
銭湯を経営するYou＆ゆグループが ISICOの
支援を受けて開発した「金沢五彩アイスポッ
プ」。石川県産の果物や野菜を使ったアイス
キャンディーで、事業の新たな柱として期待が
かかる。詳しくは8ページをご覧ください。
【表紙撮影／黒川博司】
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北陸新幹線金沢開業から1年が経過
した。県経済への影響をどのように
とらえているか。

　観光関連産業をはじめ、小売業や
流通業、サービス業などで好影響が出
ている。また当初は首都圏とのアクセ
スが良くなることで県外企業が石川に
設置していた支店・営業所を閉鎖する
のではないかと心配したが、新たに50
社以上が支店・営業所を開くなど、幅
広い分野でプラスの効果が見られる。

こうした効果も追い風に、県経済は回
復を続け、有効求人倍率や鉱工業生
産指数も全国トップクラスを維持して
いる。
　北陸新幹線は今後、敦賀までの延
伸工事が本格化し、県内だけでも7年
間で約4,000億円の公共投資が見込
まれ、県経済を押し上げる好材料にな
ると考えている。
　新幹線開業効果を十分に活用し、
成長する産業づくりを進めていくた
め、ISICOとしては、県内中小企業の

ISICOでは、新事業の創出や新商品開発・技術開発、受注・販路開
拓などに取り組む企業を、経験豊かなスタッフが多彩な支援メニュー
でサポートしています。今年度も利用者のニーズにきめ細かく応える
と同時に、北陸新幹線の開業効果を十分に生かしながら、県内企業
の強みと個性をさらに伸ばしていくため、積極的に支援に取り組みま
す。県産業の目指す方向性やISICOが果たす役割について、当財団
の理事長である谷本正憲知事に聞きました。

北陸新幹線の開業効果を追い風に

県
産
業
の
一
層
の
発
展
へ

強
み
と
個
性
を
さ
ら
に
伸
ば
す

（公財）石川県産業創出支援機構

谷本 正憲
理 事 長

理 事 長
イ ン タ
ビ ュ ー

（石川県知事）
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中核的支援機関として、これまで講
じてきた諸施策の成果や現場のニ
ーズ等を踏まえながら、積極的に支
援していきたい。

景気の回復を背景に、特に中小企
業で人手不足感が増している。産
業人材の確保、育成をどのように
支援するか。

　石川へUターン、Iターンしたい、
石川で働きたいと考える人のため
に、住まいや仕事探しをワンストッ
プで支援する「いしかわ就職・定住
総合サポートセンター」（ILAC）を
４月に金沢市内に開設し、東京にも
窓口を設けた。開設から約2カ月で
250件ほどの相談が寄せられ、滑り
出しは上々だ。今後、県内企業の技
術力の高さや住環境の良さをしっか
りとアピールし、企業の人材確保に
つなげていきたい。
　また、県内高校を卒業して県外大

学へ進学する学生が60％を占め、こ
のうち40％の学生はそのまま県外で
就職している。Uターン就職を増や
すため、県では県外大学12校と就
職支援協定を結んで、石川県出身の
学生に就職情報や県内企業の魅力
などの情報提供を強化している。今
後は協定校を拡大させ、さらに多く
の学生に情報提供していくほか、進
学者の多い東京・大阪・名古屋で、
学生と県内企業の若手社員との交
流会を開催するなど、Uターン就職
の促進に取り組んでいく。
　一方、県内高校から県内大学へ進
学した学生の25％は県外企業に就
職している。県内大学で学ぶ県外出
身者ではその割合は85％にも上る。
そのため、インターンシップ（就業
体験）を受け入れる県内企業と大学
生をマッチングする交流会を拡大す
るなどして、県内就職率の向上に取
り組んでいく。

ものづくり企業で研究開発や新製
品開発を担う人材の獲得も課題
の一つだ。

　県では、理系大学院の修了生が
県内の中小企業に就職した場合、奨
学金の返済を助成する制度を創設
する。既に理系大学院を修了し、県
外企業で働く社会人が県内企業に
転職する場合も対象とし、専門性の
高い優秀な人材を確保するための
呼び水としたい。
　ISICOでも県、ILACなどと連
携し、高度専門人材の採用や活用
方法に関するセミナーを開くなどし
て、企業の人材確保、育成を支援す
る。

北陸新幹線による首都圏へのアク
セス向上は、ビジネスチャンスの

拡大につながる。首都圏で販路拡
大に挑む県内企業をどう後押しす
るか。

　平成26年10月、東京・銀座にオ
ープンしたアンテナショップ「いし
かわ百万石物語・江戸本店」は、お
かげさまで販売も好調で、利用者
からも好評を得ている。今後、利用
者の満足度を一層向上させるととも
に、ここを拠点に首都圏の百貨店や
専門店へ販路を広げられるようにし
たい。
　また、ISICOでは全国のバイヤ
ーを一堂に集めた商談会を首都圏
で開催するなど、県外への販路開
拓に力を入れている。香林坊大和
で運営する「石川のこだわりショッ
プ　かがやき屋本店」も新商品を
PR、販売するだけでなく、百貨店や
商社とのビジネスマッチングの場と
して活用している。これからもこうし
た取り組みを通じて地域資源を活用
した商品を発信し、販路拡大をサ
ポートする。

受注拡大を狙うものづくり企業に
対する支援は。

　これまでも、県内企業の優れた
技術や工法を大手メーカーなどに売
り込むための技術提案型展示商談
会や受注開拓懇談会を開催し、着
実に商談成立につなげてきた。中で
も県内受注企業と県外発注企業が
一堂に会し、商談する受注開拓懇談
会は全国的にも珍しい取り組みだ。
名刺交換から始まる泥臭いやり方だ
が、県外企業からは、県内企業がど
のような技術を持っているのか、あ
るいは信頼できる相手かどうかをフ
ェース・トゥ・フェースで確かめられ
ると好評だ。県内外から企業を集め
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るノウハウはISICOが長年培っ
てきたもので、よそではまねでき
ないと自負しており、今後も地道
に続けていきたい。

国内市場が縮小する中、国際展開
を目指す企業への支援も重要だ。

　成長著しい東南アジアは生産
拠点としても、マーケットとしても
有望だ。そこで、県では東南アジ
ア各国とのアクセスが良く、情報
が集まるシンガポールに事務所を
設け、市場動向や貿易手続きに関
する情報提供、商社・バイヤーな
ど現地取引先の紹介などを行っ
ている。
　また、石川県の大きな魅力の一
つである食文化を海外に広く発
信するため、ニューヨーク、シンガ
ポール、ミラノで県産食材を使っ
た料理や地酒を伝統工芸品の器
で提供する食文化提案会を開催
してきた。今年は取り組みを一歩
進め、９月にイタリア・トリノで開
催される、世界最大規模の食の見
本市に日本の地方自治体として初
出展する。同時に、スローフード
協会の幹部や現地のバイヤーを
石川県に招へいするなどして、県
内の生産者や食品企業の欧州で
の販路開拓を後押ししていく。

ものづくり産業の集
積や高い技術力とい
った強みをさらに磨
きあげていくことも
必要だ。

　I S I C Oでは地元
金融機関の協力を得
て、「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

「いしかわ次世代産業創造ファ
ンド（次世代ファンド）」という２
つの基金を設け、合わせて60 0
億円という全国でも類をみない
規模で、企業の積極的な取り組
みを支援している。活性化ファン
ドでは新技術・新製品開発を支
援しており、商品化に結びついた
案件は約９割と非常に高く、中に
は海外でも評価の高い商品も生
まれている。次世代ファンドでは
革新性の高い研究開発を支援し
ており、重点支援分野の一つが
炭素繊維だ。石川が複合材の加
工技術を確立し、自動車・航空
機産業が集積する東海地区と連
携して、炭素繊維複合材の世界
的な生産・加工地域を形成する
コンポジットハイウェイ構想の実
現を目指している。今年はドイツ
の炭素繊維複合材の研究開発拠
点であるCFKバレーとの技術交
流を進め、構想の実現に向けて
取り組みを加速させたい。

今年4月には産業技術総合研究
所（産総研）、6月には情報通信
研究機構（NICT）が県内に連
携拠点を開設した。

　どちらも日本海側に連携拠点
を設けるのは初めてで画期的なこ

とである。産総研は国内最大級の
公的研究機関、NICTは情報通
信分野を専門とする唯一の公的
研究機関で、いずれも優秀な研究
者が多数在籍している。今回の連
携拠点の設置を契機に、ISICO
でもこれらの機関と連携を密に
し、県内企業の商品開発や技術
革新、ニッチトップ企業の育成を
支援していきたい。

中小企業の後継者問題が深刻
化している。

　後継者が見つからずに廃業す
れば、その企業が蓄積してきた
貴重な技術やノウハウ、雇用の場
が失われ、県の産業にとっても大
きな損失となる。そこでISICO
では昨秋、「石川県事業引継ぎ
支援センター」を設置し、相談
体制を強化した。親族や従業員
への円滑なバトンタッチはもちろ
ん、第三者への事業引継につい
てもしっかりとサポートし、後継
者問題に幅広く対応していく。

利用者にメッセージを。

　ISICOは平成11年の創設以
降、県内企業の総合支援機関とし
て、企業の皆様のさまざまなニー
ズに柔軟に、かつ迅速に対応して
きた。今後も、本県経済の基盤を
なす中小企業の発展に向け、県と
の緊密な連携のもと、経験豊富な
スタッフが県内企業をしっかりと
サポートしていく。決して敷居は
高くないので、お気軽にご相談い
ただきたい。
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軽量・コンパクトだから旅に最適

　トゥー＆フローはオーガナイザー（仕分け袋）、ネックピロー
（首枕）、スリッパなど、旅の持ち物として最適な14アイテ
ムをラインアップしている。
　「軽量・コンパクト」をコンセプトに掲げ、例えばオーガナ
イザー（Mサイズ）は約 26グラムと世界最軽量（2014 年カ
ジグループ調べ）を実現した。ちなみに同サイズの他社製
オーガナイザーのほとんどは100グラムほど、軽いものでも
39グラムということで、いかにトゥー＆フローの商品が軽い
かが分かる。
　生地が薄いので、使わないときは折りたたんでおけばか
さばらない。機能性にも優れていて、生活防水機能が付与
されている上、もし生地が裂けたとしても、それ以上に裂
け目が広がらない特殊な織り方を採用している。
　生地づくりから縫製に至るまですべて日本製にこだわっ

ている点も特徴の一つだ。
　平成 26 年12月に発売以降、生活雑貨を扱う中川政七
商店をはじめ、アーバンリサーチドアーズ、渋谷ロフト、代
官山 蔦屋書店など既に全国約100 店舗に販路が広がって
いる。平成 27年度には「プレミアム石川ブランド製品」の
認定を受けた。平成 27年1月から1年間で9,000万円（小
売価格）を売り上げ、ブランドマネージャーの砂山徹也さん
は「予想以上の売れ行き」と目を細める。

おしゃれに敏感な男性に好評

　一方、ティモーネは40 代、50 代のビジネスマンをターゲッ
トにしたファッションブランドだ。現在、ジャケットやブル
ゾン、カットソーなど 13アイテムをそろえている。
　ブランドを象徴するダブルのジャケットは仕立てのいい
上品なデザインだ。とても軽い上、伸縮性に富んだ生地を

糸加工のカジナイロンなど国内5社、海外2社で構成するカ
ジグループは、新たな試みとして自社ブランドを相次いで立
ち上げた。それがトラベルギアブランド「TO＆FRO（トゥー＆
フロー）」とメンズファッションブランド「Timone（ティモー
ネ）」で、どちらも好調な滑り出しを見せている。今後、次代の
事業の柱として育てて経営基盤を強化するとともに、本業で
ある高付加価値の糸や生地の販促につなげていく考えだ。

旅行グッズとメンズファッション
二 つ の 独 自 ブ ラ ン ド が 好 発 進

カジグループ
カジナイロン㈱ /カジレーネ㈱ /カジニット㈱ /
カジソウイング㈱ /㈱梶製作所
http://www.kajigroup.co.jp/

■ 代表者 梶 政隆
■ 創　業 昭和9年4月
■ 資本金 3億8,500万円

（グループ会社合計）

■ 従業員数　426名
　（グループ会社合計）
■ 事業内容　糸加工、織物製造、
ニット製造、縫製、機械製造

金沢市梅田町ハ48番地　
TEL. 076-258-2255（カジナイロン㈱）

カジナイロンなどグループ 3 社の
社屋。グループ内で繊維機械の
製造から糸加工、生地生産、縫
製までを一貫して手がけている。
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採用しているので着心地も抜群である。
トゥー＆フロー同様にすべてメード・イン・
ジャパンにこだわっている。
　平成 27 年９月から販売をスタートし、
東京や大阪、名古屋、福岡、金沢など 11
都市のセレクトショップ20店舗が取り扱っ
ている。海外ブランドを好むおしゃれに敏
感な男性に好評で、初年度の売り上げは
当初の予想を上回る7,000万円（小売価
格）を見込んでいる。
　ブランドマネージャーの村松絵梨子さん
は「一流ブランドに負けないデザインや仕
立てになっている」と胸を張り、今後の販
路拡大に自信を見せる。
　糸加工や生地製造を担う企業が自社ブ
ランドにより商品を製造・販売し、成功した例は数少ないが、
これら二つのブランドに関しては上々 のスタートを切ったと
言えそうだ。

世界に誇る合繊産地・北陸を消費者に発信

　糸や生地の注文加工を手がけてきたカジグループが自社
ブランドの展開に乗り出した背景には三つの理由がある。
　一つ目は北陸の繊維産業を盛り上げたいとの思いだ。石
川をはじめ北陸は合繊長繊維で日本トップの生産規模を誇
る繊維産地である。しかし、世界に認められる合繊産地で
あることを消費者にまで伝えきれていない。トゥー＆フロー
やティモーネといった最終製品ならば、消費者に直接アピー
ルすることができ、産地全体の活性化にもつながる。　
　二つ目は経営基盤の強化である。カジグループでは「モ
ンクレール」「プラダ・スポーツ」など世界のトップブランド
にも採用されるほどの高品質な生地を製造することができ
るが、注文加工が多く、売り上げはどうしても景気や天候

に左右される。その点、自社ブランドであれば自社の努力
で売り上げを伸ばすことができるというわけだ。
　三つ目は本業への好影響だ。自社ブランドが広告塔の役
割を果たして、カジグループの知名度や技術力に対する認
知度が高まれば、それが呼び水となり生地販売の売上アッ
プや新卒採用などに効果が期待できる。

グループ力を結集して商品開発

　自社ブランド構想が具体化したきっかけは、梶政隆社長
が中川政七商店（奈良市）の中川淳社長の講演を聞いたこ
とだった。中川政七商店は自社商品を製造・販売するだけ
でなく、「地域の一番星を作ること」をモットーに全国の伝
統工芸品などの商品開発やブランドづくりをサポートしてき
た実績がある。この中川社長の講演に感銘を受けた梶社
長がコンサルティングを依頼したことから開発がスタートし
た。
　第一弾として旅行グッズを選んだのは、旅という誰もが荷
物を小さく軽くしたいと考える場面でこそ、薄くて軽い生地
を作ることができるカジグループの強みを最大限に生かせ
るとの考えからだ。ターゲットの性別や年齢、国籍を問わず、
幅広く商品展開できる点も決め手だった。
　第二弾としては独自の企画でメンズファッションブランド
を立ち上げた。これはスポーツやアウトドア以外の分野で
合繊を活用できる場を広げたいとの考えからだ。
　製造にあたってはグループ力を結集した。例えば、トゥー

旅行に便利な軽くてコンパクトなネックピローなど
をそろえたトラベルギアブランド「トゥー＆フロー」。

超極細糸の加工を得
意とするカジグルー
プの工場。自社商品
の製造は社員のモチ
ベーションアップにも
つながっている。
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＆フローのオー
ガナイザーに使
われている生地
は、超極細の糸
を自在に扱い、
他社ではまねで
きないような強
く高機能な織物
に仕上げるカジ
レーネの技術や
ノウハウが生か
されている。糸
に膨らみや柔ら
かさ、伸縮性を
持たせる仮

かりより

撚加
工はカジナイロ
ンが手がけた。
また、天然素材
に比べて滑りや

すく、高度な技術が要求される縫製作業は北陸の企業に協
力を仰いだ。

東京にショールームを開設

　グループ各社と北陸の繊維企業がスクラムを組んで完成
させたトゥー＆フローの商品は、中川政七商店のネットワー
クや同社が主催する展示会などを通じて販路を拡大した。
　しかし、独自に企画したティモーネの販促活動は手探り
で進めざるを得なかった。取り組みの一つが東京・北青山
に構えたショールームだ。これはインポートファッションや
ベルトを販売する2 社と共同のショールームで、合同で展示
会を催すなどして PRにつなげている。また、ファッション
雑誌への広告掲載も奏功している。広告でティモーネを知っ
た編集者やスタイリストが商品を気に入り、記事で取り上げ
てくれるケースが増えているのだ。
　商品開発や販路開拓にあたっては ISICOもサポートし
た。トゥー＆フローでは、経済産業省の平成 26 年度下請
中小企業・小規模事業者自立化支援対策費補助金の申請
に向け、事業計画書をブラッシュアップし、採択を後押した。
　ティモーネでは ISICOと中小機構が連携して事業計画
書に磨きをかけ、国からの地域資源活用事業計画認定を

支援。その後、認定企業を対象とした中小企業庁のふるさ
と名物応援事業補助金の採択につなげた。

ゆくゆくは直営店や海外展開も

　トゥー＆フローの今後の展開について砂山さんは「アイテ
ム数やカラーバリエーションを増やし、ゆくゆくは東京都内
に直営店を出したい」とビジョンを描く。
　販路開拓の余地が大きいティモーネに関して村松さんは、

「50 店舗を目標に取扱店を増やしたい。国内での知名度
が高まれば、イタリアのファッション展示会などに出展し、
海外へも販路を広げたい」と意欲を見せる。もちろん、シー
ズンごとに新作を開発する計画で、既に外側には防水性を、
内側には透湿性を持たせた特殊な生地により、雨の日に着
ていても中が蒸れないレインウェアなどの試作を進めてい
る。
　とはいえ、事業を拡大させていくには課題もある。例え
ば、縫製工場の確保もその一つだ。北陸では縫製工場が
減少している上、難度の高い合繊を縫製できる工場や職人
に限定すれば、さらに数は限られてくる。高品質を保つと
いう観点からも重要な工程だけに、村松さんと砂山さんは
北陸周辺にまでエリアを広げ、縫製協力先を拡大していく
考えだ。
　二つのブランドのほかにも、繊維で培った技術を生かし
て人工血管などを開発するメディカル事業、炭素繊維を用
いた事業など、カジグループでは新たな事業分野へのチャ
レンジを加速させている。繊維事業という幹からどのよう
に枝を伸ばし、花を開かせていくのか。カジグループの今
後の戦略に注目したい。

それぞれ「ティモーネ」と「トゥー＆フロー」のブランドマネージャーを務める村松
絵梨子さん（左）と砂山徹也さん。

メンズファッションブランド「ティモーネ」のジャケット。
ちなみにティモーネは「舵」を意味するイタリア語だ。
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石川県産の野菜や果物がぎっしり
美しく体に優しいアイスキャンディー

You＆ゆグループ
㈲ユーアンドゆ /㈲ぽかぽか
http://you-yu.jp/

■ 代表者 松永 日出男
■ 創　業 昭和57年
■ 資本金 600万円
　（グループ会社合計）

■ 従業員数　40名
　（グループ会社合計）
■ 事業内容　
　 一般公衆浴場業
　 アイスクリーム類製造販売業

金沢五彩アイスポップ。価格は
一番右の「ルビーグレープフルー
ツ＆オレンジ」が480円、他の4
種が390円（どちらも税別）。

アイスキャンディーの製造所では果物が表面の中央部や全
体にまんべんなく配置されるように1本1本手作りしている。

野々市市御経塚4-38　
TEL. 076-240-4126（ぽかぽか御経塚の湯）

百貨店やスーパーなどから注文相次ぐ

　金沢市産のリンゴや小松菜、野々 市市産のキウイ、能登
町産のブルーベリー、内灘町産の牛乳−。金沢五彩ア
イスポップはこうした石川県産の新鮮な素材をたっぷり使っ
たアイスキャンディーだ。その名の通り色鮮やかで美しく、
一口大にカットした 5 種類の果物を入れたもののほか、ル
ビーグレープフルーツ2 個分の果汁や果肉を閉じ込めたも
のなど、5つの味をラインアップ。このほか、果物や野菜の
旬に応じた季節限定フレーバーが登場する予定である。
　ヘルシーで安心して食べられる点も特徴の一つだ。材料
である果物や野菜のほかは、北海道産のテンサイを原料と

したビートグラニュー糖を使っているだけで合成
甘味料、人工着色料は一切使っていない。そ
のため、後を引かないさっぱりとした自然な甘
さで、果物をそのまま食べているような食感や
ジューシーさを味わえる。その上、独自に確立
した非加熱殺菌法を用いているので、果物の栄
養分が失われることもなく、食感も残る。

　今年 3月の発売以降、You＆ゆグループが経営する「ぽ
かぽか御経塚の湯」「諸江の湯」のほか、「マルエツ」をは
じめ首都圏で展開するスーパーやカタログギフト大手「リン
ベル」のカタログでも取り扱いがスタート。売れ行きは右肩
上がりで、5月には約 4,200 本を販売した。
　また、香林坊大和の地下１階で ISICO が運営する「か
がやき屋本店」のチャレンジコーナーに 5月26日から31
日まで出店し、会期途中で追加納品するなど売り上げも好
調だった。さらに6月からは東京と神奈川の「ナチュラルロー
ソン」で発売されるほか、東武百貨店のお中元カタログへ
の掲載が決まっており、6月だけで約1万 8,000 本の販売
を見込んでいる。

金沢市と野々市市で銭湯を経営するYou＆ゆグループが、石川県産
の果物や野菜を使ったアイスキャンディー「金沢五彩アイスポップ」
の製造・販売事業に乗り出した。事業化にあたってはISICOが原料
の仕入れ先を紹介するとともに、マーケティングや販路開拓を支援。
首都圏で展開するスーパーやコンビニエンスストアと取引が始まる
など、今年3月の発売以降、売り上げは順調に伸びており、同グルー
プでは事業の新た
な柱として期待を
かけている。
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松永日出男社長（右）と長女
で「金沢五彩アイスポップ」
のロゴデザインなどに携わっ
た中川千怜（ちさと）取締役。

店内での産直販売がきっかけに

　銭湯を経営する同グループがアイスキャンディーを作るこ
とになったきっかけは、平成 25 年に店内で地元産の野菜
や果物を売り始めたことだった。翌年には店内の喫茶スペー
スでそれらの野菜や果物を使った健康スムージーの販売を
開始。そして平成 27年春にはアイスキャンディーの試作を
スタートさせるわけだが、坂本総括部長はその時のことを次
のように振り返る。
　「金沢市は1世帯当たりのアイスクリーム・シャーベット年
間消費金額が全国トップです。それに、入浴後は暑いです
から温浴施設ではそれらがよく売れます。しかも年間を通じ
て売れるので、大手メーカーの話ではスーパーやコンビニよ
りも販売量が多いそうです。それならばうちでも作ってみよ
うかなと考え、商品化に取り組むことにしました」。
　健康増進効果の高い銭湯を経営する企業だけに、目指
したのはヘルシーな商品づくりであり、当初は健康スムー
ジーを家庭用冷凍庫で凍らせることから始めた。

安全な非加熱処理法を独自に確立

　開発を進めるうちにハードルとなったのが果物の殺菌方
法だった。厚生労働省の基準では、氷菓の原材は 68℃で
30 分間加熱殺菌するか、これと同等以上の効果が得られ
る方法で殺菌しなければならないと定められている。加熱
殺菌すれば、果物本来の栄養分は失われてしまい、目指す
商品ができないため、別の方法を探ったが、これまでに加
熱殺菌と同等以上の効果があると認められたのは、高濃度
の次亜塩素酸ナトリウムに原料を漬け込む方法だけだった。
　ただし、この方法では残留塩素が体内に入って、健康に
害を及ぼす恐れもある。そこで坂本部長は市販の電解水生
成機を活用し、弱酸性電解水を使った非加熱殺菌法にチャ
レンジした。前例のない方法だけに、最適の塩素濃度や浸
漬時間を求めて何度も試験を繰り返し、残留塩素がゼロで
果物の栄養分を損なわずに殺菌する方法を確立。加熱殺菌
と同等の効果があることを検査機関に検証してもらい、厚
生労働省からのお墨付きを得た。
　こうして今年1月、石川中央保健所からアイスクリーム類
製造所の開設許可を取得。「ぽかぽか御経塚の湯」の一
角を製造所として改装したほか、食品衛生管理の国際基準

「HACCP（ハサップ）」に準じた衛生管理体制も構築した。

　果物を美しく配置するため、製造所内ではアイスキャン
ディーを1本1本、丁寧に手作りしている。
　「後発メーカーですから既存の商品との差別化が必要で
あり、それが健康や安全・安心を意識した商品開発につな
がりました。見た目の美しさにこだわったのも差別化の一
環です。食べ物は味覚だけでなく、視覚や嗅覚で味わうも
の。だからひと目見ておいしそうと思ってもらえる商品を作
りたかったのです。地元産の原料を使うのも、単に新鮮だ
からというだけでなく、生産者の顔が見えて安心だからです」

（坂本部長）。

原料調達や販路開拓をISICOが支援

　You＆ゆグループにとって、自社商品を製造、販売す
るのは初めての試みだ。それだけに原料の調達やマーケ
ティング、販路開拓といったノウハウのない部分に関しては
ISICO のサポートが大きな助けとなった。
　活性化ファンドの事前調査事業の採択を受けて果物や野
菜の仕入れ先として北国青果を紹介してもらったこともその
一つだ。坂本部長は「冬の間、雪の下で寝かせて糖度が増
した白山市産のニンジンなど、自分たちでは得られない開
発のヒントとなるような情報を得ることができた」と笑顔を
見せる。
　また県とISICO が昨年11月、東京都内のホテルで開
催した「石川のこだわり商品ビジネスマッチング」に参加。
有名百貨店や大手通販会社など 33 社のバイヤーと名刺交
換し、先に述べたスーパーなどとの取引が実現した。さらに、
この商談会では試作品をバイヤーらに評価してもらい、容
量を見直すなど改良につなげた。
　現在、四季それぞれに 5つのフレーバーをそろえ、計
20 種類までラインアップを増やそうと試作を続けており、
ゆくゆくは年間 20万本の製造を目指す計画だ。松永日出
男社長は「国内では週 1軒のペースで銭湯が廃業している。
アイスキャンディー事業を軌道に乗せて経営の新たな柱を
育て、日本の銭湯文化を
守っていきたい」と意気
込んでいる。



各種支援制度の利用者に聞く

ISICOでは、企業の成長をサポートするため
さまざまな支援制度を用意しています。

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。
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　ヴィストが提供する「就労移行支
援事業」は障がい者に通所訓練や仕
事体験を通じて、就職活動や職場へ
の定着を支援するサービスだ。
　豊富な訓練プログラムが特徴で、
ワードやエクセルの使い方、あいさつ
や身だしなみの基本のほか、適切なコ
ミュニケーションのとり方やストレスを
コントロールする工夫など、その数は
50種類以上に及ぶ。
　安定して長く働くことができるよう
就職後の定着支援にも力を入れてお
り、社員が定期的に面談を行い働き
ぶりを確認しながらバックアップして
いる。企業に対しても、指示の出し方
に対してアドバイスしたり、作業をス
ムーズに進めるためのマニュアルを作
成したりしてサポートしている。
　平成24年7月の設立以降、今年3月

までに卸売や小売、医療、福祉、情報
通信といった業種に45人が就職して
おり、これは全国平均の約4倍という
好結果だ。利用者からは「一人で抱
え込むよりサポートを受けた方が就
職しやすい」「ストレス対処のコツが
分かってきた」といった声が寄せられ
ている。

　今年4月には金沢に続き、富山市内
にも拠点を開設した。オープンから1
カ月で約60件もの問い合わせが寄せ
られ、既に18人が通所している。
　続いて5月には野々市市内のリサイ
クルショップ「ノノイチマルケット」に
も拠点を設けた。企業の中にヴィスト
のような就労支援施設が開設される
のは県内では初めてだ。現在、6人が
リサイクル品の仕分けやパッキング作
業に取り組んでいる。

　従来、ビジネスマナーなどについて
学ぶ訓練は施設内で、仕事体験は企
業などに出向いて行ってきたが、これ
によって一つの施設内で両方とも実
施できるようになる。リサイクル店に
とっても、人手の確保や人件費の削減
につながるほか、行政や医療・福祉
の関係者、障がい者の家族の来店が
見込める点もメリットだ。
　ヴィストの奥山純一社長は「仕事
内容のミスマッチや体力不足、社内の
人間関係などが原因で、せっかく就職
しても、長続きせず辞めてしまうケー
スがあります。訓練と仕事の差をなる
べくなくして、より就労環境に近い職
場で仕事を体験してもらうことで、将
来、一般企業に就職した後も離職せ
ずに、継続的に勤務できるように後押
ししたい」と効果を見込んでいる。
　ヴィストにとってもう一つの柱と言
えるのが「就労継続支援A型事業」
である。これは働く意欲はあるもの

県内で初めて
企業内に事業所開設

就労実績は
全国平均の約4倍

うつ病や統合失調症、パニック障害など
の精神障がい者や発達障がい者等に対
人スキルやビジネスマナー、パソコンなど
の訓練を実施し、就職をサポートするヴィ
スト。会社設立以降、約4 年で45 人が就
職するなど、同業他社に比べて高い実績
を誇る。さらに、「革新的ベンチャービジネ
スプランコンテストいしかわ」への出場を
きっかけに、ISICOの支援制度を活用し
ながら人材育成や業容の拡大に取り組ん
でいる。

障がい者の就労、定着をサポート
経営理念の共有、実践で成果向上

会社のビジョンや行動指針
を社員と共有することで企
業の成長につなげた奥山純
一社長（写真左から2人目）
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の就労移行が困難な障がい者に、雇
用契約を結んで就労の機会を提供す
るもので、現在、金沢市内2カ所で施
設を運営し、30人が利用している。
　より多くの雇用を創出しようと、自
社でも商品開発に取り組んでいる。
その第一弾は、アフリカの動物が描
かれたペイントアートをデザインした九谷
焼マグカップだ。障がい者が絵の描
かれた転写シートを貼り付け、能美市
内の工房で焼き上げ、販売している。

　会社設立からわずか4年あまりで
石川と富山に5つの事業所を構え、全
国平均を大きく上回る成果を挙げる
ヴィスト。この原動力について奥山社
長は、「豊富な訓練プログラムや障が
い者を受け入れてくれる求人の開拓
力だけでなく、企業の経営理念を全
社員がしっかりと共有し、実践できて
いる点にあります」と力を込める。
　それを後押ししたのがISICOの
支援だった。きっかけとなったのは平
成26年11月にISICOが主催した「革
新的ベンチャービジネスプランコン
テストいしかわ」に出場したことであ
る。コンテストでは7分間で事業計画

を分かりやすくPRする必要がある。
本番に向け、ISICO職員のアドバイ
スを受けながらプレゼンテーションの
内容をブラッシュアップすることで、
会社のあるべき姿を見つめ直し、「障
害のある人の働く希望をつくる」とい
うビジョンをあらためて明確化する機
会となった。コンテストでは優秀起業
家賞に輝き、賞金100万円を獲得。賞
金は業界ナンバーワンの実績を誇る
企業の視察や社員研修に活用した。
　また、平成26、27年度はISICO
の専門家派遣制度を活用し、民間の
専門家を招き指導を受けた。その一
環として作成したのがクレドである。
クレドとは「信条」を意味するラテン
語で、経営理念や行動指針を分かり
やすく記したものである。ヴィストで
は社員も交えてそれらを明文化し、名
刺大のカードにまとめた。社員は常に
携行し、クレドに照らし合わせながら
行動することで、企業の目指す方向性
を正しく理解し、力を結集させること
ができるようになったという。
　奥山社長は「ISICOの支援を受
けて、自分の考えを明文化し、共有で
きるようになってからは主体的に行
動する社員が増え、業績も上向きまし
た」と手応えを話す。

　障害者雇用促進法の改正によっ
て、平成30年度からは、民間企業の法
定雇用率が引き上げられ、現在対象
となっている身体障がい者や知的障
がい者に加え、精神障がい者も適用
されるため、この先、ヴィストの出番は
ますます増えそうだ。
　さらに奥山社長は「身の回りのさま
ざまな機器をインターネットにつなげる
IoTやAI（人口知能）が進歩して普
及すれば、仕事内容が多様化し、就労
支援に対するニーズは一層高まる」と
話し、「将来は障がい者だけでなく、
あらゆる人が生き生きと働ける社会を
実現することを目指して事業領域を
広げていきたい」と意欲を見せている。

業界トップの指導受け
「クレド」を導入

法改正で増えるニーズ
事業領域拡大を目指す

ヴィスト（株）
金沢市広岡1丁目2番14号 コーワビル8階
TEL.076−254−6254

■ 代 表 者  奥山 純一
■ 設　　立 平成24年7月
■ 資 本 金  500万円
■ 従業員数 25名
■ 事業内容  就労移行支援事業、
　　　　　　 就労継続支援A型事業
● https://visst.co.jp/

自分自身の強みや弱みを理解するための訓練プログラムに参加する利用者。豊富な訓練プログラムが強みだ。 アフリカン・ペイントアートをデザインした転写シール
の貼り付け作業。写真下は販売されているマグカップ。
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ISICOと連携して
県内企業の皆さんをサポートする
支援機関や研究機関などを
ご紹介します。

金沢市鞍月 2 丁目 1 番地
石川県工業試験場
新分野創造開発支援センター 2 階
TEL. 076-268-3383 
http://www.aist.go.jp/chubu/ja/ishikawa/

国立研究開発法人

産業技術総合研究所
中部センター石川サイト

企業の成長に欠かせないのが、時代の
ニーズをとらえた新技術、新商品の開
発である。一方で企業単独では技術や
人材、設備に限界があるのも確かだ。
そこで、意欲ある企業をバックアップ
しようと4月1日、国内最大規模の公
的研究機関である「産業技術総合研究
所」（産総研）が石川県内に拠点を開設
した。今後、県内企業と連携を進め、豊
富な研究成果や技術的な知見をもと
に技術開発を後押ししていく考えだ。

8人のイノベーション
コーディネータが始動

　産総研は産業を支える科学技術
の研究を総合的に行う研究機関であ
る。エレクトロニクスや材料・化学、
エネルギー・環境、情報・人間工学
など、研究領域は幅広く、茨城県つく
ば市をはじめ全国10 か所の拠点で
約 2,300 名の研究者が活動している。
　この産総研が石川県工業試験場内
に開設したのが「石川サイト」だ。石
川サイトには産総研と企業の橋渡し
役を担うイノベーションコーディネータ

（IC）3人が配置されたほか、県工業
試験場の職員5人もICに委嘱された。
産総研のICは毎週木曜、金曜を中
心に週 2日ほど駐在し、県工業試験
場のICは常駐する。
　ICはそれぞれ機械や繊維、ものづ

くり、ナノテク、材料などの専門知識
を持ち、企業を訪問して技術課題の
解決に向けたアドバイスを行う。また、
県内企業の要望や課題を見極めた上
で、最適な技術やノウハウを持つ研
究者とマッチングし、技術開発や商
品開発につなげる。
　また、有望な研究開発案件に対し
ては、中小企業庁の「戦略的基盤技
術高度化支援事業（サポイン）」、国
立研究開発法人 新エネルギー・産業
技術総合開発機構（NEDO）の「中
堅・中小企業への橋渡し研究開発促
進事業」といった国等の公的研究開
発資金の獲得を目指す。

「北陸チーム」が
集中的に連携を推進

　産総研の最大の特徴は幅広い研

究領域にある。例えば、県が次代の
石川を支える産業の柱として期待を
かける炭素繊維についても長年の研
究実績がある。企業から寄せられる
さまざまなニーズに対して的確に応え
ることが可能で、連携するのにふさわ
しい研究者が見つかるというわけだ。
　石川サイトの上席 ICの尾崎浩一氏
は「石川サイトが窓口となり、オール
産総研としてバックアップしていきた
い。石川には加工機械やメカトロの
分野で素晴らしい技術を持つ企業が
多い。そうした企業が強みを伸ばし、
成長するために貢献したい」と腕まく
りする。
　さらに、産総研つくば本部の地域
連携推進部内では中小企業との連携
の専門家である産業技術指導員等 4
人が「北陸チーム」を結成。石川を
はじめ、北陸のものづくりの特徴をよ

石川サイトに配置されたイノベーションコーディネータの尾崎浩一氏（写真左）と粂（くめ）正市氏。
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金沢市鞍月 2 丁目 1 番地
石川県工業試験場
新分野創造開発支援センター 2 階
TEL. 076-268-3383 
http://www.aist.go.jp/chubu/ja/ishikawa/

く把握した上で、集中的に連携を推
進する予定だ。
　石川サイトに配置された IC で産業
技術指導員も務める粂

くめ

正市氏は「石
川県の企業は奥ゆかしく、全国シェア
のトップクラスを誇る技術を持ってい
るのにPRしていないことも多い。ま
ずは多くの企業を訪問して技術力を
把握し、その後、連携に向けて産総
研と企業のパイプを太くしていきたい」
と意欲を示す。 →

発表会やセミナーで
研究成果を披露

　石川サイトの開設は国において東京
一極集中を是正する観点から、政府
関係機関の地方への移転について検
討が行われ、その際に県からの働き
かけによって実現した。産総研が企
業との連携を視野に地方都市に拠点
を設け、ICを配置するのは日本海側
では初めての試みだ。

　こうした取り組みについて知っても
らうため、石川サイトでは ISICO が 5
月19日から3日間、県産業展示館 2
号館で開催した「ビジネス創造フェア
いしかわ」で展示ブースを構え、来場
者に産総研の研究実績などをアピー
ルした。
　「社内では解決困難な課題がある
ので産総研の力を借りたい」など、利
用を希望する企業は、石川サイトの

ホームページに問い合わせフォームが
用意されているので、ぜひ活用してみ
てほしい。
　また、石川サイトでは産総研の研
究者が県内産業の特徴に合わせて最
新の研究成果を披露する発表会やセ
ミナーなどを開催する予定で、企業に
とっては新たな知見が得られるまたと
ない機会となりそうだ。

石川サイトの看板除幕式を終え、がっちり握手する谷本正憲知事、産総研の中鉢良治理事長、経済産業省産業技
術環境局の井上宏司局長（写真左から）。

上：あいさつに立つ産総研の中鉢良治理事長
下：地場産業振興センターで開かれた開設式典

4月21日には地場産業振興センターで
「石川サイト」の開設記念式典が開かれた。
当日は産総研や石川県、地元企業の関係
者ら約100人が出席した。産総研の中鉢
良治理事長のあいさつの要旨を以下に紹
介する。

オール産総研で支え、
新産業を
花開かせたい
国立研究開発法人産業技術総合研究所

中
ちゅう

鉢
ば ち

良
りょう

治
じ

 理事長

　産総研は石川サイトを開所いたしま
した。本サイトは石川県の企業や大
学に、産総研の多様な技術と人材を
活用していただく連携活動を進めるた
めのゲートウェイとなるものです。
　石川サイト自体は小さな組織です
が、このサイトをオール産総研で支え
る体制を整えてまいります。
　石川県の歴史と伝統は広く世に知ら
れていますが、県が新産業・新技術創
出にも大いに力を入れておられること
は、大変心強く感じております。
　この石川サイト開所を契機として石
川県企業と産総研の連携が加速し、
新技術が県の新産業として花開くこと
を大いに期待しています。

M E S S A G E

平成28年度 石川イノベーション促進セミナー／産総研石川サイト開所記念セミナー

●日程	 7月21日（木）、22日（金）
●場所	石川県工業試験場	2階	第2会議室
●内容	 特別講演「ロボット産業における技術動向」
	 講師／横井一仁氏	（産総研情報・人間工学

領域知能システム研究部門長）
	 産総研の取り組み、技術シーズの紹介
	 工業試験場の最新の研究成果の発表

●	お問い合わせ
	 石川県工業試験場　TEL：076-267-8081

	 ※両日とも産総研の個別相談会も開催します。
	 ※当日の詳しいプログラムや参加申し込みに
	 　ついては下記サイトをご覧ください。
	 　http://www.irii.jp

主 催 ／ 石川県工業試験場　  共催 ／ 産業技術総合研究所

I N F O RMAT I O N
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● 総務企画課 ☎ 076-267-1239

総務企画部
■  組織の管理と事業の総合調整

　IT・コンテンツ産業の振興、ICT利活用に関する相談や各種セ
07（」けたば店お「てしと場の練訓のプッョシトッネ、催開のーナミ

店出店）のモール運営も行っています。
　また、企業情報データベースの閲覧サービスや教育DVDなど
の無料貸し出しも行っています。

　企業の人材採用や育成、定着に関するさまざまな課題解決に
向け、専任アドバイザーによる窓口相談や産業人材の確保・育成
に関する各種セミナーを実施しています。
　また、知的財産に関する総合支援窓口として、一般社団法人石
川県発明協会と連携し、特許や意匠・商標等のさまざまな相談に
対応します。

● 産業情報課

● 産業支援課

☎ 076-267-1001

☎ 076-267-1145

産業振興部
■   IT 産業の振興、中小企業の情報化支援
■  産業人材の確保・育成支援、知的財産の活用促進

　課題解決に向け、アドバイザーが窓口相談を行っています。ま
た、中小企業診断士など外部の専門家を派遣し、具体的・実践的
なアドバイスも行っています。（平成27年度は325社の企業が各
種専門家派遣制度を活用されました。）

　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。
　また、創業や起業に関する相談窓口として「創業支援サポート
デスク」を設置。経営に必要な知識の習得、事業計画の作成支援
等を行います。

　中小企業等が希望する設備を当機構が現金一括で購入し、長
期の固定金利で割賦販売（完済後に所有権を移転）します。
　平成27年度より貸与限度額が1億円に増額となり、貸与期間が
10年に延びました。保証金が頭金となり金利負担が減少しました。
また、今年度から全市町で利子助成が行われることとなりました。

● 経営支援課

● 新事業支援課

● 設備支援課

☎ 076-267-1244

☎ 076-267-1244

☎ 076-267-1174

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

　産学官・産業間連携による研究開発プロジェクトを促進するた
め、新製品や新技術の開発にかかる助成や、企業と大学・工業試
験場等との共同研究の支援を行っています。

　創業間もない事業者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
しています。また、シャワールーム、仮眠室なども整備し、短期間の
レンタルにも対応しています。

　県内企業のニーズと大学や公設研究機関等のシーズ調査を
行い、マッチングを図るなど、新産業の創出や新技術開発の支援
を行っています。
　また、医商工連携による取り組みも促進しています。

新製品の研究開発など、創造的なビジネスを進めるベンチャー
企業等が、ローコストで利用できる独立型の賃貸スペースです。

　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・宿泊施設を整備しています。研修
や、会議後のレセプションにも対応できるコンベンション施設です。
　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。

● 技術開発支援課 ● いしかわクリエイトラボ

● 研究交流推進課

● いしかわフロンティアラボ

● 石川ハイテク交流センター

☎ 076-267-6291 ☎ 0761-51-7100

☎ 076-267-6291

☎ 0761-51-0122

☎ 0761-51-0106

プロジェクト推進部 サイエンスパークオフィス
■  産学官・産業間連携の推進
■  共同研究による技術開発支援

■  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

　県内中小企業の素材、加工、組み立て技術・製品開発力を、県
外大手企業へ紹介・あっせんし、新規受注の拡大を図っていま
す。
　受注機会の拡大のため、ビジネス創造フェアいしかわ、受注開
拓懇談会、技術提案型展示商談会等を開催します。

　地域資源を活用した新製品や石川ブランド優秀新製品等を、
全国の百貨店、専門小売店等のバイヤーへ橋渡しを行い販路開
拓を支援しています。
　販路拡大のため、インターナショナルギフトショーへの出展、
首都圏のバイヤーを対象に東京都内で商談会を開催するととも
に、各種専門展示会に出展しています。

● 受注開拓課

● 販路開拓課

☎ 076-267-1140

☎ 076-267-1140

販路開拓推進部
■  受注開拓支援、販路開拓支援

　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。

　異業種からの農業参入、農林水産業者と商工業者とのマッチ
ングなど、農商工連携による新たな事業創出のお手伝いをして
います。

● 地域産業支援課

● 農商工連携推進課

☎ 076-267-5551

☎ 076-267-5551

地域振興部
■  産業化資源を活用した新事業創出や農商工連携を支援

　ISICOの能登地域の拠点として、活性化ファンド事業の活用等
を中心に、各種支援制度の情報提供、相談に対応しています。

● 能登サテライト ☎ 0768-26-2333

　ISICOの南加賀地域の拠点として、サイエンスパークオフィス
内に設置しております。活性化ファンド事業等の相談に対応して
います。

● 加賀サテライト ☎ 0761-51-0122

　産学官の交流や人材養成のための研修・会議のほか、地場産品を
中心とした商品等の展示・商談会などの場を提供しています。
　施設としては、本館と新館の２棟で構成され、800人収容の大
ホールをはじめとして大小の研修室・会議室が20室あり、レスト
ランなども整備しています。

　地場産品や県内中小企業等が開発した新商品等の普及・促進
を図るため、地場産業振興センター本館「じばさんギャラリー」・

「新商品展示ギャラリー」、新館「展示室」の3カ所にて展示を
行っています。

● 管理課

● 企画展示課

☎ 076-268-2010

☎ 076-268-2010

地場産業振興センター
■  産学官交流・人材養成の拠点
■  需要開拓の支援

。すで所談相営経るす置設に国全が国、は」点拠援支ずろよ「  
チーフコーディネーターと10人のコーディネーター（中小企業診断
士・弁理士・税理士・弁護士・マーケティングコーディネーター・デ
ザイナー）が配置され、中小企業・小規模事業者の皆様の売上拡
大、経営改善など、経営上のあらゆる悩みの相談に対応します。

■  中小企業・小規模事業者の総合支援

☎ 076-267-6711石川県よろず支援拠点
☎ 0761-21-1139● 小松サテライト ………………………
☎ 0768-26-2333● 能登サテライト ………………………

　県内中小企業のさまざまな課題解決に向けて、専任アドバイ
ザーが窓口相談を行っています。また、計画策定が必要な場合も、
金融機関（コンサルティング機能の発揮）と連携した「迅速かつ簡易」
な改善計画策定から、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
再生計画策定まで、企業の状況に応じた支援を行います。

☎ 076-267-1189再生支援室
■  中小企業の事業再生の支援

平成28年度　 ISICO組織体制紹介
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● 総務企画課 ☎ 076-267-1239

総務企画部
■  組織の管理と事業の総合調整

　IT・コンテンツ産業の振興、ICT利活用に関する相談や各種セ
07（」けたば店お「てしと場の練訓のプッョシトッネ、催開のーナミ

店出店）のモール運営も行っています。
　また、企業情報データベースの閲覧サービスや教育DVDなど
の無料貸し出しも行っています。

　企業の人材採用や育成、定着に関するさまざまな課題解決に
向け、専任アドバイザーによる窓口相談や産業人材の確保・育成
に関する各種セミナーを実施しています。
　また、知的財産に関する総合支援窓口として、一般社団法人石
川県発明協会と連携し、特許や意匠・商標等のさまざまな相談に
対応します。

● 産業情報課

● 産業支援課

☎ 076-267-1001

☎ 076-267-1145

産業振興部
■   IT 産業の振興、中小企業の情報化支援
■  産業人材の確保・育成支援、知的財産の活用促進

　課題解決に向け、アドバイザーが窓口相談を行っています。ま
た、中小企業診断士など外部の専門家を派遣し、具体的・実践的
なアドバイスも行っています。（平成27年度は325社の企業が各
種専門家派遣制度を活用されました。）

　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。
　また、創業や起業に関する相談窓口として「創業支援サポート
デスク」を設置。経営に必要な知識の習得、事業計画の作成支援
等を行います。

　中小企業等が希望する設備を当機構が現金一括で購入し、長
期の固定金利で割賦販売（完済後に所有権を移転）します。
　平成27年度より貸与限度額が1億円に増額となり、貸与期間が
10年に延びました。保証金が頭金となり金利負担が減少しました。
また、今年度から全市町で利子助成が行われることとなりました。

● 経営支援課

● 新事業支援課

● 設備支援課

☎ 076-267-1244

☎ 076-267-1244

☎ 076-267-1174

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

　産学官・産業間連携による研究開発プロジェクトを促進するた
め、新製品や新技術の開発にかかる助成や、企業と大学・工業試
験場等との共同研究の支援を行っています。

　創業間もない事業者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
しています。また、シャワールーム、仮眠室なども整備し、短期間の
レンタルにも対応しています。

　県内企業のニーズと大学や公設研究機関等のシーズ調査を
行い、マッチングを図るなど、新産業の創出や新技術開発の支援
を行っています。
　また、医商工連携による取り組みも促進しています。

新製品の研究開発など、創造的なビジネスを進めるベンチャー
企業等が、ローコストで利用できる独立型の賃貸スペースです。

　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・宿泊施設を整備しています。研修
や、会議後のレセプションにも対応できるコンベンション施設です。
　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。

● 技術開発支援課 ● いしかわクリエイトラボ

● 研究交流推進課

● いしかわフロンティアラボ

● 石川ハイテク交流センター

☎ 076-267-6291 ☎ 0761-51-7100

☎ 076-267-6291

☎ 0761-51-0122

☎ 0761-51-0106

プロジェクト推進部 サイエンスパークオフィス
■  産学官・産業間連携の推進
■  共同研究による技術開発支援

■  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

　県内中小企業の素材、加工、組み立て技術・製品開発力を、県
外大手企業へ紹介・あっせんし、新規受注の拡大を図っていま
す。
　受注機会の拡大のため、ビジネス創造フェアいしかわ、受注開
拓懇談会、技術提案型展示商談会等を開催します。

　地域資源を活用した新製品や石川ブランド優秀新製品等を、
全国の百貨店、専門小売店等のバイヤーへ橋渡しを行い販路開
拓を支援しています。
　販路拡大のため、インターナショナルギフトショーへの出展、
首都圏のバイヤーを対象に東京都内で商談会を開催するととも
に、各種専門展示会に出展しています。

● 受注開拓課

● 販路開拓課

☎ 076-267-1140

☎ 076-267-1140

販路開拓推進部
■  受注開拓支援、販路開拓支援

　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。

　異業種からの農業参入、農林水産業者と商工業者とのマッチ
ングなど、農商工連携による新たな事業創出のお手伝いをして
います。

● 地域産業支援課

● 農商工連携推進課

☎ 076-267-5551

☎ 076-267-5551

地域振興部
■  産業化資源を活用した新事業創出や農商工連携を支援

　ISICOの能登地域の拠点として、活性化ファンド事業の活用等
を中心に、各種支援制度の情報提供、相談に対応しています。

● 能登サテライト ☎ 0768-26-2333

　ISICOの南加賀地域の拠点として、サイエンスパークオフィス
内に設置しております。活性化ファンド事業等の相談に対応して
います。

● 加賀サテライト ☎ 0761-51-0122

　産学官の交流や人材養成のための研修・会議のほか、地場産品を
中心とした商品等の展示・商談会などの場を提供しています。
　施設としては、本館と新館の２棟で構成され、800人収容の大
ホールをはじめとして大小の研修室・会議室が20室あり、レスト
ランなども整備しています。

　地場産品や県内中小企業等が開発した新商品等の普及・促進
を図るため、地場産業振興センター本館「じばさんギャラリー」・

「新商品展示ギャラリー」、新館「展示室」の3カ所にて展示を
行っています。

● 管理課

● 企画展示課

☎ 076-268-2010

☎ 076-268-2010

地場産業振興センター
■  産学官交流・人材養成の拠点
■  需要開拓の支援

。すで所談相営経るす置設に国全が国、は」点拠援支ずろよ「  
チーフコーディネーターと10人のコーディネーター（中小企業診断
士・弁理士・税理士・弁護士・マーケティングコーディネーター・デ
ザイナー）が配置され、中小企業・小規模事業者の皆様の売上拡
大、経営改善など、経営上のあらゆる悩みの相談に対応します。

■  中小企業・小規模事業者の総合支援

☎ 076-267-6711石川県よろず支援拠点
☎ 0761-21-1139● 小松サテライト ………………………
☎ 0768-26-2333● 能登サテライト ………………………

　県内中小企業のさまざまな課題解決に向けて、専任アドバイ
ザーが窓口相談を行っています。また、計画策定が必要な場合も、
金融機関（コンサルティング機能の発揮）と連携した「迅速かつ簡易」
な改善計画策定から、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
再生計画策定まで、企業の状況に応じた支援を行います。

☎ 076-267-1189再生支援室
■  中小企業の事業再生の支援

平成28年度　 ISICO組織体制紹介
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FAX

　ISICO では創業間もないベンチャー企業向け
に、低料金で利用可能なインキュベート施設「い
しかわクリエイトラボ」を能美市に設置しています。
  メリットは、安価な入居費用（中小企業・個人は
月額 2,400 円／㎡（税別））で 24 時間 365 日利用
できます。入居期間の制限がないため、オフィス転居等を考える必要もありま
せん。タイプは、5㎡、25㎡、50㎡と 3 タイプあり複数利用も可能です。また、
広大な無料駐車場があるほか、異業種間の情報交換の機会が得られるなど、
新たな商品開発やビジネスチャンスにつながることも期待できます。ISICO の専
門家派遣や経営・技術情報の提供など、支援スキームを活用し総力をあげて応
援します！

いしかわクリエイトラボ入居者募集中！
 知と緑に恵まれた環境でビジネスを成功させよう

お湯を注ぐと金箔
が浮かぶ金箔入り
スティックコーヒー
と相性抜群の美
味しいお菓子は、
優雅なひとときに
ぴったりのセットで
す。

ワインのお供とし
て、フィグログ（イ
チジク等を練り混
ぜて作るイタリア
の伝統料理）やピク
ルス、クラッカー、
ふぐの子をセット
にした逸品です。

　かがやき屋本店では、大切な方へ日頃の感謝を
伝えるお手伝いをいたしております！ぜひ、ご利用く
ださい。 
　また当店では、出品企業を募集しています。合わ
せて、チャレンジコーナーで試食会や実演販売をす
る企業や組合、自治体を募っています。ご希望の方
は、下記までお問い合せください。

金箔入りスティックコーヒーと
菓子の詰め合わせセット

2,407円（税込）

3.314円（税込）

ワイン好きにはたまらない
おつまみの詰め合わせセット

石川のこだわりショップ

かがやき屋本店

　ISICO は 5 月 19 日から 3 日間、県産業展示
館 2 号館で「ビジネス創造フェアいしかわ」を
開催しました。このフェアには 44 企業 3 組合・
9 機関が参加、最新技術や製品を展示し、会期
中 28,665 人が来場しました。また、フェアの開
催に合わせて 5 月 19 日には、金沢東急ホテルで

「石川県企業交流懇談会」を開催し、県外発注企業 51 社 75 名に対し、県内
受注企業 106 社 129 名が、受注拡大や新規開拓に向けて積極的な情報交換を
行いました。

　石川県では、北陸新幹線敦賀延伸や東京オリンピック・パラリンピックを見
据え、県内各地での魅力づくりや国内外からの誘客促進などに取り組むため、
公募債「ほっと石川観光応援債」を発行します。個人や法人・団体等を対象に、
総額 50 億円を募集することとしており、北國銀行及び三井住友銀行の各営業
店窓口で販売予定です。応援債は 5 年満期・固定金利の県債で一口 10 万円か
らご購入いただけます。半年毎に利払いがあり、満期日までお持ちいただければ、
額面どおり元本が支払われます。利率等詳細につきましては、決定次第、石川
県のホームページなどでお知らせします。

ビジネス創造フェアいしかわ開催

 「ほっと石川観光応援債」

優秀な技術や想像力豊かな製品を展示

平成28年8月募集開始予定

 ● お申し込み・問い合わせ先／ISICOサイエンスパークオフィス
TEL 0761-51-0122 　URL  http://www.isico.or.jp/isp

  ● URL　http://www.pref.ishikawa.lg.jp/
  ● お問い合わせ／ 石川県財政課　　　TEL 076-225-1257

  石川県観光企画課　TEL 076-225-1127

 お問い合せ先
 （公財）石川県産業創出支援機構
販路開拓推進部 販路開拓課

TEL 076-267-1140

おすすめギフト
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