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地域資源の活用や産業人材の確保に力

能登半島地震からの復興や
活性化ファンドの創設
谷本正憲理事長インタビュー

02  巻頭特集

ISICOが 5月22日から3日間、県産
業展示館2号館で開催した「石川県中
小企業技術展」。会期中、約68,600
人が優れた製品や技術に触れた。
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（財）石川県産業創出支援機構 理事長

谷本 正憲（石川県知事）

i n t e r v i e w
巻 頭 イ ン タ ビ ュ ー

　　　県政史上、未曾有の大災
害となった能登半島地震の発生
から一年が経過した。ISICO
では、昨年創設した 300億円
の「能登半島地震被災中小企業
復興支援基金」を活用し支援を
行っている。復興の状況は。

　被災者の方々や被災地の懸命
な取り組み、県内外の多くの
方々のご支援のおかげで、能登
は、復興に向けて順調に歩みを
進めている。
　ISICO では、大変大きな被害
を受けた輪島塗、酒造業、商店

街を中心とする地場産業の再生・
復興を支援するため、基金を活
用して、企業の事業用施設の復
旧をはじめ、販路開拓などをサ
ポートしている。また、これま
で培ってきた事業再生などのノ
ウハウを生かし、巡回チームを
結成して復興のための資金調達
やその返済計画等についてアド
バイスするなど、企業ニーズに
沿った支援を行っている。
　その結果、今では輪島塗、酒造
業、商店街において、7割を超え
る企業が施設の復旧に着手した。
今年度は、地元のニーズを踏まえ、

ISICOが10年目に突入
平成 11 年 4 月の発足以降、石川県内の中小企業をさまざ
まな角度から支援している ISICO。昨年度は能登半島地
震で被災した中小企業の復興に存在感を発揮した年であ
り、設立 10 年目を迎える今年度は、被災企業の復興をは
じめ、「いしかわ産業化資源活用推進ファンド」を活用し
た新たなビジネスの創出や産業人材の確保・育成の支援
が使命となる。理事長を務める谷本正憲知事に、今年度
の新たな取り組みなどについて語ってもらった。

能登半島地震からの復興や
活性化ファンドの創設



�

新たに輪島塗部門別コンテストの
開催や酒蔵を活用したツアーの実
施、共同販売所の設置のほか、風
評被害の払拭のための「能登ふる
さと博」「加賀四湯博」などに対
して助成する。

　　　震災をきっかけとして、
各地で連携、協力しながら復興
を目指す動きが具体化している。

　能登地域は地震によって甚大な
被害を受けた。しかし、これを契
機として、問題意識を共有したり、
スクラムを組んで復興に取り組む
など、新たな動きも出てきた。
　例えば、震災で7割の店舗が全
半壊した総持寺通り商店街では、
すべての店舗で再開へのめどが
付くと同時に、建物の外観を統一
するなど、一体感のあるまちづ
くりに取りかかっている。また、
「能登ふるさと博」は今年7月か
ら 10月にかけて、能登の各市町
が連携してイベントを開催し、全
国から誘客を図る試みだ。
　このように、単に震災以前
の状況に戻すだけでなく、震
災前よりもにぎわいのある、
魅力的な地域や商店街を目指
す前向きな計画が進んでおり、
これらを積極的にサポートし
ていきたい。

　　　今年度の新たな取り組み
としては、「いしかわ産業化資
源活用推進ファンド」の創設が
挙げられる。

　いわゆる地域間格差を是正し、
県全体を活性化していくことは

大きな課題である。そこで、全
国最大規模 200 億円のファンド
を創設し、運用益で地域資源を
活用した商品開発などを支援す
る。運用益は 10 年間で約 20 億
円になる見通しで、これを生か
して、新たなビジネスの種を育
てていく。
　県では、その推進体制として、
私が会長を務め、地域団体の代
表者や学識経験者、ベンチャー
企業経営者などに参画していた
だく「活力ある地域産業創出推
進会議」を 5月 13 日に立ち上
げたところである。また、一日
も早く地域の取り組みを支援す
るため、国の資金拠出に先駆け、
99 億円の地元負担分を拠出し、
5月30日にファンドを創設した。
　ISICO においてもこの 4 月
に、新たに「地域振興部」を創
設したほか、能登地域を重点的
に支援するため、そのブランチ
として奥能登行政センター内に
「能登サテライト」を設けた。
それぞれに専任スタッフを配置
し、きめ細かな人的支援を行う。

　　　どのような事業内容を想
定しているのか。

　県内には掘り起こせば全国に
発信できる資源がまだまだあり、
そうした地域の産業化資源を活
用した新たなビジネスの創出を
後押ししたい。また、能登では、
食品産業の企業が自ら農地を借
り上げ、農作物を栽培するなど、
異業種分野からの農業参入がみ
られる。地域の農林水産業の発
展にもつながる農商工連携の取

り組みを少しでも多く支援して
いきたい。このことが、能登を
元気にする原動力となる。また、
高齢化の進展に伴い、高齢者等を
支援するサービスのニーズが高ま
ると予想され、医療と観光を組み
合わせたヘルスツーリズムなど、
医商工連携も支援したい。
　先日、農業に参入した建設業者
から、地面ではなく土を入れた型
枠でゴボウを育てる方法を実験
したと聞いた。ゴボウは収穫に手
間がかかるが、型枠を取り外せば
簡単に収穫できるので、高齢化が
進む農家の省力化が期待できる。
このような発想は建設業者なら
ではのものである。ISICOが仲介
役を担うことで、さまざまな分野
の連携を促進したい。

　　　モノづくり企業では、団
塊世代の大量退職、学生の理系
離れなどを背景に、人材不足が
課題となっている。

　モノづくり企業を中心に、業
種によって人材不足が深刻化し
ており、産業人材の確保、育成
が急務だ。
　ISICO では一昨年から「人材
支援課」を設け、人材支援アド
バイザーが県内企業からの相談
に対応するとともに、人材の確
保、育成、定着に関する助言を
してきた。また、昨年度は県内
学生と県外へ進学した石川県出
身の学生を対象とした就職フェ
アを開催した。今年度は新たに、
モノづくり企業の中核を担う理
工系人材を確保するため、県内
の理工系大学や高専のキャンパ

i n t e r v i e w
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ス内で合同企業説明会を開催す
ることとしている。
　このほか、企業を退職した、
あるいは近く退職を控えるシ
ニア人材の中から技術やノウハ
ウを有する “ 新現役人材 ” を発
掘するとともに、データベース
に登録し、企業に活用してもら
う「新現役チャレンジ支援事業」
をスタートさせる。
　企業のニーズを把握してい
る ISICO が人材と企業をマッチ
ングすることで、求人側と求職
側のミスマッチをなくすととも
に、経営基盤の強化や新たな事
業展開につなげてもらう。

　　　中小企業の販路開拓を支
援するため、今年度は新たにト
ヨタ自動車（株）との展示・商
談会が予定されている。

　これまでも、中小企業の安定
受注確保、受注品目の多角化な
どを目的に、東京や大阪、名古
屋で受発注企業の交流を図る受
注開拓懇談会を開催してきた。
今年度はこれに加えて、世界トッ
プクラスの自動車メーカーであ
るトヨタ自動車や関連企業を対
象に、8月 28、29 日に技術力提
案型の展示・商談会を行う。
　これは昨年 6月にトヨタ自動
車の張富士夫会長が県庁を訪問
された際、石川県に集積する技
術力が高い中小企業とトヨタグ
ループとのご縁を作っていただ
きたいとお願いし、実現したも
のだ。私も先頭に立ってトップ
セールスを実施し、県内企業の
技術力向上や新分野への販路拡

大を後押ししたいと考えている。
トヨタ自動車からの受注を獲得
すれば、ステータスや信用度の
向上につながり、他社からの受
注の呼び水となる。また、7月 5
日には東海北陸自動車道の全線
開通が控えており、アク
セスが便利になる点も追
い風になると考えてい
る。コマツとその協力企
業のような関係をトヨタ
自動車とも築くことがで
きれば理想的だ。

　　　平成 11 年に設
立された ISICO は 10
年目を迎えた。利用者
へのメッセージを。

　ISICOは企業がワンス
トップで利用できるサー
ビスセンターとして、そ
れまで県内にあったいろ
いろな産業支援団体を統
合してスタートした。正
直言って当初は県内企業
のニーズに応えられるか
不安もあったが、年を追
うごとに ISICOという呼
び名も浸透し、信頼も高
まってきたように感じる。
　創設時は「産学官連
携による新産業創出」
や「ベンチャー支援」といった
将来の新産業の芽を育てていく
ための取り組みに重点を置き、
成果を挙げてきた。一方で、時
代や経済状況の流れを受けて、
新たな支援メニューや組織を設
けるなど、適時、適切に対応し
てきた。

　スタッフも質・量ともに充実を
図り、現在では 100人を超える規
模になった。産学官連携による研
究開発から事業化、経営支援、販
路開拓、人材確保、事業再生等、
企業のさまざまなニーズにきめ細

かく応える体制が整っている。
　これからも県内企業との信頼関
係を大切に、また、創設時の原点
を忘れずにしっかりとサポートし
ていきたい。企業の皆さんには、
いい意味での「駆け込み寺」とし
て、大いに利用してほしいと考え
ている。

意欲ある中小企業を手厚くサポート
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いしかわ産業化資源活用推進ファンド事業
助成金のご案内

　ISICO では、農林水産物や伝統工芸、観光資源など、地
域の産業化資源を生かした新ビジネスの創出を支援する
「いしかわ産業化資源活用推進ファンド」を創設しました。
　このファンドから生み出される運用益を活用して、産業

化資源を活用した取り組みのほか、農林水産業と商工業が
連携する取り組み、医療機関等と企業が連携する取り組み
を支援します。ふるってご応募ください。

区　分 支援事業概要 対象 補助率 限度額

産
業
化
資
源

産業化資源を活用した新たな取り組み
の掘り起こしに対する支援

専門家を招聘する勉強会や研究会など、産業化
資源を活用した新たな取り組みに着手するため
の活動

商工会議所・商工
会、中央会、組合、
NPO 等

定　額 1,000 千円
（1 年以内）

産業化資源を活用した新商品等の開発・
事業化に対する支援

新商品・新サービスの開発から販路開拓に至る
までのさまざまな段階の取り組み 中小企業者等 2/3 3,000 千円

（3 年以内）

産地・地域としての産業化資源の魅力
向上への取り組みに対する支援

産業化資源を活用した商品・サービスの新たな
販路の開拓等に産地・地域一体で取り組む活動
　

組合、商工会議所・
商工会等 2/3 2,000 千円

（1年以内）

農
商
工
連
携

新しい食品加工ビジネスモデル構築支
援事業

農林水産業者と食品加工業者等が連携した商品
開発や販路拡大に関する先進的・モデル的な取
り組み

農商工連携に関わ
る複数の事業者 2/3 5,000 千円

（3 年以内）

農業参入調査研究事業
農業参入した企業及び参入を目指す企業等が農
産物を活用して新商品・新サービスの開発等を
行う取り組み

農業参入企業及び
参入意向企業 2/3 1,000 千円

（3 年以内）

医
商
工
連
携

新商品等開発・事業化支援事業 新商品開発のための FS 調査、研究開発、販路
開拓等の取り組み（ものづくりが対象）

医商工連携に関わ
る複数の事業者 2/3 3,000 千円

（3 年以内）

健康サービス等創出支援事業 健康・福祉をキーワードにした地域産業活性化
に関する取り組み（サービスが対象）

医商工連携に関わ
る複数の事業者 定額 5,000 千円

（3 年以内）

革新的ベンチャービジネスプランコンテストいしかわ
挑戦者募集のお知らせ

　ISICO では、革新的な強みを有するビジネスプランに
よって石川県で起業する者で飛躍的な成長が期待できる者
を認定し、集中的な育成支援を行います。ついては、認定
者を決定するためのビジネスプランコンテストを実施致し
ますので、その挑戦者を募集します。
※ビジネスプランコンテストは、公開で行い、ベンチャーキャピタル、金融
　機関、支援機関、県内企業とのマッチングを図ります。

① 提供する技術・製品・サービスに新規性又は独自性を有し、　
　 競争優位性、市場性、収益性を実現できるビジネスの実施を　
　 目的として、2 年以内に石川県内での起業を予定する者　　　
　 (平成 20 年 4 月 1 日現在で起業後 3 年未満の者を含む)

② 支援チームによる支援を希望する者

③ 既に法人設立している場合、同一企業からの出資が 50%を
　  超えないこと

◆最優秀起業家賞 (1名 ) 
　・事業資金として最大 500 万円の補助金
　・インキュベーション施設の無料提供 
　・支援チームによる集中支援 
　・創業者支援融資の特例 

◆優秀起業家賞 (3名程度 ) 
　・支援チームによる集中支援・創業者支援融資の特例 
　・事業所の家賃補助1年間、50 万円以内 
　　( 県外からの応募者の場合 )

■応募締切／平成 20 年 7月11日 ( 金 ) 当日消印有効 
■応募方法／申込書に必要事項を記入し、郵送または
　　　　　　持参にてご提出ください。
■お問い合わせ・提出先
　　　　　　（財）石川県産業創出支援機構
　　　　　　経営支援部　新事業支援課
　　　　　　TEL.076-267-1244

s u p p o r t  g u i d e
制 度 紹 介 と 参 加 者 募 集 の お 知 ら せ

1.

2.

【募集対象・資格】
以下の①〜③のすべてに該当する者 

■応募締切／平成20年7月18 日（金）［必着］ 
■応募方法／事業計画書に必要事項を記入し、郵送または持参
　　　　　　 にてご提出ください。

【支援メニュー】

■お問い合わせ・提出先
　（財）石川県産業創出支援機構　地域振興部
　産業化資源活用推進課　TEL.076-267-5551
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能登復興
プロジェクトが進行中

NOTO
Revival 
Project 

幅広い特産品の販促組織誕生
　 スクラム体制で能登を PR

「地震という逆境で、能登の
業種を越えたつながりが深
まった」（中浦理事長）

奥能登を中心に24事業者が参加

　海・農産物や地酒、和菓子、漆器な
ど、能登には、数え切れないほどの特
産品がある。これら商品の販売促進
を一手に手がける企業横断的な組織
として、今年1月、「協同組合のともん」
が発足した。これは、NPO法人 能
登ネットワーク（7Ｐコラム参照）が音
頭を取ってスタートした組織で、現在、
七尾市以北の能登全域と金沢市の24
事業者が組合員として出資している。

　今年5月には、
発足イベント「の
ともんまつり」を
石川県健康の森

（輪島市）で開催
した。のともん
組合員の商品販
売などを通して、
地元の人たちに

能登の魅力を再確認する契機にして
もらうと同時に、組合への参加を呼び
かけた。のともん理事長で柚餅子総
本家中浦屋社長の中浦政克氏は、「四
季に応じた多彩な商品をそろえるた
め、近いうちに会員数を50程度にまで
拡大したい」と意欲を見せている。ゆ
くゆくは賛助会員なども含め約100事
業者の加盟を見込んでおり、能登にこ
だわった品質とボリュームを生かした
組織を目指している。

県外からの問い合わせに対応

　のともん発足の背景には、能登半島
地震がある。能登の各産業は地震に
よって大打撃を受けた半面、全国の百
貨店などから復興支援も目的とした物
産展開催などの問い合わせが増えた
という。ただ、能登には中小規模の事
業者が多く、震災直後に個別で対応で
きないケースが少なくなかった。

　そんな中、昨年6月、香川県高松市に
ある百貨店で実施した物産展では、能
登各地の幅広い業種の事業者が協力
し、さまざまな商品をブースに並べる
ことに成功した。「スクラムを組むこと
で、1社1社の負担は小さくても大きな
PR効果を挙げられた」と中浦理事長。
このときと同様に、商機を確実に能
登復興につなげていくため、コーディ
ネーター役となる協同組合設立の動き
が加速していった。
　現在、のともんでは、ISICOが運
用する「能登半島地震被災中小企業
復興支援基金」の販路開拓にかか
わる助成金の申請も視野に入れ、受
注システムの確立やカタログの作成、
ショップの立ち上げなどを急いでい
る。さらに今後は、1次産業から3次
産業までがそろう組合内での交流を
通して、のともんオリジナル商品の誕
生にも期待が高まっている。今年5月に開いた「のともんま

つり」では、多くの地元の人たち
がふるさと能登の魅力を再発見

■所在地 輪島市河井町わいち4部97番地　
 TEL 0768-23-1177
 （事務局：柚餅子総本家中浦屋内）
■代表者 中浦  政克
■設立 平成20年1月
■組合員数 24事業者（平成20年5月現在）
■事業内容 能登全域の特産品の共同販売、
 新商品開発など

協同組合のともん

昨年3月25日の能登半島地震から約1年2カ月が経
過した。マグニチュード6.9、震度6強という県内観測
史上例のない大災害を乗り越え、能登では、逆境をチャ
ンスに変えるさまざまなビジネスの芽が育っている。
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■所在地 志賀町富来領家町イ-30
 TEL 0767-42-2829
■代表者 寺岡 才治
■創業 明治40年
■資本金 9,100万円（グループ合計）
■従業員数 78名
■事業内容 食肉卸、販売、小売り、
 スーパーマーケット・レストランの経営
●http://www.notogyu.com

寺岡畜産（株）

レストランで提供する味にこだわったレトルトシチューを開発

超高級ビーフシチュー
　  ビジネス再生の第一手
全国観光土産品審査会に入賞

　食肉卸・小売業を手がける寺岡畜
産が、復興への第一手に選んだのが、
超高級ビーフシチューだ。同社が志賀
町と金沢市に構えるレストランで提供
するシチューのおいしさをパックにと
じ込め、レトルト食品「てらおか風舎
の能登牛シチュー」として、各店舗をは
じめ、能登空港や小松空港、金沢駅な
どで、昨年夏から販売を開始した。
　1パック（1人前）1,266円とレトルト
食品としては高額にもかかわらず、商
品の知名度は少しずつ高まっており、
売り上げは右肩上がりで伸びている。
今年2月には、約1,200品が競い合った
全国推奨観光土産品審査会（日本商
工会議所主催）で日本商工会議所会
頭努力賞に選ばれ、全国放送の情報
テレビ番組にも取り上げられた。
　高い人気を獲得する理由の一つが、
商品名にも入っている「能登牛」にあ
る。年間わずか320頭ほどしか出荷さ
れない貴重なブランド牛だ。昨年１１
月には、穴水町の幸寿しとタイアップ
して「能登牛のにぎり」として販売し
たところ好評だった。今回のシチュー
に入っている能登牛の品質について
は、同社がさらに厳選した最高レベル
の50頭の肉だけを使っている。その品
質に寺岡才治社長は、「全国のどんな
ブランド牛とも勝負できる」と胸を張
る。シチューには、そんな能登牛を容
量200グラム中80グラムも利用してい
る。一度食べると、レストラン同様の

ぜいたくな味わいに魅了され、リピー
ターになる人が少なくないという。

首都圏にブランド牛を発信

　寺岡畜産がレトルト食品開発に乗
り出したのは、今から約2年前。ロース
やヒレ肉に比べ、レストランでの使用
頻度の少ないスネ肉やバラ肉を有効
活用した商品ができないかと考え、レ
トルトカレーの商品化に取り組んだの
が始まりだ。その後、シリーズ化し、シ
チューの開発に取り組んでいた際に
能登半島地震に襲われた。
 「ゴールデンウイークになっても客足
は戻らないまま。だが、その状態をた
だ嘆いていてもしょうがない。ならば、
商品を手にこちらから攻めていこう」

（寺岡社長）。同社では、「能登半島地
震被災中小企業復興支援基金」の補
助金を受け、商品化のスピードアップ
を図った。
　開発後は、積極的に食のイベントに
出品した。「イベントに生肉を並べるの
は難しい。その点、レトルト食品ならば、
当社の看板商品である能登牛も存分
にPRできる」

（ 寺岡 社長）。
今後も、商談会
や物産展など
の機会を利用
し、首都圏を中
心とした販路
開拓に力を注
いでいく。

「シチューを通して当社の看板である能登牛の魅力も発信したい」（寺岡社長）

　今年 3 月、首都圏に暮らす会社
員や主婦など 80 人の参加者を乗
せたお座敷列車「能登地酒列車」が、
東京・上野駅から和倉温泉に向け
て出発した。車内では、県内の地
酒 33 銘柄と能登の山海の幸が振
る舞われ、到着後は、七尾・志賀・

穴水・輪島・能登・珠洲の 6 会場
に分かれて、地元の人たちとのさ
まざまな交流イベントを楽しんだ。
　このツ アー を 企 画した の は、
NPO 法人能登ネットワークだ。能
登の酒蔵や和菓子店、飲食店、農
家などが参加する異業種交流ネッ

トワークで、能登空港の開港に先
立って平成 10 年に結成して以来、
首都圏と能登の交流会「のとだら
ぼち ITOKO 会」を立ち上げたり、
東京・銀座に能登料理居酒屋「の
とだらぼち」を開店したりなど、
能登を全国に発信する多様な活動
に取り組んできた。
　能登ネットワークでは今後、元
気な地域づくりを進めるため、長
期的な能登滞在も視野に入れた大

都市圏との交流人口拡大事業を一
層、活発化させていく考えだ。

お座敷列車では能登の酒だけでなく、地
ビールも振る舞われた

■NPO法人  能登ネットワーク
東京と能登を結ぶ地酒列車を運行

Noto 
Revival 
Project 
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用骨つぼ）や厨子を商品化。今後、
デザインやアイテムのバリエーショ
ンを増やそうと構想を練っている。
　主力の業務用漆器においては、
ハードな使用環境に耐えうる、堅牢
で耐久性に優れたものづくりに定
評がある。バブル崩壊以降は苦戦
が続いていたが、昨年発売され話
題となった「ミシュランガイド」東京
版で紹介された数店が藤八屋と付
き合いの深い顧客だったことから、
新規の依頼もあるという。
　塩士氏は「業務用漆器に加え、仏
具関連など専門店とのコラボレー
ションを図る」と話し、既存市場の
拡大と新規市場の開拓を通して、輪
島塗の可能性に挑んでいる。

デザイン性に優れた
新感覚の位牌を製造

　藤八屋では、長年培ってきた輪島
塗の技術を生かして、約2年前から
現代の居住空間に合った仏具の製
造、販売に乗り出している。今回の
地域資源活用事業認定を足がかり
に、新たな商品開発と販路開拓を進
める考えだ。
　同社が開発し、昨年11月から東
京・大阪・名古屋などの仏壇仏具専
門店で販売されているのが輪島塗
の位牌である。位牌と言えば、黒塗
りに金の装飾といったイメージが思
い浮かぶが、同社の製品はこれまで
のそんな常識を覆す。台座には赤や
青、黄、緑といったカラフルな色漆が
用いられているほか、沈金や蒔絵の
技法によって、アール・デコ調の模様
や花鳥風月など全15種類の図柄が
施され、モダンなデザインとなって
いる。輪島塗特有の地の粉を用いた
布着せ本堅地技法によって、強度や
耐久性も申し分ない。
　札と台座は埋め込まれた強力な磁
石で固定する仕組みで、季節によって
台座を取り替えることも可能である。
藤八屋工房長屋店主である塩士正
英氏の妻純永さんは「デザイン性に

■所在地　　輪島市山本町脇田34-5
　　　　　　TEL 0768-22-5577
■代表者　　塩士 正英
■設立　　　明治45年（1912年）
■従業員数　8名
■事業内容　輪島塗の製造、販売
●http://www.tohachiya.com/

藤八屋

優れているので、リビングやダイニン
グ、ベッドルームなどどこでも自由に
持ち運ぶことができる。気軽に手を
合わせ、大切な故人との対話を楽し
み、気持ちを安らがせてほしい」と新
感覚の位牌に込めた思いを話す。

ミシュランを契機に
業務用漆器も受注増

　そもそも同社では、飲食店など
で使用される業務用漆器を主力と
しており、販売先の90％以上を東
京の店舗が占めている。都市部の
ニーズに応え、伝統を踏まえながら
もトレンドを加味したデザインや多
彩な色漆の提案も試みてきた。
　仏具の開発を手がけたのも、現
代の居住空間に合った漆のアイテ
ムを模索する中、東京に出張の折、
銀座に店を構える仏壇仏具専門店
に足を運んだのがきっかけだった。
そこでは、洋風化が進む現代の住
宅にもマッチする仏壇、仏具を販売
しており、輪島塗の技法を活用した
仏具を提案すれば、新たな市場が
開けるのではと考えたのだ。
　その後2年かけて開発した位牌
の売り上げは順調に伸びている。
位牌のほかにも、コアボトル（分骨 工房には塩士氏（写真）を含む4名の伝統工芸

士がおり、自らも輪島技術漆芸研究所を卒業
後、営業以外に上塗に従事する

輪島塗の技法を生かして開発した商品群。左から位牌、コアボトル、厨子

輪島塗の技法を使った
モダンな仏具で市場を開拓

S e r i e s 地域資源活性化プロジェクト
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産学官連携をより活発に、より円滑に推進するため
大学と企業を橋渡しするコーディネーターを紹介します。

フットワーク軽く
企業と大学を橋渡し

●お問い合わせ
金沢大学
イノベーション創成センター
金沢市角間町
TEL.076-264-6111
http://www.innov.kanazawa-u.ac.jp/
innov＠ad.kanazawa-u.ac.jp

金沢大学イノベーション創成センター
産学官連携コーディネーター
長江  英夫氏

企業と大学、双方のメリットを念頭に

　金沢大学のイノベーション創成センターにおいて、産学
官連携コーディネーターとして活躍しているのが長江英
夫氏である。長江氏は民間企業で36年にわたって医薬品
の研究を手がけてきたキャリアを有し、企業と大学の共同
研究や知的財産管理についても豊富な経験を持つ。
　平成17年4月に金沢大学へ赴任して以降、企業のニーズ
にこたえ、いくつもの製品開発、技術開発に携わってきた。
　県内繊維メーカーからの依頼を受けて抗菌繊維開発を
進展させたのも成果の一つだ。また、県内電子システム
メーカーでは大学教員との共同研究を仲介し、医薬品の開
発などに使う超純水の製造装置について、その性能をデー
タで実証し、製品の信頼性向上に貢献した。現在も、大手文
具メーカーと人に優しい文具開発を手がける共同研究を
コーディネートするなど多忙な日々を送る。
　大学の研究者からシーズを集め、企業との共同研究など
に際して、時には仲介役を、時にはアドバイザーを務める
コーディネーターとして長江氏が心がけているのが軽い
フットワークである。「電話や書面だけのやりとりだけで
はうまくいかない場合が多い。企業の経営者でも、大学の
先生でも、実際に会って、膝を突きあわせて話すことで、得
意な技術や能力、連携にかける熱意などがよく分かる」と
長江氏は話す。
　また、産学官連携をスムーズに進めるには、密なコミュ
ニケーションと同時に、例えば、企業側は自社で実施が困
難な実験ができる、研究者側は専門性を生かして研究資金

が手に入ると
いった具合に
企業と大学の
双方にとっ
てメリット
のある方法
を見いだすことが重要だという。

文系の知識やノウハウも提供

　ところで、イノベーション創成センターは、金沢大学の
「共同研究センター」「知的財産本部」「ベンチャー・ビジネ
ス・ラボラトリー（VBL）」「インキュベーション施設」を統
合し、これに文科系の新設部門「将来開拓部門」が加わっ
て今年4月に発足した。産学官連携にかかわる組織を一体
的に運営することで、大学の持つシーズと企業のニーズと
のマッチング、共同研究で生まれた成果の権利化などをよ
り一層スムーズにするのが狙いである。
　同時に、「従来、企業と大学の共同研究と言えば、工学系
の分野が主だったが、同センターでは、総合大学としての
強みを生かし、経済学や法学、教育学など文系の研究者も
知識やノウハウを提供する」と長江氏はその特徴を話す。
　イノベーション創成センターの取り組みは始まったば
かりだが、長江さんは「研究成果の地域社会への還元は大
学の重要な役割。一つでも多くを連携したい」と腕をさす
り、「電話でも、メールでも、とにかく気軽に声をかけてほ
しい」と呼びかける。

コーディネーターとしてだけでなく、卓球の国際審判員や
フィッシングインストラクターなど、さまざまな分野で活
躍する長江氏
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　能登杜氏発祥の地、能登町（旧内浦
町）で、奥能登の地酒「大江山」を醸造
する松波酒造では、ネットショップを開
設して、販路開拓や新商品開発などに役
立てている。

　平成15年1月のオープン以降、当初の
予想を超えて人気商品となっているの
が酒粕だ。以前は販路に頭を悩ませる
ほどたくさん余っていたそうで、ウェブマ
スターを務める若女将の金七聖子さんは
「酒造メーカーの減少とともに蔵元直送
の酒粕は手に入りにくくなっていて、ネット
では上質の酒粕が手に入ると好評です」
と顔をほころばせる。

　元々は本醸造酒の製造過程でできる
2種類の酒粕だけを販売していたが、ネッ
トショップ利用者の問い合わせなどを参
考に、現在は、大吟醸酒や純米酒の製造
過程でできた酒粕など5種類にまでライ
ンアップを増やした。
　また、「能登全体を売り込まなければ、
自社の商品も売れない」という考えのも
と、干し柿や塩、いしりなど、奥能登の味
覚を販売し、好評を博している。
　平成16年9月から始めたブログでは
酒造りの風景や能登で開催されたイベン
トなどを紹介するほか、若女将自身の晩
酌メニューを公開。利用者との距離を縮
める人気コンテンツとなっていて、能登旅
行の際などにわざわざ足を運んでくれる
人も増えたという。
　「誌面に限りのあるカタログと違って、
ネットならば商品はもちろん、作り手の人
柄や酒造りへの思いなども伝えられる」
と金七さんはそのメリットを話す。

　松波酒造がネットショップに取り組み
はじめたのは、「奥能登の小さな酒蔵が勝
ち残っていくためにはネットショップが必
要」という機運が社内で高まったことが
きっかけだった。
　金七さんはISICOが主催するネット
販売支援セミナー「バーチャルショップ
道場」を受講し、知識と技術を磨いた。
いつも早めに会場に行って、講師に質
問するなど熱心に学び、平成18年には、
IS ICOの専門家派遣制度を活用して、

ホームページドクターから指導を受けた。
　金七さんにとって、専門家からのアドバ
イスと同様に心強い存在となったのが、
バーチャルショップ道場の同期生たち
だった。取り扱う商品や年齢は違っても、
ノウハウのない状態からネットショップを
立ち上げる仲間として、分からないことに
ついて教えあったり、運営上の悩みを共
有したりと、今でも頻繁に連絡を取り、切
磋琢磨を続けている。
　ところで、ネットショップの開設を契
機として、個人利用者による通販だけで
なく、小売店や飲食店など、「大江山」を
扱ってくれる店舗も増えてきた。
　また、東京・新宿のカフェでのイベン
トに商品を提供したり、異業種とコラボ
レーションした商品企画を進めたりと、新
しい試みにも積極的に取り組んでいる。
金七さんは「既存の商品でも、一工夫する
だけで売れることがある。今後もいろい
ろな企画を考えて販促につなげたい」と
話し、ネットショップを足がかりにさらに
「大江山」のブランド力向上を図る。

松波酒造（株）

利用者の声で
商品ラインアップを拡充

http://www.o-eyama.com/

奥能登の酒蔵が味覚を発信
上質の酒粕が人気商品に

奥能登の酒蔵からウェブを活用して販路を
開拓する若女将の金七聖子さん

商品の特徴や食べ方、イベント情報などを掲載した
ネットショップ

■ 所 在 地  鳳珠郡能登町松波30-114
　　　　　　 TEL 0768-72-0005 
■ 代 表 者  金七 政彦　　■ 設　立　明治元年 （1868年）
■ 資 本 金   4,000万円　  ■ 従業員数　5名
■ 事業内容　日本酒の製造、販売

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

セミナーの同期生が
心強い仲間に

ネットショップでは酒粕やオリジナルのおちょこなど
意外な商品も売れている
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〉〉総務企画部
■ 組織の管理と事業の総合調整

総務企画課	 ☎ 076-267-1239

〉〉産業振興部
■ 中小企業の情報化の推進
■ 受注・販路開拓支援
■ 産業人材の確保・育成支援

産業情報の収集・発信、IT産業の振興、企業の情報化
に取り組んでいます。また、4千本超のDVD・ビデオの
貸し出し（無料です）や約50店が出店しているバーチ
ャルモール「お店ばたけ」の運営も行っています（お店
ばたけの出店者は随時募集中です）。

産業情報課	 ☎ 076-267-1001
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全国の小売店等バイヤーとのネットワークや、県外の約
3千社のモノづくり発注企業とのネットワークを持つス
タッフが、県内企業の販路開拓・受注開拓を支援してい
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（入居希望の方はお問い合わせください）。

石川県ビジネスサポートセンター

社員の採用・育成・定着に関して、人材アドバイザーに
よる個別相談（平成19年度は166件の相談がありまし
た）やセミナー（平成19年度は16件のセミナーを実施
しました）、ホームページ「いしかわ元気企業ナビ」に
よる企業情報の発信など、さまざまな角度から人材サポ
ートに取り組んでいます。

人材支援課	 ☎ 076-267-1145

〉〉経営支援部
■ 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

企業経営の課題の解決を図るため、中小企業診断士など
の専門家を派遣し、より具体的・実践的なアドバイスを
行っています（平成19年度は53社の企業が専門家派遣
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SOHO事業者、起業をめざす人への
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

SOHO事業者の交流拠点、臨時オフィス、打ち合わせスペー
スとして、インターネット環境を整備したオープンスペース
を産業振興ゾーン内に開設しています（利用会員募集中）。

SOHOプラザクリエーションオフィス

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。例えば、設備代金の1/2を無利子で
融資する制度（平成19年度実績は21件、255百万円）や、
ISICOで設備を購入し、割賦やリースで返済していただく制
度（平成19年度実績は66件、約1,000百万円）があります。
随時、申込みを受け付けています。

設備資金課	 ☎ 076-267-1174

中小企業の事業再生を支援しています。特に、再生計画
策定では、弁護士や公認会計士、中小企業診断士などで
結成した支援チームが指導助言を行っており、これまで
の再生計画策定支援件数は全国でもトップクラスの実績
があります。

再生支援室	 ☎ 076-267-1189

〉〉プロジェクト推進部
■ 産学官・産業間連携の推進
■ 共同研究による技術開発支援

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、例えば、新製品や新技術の研究開発にかかる経
費の一部を助成したり、先進的研究に取り組む筑波研究
学園都市内の各研究機関とのマッチングを行っています。

研究交流課	 ☎ 076-267-6291

特許全般の相談や特許電子図書館による検索を実施して
います。このほか、知的財産の戦略的な活用をめざす企
業への専門家派遣等を行っています（平成19年度は6社
の企業が専門家派遣制度を活用されました）。

知財活用推進室	 ☎ 076-267-6291

「石川ハイテク・センシング・クラスター」（文部科学
省の「知的クラスター創成事業」）として、認知症の早
期診断支援システムや予防型社会システムの構築をめざ
し、県内の大学・企業と連携して、事業化をめざした研
究開発を進めています。

知的クラスター推進室	 ☎ 076-267-6580

業務組織の紹介平成20年度　ISICO組織体制



13

〉〉地域振興部（平成20年度に創設）

■ 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

農林水産品や観光資源、伝統工芸品などの地域資源（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するほか、企業の農
業参入や農商工連携、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復興に
向けて大きく前進するように、地場産業の再生、商店街
の復興、個別企業の復興をはじめ、販路開拓などの支援
を実施しています。被災企業の中から廃業を出さないと
いう強い決意のもと、ISICOの総力を生かし、地元ニー
ズに合ったきめ細かな支援を行っていきます。

企業復興支援室	 ☎ 076-267-5551

震災復興のため一歩も二歩も踏み込んだ支援を行うため
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。被災中小企
業向けに、専任アドバイザーが、復興支援制度の情報提
供や相談・フォローアップなどのほか、産業化資源を活
用した助成制度に関する相談なども担当します。

能登サテライト	 ☎ 0768-26-2333

〉〉サイエンスパークオフィス
■ サイエンスパークの活性化拠点
■ 新産業創造の支援拠点

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（中小企業・個人等：月額2,500円／㎡・
大企業：月額3,500円／㎡）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（入居希望の方はお問
い合わせください）。

いしかわクリエイトラボ	 ☎ 0761-51-0122

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

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
ています。また、北陸先端科学技術大学院大学やサイ
エンスパーク内の施設利用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（詳細についてはお問い
合わせください）。

石川ハイテク交流センター	☎ 0761-51-0106

新任役員紹介

何事にも全力で
頑張りますの
で、よろしくお
願いします。

常務理事
兼事務局長
小西 俊夫

企業の皆様から
常に信頼される
ISICO を目指し
て何事にも取り
組みます。

専務理事
豊原 菊生
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ビジネスチャンスの拡大、逆境をバネにランクアップ‥‥
さまざまな目的に向け、販路開拓に乗り出した企業の挑戦を紹介します。

　山中漆器の素地を製造するタカノが
開発した「ふぃっと碗」は、一見したと
ころごく普通のお椀である。真価を発
揮するのは、熱々の味噌汁を注いだと
きだ。中身が熱ければ、お椀も熱くな
るのは当然だが、ふぃっと碗は不思議
なことに指先に温もりが伝わってくる程
度。しかも、その名の通り、指先にぴっ
たりとフィットして持ちやすい。容易に
持ち運べて、握力の弱い高齢者や子ど
もでも使い勝手がよいと好評で、平成
16年の販売開始以降、約50万個を売
り上げるヒット商品となっている。平成
18 年、19年度と2年連続で石川ブラ
ンド認定製品に選ばれた。
　熱くなりにくく持ちやすい理由は、お
椀を持つときに指を添える高台の周辺
部分に付けられたくぼみにある。このく
ぼみがあるおかげで、100度の熱湯を
注いだ際にも指が触れる部分は50度
以下に抑えられる。普通のお椀では70
〜 80度まで上昇するというからその差

は歴然だ。また、くぼみの縁に指が引っ
掛かるので滑りにくい。
　素材としては山中漆器連合協同組合
と松下電工（大阪）が共同開発した
PET 樹脂を採用している。ペットボトル
によく利用されるPET 樹脂に改良を加
えたもので、容易に塗りを施せるのが
特徴。電子レンジにも対応可能で、耐
熱温度はマイナス20 度から140 度、
食器洗浄機でも洗える。環境ホルモン
は一切含まない。
　従来、タカノでは百貨店やスーパー向
けに製品を販売してきたが、ふぃっと碗
では病院や福祉施設、飲食店など、業
務用の販路を新たに開拓。回転寿司店
用の塗物食器と合わせて、売り上げの
約50％を業務用が占めるまでになった。

　ふぃっと碗の構想が浮かんだのは高
野善誠社長が入院中のことだ。病気で
握力が弱っていた高野社長は健康な時
には感じなかったお椀の持ちにくさに驚
き、退院後、開発に乗り出した。

　発売後、平成19年には「ふぃっと碗
Part2」を開発。内側に50CC 単位の
目盛りを付けて配膳を便利にしたほか、
高台に切り込みを入れて、洗浄後の水
切りをよくした。
　改良のきっかけとなったのは、利用
者からの声だった。ある病院にマグカッ
プを納めたところ、目盛りをつけてほし
いとの声が寄せられ、これが目盛り付
きのマグカップの開発につながり、そ
の後、ふぃっと碗の開発に応用された。
また、水切り用の切り込みは、食器洗
浄器で洗った際、高台の周囲に付けた
くぼみに水がたまってシミができるとい
う病院からのクレームにこたえた結果
だ。「利用者からのクレームや自分が感
じた不便が新製品のアイデアになる」と
高野社長は話す。
　今年に入って、お椀の中に立体感の
ある絵柄を付けた「ふぃっと碗 Part3」
を開発したほか、目盛り付きの焼酎用
カップ、特殊な六角形の断面で持ちや
すく、転がりにくい「ふぃっと塗り箸」と、
さまざまな新製品を開発するなど、新
市場開拓への挑戦はまだまだ続く。

熱くなりにくく、持ちやすい
不思議なお椀がヒット商品に

（写真・右）
高台の周辺部分に付けられたくぼみの
おかげで、熱くなりにくく持ちやすくなった

自身の体験や顧客のクレームを新製品開発に生かす
高野社長

（写真・左）
ふぃっと碗シリーズをはじめ、目盛り付きのマグカップや
焼酎用カップ、ふぃっと塗り箸と、自社製品も充実してきた

■ 所在地 加賀市宇谷町夕1番地5
TEL 0761-77-0135

■ 代表者 高野 善誠　　　■ 設立 　昭和44年5月
■ 資本金 4,800万円　　　■ 従業員数　16名
■ 事業内容 プラスチック成型品の製造、販売
● http://www.takano-tc.co.jp/

（株）タカノ
DATA

クレームや不便が
開発のヒントに

病院など業務用の
販路を新たに開拓

14
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T O P I C S イシコ・トピックス

県内の中小企業が開発した新製品や新技術を石川県、ISICO が審査し、優
秀な製品を認定する「石川ブランド優秀新製品認定制度」の認定企業が決ま
り、今年度は 3 部門で 50 件が認定を受けた。また、認定企業の中から、特
に優秀な企業を部門別に金賞、銀賞、銅賞に選定した。認定された製品を開
発した企業には、展示会の出展費などを助成する。金賞、銀賞、銅賞の受賞
企業を以下に紹介する。

3部門50件を「石川ブランド」に認定

機械産業部門

DLCとは工具などの表面にコーティングする
硬質の薄膜のこと。「AC-X」はダイヤモンド
構造であるカーボンのSP3を 90％含んだ薄
膜で、硬度を格段に向上させた。アルミ合
金の切削において、同社従来製品の 4倍も
工具が長持ちする。

回転寿司用の寿司皿洗浄機。これまで洗浄
しにくかった皿の裏面を、裏面の形状に合わ
せたブラシを使ってきれいに洗えるように改
良した。また、洗浄時に寿司皿を回転させる
ことで、皿表面の洗浄効果を向上させ、従
来比 25％の節水を実現した。

駆動式クリーニングユニット

能美市吉原町ワ -13
TEL0761-55-0466
http://onwardgiken.jp/

金沢市増泉 5-10-48
TEL076-241-7185
http://isn-net.com/

小松市安宅町甲 135
TEL0761-21-2000
http://www.komatsu-ec.co.jp/

情報産業部門

中小企業、個人商店を対象とした基幹業務
パッケージシステム。キーボードを使用せず
に、銀行のATMのように画面をタッチする
だけですべての操作が可能で、誰でも簡単に
使える。現在使用している伝票が画面に表
示されるので、違和感なく入力できる。

国や都道府県、市町村あるいは消防署や警
察署が構築する防災・災害情報に関するデー
タベースから情報を収集し、デジタル放送の
受信器（デジタルテレビ、携帯電話、カーナ
ビ等）に放送するデジタルコンテンツを構築、
編集するソフトウェアである。

特殊な技術を持たない人でも配線作業が行
えるシステム。高度な知識がなくても盤内配
線が可能で人件費を削減できるほか、配線
のプリカットによって工数が低減する。また、
品質の均一化、不良配線の低減にも役立つ。

金沢市広岡 2-13-23
TEL076-231-2066
http://www.isl-it.jp/

金沢市諸江町中丁 322-5
TEL076-208-7311
http://www.c-grip.com/

金沢市西金沢 5-316ファーストビル 202
TEL076-214-3481
http://c-b-systems.co.jp/

生活産業部門

厳選した加賀野菜や旬の野菜をグミやケー
キのようにアレンジした新感覚のスイーツ。
野菜本来の甘味が生きていて、口どけも滑ら
か。無添加・無着色・無調整・無香料と安
全性にもこだわり、高齢者の食事や離乳食と
しても重宝する。

伝統的な文様である「麻の葉文」を加賀染
の技法とともにアレンジしたバッグ。オリジ
ナルのデザインで、和装、洋装どちらでも合
わせやすい。表面にフィルム加工が施してあ
るので、雨や雪、汚れを防ぐことができる。

両面加工技術によって、織編物の片面に撥水
性を持たせ、逆の面に吸水速乾性を備えてい
る。例えば、雨をはじくが、中はむれずにさ
らさらの状態を保つといったことが可能にな
り、スポーツウェアなどの用途を見込んでいる。

金沢市西念 1-4-8
TEL076-232-2428
http://www.grn.co.jp/

金沢市疋田 1-93
TEL076-253-1933
http://banlee.main.jp/

能美市浜町ヌ161-4
TEL0761-55-0761
http://www.hiramats.co.jp/

硬質 DLC『AC-X』 自動皿洗浄機 DW-15

プリント基板を実装する際、生基板の上部、
側面に付いたゴミやほこり、異物を除去する
機能を一体型の機械にした省スペース設計の
クリーニングユニット。実装工程の品質向上
に貢献する。

販売管理パッケージシステム
“ アイタッチャー ” 防災・災害 CMS 配線長（測線、配線ルート）

システム

グランサラダスイーツ 加賀染 
BANLEE バッグ

片面撥水、逆面吸水型
快適衣料素材“ルストファイン”

4月11日に県庁で開かれた表彰式に出席した認定企業の
代表らは、今後、より一層の品質向上や販路拡大を誓った

（株）グラン・コトジ （株）万里インターナショナル 平松産業（株）

（有）シー・ビー・システムズ（株）C-GRIP（株）アイ・エス・エル

小松電子（株）（株）石野製作所（株）オンワード技研

※その他の認定製品については ISICOのホームページをご覧ください。
http://www.isico.or.jp/ib/list20.html



　ISICOは 5月22日から3日間、県産業展示館2号館で「石川県
中小企業技術展」を開催し、会期中、約 68,600人が県内中小企
業の開発した製品や技術について理解を深めた。
　中小企業技術展は今年で21回目を数え、57社 6組合が参加し、
優れた製品や部分組立品、部品、素形材などを紹介した。
　また、22日には、金沢エクセルホテル東急で「石川県中小企業交
流懇談会」を開催し、県内中小企業の受注機会拡大を後押しした。
　懇談会には、県外の発注企業 36 社から役員や担当者など40 名
が出席したほか、県内の受注企業104 社から114 名が参加。互い
の技術やニーズについて情報交換した。

今年度も情報誌「IS ICO」をよろしくお願い申し上げます。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、「トライアングル」のコーナーでは、こ

れまでと趣向を変え、県内企業と県内の大学とを結びつける産

学官連携のコーディネーターにスポットを当ててご紹介します。

本誌が御社のビジネスの参考になれば幸いです。今回の情報

誌作成に際し、取材にご協力いただきありがとうございました。
［発行月］ 平成20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

■書籍・ビデオ・DVD情報
① 「日本マーケットシェア事典　2008年版」
　760品目270業種の「市場規模の推移」「企業別市場占有率」が掲載
　されています。閲覧できますので、ぜひ、ご活用ください。

② 「新・物づくりのこころ」（全3巻）DV D
最近の製造事情を踏まえて、具体的な例を挙げながら、物づくりの基本
的な考え方と心構えをわかりやすく紹介しています。“なぜ”をキーワー
ドにした解説によって、より一層理解を深めることができます。製造現
場の新入社員教育・若手社員のフォローアップ教育にご活用ください。

■インターネット書籍検索

      書籍、ビデオ（DVD）情報について
ISICOライブラリでは、皆様のご要望を取り入れながら、随時、書籍・ビデ
オ・DVDの整備を行っておりますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。

1.        産業振興ゾーン内団体の蔵書情報について
産業振興ゾーン内団体所蔵の書籍等をIS ICOのホームページ

「DGnet」にてインターネットで資料検索できますのでご利用ください。

2.

① ② ③

③ 「プロジェクトX 〜挑戦者たち」
　NHK総合テレビで放映された「プロジェクトX〜挑戦者たち」は、
　戦後のさまざまな開発プロジェクトなどが直面した難問を、どのよ
　うに克服し成功に至ったかを感動的に紹介するドキュメンタリー
　番組として人気があり、関連書籍が出版されています。石川県デザ
　インセンターにて貸し出していますので、ご利用ください。

ISICOライブラリをご利用ください

開館時間
月〜金曜日  午前8時30分〜午後7時30分
土曜日　　  午前10時〜午後5時

休館日
原則として日曜・祝祭日、
年末年始（12月29日〜 1月3日）
※このほか、都合により休館することもあります。

・石川県中小企業技術展
・石川県中小企業交流懇談会

INFORMATION イシコからのお知らせ

技術力を披露し、
取引の可能性を探る
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