発に取り
組んできた。当時、職人からの
反発は相当強く、黒川開発室長
が現場の問題をまとめ、小林社
長がその問題を解決するための
システムを開発した。IT の活
用こそ、他社との差別化につな
がると考え、二人三脚で粘り強
く開発を続けてきた。
　そんな中から生まれ、今で
も同社の生産管理の柱として
進化し続けているシステムが

「Sopa-K(ソパック)」である。
発注先情報や仕様、納期、単価
はもちろん、作業状況や作業履

■ 所在地 白山市水島町429-17
 TEL.076-277-7330
■ 代表者 小林 靖典
■ 創　業 大正8年12月
■ 資本金 1,000万円
■ 従業員数 74名
■ 事業内容 精密板金・組立・塗装
　　　　　　　提案型設計
● http://www.kobayashi-mfg.co.jp/

（株）小林製作所

歴、３次元データを活用した図
面など、あらゆる情報が網羅さ
れ、社員が共有できる電子製造
台帳である。「取り扱う製品は
月に 1 万種類以上。紙の図面
をバインダーから探す無駄がな
い」と話す小林社長。工場には
パソコンが並び、現場でも職人
や管理者がフルに活用している。
作業の進捗状況が一目で分かる
ため、顧客からの問い合わせに
は、入社間もない事務員でもす
ぐに答えられるほどだ。毎日昼
には「Sopa-K」のデータを基
に、リーダー会議を開き、ボト
ルネックとなっている工程の解
消に努めている。
　積極的なITの活用が評価され、
今年 2 月には、経済産業省中部
経済産業局の「中部IT経営力大
賞2010」で大賞を受賞した。

　こうした先進的な取り組みで
業績を伸ばしてきた同社も、世
界同時不況の波が直撃し、一昨
年の秋以降の売り上げは前年の
20％にまで落ち込んだ。かつて
ないピンチに直面した小林社長
だったが、経営セミナーで聞い
た「試練の時にしか学べないこ
とがあり、できないことがある。
チャージ・チェンジ・チャレン
ジを」という言葉に奮起。「リ
ストラはしない。暇な時こそ現
状を見直し、改善や解決、新た
な挑戦に取り組むため、社員と
一緒に勉強会をしよう」と国の

緊急雇用安定助成金を活用して
雇用を維持することを決断し、
社内研修とものづくり技術の研
究に取り組んだ。試作の一環と
して、薄い鉄板を格子状に組
み合わせたピラミッド形のオブ
ジェは、「第 22 回優秀板金製品
技能フェア」で金賞及び日刊工
業新聞社賞を受賞した。
　新規取引先の開拓にも力を注
ぎ、世界規模で景気が冷え込ん
だ時期に、これまで付き合いの
なかった車両関連メーカー2社
を含む新たな取引先4社を受注
開拓した。一方で、既存取引先
の受注拡大にも取り組み、独自
の IT システムによるQCD を
プレゼンし、受注額が5倍増に
なった会社もある。
　3 年前に比べると売り上げは
まだ 60％にとどまっているが、
小林社長は「試練の時だからこ
そ、チャージ・チェンジ・チャ
レンジを合言葉に、新たな一歩
を模索していきたい」と話して
いる。

不況をバネに販路開拓、
技術の研鑚に注力

社長自らシステム開発
効率化、情報共有を実現
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生産者からみた農商工連携の現状と課題
～ビジネスチャンスをつかむ新しい農業のカタチ～

受注型の契約栽培に特化
　和郷園は92戸の専業農家で形成
する生産者集団です。和郷園を中核
とした和郷グループにはほかにも8社
の企業があり、農産物の生産や加工、
直売などを一貫して手がけています。
和郷園の生産する農作物はすべて契
約栽培で、市場では一切流通してい
ません。それは我々が農業を「食品
を供給する製造業」だと考えたから
です。製造業では注文をとらずに商
品を作ることはありません。価格も
採算の合う額で受注するでしょう。
　そこで我々は、20年前から製造業
にならって採算割れしない農業を目
指し、作ったものを市場に出荷する
農業から「売ってから種をまく」契約
栽培へとシフトしていったのです。

マーケットインの視点で

　契約栽培へシフトするにあたっ
て、我々が重視したのが「マーケッ

トイン」の考え方でした。これはつ
まり、お客様のニーズに合った商品
をピンポイントで提供するという方
法です。
　我々のお客様であるスーパー
マーケットは安さだけでなく、少し
高くてもおいしいものや安全・安
心なものをそろえて、消費者にお店
のこだわりを伝えたいと考えてい
ます。
　従って、和郷園では無農薬や減
農薬、有機肥料栽培に取り組み、
同時に、どの農家も均一の品質を
確保できるよう、科学的裏付けの
ある生産体制を確立しました。例
えば、農薬と肥料の使用履歴を記
録しながら、土壌分析の結果と過
去の収穫高を照合するデータベー
スを構築し、最適な土作りを実践し
ています。
　また、和郷園の出荷する野菜に
は一つ一つに保険が掛けてあり、
万一、残留農薬や食品事故が発生
した場合の補償にも備えています。
　納期までに契約した数量を出荷
するのですが、農作物を契約分だ
けきっかり作ることはできません。
そこで、あらかじめ多めに作付け
し、余った分はカット工場や冷凍工
場で加工しています。

循環型農業を実践
　加工場から出る野菜クズのリサイ
クルも進めています。グループの酪
農家から出る牛糞と一緒にプラント
で発酵させ、メタンガスと堆肥を
作って、グループ内で利用していま
す。スーパーマーケットなどで出る野
菜クズも引き取るなど、取引先にも
このリサイクルの輪に参加しても
らっています。
　他にも東京都内にアンテナショッ
プを出店したり、香港やタイにも進出
したりしています。タイでは和郷園
の仕組みを移植してバナナを現地生
産し、メイド・イン・ジャパンならぬメ
イド・バイ・ジャパンとして現地でも販
売しています。他のバナナより価格は
高いのですが売れ行きは好調で、食
文化に共通点の多いアジアにはこれ
から可能性があると感じています。
　農商工連携の目的は、それぞれの
知恵と技術を持ち寄り、新しい付加
価値を持った商品やサービスを生み
出すことです。しかし、マーケットイン
思想のない生産者と加工業者と販
売業者が連携しても、新しい付加価
値は生まれません。重要なのは買い
手のニーズをしっかり見据えた取り
組みなのです。

成功のヒントは、買い手のニーズの中に
「和郷園の取り組み」

安全・安心な食品、付加価値の高い食品へのニーズが高まる中、農
商工連携による新事業創出や農業関連ビジネスへの新規参入が
相次いでいる。そこで今回は、農業をビジネスとして成功させる秘
訣を探るため、農業の常識を打ち破った取り組みで全国的に注目
を集める和

わ ご う え ん

郷園をはじめ、(有)三共農園、JA小松市、（株）スギヨ
が手がける県内の先進事例を紹介する。

講師 木内 博一 氏
農事組合法人和郷園代表理事
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講師 岸  省吾 氏
有限会社 三共農園取締役

講師 東  浩一 氏
JA小松市営農部道の駅準備室室長

講師 半澤 咲子 氏
株式会社スギヨ 農業事業担当農場長

コストアップでも売り上げは増加

　スギヨは魚肉練り製品や総菜の製造販売を手掛
ける会社です。農業参入は、一次産業から三次産業
までを統合した新しい企業形態を模索するという
ビジネス戦略の一環です。同時に、自分たちの責任
で、安全安心な野菜を安定的に確保したいという
思いがあって始めました。現在、能登島とその周辺
に農場を持ち、キャベツやタマネギなどを生産して
います。収穫した野菜の90％がカット工場に回り、

そのうち90％を自社の総菜に活用しています。残り
は外販です。
　農場を持ったことで、外部から野菜を購入するよ
りも原価は高くなりました。自社野菜オンリーの総
菜に、そのことを明記したシールを貼って販売して
いる時期は売り上げが大幅に伸びています。今後
は、野菜の安定生産と保存技術が課題です。

産学連携でトマトカレーを開発

　小松は北陸一のトマト出荷量を誇ります。しかし、
出荷が多い分、規格外品も多く、味が同じでも秀品
は1箱1,223円、規格外品は1箱678円と価格に大きな
差が出ます。そこで考えたのが規格外品の有効活用
でした。その一環として試作したトマトカレーが産
地をPRする即売会で高評価だったことから、レトル
トトマトカレーの開発に取り組んだのです。

　商品開発では、成分分析と食品評価を北陸学院
大学短期大学部食物栄養学科に、加工を桃宝食品
に依頼しました。現在、JAの直売所やAコープ、道
の駅で販売しています。課題は収穫期の違うトマト
でも同じ味に統一することですが、商品の評判は
上々で、現在は新たに趣向の異なる3種のトマトカ
レーを開発しています。

ラインアップを広げて販路拡大

　三共農園では、果物狩りのできる「加賀フルーツ
ランド」を運営し、そこで採れた果物をジャムや
ジュースとして販売しています。加工は福井県の会
社に委託していましたが、製造が追いつかず、お客
様の要望である少量多品種の品ぞろえにも対応で
きないため、県内の加工会社を探しました。そして、
国外産から国産原料を使った商品製造への転換を

探っていた桃宝食品との連携を決めました。
　連携を機に11種の新商品開発と、販路開拓にも
乗り出しました。特にイチジクジャムやタマネギリ
ンゴジュースなどは好評で、デパートや通販にも販
路が広がりました。少量多品種製造のためコスト
が高く、生食用の果物を使うので生産量の調整も
難しいのですが、売れ行きは好調です。

「㈲三共農園の取り組み」

「小松市農業協同組合の農商工連携の取り組み」

「農業参入から3年 ～動機から変遷そして課題について～」

木内氏が講演したセ
ミナーでは、農商工
連携に意欲的な関係
者が先進事例を学ん
だ。会場には農商工
連携によって生まれ
た商品も展示された
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　金沢大地では、直営農場「金
沢農業」が生産した米や小麦、大
豆、野菜などの農産物と、これら
を主原料とした味噌や醤油、豆
腐、麦茶などの加工品を販売す
るネットショップを運営している。
農産物のほとんどを有機栽培で
育てている点が大きな特色で、商
品一覧には有機JAS認証商品
がずらりと並んでいる。

　平成17年の開設から6年目を
迎え、ネット販売の売り上げは順
調に増え、毎年、目標額をクリアし
続けている。好調の背景には、「食
の安全・安心」を求めるニーズの
高まりはもちろん、金沢大地の積

極的な販売戦略がある。
　その一つが、シーズンに合わせ
たキャンペーンだ。秋に収穫祭と
して有機米をプレゼントしたり、
初夏には大豆を無料で配布し種
まきを呼びかけたりするなど、サイ
ト上でさまざまな企画を実施した
ところ、多くの反響が寄せられた
という。
　商品ラインアップの充実にも力
を注ぎ、家庭で味噌が作られるよ
うに米麹

こうじ

と大豆を組み合わせた
セット商品を販売するほか、小麦
を自宅で挽

ひ

くことができる電動石
臼「キッチン・ミル」などユニーク
な商品も扱っている。

　また、ホームページでは、単に商
品を販売するだけでなく、有機栽
培を始めた理由や将来的な目標
など、井村辰二郎代表の農業に対
する情熱を伝えている。加えて、利
用者が農業を考えるきっかけとな
るよう、同社が運営するコミュニ
ティーサイト「あぐりハグハグ」に
もリンクしており、金沢大地の農業
への姿勢が伝わってくるつくりに
なっている。

　一方、商品の説明に関しては、
ネットショップ担当の五十嵐教

のりこ

子
さんが、小さな子を持つ母親とし
て率直な感想をコメント。農作物
の作り手側と購入する側双方の
意見が見えることが、ユーザーに
とって商品への信頼感につながっ
ているようだ。
　同社では今後、出荷時期などの
タイムリーな話題を今まで以上に
きめ細かく発信し、ネットショップ
での購入につなげていく考えだ。
五十嵐さんも、「IS ICOのホーム
ページドクターにサポートしていた
だき、改善を加えてきた。これか
らもアドバイスを参考に、ネット販
売の売り上げ増につなげていきた
い」と意気込んでいる。

（株）金沢大地

http://www.k-daichi.com/

季節に合わせたキャンペーンで
こだわり農産物をPR

「リピーターには個人客だけでなく、パン屋さんやうどん屋
さんなどのプロも多い」（五十嵐さん）という

■所在地　　金沢市八田町東9番地
　　　　　　TEL.076-257-8818
■代表者　　井村 辰二郎
■設立　　　平成14年3月

有機JAS認証の
商品がずらり

作り手の情熱と主婦目線が
商品への説得力を生む

金沢大地のネットショップでは写真と商品の説明文が豊富。I S I C O主催
の「ネットショップコンテスト2009」では、ファイナリスト賞を獲得した

有機農産物を使った麦茶や醤油など
の加工品も多彩。ドイツから輸入する
電動石臼「キッチン・ミル」( 写真左 )
は小型で、ちょっとしたスペースに設
置できる

■資本金　　2,400万円
■従業員数　13名
■事業内容　農産物加工・販売

［農産工房	金沢大地］
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ネット販売を行っている県内の意欲ある店舗を支援するため、
バーチャルショッピングモール「お店ばたけISHIKAWA」を開設しています。

ネットに進出し、さまざまな方法で販路開拓を行っているお店ばたけ出店者を紹介します。

※新規出店者を随時募集しています。出店条件、審査基準などの詳細は、
http://www.omisebatake-isico.com/katudou/koubo.html　 

　公進都市企画が運営する「じ
ろや」は、九谷焼の食器や牛首紬
のバッグといった伝統工芸品を
販売するセレクトショップである。
ショップには、シンプル＆モダンを
テーマに、およそ600点もの商品
がラインアップされている。いずれ
も、県内作家の手によるもので、運
営責任者である小髙康之取締役
が実際に工房を訪ね、選び抜いた
逸品だ。
　ショップがオープンしたのは平
成18年1月。同社の関連企業であ
る（株）西山産業（白山市）が牛首紬
を製造していることから、県内の優
れた伝統工芸品を広く紹介したい
と店を開き、以降、売り上げもアク
セス数も順調に伸ばしている。
　じろやの好調を支えているの
は、確かな目利きだ。ネットでは商
品を手に取ることができないだけ
に、小髙取締役は利用者に代わっ
て現物を入念にチェックして商品
を厳選。半数以上がリピーターと
いうことからも、利用者の満足度の

高さがうかがえる。商品の魅力をス
トレートに表現しようと、サイトは白
を基調としたシンプルなデザインと
し、温かみのある写真が商品の色
合いや素材の質感を伝えている。
　母の日のプレゼントに最適の商
品を集めたり、注目の作家にスポッ
トを当てたりと、月替わりの特集を
組むほか、こまめに新商品を紹介
して、更新頻度を上げるなどして、
いつ訪れても新たな発見がある
ショップになるよう工夫している。

　今年3月にはISICOが主催す
る「ネットショップコンテスト石川
2009」で、ファイナリスト賞に輝い
た。昨年に続き、2回目の応募で
の受賞である。
　受賞の陰には、去年から今年
にかけての細かな
改良の積み重ねが
あった。デザインを
見直し、商品写真を
より大きく掲載した
ほか、商品選択か
ら決済に至るまで
の導線を分かりや
すく再構成。また、

「ショッピングカート」と呼ばれる決
済システムにおいても、システムを
提供している会社に要望し、使い
勝手がよくなるようカスタマイズし
てもらった。

　「写真はいいが、職人さんや店員
さんが登場しないのが寂しい」と
の選評を受け、「今後は、作家や制
作過程をサイト内で紹介したい」
と小髙取締役。「こだわりの手仕
事は石川県の財産」と、塗り物やガ
ラス製品なども充実させ、さらにサ
イトを進化させていく考えだ。

（株）公進都市企画

http://www.giro-ya.com/

利用者に代わって商品を厳選
確かな目利きが成長のカギ

コンテストでは審査員が「商品の質の良さが伝わるショップ」とコメント。
商品写真にも高い評価が寄せられた

■所在地 白山市部入道町ト40
 TEL.076-273-0808
■代表者 小倉 継和
■設立 昭和57年11月

月替わりの特集で
購買意欲を刺激

改良を重ねて
コンテストで入賞

コンテストへの参加について、「第三者の評価が分かるし、評価を受けることで
改善点も見つかる」と話す小髙取締役

■資本金 1,000万円
■従業員数 6名
■事業内容 牛首紬、九谷焼など伝統工芸品の販売、
　　　　　　造園工事など

社員が撮影した商品写真。商品の色や質感を正確に
表現するため、フラッシュは使わず、自然光での撮影
を心がけている

［じろや］



　自動車販売、整備のキスモでは
今年 1 月、ISICO の設備貸与制度
を活用してフレーム修正機、コン
ピュータ計測器を導入した。どちら
もイタリア製の最新機器である。
　フレーム修正機とは、事故車など
の板金整備にあたって、車の骨格
であるフレームを固定、リフトアップ
し、変形した部分を油圧機器で引っ
張り出す機械で、高さや幅、奥行
きをミリ単位で正確に修正できる。

　コンピュータ計測器は、車体の
変形を数値化するシステムで、北陸
の整備工場では初めて導入した。
タッチペンで任意の計測ポイントを
指定するだけで、目で見ても分から
ないわずかな歪みまで数値化する。
　計測器には車種ごとに新車の各
部位のサイズを計測したデータベー
スが完備されており、それと照らし
合わせながら修理することで、新車

とまったく同じ寸法に復元できる。
　同社の林隆信社長は「従来、自
動車の板金では職人の経験と勘が
すべてだったが、2 台の機器を活
用すれば、より精度の高い板金整
備が可能になる」と導入のメリット
を話す。

　自動車に使われている素材の変化
も導入理由の一つである。自動車
メーカーでは近年、薄くても強度を
保てる高張力鋼板やアルミなどの軽
量素材を採用している。しかし、例
えば高張力鋼板はハンマーでたた
き出すとひずんでしまうなど、職人技
だけでは修理できないケースが増え
てきた。この修正機があれば、こう
した素材でも修理が可能だ。
　また、これまでは損傷の具合を
目視で見極めて見積もりを算出して
いたが、実際に作業に取りかかると、
見た目以上のダメージが明らかにな
ることもあった。測定器を利用すれ
ば、顧客や保険会社に最初から正
確な見積もりを提示できる上、修理
後も、新車と同じ状態に復元されて
いることを数値で証明できる。
　自動車整備業界は、自動車の保
有台数が伸び悩み、市場の拡大が
期待できない一方、ガソリンスタン
ドやカー用品店などの参入が相次
ぎ、競争が激化している。そんな

中、同社では他社と差別化を図ろ
うと、販売・整備にとどまらず、24
時間体制のロードサービスや廃車の
解体など、新規事業にも積極的に
取り組んできた。一昨年から手がけ
るレンタカー事業も軌道に乗ってき
た。今後は、ハイブリッド車や電気
自動車といった新技術への対応も
視野に入れ、林社長は「車に関す
るすべてのことでお客様のお役に立
ちたい」と、自動車総合サービス業
として飛躍を期す。

大破した車も
元の状態に

フロム・ユーザーズ

設備貸与制度の利用者に聞く

From
USERs ISICOでは、企業の設備投資を支援するため

設備貸与制度で、企業の成長を後押ししています。
制度を利用して事業の拡大に成功した企業の取り組みを紹介します。

レンタカーなども手がけ
自動車総合サービス業へ

最新鋭の修正機、計測器で、
精度の高い板金整備を実現

16年前に輸入車販売からスタートし、利便性や満
足度の向上を目指して業容を拡大してきた林社長

フレーム修正機は工場内を簡単に移動できるようになっている
ので、空きスペースをうまく使って作業できる
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タッチペンで計測点を指示するコンピュータ計測器は
操作性に優れる。目視で確認できないわずかな歪みを
数値で示す

キスモ（株） ■ 所在地　金沢市西泉3-2-1
　　　　　 TEL.076-280-4455
■ 代表者　林  隆信
■ 設　立　平成6年5月

■ 資本金　　2,000万円
■ 従業員数　19名
■ 事業内容　自動車販売・陸運局指定工場・一般整備
●http://www.kismo.co.jp/
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県内では、産学官の連携によって
ニュービジネス創造を目指す動きが本格化しています。

ここでは、その実例に迫ります。

　シグマ光機では、産学官連携に
よって従来よりも高性能で安価な
光学機器用小型アクチュエータを
開発した。
　アクチュエータとは、光学機器な
どの内部で部品の制御や位置決
めに使われる駆動装置である。
　新開発したアクチュエータは、圧
電セラミック材料を20層あまり
重ねた構造体に電圧を加えて振動
させ、駆動力を発生させる。電圧
の強さや電圧を加える部位を変え
れば、あらゆる方向に動きをコント
ロールできる。50ナノメートル単
位で動かすことが可能で、これは
電磁モーターを使った従来のアク
チュエータに比べて3倍以上の精
度。価格は既存製品の約7割に、サ
イズは半分以下に抑えた。
　同社では、このアクチュエータを
使って、光を反射させる鏡を保持、

制御するミラーホルダーを製品
化。今後は、分光器、干渉計といっ
た測定機器などに組み込まれる部
品として利用を見込んでいる。
　今年1月にはアメリカ・サンフラ
ンシスコで開かれた世界最大級の
光学技術展示会「フォトニクス・ウェ
スト」で研究の成果を披露。精度
とサイズに多くの関係者が興味を
示し、同社では今後の販路拡大に
手応えを感じている。

　今回の開発は、経済産業省地域
イノベーション創出研究開発事業
に採択され、平成20年度から2年
にわたって、石川県工業試験場機
械金属部、ニッコー（株）、東京工業
大学の中村健太郎教授と協力して
取り組んだ。
　産学官連携には、新たな技術や
ノウハウが得られる、研究開発の
スピードが上がる、研究開発費用

を軽減できると
いったメリットが
あるほか、同社の
水村峯夫取締役
は「若手技術者
の育成にも有益」
と話す。高度な技
術開発へのチャ
レンジは社員の
モチベーション
や達成感につな

がる上、連携を通して広がった人
脈はその後の仕事でも役に立つ。
国の事業に採択されれば、定期的
に報告会が行われ、さまざまな角
度から専門家のアドバイスが受け
られ、開発のヒントになる。こうし
た点が技術者の成長につながると
いうわけだ。
　アクチュエータは今後、顕微鏡
に組み込むタイプや半導体製造装
置用に真空でも作動するタイプな
ど、用途に応じた開発を続けてい
く計画だ。水村取締役は「光学技
術は欧米が先行しているが、今回
の技術開発は世界に誇れる成果」
と自信を見せており、「光を使った
計測、分析は応用範囲が広い。医
療や環境など、関連メーカーにさ
まざまな分野で活用してほしい」
と期待をかけている。

新開発の駆動装置で
ナノレベルの制御を可能に
3倍以上の精度を実現

産学官連携で若手を育成

水村取締役は産学官連携事業を技術者育成
の場ととらえ、積極的に若手を登用する

シグマ光機が新たに開発したミラーホルダー。青い部分にアクチュエータが
内蔵され、動きをコントロールする

■ 所在地 　白山市八束穂1-1（技術センター）
 　TEL.076-274-6100
■ 代表者 　森  昤二
■ 設立 　昭和52年4月
■ 資本金 　26億2,300万円
■ 従業員数　365名
■ 事業内容 光学基本機器製品、光学研磨・薄膜製品、

自動応用製品、レーザシステム製品、バイ
オ関連製品、光学システム製品など

● http://www.sigma-koki.com/

シグマ光機（株）
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総務企画課　　　　　  ☎ 076-267-1239

平成22年度　ISICO組織体制紹介

IT・コンテンツ産業の振興、企業の情報化のため、
IT経営塾や新情報書府事業を実施しています。
また、4千本超のDVD・ビデオの無料貸し出し
や、ネットショップの訓練の場として「お店ばた
け」（約70店出店）の運営も行っています。

産業情報課　　　　　  ☎ 076-267-1001

社員の採用や定着に関する相談に人材アドバイ
ザーが対応します。
また、人材育成や技術習得のためのセミナーを開
催します。

人材支援課　　　　　  ☎ 076-267-1145

県内中小企業の加工組み立て技術・製品開発技術
を、県外大手企業へ紹介・斡旋し、新規受注の拡
大を図ります。
受注機会の拡大のため、受注開拓懇談会、技術提
案型展示商談会を開催します。

受注開拓課　　　　　  ☎ 076-267-1140

地域資源を活用した新製品や石川ブランド認定新
製品等を、全国の百貨店、専門小売店等のバイ
ヤーへ橋渡しをして販路開拓を支援しています。

販路開拓課　　　　　  ☎ 076-267-1140

県内中小企業の首都圏進出を後押しするため、東京都千代
田区麹町に貸しオフィス12室（月額84,000円）を設置し
ています。

石川県ビジネスサポートセンター
☎ 03-5276-1681

　　　　　　　　　　  ☎ 076-267-1189
県内中小企業の課題解決に向けて、専任アドバイ
ザーが窓口相談を行っています。また、必要に応じ
て、外部の専門家（公認会計士、弁護士、中小企業
診断士など）からなる個別支援チームを編成し、具
体的な事業の再生計画策定を支援します。

● 中小企業の情報化の推進
● 産業人材の確保・育成支援

産業振興部

● 受注開拓支援、販路開拓支援

販路開拓推進部

中小企業診断士などの専門家を派遣し、具体的・
実践的なアドバイスを行っています（平成21年度
は130社の企業が各種専門家派遣制度を活用され
ました）。

経営支援課　　　　　  ☎ 076-267-1244

ベンチャー企業や起業をめざす方へのアドバイス
を行っています。また、将来の成長が期待される
革新的ベンチャー企業を発掘し、集中的なサポー
トを行っています。

新事業支援課　　　　  ☎ 076-267-1244

経営基盤強化のための設備投資についてアドバイ
スと金融支援を行っています。
金融支援では、設備代金の1/2を無利子で融資す
る「設備資金貸付制度」や、ISICOで設備を購入
し、割賦やリースで返済していただく「設備貸与
制度」があります。

設備資金課　　　　　  ☎ 076-267-1174

● 中小・ベンチャー企業の創造的事業活動の促進
● 経営基盤の強化、経営革新など総合支援

経営支援部

再生支援室
● 中小企業の事業再生の支援

総務企画部
● 組織の管理と事業の総合調整



15

新任役員紹介

● 産学官・産業間連携の推進
● 共同研究による技術開発支援

プロジェクト推進部

アドバイザーによる特許検索指導や特許流通の相
談を受けています。
また、知的財産の戦略的な活用をめざす企業への
専門家派遣を行っています。

知財活用推進室　　　  ☎ 076-267-6291

産学官・産業間連携による研究開発プロジェクト
を支援するため、新製品や新技術の開発にかかる
経費の一部助成や、企業と大学・工業試験場等と
の共同研究のお手伝いを行っています。

技術開発支援課　　　  ☎ 076-267-6291

● サイエンスパークの活性化推進拠点
● 新産業創造の支援拠点

サイエンスパークオフィス

最大220名を収容できる大会議場、少人数から
100名まで対応できる会議室や、レストラン・宿
泊施設を備え、会議室を使っての昼食会や、会議
後のレセプションにも対応できます。
また、北陸先端科学技術大学院大学やサイエンス
パーク内企業への来訪者に対しては宿泊料金の割
引サービスも実施しています。

石川ハイテク交流センター　☎ 0761-51-0106

新製品の研究開発など、創造的なビジネスを進め
る企業が、ローコストで利用できる独立型の賃貸
スペースです。

いしかわフロンティアラボ　☎ 0761-51-0122

ベンチャー企業や研究意欲にあふれる中小企業な
どをサポートするインキュベート施設です。24時
間・365日利用可能な5㎡、25㎡、50㎡の3種類の
大きさのスペースを低賃料で貸し出し、シャワー
ルーム、仮眠室なども整備しています。

いしかわクリエイトラボ　☎0761-51-0122

● 産業化資源を活用した新事業創出支援
● 地域振興プロジェクト支援

地域振興部

農林水産品や伝統工芸品、観光資源などの地域資
源（産業化資源）を活用した中小企業の新商品・
新サービスの開発から販路開拓までを総合的に支
援しています。また、企業の農業参入にかかる取
り組みへの支援や農商工連携、医商工連携による
新産業創出を促進します。

産業化資源活用推進課  ☎ 076-267-5551

能登半島地震で甚大な被害を受けた中小企業等が
産業振興に向けて大きく前進するように、地場産
業の再生、商店街の活性化、個別企業の業容拡大
をはじめ、販路開拓などの支援を実施していま
す。

企業復興支援室　　　  ☎ 076-267-5551

能登半島地震による中小企業等の復興支援の拠点
として、県奥能登総合事務所（能登空港ターミ
ナルビル4階）に「能登サテライト」を設置して
３年目。復興から振興を合言葉に専任アドバイ
ザー・コーディネーターを配し、復興支援事業や
活性化ファンド事業の情報提供・相談・フォロー
アップまで、きめ細かく対応します。

能登サテライト　　　  ☎ 0768-26-2333

聞くこと、見ることす
べてが目新しく、一
日も早く職務を全う
できるように頑張ら
ねばと思っています。

常務理事
松本 正彰

I S I C O    O R G A N I Z A T I O N

企業の皆様方に信
頼されるよう、何
事も前向きに取り
組んでまいりたい。

専務理事
近藤 博史



　IS ICOは5月28日に金沢エクセルホテル東急
で韓国企業6社と日本企業17社をマッチングす
る「ビジネス商談会in石川2010」を開催しま
した。積極的な商談が行われ、今後のアライア
ンスに向けた
期待が高まっ
ています。

今回は年度始めとして、支援機
構の事業や組織について理事

長にインタビューしたほか、県内中小企業の取
り組みをご紹介しております。今年度も皆様に
分かりやすく元気の出る情報を発信していき
たいと思っておりますので、情報誌「I SICO」を
よろしくお願いいたします。

［発行月］ 平成22年6月（年6回発行） ［編集協力］ライターハウス／金沢市問屋町1-75 ［印刷所］ ㈱ 橋本確文堂／金沢市増泉4-10-10

イシコ・トピックス

「石川ブランド認定製品」とは、石川県内の
中小企業が開発した新製品を石川県が審査
し、優秀な製品に対して与えられる称号です。
各部門の金賞、銀賞、銅賞の受賞企業は左
記の通りです。その他 52 社の認定企業は
ISICO のホームページに掲載しています。

３部門61社を「石川ブランド」に認定

金賞、銀賞、銅賞に輝いた企業には谷本知事から賞状が手渡さ
れました

■平成22年度 石川ブランド認定製品
 http://www.isico.or.jp/ib/list22.html

韓国企業6社を招き
商談会を開催
ビジネス商談会in石川2010

ISICOが以前から
交流を進めてきた
韓国企業と県内企
業の連携の可能性
を探りました

石川県中小企業技術展／石川県企業交流懇談会

県内企業108社が
技術力をアピール

　I S I COは5月20日から3日間、
県産業展示館2号館で「第23回
石川県中小企業技術展」を開催
し、会期中24,602人が来場しま
した。
　また、20日には金沢エクセル
ホテル東急で「石川県企業交流
懇談会」を開催し、過去最多とな
る150社以上が参加しました。
懇談会は、谷本知事のあいさつ
に続き、（株）IHI（横浜市）原子力センター資材部の大森明部長のご
発声による乾杯で始まり、県外発注企業44社59名に対し、県内受注企
業108社124名が、積極的に受注拡大に向けた情報交換を行いました。

■	機械産業部門

ThreeD（スリード） （株）江沼チヱン製作所（加賀市）

Twin Grind Polish 500 （株）ビービーエス金明（白山市）

エコチャックと駆動装置 松本機械工業（株）（金沢市）

■ 情報産業部門

CyberMotion デジサイン サイバーステーション（株）（金沢市）

Active Marketing Support System
「儲かりくん」

（株）アール・ティー・シー（金沢市）

Madric EcoNavi（マドリックエコナビ） （株）シーピーユー（金沢市）

■ 生活産業部門
一枚の木と革を縫製して製作した
バッグ・財布・名刺入れ（BIOS） （株）谷口（金沢市）

カーテンシャッター「アぺリア」 （株）スガモトテント（加賀市）

緩衝キャスター V
トーションスプリングタイプ シシクアドクライス（株）（金沢市）

金賞

銀賞

銅賞

金賞

銀賞

銅賞

金賞

銀賞

銅賞

平成22年度 石川ブランド認定優秀製品一覧

県内企業の経営者らが新規取引先の獲得に向け、
持ち前の技術力をアピールしました


