
I S I C O
設立20周年記念誌

これまでも、これからも。
企業に寄り添い、成長をサポート
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　　ISICO の設立から 20 周年
を迎えました。当時を振り返り、
設立の狙いについて聞かせてくだ
さい。

　石川県には、意欲的で進取の
気性に富んだ中小企業がたくさん
あり、行政と中小企業の関わりが
他の都道府県に比べて非常に濃
密だと感じます。企業が行政に寄
り掛かるという意味ではなく、中
小企業の皆さんの前向きな取り組
みを行政がしっかりと後押しする、
こうした産業振興施策が本県の
特徴というわけです。
　好例といえるのが、1986 年か

ら毎年開催している「受注開拓懇
談会」です。これは県外の発注
企業に県内企業の優れた技術を
PRする企業交流の場で、私も知
事に就任以降、毎年参加してきま
した。たとえ県内企業が優れた
技術力を有していたとしても、県
外の発注企業に単独でアプロー
チしたのでは新規取引にこぎ着け
るのは難しいのが現実です。そこ
で、行政が橋渡し役となり、信用
力を高めることで、県内企業の実
力を正当に評価してもらえる素地
を作っており、こうした取り組みは
全国でも本県だけです。
　ISICOが設立した頃は、平成不

況の真っただ中で、景気の低迷か
らの出口が見えない時期でした。
同時に、高度情報化の進展や地
球環境問題等の課題も顕在化し
ており、こうした状況に対応してい
くため、企業はこれまで以上に技
術力の向上や新商品開発、新たな
販路の開拓などをしていく必要に
迫られていました。これをサポート
するには、県が主体となるよりも、
より柔軟に、より迅速に対応でき、
どんな相談にもワンストップで応え
られる総合的な支援機関があれ
ば、中小企業の皆さんが利用しや
すいと考えました。こうして設立さ
せたのが ISICOでした。

企業ニーズに合わせて
支援機能を拡充し、
意欲ある県内中小企業の挑戦を後押し

　　 ISICO設立20周年

1999年4月に設立した ISICOは、今年で設
立20 周年を迎えました。ベンチャー支援
や新技術・新商品開発に向けた産学官連
携のコーディネートといった設立当初の役割
に加え、販路開拓や再生支援、海外展開
や事業承継の支援など、社会環境や企業
ニーズの変化に合わせ、県内中小企業のた
めの総合的なサポートセンターとして、年々
機能の強化を図ってきています。
当財団の理事長である谷本正憲
知事に設立の思いやこれまでの
取り組みについて聞きました。
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　　設立に当たって、どんな工
夫を凝らしましたか。

　石川県には、もともと機械や繊
維などの基幹産業をはじめとする
ものづくり企業や高等教育機関、
研究機関が高度に集積し、特定
の分野でシェアトップを誇るニッ
チトップ企業を数多く輩出するな
ど、新産業を育んでいく環境が
整っていました。
　こうした財産を生かして、企業
の取り組みをサポートしていく体
制が必要と考え、設立前に米国
のシリコンバレーを視察し、ベン
チャー企業の育成支援や地域資
源活用の仕組みを大いに参考とさ
せていただきました。そのため、
設立当初は石川版シリコンバレー
を目指し、「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
置きました。
　その後、社会・経済情勢の変

化に合わせ、企業のニーズに機動
的、弾力的に対応するため、ファ
ンドの活用により、新製品開発や
次世代の産業の創出を支援してき
たほか、近年では、少子高齢化
による国内市場の縮小傾向など
を踏まえ、海外販路開拓支援や
事業承継支援等、ISICOの事業
領域を拡大させ、支援制度を充
実、強化しています。
　これからも事業領域を限定する
のではなく、県内中小企業のニー
ズを把握しながら、さまざまな支
援策を柔軟かつ迅速に展開する
ことが大切だと思っています。

　　今日までの成果をどのように
感じていますか。

　石川県には、高い技術力を持
つ、開拓精神の旺盛な中小企業
が多くあります。ISICOは、こう
した中小企業が新商品や新技術
の開発、販路開拓にチャレンジす
る際の仲介役としての役割を果た
してきました。
　支援メニューの中でも代表的
といえるのが「いしかわ産業化資
源活用推進ファンド（活性化ファ
ンド）」を活用した補助事業です。
本県が有する食や伝統工芸など
の文化の集積、豊かな自然などの
地域独自の資源を生かした新商
品開発・販路開拓を資金面で積
極的に後押ししたいという思いか
ら、2008 年に国や地元金融機関
の協力を得て、300 億円という全
国でも類をみない規模のファンド
を創設しました。これまでに440
件を超える商品開発を支援し、こ
のうち約 90％が商品化に成功し
ました。こうした実績が国や県内
企業から高く評価され、2018 年
に期限を迎えた支援制度をさらに
10 年延長するとともに、規模を総

額 400 億円に拡大し、「いしかわ
中小企業チャレンジ支援ファンド
（チャレンジ支援ファンド）」として
リニューアルし、支援を充実、強
化しています。
　また、ISICO が企業からの相
談にワンストップで対応する窓口
相談・訪問指導の件数は、設立
当時の年間 1,770 件から、今で
は 11,990 件と約 7倍に増えまし
た。この数字は県内中小企業の
あらゆる課題に対応するよろず相
談所として、定着した証左といえ
るのではないでしょうか。
　現在の本県は経済指標が全国
トップレベルで推移しています。
これは、県内中小企業の皆さん
が苦しいときも歯をくいしばって一
生懸命に取り組んできた成果とい
えますが、ISICOも縁の下から中
小企業を支えることで、その発展
に少なからず貢献できたのではな
いかと考えています。

　　 この 20 年 を 振り返 ると、
2007年の能登半島地震、2008
年のリーマンショックに端を発
する世界同時不況が県内企業に
とって逆風となりましたが、2015
年の北陸新幹線の金沢開業は力
強い追い風になりました。

　県政史上、未曽有の大災害と
なった能登半島地震では、能登
の産業が大きな痛手を負いまし
た。地震による被害をきっかけ
に廃業が相次ぐようなことがあっ
ては、能登の経済の地盤沈下に
つながりかねないという危機感か
ら、被災した中小企業の再建に
スピード感を持って対応するため、
国と県が合わせて 300 億円を出
資して、ISICOに「能登半島地震
被災中小企業復興支援基金」を
設置しました。酒造業、商店街、

公益財団法人
石川県産業創出支援機構

谷本 正憲
理 事 長

（石川県知事）
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伝統産業を中心に能登の皆さん
の事業用施設の復旧や販路開拓
などの取り組みを後押ししてきた
ことで、今日の復興へとつながり
ました。
　また、世界同時不況の際には、
県内の経済・雇用情勢も急激に
悪化し、極めて厳しい状況に追
い込まれました。こうした事態を
打開するため、県とISICOでも、
経営や金融に関する特別相談窓
口を開設するとともに、日本政策
金融公庫と連携し、資金面での
支援を強化するなど、県内企業と
問題意識を共有しながら、しっか
りとサポートしました。
　一方で、2015 年の北陸新幹線
の金沢開業は大きな追い風となり
ました。開業から4 年が経ちまし
たが、これほど経済効果が表れ
るとは誰も予想していなかったの
ではないでしょうか。
　本県には食や伝統工芸などの
本物の魅力がたくさんあります。
以前はこの魅力が首都圏に十分
伝わっていませんでしたが、北陸
新幹線の金沢開業を機にしっかり
と伝わるようになりました。このこ
とを中小企業の皆さんもうまく利
用して、首都圏の販路開拓に取り
組んでおり、製造業などでも好影
響につながっています。
　このように、追い風が吹いてい
るときも、経済が下り坂のときも、
中小企業に寄り添って問題意識を

共有し、しっかりサポートしてい
くことが ISICOの使命だと考えて
います。

　　 現在 ISICO では四つの役割
を掲げています。その一つ、「新
産業の創出支援」に関する事業
について聞かせてください。
　
　先ほど紹介したチャレンジ支援
ファンドに加え、2010 年に創設し
た「いしかわ次世代産業創造ファ
ンド（次世代ファンド）」では、今
後成長が期待される次世代産業
を創出、育成するため、産学官の
連携による革新的な研究開発を
支援してきました。2014 年には
ファンド規模を130 億円から300
億円に拡充し、「炭素繊維」「航
空機」「ライフサイエンス」「エネ
ルギー・低炭素化」といった分野
での研究開発を重点的に支援し
ています。特に、炭素繊維分野
では、研究開発の段階から事業
化の段階へと移り、着実に成果も
出てきており、今後、県内の産業
を支える裾野の広い次世代産業
として大きく育つことを期待してい
ます。
　さらに、企業の生産性向上を
目的として近年導入が進んでいる
AI（人工知能）・IoT（※）等に
ついて、企業ごとの課題に応じて、
資金面・技術面・人材育成面か
ら総合的に支援しています。企業

からは、AI・IoT 導入により時間
外労働が減少し労働生産性が向
上したなどの効果を実感する声を
多く聞いており、想定を上回る要
望があったため、今年度は、AI・
IoT 設備導入への支援助成枠を
倍増するなど、さらに支援策を充
実、強化することにしました。
　また、2007年から毎年開催し
ているビジネスプランコンテストは
今や全国屈指のコンテストに成長
し、県内外から多くの応募があり
ます。優秀な事業計画を提案し
た起業家には、事業資金を提供
するだけでなく、ISICO、県工業
試験場、金融機関等からなる支
援チームが集中支援を行っていま
す。コンテストを通じて数多くの
ベンチャー企業が育ち、中には、
ニッチトップ企業に向けて成長し
ている企業もあります。
　今後とも、こうした取り組みを
通じて、一つでも多くの新たなニッ
チトップ企業を育成していきたい
と考えています。
（※）IoT：ものや人からインターネットを通じ
てデータを収集し、活用する仕組み

　　次に「新市場の開拓推進」
に関する事業について聞かせてく
ださい。

　先ほど紹介した「受注開拓懇
談会」に加え、2008 年からは、
大手メーカーの技術開発者に対し
て、県内企業の優れた新技術・
新工法を直接提案する「技術提
案型展示商談会」を開催し、販
路開拓を支援しています。
　また、人口減少により国内市場
が縮小する中、海外への販路開
拓も積極的に後押ししています。
海外でのビジネス展開では、バイ
ヤーとのネットワークの拡大が重
要であり、これまで行ってきたビ

活性化ファンド創設10周年を記念して
2018年5月に金沢市内のホテルで開催
された商品展示会
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ジネス商談会の開催等を通じて本
県の食品や伝統的工芸品の魅力
を発信してきた結果、開拓したバ
イヤー数は 5 年前の約 6.8 倍、食
品や伝統的工芸品の輸出額はこ
の 5 年間で約 4倍となるなど、着
実に成果が上がっています。引き
続き、海外でのビジネス商談会の
開催や、2018 年に設置した海外
セールスレップを通じたバイヤー
招へい型商談会の実施等により、
現地バイヤーとのネットワークをさ
らに拡大し、県内企業の海外販
路開拓を後押ししていきます。

　　 続いて「経営基盤の強化推
進」に関する事業について聞かせ
てください。

　企業が抱える課題や問題点は
多岐にわたるため、ISICOでは
外部専門家派遣や設備導入、人
材確保・育成支援等を通じて、
企業の経営基盤の強化をサポー
トしています。特に、近年では企
業の人手不足は喫緊の課題となっ
ています。
　県では、「いしかわ就職・定住
総合サポートセンター（ILAC）」
を設置し、石川への移住・定住と
就職のワンストップ支援に取り組
んでおり、昨年度の本県への移
住者数が、ILAC設置前の14 倍
となるなど、着実に成果を上げて
います。

　また、働く意欲はあるけれど求
職活動をしていない女性や高齢者
の就労を促進するため、求人と求
職の間のミスマッチを解消する取
り組みを行っているほか、国プロ
ジェクトの採択を得て、企業が採
用した女性や高齢者の職場定着
に向けた人材育成研修の助成を
行っています。
　人手不足の解消は、一朝一夕
で解決できるものではありません
が、今後とも、県や ILACと連
携を図りながら、ありとあらゆる
対策を講じていきたいと考えてい
ます。
　そして、経営者の高齢化や人
口減少により後継者の確保が困
難になっています。ISICOでは、
2015 年に「石川県事業引継ぎ支
援センター」を設置し、事業承継
に係る経営上の問題や課題に幅
広く対応しています。今年度は、
経営者向けセミナーや個別相談
会の回数を拡充し、さらなる普及
啓発を図っていきます。

　　 最後に「産業振興施設の管
理運営」に関する事業について聞
かせてください。

　ISICO が管理、運営を行って
いる地場産業振興センターは、県
内企業の皆さんに、研修や会議
などで幅広く活用され、毎年 40
万人を超える方々にご利用いただ

いているほか、支援機関の集積
という役割を果たしています。ま
た、ISICOの発足と同時期に開
設した能美市の「いしかわサイエ
ンスパーク」では、「いしかわクリ
エイトラボ」や「いしかわフロンティ
アラボ」を整備し、ベンチャー企
業の活動を支援してきました。こ
れからも、常に利用者目線で管理、
運営し、県内企業が支援を受け
やすい環境づくりに努めていきま
す。

　　県内企業の支援機関として
さらに存在感を高めていくため、
ISICO は今後、どのように取り
組んでいくべきでしょうか。利用
者へのメッセージと合わせて聞か
せてください。

　県内中小企業のニーズは多岐
にわたりますが、ISICOは、個別、
具体のニーズに寄り添って、柔軟
かつ迅速に対応していくことが、
今後ますます存在感を発揮するた
めに必要だと考えています。
　また、この20年の間、県内中小
企業の皆さんのよりどころとして、
企業の皆さんの取り組みをきめ
細かくサポートしていく中で、期
待に応えられるだけのスタッフや
支援策、ノウハウがそろいました。
これは、いわば ISICO が育てら
れたという見方もできると思いま
すし、多くの県内中小企業の皆さ
んに利用してもらうことで ISICO
がさらに成長し、県内中小企業の
中核的支援機関としての存在意
義を高めることにつながると思い
ます。今後とも、企業の皆さん方
がさらに大きく成長できるよう協
力を惜しみませんので、ぜひ積極
的に活用してください。

関東地区の大手発注企業と県内企業が参加し、
2018年11月に東京都内のホテルで開催された
受注開拓懇談会
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ISICOが手がける取り組みについて、連携したり利用したりする側
の皆さんはどのように感じているのでしょうか。産官学金の有識者
に、これからの期待も含め、客観的な視点から語ってもらいました。

有識者に聞く!  ISICO の先進力

　社会環境の変化が激しさを増す中、今後、
ISICO に対しては、IoT、AIなどITを駆使し
た事業計画の立案・実行や製造現場の効率化な
どに向けたコンサルタント機能へのニーズが高ま
ると考えています。企業の期待に応えるには県内
の専門家だけでなく、国内外の先端の専門家と
連携し、より高度な知見やノウハウを地元の中小
企業に提供することも必要になるでしょう。その
ためには従来とは別の支援の仕組みを検討しな
ければいけないでしょうし、中継役を担うISICO
の職員も一層のレベルアップが求められます。前
向きな姿勢で事業に取り組む県内中小企業を力
強く後押しする総合的支援機関として、ISICO
のますますの成長を期待しています。

PROFILE

　1997年5月から2年余り、県の商工政策課長とし
て、石川の産業を強化しようとさまざまな施策を
手がけました。当時は、マイクロソフトのビル・ゲ
イツやシリコンバレー発の多くのベンチャー企業
の成功に刺激を受け、我が国でもベンチャー支
援や産学連携による研究開発の機運が盛り上が
り、これらを強化するため国の予算も増加してい
ました。石川県では北陸先端科学技術大学院大
学が開校し、創造的企業支援財団が発足したば
かりで、谷本正憲知事の強力なリーダーシップの
下、これらの動きが他の都道府県に比べ、特に活
発でした。このベンチャー振興と産学連携を地
域で同時に推進する大仕掛けとして考え出された
のがISICOでした。
　準備段階としては、知事自ら議長を務めて県や
経済界、大学関係者らで構成する石川産業科学
技術会議を立ち上げ、産学官連携による研究開
発や製品化、ベンチャー企業育成、中小企業の
新分野進出などを促すための指針づくりを進め
ました。この際、国内に先行事例がなかったため、
知事を団長に大学や情報関連企業の関係者らと
共にシリコンバレーでスタンフォード大学や産業
支援機関、インキュベーション施設などを視察し
ました。そこでは、行政や支援機関が舞台を作り、
地域の交流・連携、コミュニティー形成を図りな
がら、産学連携を促進し、ベンチャー企業を育成
する仕組みについて理解を深め、ISICOの組
織づくりや運営に役立てました。
　設立に当たっては、県内中小企業の総合的な
支援機関・ワンストップウインドウを目指して、三
つの組織を統合した上、二つの組織の事務局も
一本化しました。その後、二つの組織を追加統
合したこともあり、現在では幅広い業務領域が
ISICOの特長の一つです。経営の厳しい企業の
再生支援などでは総合的で中立的な支援機関だ
からこそ、金融機関との調整などで、思い切った
手を打てるところも強みと言えます。
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課題の解決に貢献できる人材も必要と考え、昨
年、人間社会学域地域創造学類に「観光学・
文化継承コース」を新設し、新たな観光の姿を
構築するとともに、地元の実情に応じた地域振
興に資する人材育成に力を入れています。
　ただ、ISICOも大学も今、大きな転換点を迎
えています。スタートアップの聖地であり、世界
的有力企業が集積するシリコンバレーは、次々
と新たな産業が生まれ、世界中から富を集め
ています。これを追撃するのは深圳や蘇州で、
近い将来、インドも加わってくるに違いありませ
ん。こうしたエリアに日本が、あるいは石川や北
陸が対抗する術を考えるならば、ISICOも大
学も舵を切り直さなければいけません。
　シリコンバレーなどと同様にイノベーションを
生み出すには、若い人がハイリスク・ハイリターン
を狙って冒険することができて、失敗してもやり
直せる環境を整える必要があります。ISICO
の施策としては、最低でも月1回、できれば10日
に1回、石川に投資家を呼び込んで、ピッチコン
テストを開催し、起業家に資金獲得の機会を提
供するのも一つのアイデアです。
　新産業に必要な英知を提供するのは大学の
役割であり、目覚ましい研究成果が出たときに
は、今まで以上に積極的に産業界へ事業化を提
案する必要があるでしょう。イノベーションを推
進するリーダーの養成も不可欠で、金沢大学で
は文理融合の共創を通じた価値創出・融合を
学び社会変革を先導する人材を養成する学域
の創設に向け、準備しているところです。
　設立20周年を機に次の20年で県産業が目指
すビジョンを明確にし、その上で具体的なアク
ションプランを実行するのがISICOの役割で
す。地方創生に日本の活路があるのは間違いな
く、ISICOも施策次第でこれまで以上に存在
感を発揮できるに違いありません。これからの
ISICOにも大いに期待しています。

国立大学法人金沢大学  学長

山
や ま ざ き

崎 光
こ う え つ

悦 氏
PROFILE

イ
ノ
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ー
シ
ョ
ン
を
巻
き
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す
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、

若
者
が
冒
険
で
き
る
環
境
づ
く
り
を

Message

　産業創成や既存企業の育成に向け、ISICO
は目的を明確にした上で、その達成に向けた施
策を実行しており、また、近年では利用者のニー
ズや社会環境の変化に合わせ、支援対象や業
務内容を拡充されています。石川県の新産業を
創出する上で、ISICOは大変頼もしい存在だ
と感じております。
　金沢大学においても、自らの強みを生かして
地域の産業振興に貢献しようと、さまざまな活
動を展開しており、今年6月には、北陸に多く立
地する工作機械メーカーなどの競争力強化につ
ながる先端技術を産学官連携で開発するため
の研究所を新設する予定です。教育の面でも、
グローバルに活躍できる人材だけでなく、地域
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橋
渡
し
役
と
し
て
の
機
能
が
ま
す
ま
す
重
要
に

ア
ジ
ア
企
業
と
の
連
携
推
進
に
も
期
待 株式会社アイ･オー ･ データ機器  代表取締役会長

細
ほ そ

野
の

 昭
あ き

雄
お

 氏

有識者に聞く!  ISICO の先進力

れば、開発や事業化のスピードアップにつながり
ます。
　また、ISICOには従来からある海外への
販路開拓に対する支援に加え、アジア各国の企
業と県内企業との連携を後押しする役割も期
待しています。10年後、20年後を見据えれば、
県内や国内の企業連携だけでは激しさを増す
競争を勝ち抜くことは困難でしょう。ものづくり
やソフトウエア開発ではアジア企業との連携な
くしては、競争力の維持、向上はかないません。
ISICOにはぜひアジア各国の企業の特長や強
みを見極め、県内のベンチャーや中小企業との
連携をサポートしてほしいと思います。

PROFILE

　ISICOが2007年から開催するビジネスプラ
ンコンテストでは毎年、審査委員長を務めてい
ます。県内外から集まる参加者数は年々増えて
いる上、業種も幅広くなり、提案内容も随分とレ
ベルアップしていると感じます。参加者には、コ
ンテスト当日にアドバイスを送るのはもちろん、
終了後も交流が続いているケースもあり、経営
の先輩としてお役に立てているとすればうれし
い限りです。
　私が創業した頃と比べれば、起業家を取り巻
く環境は厳しさを増していると感じます。とい
うのも技術の高度化、複雑化が進んだ結果、リ
ソースに乏しいベンチャー企業が、企画から開
発、製造、流通、アフターサービスまでを、一貫し
て手がけるのが難しくなっているからです。そ
れだけに企業同士をマッチングするISICOの
役割は非常に重要であり、今後ますます出番が
増えるに違いありません。
　大学や研究機関などと連携したくても、気後
れして二の足を踏む起業家や中小企業の経営
者はたくさんいます。こういう場合もISICOが
橋渡し役を担ってくれますから、力を借りたい
場合は積極的に活用してほしいものです。その
際、企業の皆さんには、十分な支援を受けるた
めに、課題とゴールイメージを明確にして相談す
ることをおすすめします。
　ところで、北陸先端科学技術大学院大学を核
として、ISICOの相談窓口やインキュベーショ
ン施設などが集積した「いしかわサイエンス
パーク」は、ベンチャー支援の一つのモデルケー
スと言えます。一つ要望があるとすれば、北陸
のビジネスの中心である金沢市の街中、あるい
はISICOの近辺にも、同様のインキュベーショ
ン施設があるとよいのではないでしょうか。事
業スペースを探している起業家やベンチャーは
たくさんいます。こうした企業が集積し、お互い
の強みを生かし、弱みをカバーし合うことができ
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つてのようにファイナンス面の支援だけでなく、
企業の経営課題を分析し、改善策を提案するこ
とが求められているからです。とはいえ、私たち
のような小規模な金融機関では多くの専門家を
擁しているわけでなく、ISICOを通じてさまざ
まな専門家にご協力いただくことで、適切なサ
ポートにつながっているのです。
　8年ほど前からはISICOからの要請に応じ、
若手職員1名を2年の任期で出向させています。
ISICOでの仕事を通じて、中小企業をサポート
するノウハウが身に付く上、幅広い分野の専門
家との人脈を作ることに役立っています。
　また、のと共栄信用金庫は、七尾商工会議所
や七尾市、日本政策金融公庫と連携し、起業を
後押しする「ななお創業応援カルテット」事業
を2014年から始め、これまでに79件の創業が実
現しました。この事業でも、ISICOが会議所
内に設けた「石川県よろず支援拠点・能登サテ
ライト」から協力を得ることで、支援内容の充実
につながっています。
　ところで、今なお持続する北陸新幹線の開業
効果は想像を超えるものがあるとはいえ、金沢
に比べれば、能登や加賀への波及効果は限定
的と言わざるを得ません。首都圏からの観光客
に人気で、近年ブランド化が進む「能登ふぐ」の
ように、県内各地に有効活用されていない地域
資源がまだまだ眠っているはずですから、こう
した地域資源を生かした新事業の創出に向け、
ISICOとの連携をますます強化したいと考え
ています。
　このところ好調を維持していた日本経済も今
後、減速するとの見方が広がっています。こうし
た状況下でこそ、ISICOや金融機関の役割は
非常に大きくなります。今まで以上に地域の皆
様に寄り添った支援に注力するため、引き続き
ISICOと協力し合っていきたいと思っています。

のと共栄信用金庫  会長

大
お お

林
ば や し

 重
し げ は る

治 氏
PROFILE
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Message

　ISICOが発足した当初、理事長を務める谷
本正憲知事が「縦割り行政では県内中小企業
が求めるサービスを十分に提供できない。そこ
で設立したのが組織横断的に業務に取り組む
ISICOである」と話していたのが印象に残って
います。創業支援や産学官連携による研究開
発支援、当庫も出資する全国最大規模のファン
ドによる地域資源を生かした商品開発の支援
など、その後展開されているどの都道府県にも
負けない充実したサポートや、ISICOの後押
しを受けて生み出された成果を見ると、知事の
狙いは十分に達成されていると感じます。
　私たちにとってもISICOの存在が助けとなっ
ています。というのも、地域の金融機関には、か
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1999
平成11年

平成12年

平成13年

2000

2001

・財団法人石川県産業創出支援機構（ISICO）設立
総務企画部、インフォメーションセンター、新規事業支援
部、プロジェクト推進部の４部体制でスタート

・新事業創出促進法に基づく中核的支援機関に認定
・サイエンスパークに「いしかわクリエイトラボ」を建設

・国の大型研究プロジェクトに採択（～2001年度）
科学技術庁の地域先導プロジェクト「地域産業の発展に
寄与する電磁波技術に関する研究」を開始

・ドイツのシュタインバイス財団と協力基本協定を締結
し、共同研究の可能性調査を実施（～2001年度）

・県独自の大型研究事業「豊かさ創造研究開発プロジェ
クト推進事業」を開始（～2005年度）

4月

6月

7月

4月

5月

2月

3月

4月

12月

※参考：「石川県産業科学技術振興指針」策定（2月）

※参考：石川県立看護大学が開学（2 月）

・（財）石川県地場産業振興センターと事務局統合
・プロジェクト推進部に特許流通支援センターを設置

・中小企業支援法に基づく中小企業支援センターに指定
・「いしかわ SOHOプラザクリエーションオフィス」を

開設（～2009年度）

・「石川県ベンチャー育成投資事業有限責任組合」に出資
（～2012年度）

・バーチャルモール「お店ばたけ ISHIKAWA」を開設

・産業情報のポータルサイト「DGnet（デジネット）」を
構築し、サービス開始

・国の大型研究プロジェクトに採択（～2003年度）
科学技術振興事業団（JST）の地域結集型共同研究事
業「次世代型脳機能計測・診断支援技術の開発」を開始

石川県地場産業
振興センター新
館にオープンし
た県産業創出支
援機構

ISICOは1999 年4月に、未来の石川県経済を牽引する新産業創出の総合的支援機関として、（財）石川
県創造的企業支援財団、（財）石川県中小企業情報センター、（財）石川県産業振興基金協会石川トライアル
センターの3つの組織を統合して誕生しました。以来、中小企業の総合支援機関として、時代に合わせて
支援メニューを充実させ、組織体制を見直してきました。この20 年の歴史を年表と写真で振り返ります。

いしかわ SOHOプラザクリ
エーションオフィスの外観

いしかわ SOHO プ
ラザクリエーショ
ンオフィスの受付・
オープンスペース

いしかわ情報システムフェア 2001・ISICO ブースにおいてのDGnet オー
プニングセレモニー

いしかわクリエイトラボのエントラ
ンスホール

創業間もないベンチャー企業向け
のインキュベート施設「いしかわク
リエイトラボ」
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2002

2003

4月

12月

3月

4月

5月

9月

4月

6月

7月

4月

5月

10月

※参考：・新県庁舎が開庁・移転（1月）
・県工業試験場に「モノづくり支援センター」開設（2月）
・能登空港が開港（7月）

・サイエンスパークにブランチオフィスを開設
・文部科学省の知的クラスター創成事業「石川ハイテク・

センシング・クラスター構想」の試行地域に採択
  （～2003年度）

・韓国 の（財）大邱DIGITAL産業振興院（DIP）との交流
プロジェクトをスタート（～2013 年度）

・石川県中小企業再生協議会を発足

・（財）石川県中小企業振興協会を統合し、設備貸与・受
注開拓等の業務継承（企業振興部を設置）

・中小企業再生支援室を設置

・産業活力再生特別措置法に基づく支援機関に認定
（2014年1月同法廃止により産業競争力強化法に継承）

・東京麹町に「石川県ビジネスサポートセンター（レン
タルオフィス）」を開設（～2013年度）

2004

2005

・国の大型研究プロジェクトに採択（～2008年度）
文部科学省の知的クラスター創成事業が、試行地域か
ら本格実施地域に格上げされ、共同研究を開始（知的
クラスター推進室を設置）

・（財）石川県産業振興基金協会から商業活性化基金を移管
・サイエンスパークに「いしかわフロンティアラボ」を

建設

・経済産業省の受託事業として、若者しごと情報館に
「ジョブカフェ石川」を開設（～2006年度で受託終了）

※参考：県ニューヨーク事務所を開設（4 月～ 2016 年 3 月）

※参考：「石川県産業革新戦略」策定（3月）
石川県立大学が開学（4月）

・組織を大幅改編し、総務企画部、産業振興部、経営支
援部、プロジェクト推進部、サイエンスパークオフィ
スの５部体制に改組

・国の大型研究プロジェクトに採択（～2007年度）
文部科学省の都市エリア産学官連携促進事業「温新知
故産業創出プロジェクト」を開始

・中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づ
く中核的支援機関に認定（法の改廃による再認定）

石川ハイテク交流センターエントランス

いしかわ情報システムフェアに設け
られた韓国ブース

新たな顧客の発掘、販路開拓など
を担う企業振興部を新設

知的クラスター創生事業「石川ハ
イテク・センシング・クラスターキッ
クオフ記念講演会」

若者の就職サポート
拠点「ジョブカフェ石
川」の開所式

ISICO 内に設置された知的クラス
ター本部

首都圏でのビジネスチャン
ス獲得をサポートする石川
県ビジネスサポートセンター

いしかわサイエンスパークの総合窓口

韓国第 3 の都市・大邱で開催され
た見本市に出展

平成14年

平成15年

平成16年

平成17年
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2008 ・能登半島地震の復興支援の一環として、ニューヨーク
で能登の日本酒や食材をはじめとする石川の食文化提
案会を実施

・地域振興部（産業化資源活用推進課、企業復興支援室、
能登サテライト）を設置し、地域資源を活用した新ビジ
ネス創出、被災企業の復興等支援体制を強化

・全国最大規模 200億円の「いしかわ産業化資源活用推
進ファンド（活性化ファンド）」を創設（～2018年度）

・愛知県のトヨタ自動車サプライヤーズセンターで「技
術提案型展示商談会」を初開催（～現在）

・国の大型研究プロジェクトに採択（～2012年度）
文部科学省の「知的クラスター創成事業（第Ⅱ期）」に、
石川、富山両県が共同で提案した「ほくりく健康創造ク
ラスター」が採択され、（財）北陸産業活性化センターが
事業推進

2007

※参考：能登半島地震が発生（3 月）

※参考：リーマン・ブラザーズの経営破綻（9月）
　　　  （リーマン・ショック）

・プロジェクト推進部に産業化資源活用推進課を設置

・「能登半島地震被災中小企業復興支援基金（300億円）」
を創設（～2012年度）

・「革新的ベンチャービジネスプランコンテストいしか
わ」を初開催（～2017年リニューアル）

・東京のジャスコ品川シーサイド店で「能登半島地震復
興感謝フェア」を開催し、能登の名産品をアピール

2006

※参考：いしかわ大学連携インキュベータ（ｉ-BIRD）が開所（9 月）

・産業振興部に人材支援課を設置
人材アドバイザーを配置するとともに、経済産業省の産
学連携中核人材育成事業、高専活用型中小企業人材支
援事業等を実施

4月

4月

7月

9月

11月

2月

4月

5月

8月

11月

革新的な技術や
アイデアを持っ
たベンチャー企
業 の 発 掘 に 向
け「革新的ベン
チャービジネス
プランコンテス
ト」を開催

東京で能登半島地震復興感謝フェアを開催

活性化ファンド
採択者と知事と
の集合写真

谷本知事から活
性化ファンド採
択の通知書を受
ける採択者

トヨタ本社で開か
れた「技術提案型
展示商談会」

平成18年

平成19年

平成20年
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2009

2010

2011

2012

・「ネットショップコンテスト石川」を開催（2011年～
2013 年は北陸 3 県を対象に実施）

・世界同時不況の厳しい経済状況に対処するため「再生
支援室」と「販路開拓課」を部に格上げし、支援体制を
強化

・（株）日本政策金融公庫と業務連携に関する覚書を締結
し、金融の円滑化を推進

・国の大型研究プロジェクトに採択（～2011年度）
文部科学省の都市エリア産学官連携促進事業「地域伝
統発酵食品に学ぶ先進的発酵システム構築と新規高機
能食品の開発」を開始

※参考：「石川県産業革新戦略 2010」策定（3月）

※参考：東日本大震災が発生（3月）
県工業試験場に「いしかわ次世代産業創造支援センター」開設（4月）

・地域独自の大規模基金（130億円）「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

・香林坊大和で「石川のこだわり商品フェア」を初開催
　（～2013年度）

・経済産業省のＪＡＰＡＮブランド育成支援事業「石川
県内航空機部品モノづくり中小企業の海外展開支援プ
ロジェクト」に採択（～2013 年度）

・石川県立大学と産学官連携促進に関する協定を締結
・ISICO ホームページをリニューアル

・東京大学先端科学技術研究センターと産学官連携促進
に関する協定を締結

・（財）石川県地場産業振興センターと統合

・国の大型研究プロジェクトに採択（～2016 年度）
文部科学省の地域イノベーション戦略支援プログラム事
業「炭素繊維クラスター構想」を開始

「ネットショップコンテスト石
川」を開催

次世代ファンドに採択された
事業者

航空機部品の受注に向け、県内企業が参加したキックオフミーティング

販売・PR・マーケティングの機会
を提供するために開催した「石川の
こだわり商品フェア」

石 川県 立 大 学と ISICO
が産学官連携促進協定
を締結

「いしかわ炭素繊維クラス
ター」事業のキックオフ・
イベント

金沢市のホテル日航金沢
で開催された都市エリア
産学官連携促進事業の
キックオフ・フォーラムに
関係者ら 150 人が参加　

3月

4月

5月

5月

11月

5月

2月

3月

4月

6月

平成21年

平成22年

平成23年

平成24年
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2015

2014

・香林坊大和の地下 1 階食品売場に「石川のこだわり
ショップ・ かがやき屋本店」オープン（～ 2018 年 9 月）

・設備貸与制度を大幅リニューアル

・経営支援部に事業承継の相談窓口として「事業引継ぎ
支援センター」を設置

・イタリア・ミラノ国際博覧会に併せて、現地で石川県
の食文化提案会、販路開拓商談会を開催

・公益財団法人に移行

・「いしかわ次世代産業創造ファンド（次世代ファンド）」
を拡充（130 億円から 300 億円に増資）

・経済産業省の受託事業として「よろず支援拠点」を開設

・県アンテナショップ「いしかわ百万石物語・江戸本店」
に、ISICO 販路開拓アドバイザーを配置

・JR 東京駅前の商業施設「KITTE（キッテ）」で「石川
のこだわり商品フェア」を開催

・県シンガポール事務所の開設に併せて、現地で石川県
の食文化提案会を開催

※参考：・北陸新幹線開業（3月）
・「石川県中小企業振興条例（略称）」制定（3月）
・「いしかわ創成人口ビジョン」「いしかわ創成総合戦略」
  策定（10月）

2013

※参考：・「石川県産業成長戦略」策定（5月）
・県アンテナショップ「いしかわ百万石物語・江戸本店」
  オープン（10月）
・県シンガポール事務所を開設（10月）

・地域振興部に農商工連携推進課を設置、企業復興支援
室を廃止

・「いしかわ産業化資源活用推進ファンド（活性化ファン
ド）」を拡充（200億円から300億円に増資）

・ISICO 販路開拓アドバイザー（東京駐在）を配置

・地場産業振興センター開館 30周年・リニューアル記
念式典開催

　大規模改修の新装オープンに併せて、元石川県商工労
働部長の武藤敏郎氏（㈱大和総研理事長）による記念
講演会を実施

4月

5月

7月

12月

4月

5月

6月

10月

3月

4月

10月

地場産業振興センター開館 30 周年およびリニューアル記念式典での
テープカット

ミラノ国際博覧会にて、石川の食文化提案会を開催

JR 東 京 駅 前 の
「KITTE」で 開 催
した「石川のこだ
わり商品フェア」

「石川のこだわりショップ かがやき屋本店」のテープカットおよびオープ
ニングイベント

平成25年

平成26年

平成27年
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2017

2018

2019

・事業引継ぎ支援センターに専属のコーディネーターを
配置し、相談体制を強化

・「スタートアップビジネスプランコンテストいしかわ
2017」を開催

　2007年から開催している起業家発掘コンテストをリ
ニューアルし、支援制度を拡充

・県内企業と ISICO、金沢工業大学が連携し「石川県航
空機産業クラスター（ AC Ishikawa）」を発足

・ISICOホームページをリニューアル

・「いしかわスタートアップステーション」開設
　JAIST 駅前オフィスを活用し、県内のベンチャー支援

機関や大学、金融機関が共同で、起業家の発掘、育成、
交流等のイベントを開催

・「いしかわ中小企業チャレンジ支援ファンド」を創設
　いしかわ産業化資源活用推進ファンド（活性化ファン

ド）をリニューアル・拡充し、全国最大規模の400億円
に増資

・ISICO欧州市場担当セールスレップ（ドイツ在住）を配
置

・ISICOの創業・ベンチャー支援の取り組みが、全国イ
ノベーション推進機関ネットワークの「イノベーショ
ンネットアワード 2019」で経済産業大臣賞を受賞

・ISICO 設立 20 周年

2016

※参考：「いしかわ就職・定住総合サポートセンター（ILAC）」開設（4月）

・よろず支援拠点の小松サテライトを開設

・産業振興部の人材支援課を廃止し、産業支援課を設置

・よろず支援拠点の能登サテライトを開設

3月

4月

6月

4月

10月

12月

6月

9月

2月

4月

スタートアップビジネスプラン
コンテストでの審査委員、審
査員の評価および受賞者の
集合写真

イノベーションネットアワード 2019 で経済産業大臣賞を受賞

リニューアルした ISICO のホーム
ページ

いしかわスタートアップステーションで発表したビジネスプランへのアド
バイスや参加者との交流会

平成28年

平成29年

平成30年

平成31年



世界88カ国に輸出

　日本を代表する大企業がしのぎ
を削る自動車製造は、幅広い産業
に活力を与える“動脈産業”です。
ただ、血液を運ぶ動脈だけで人が
活動できないように、産業にも全身
を回った血を集め、それを再び生か
す静脈が必要です。その重要性に
注目し、自動車業界に“静脈産業”
を構築したのが会宝産業です。
　同社が担うのは、使用済み車両
から鉄やアルミなどの素材だけで
なく、エンジンやタイヤ、ライトなど
を取り出し、中古車の修理部品とし
て輸出する自動車リサイクルです。
国産車は走行距離10数万キロで廃
車になることが多いのに対し、海外
では30万キロを走る車も珍しくあ
りません。そのため、海外から見れ
ば廃車となってもまだ使える部品
が多く、同社ではそんな“宝”に光を
当てたビジネスモデルを確立しまし
た。世界88カ国への輸出実績があ
り、海外での売り上げが80％を占め
るグローバル企業として成長を続
けています。
　加えて、海を越えた自動車リサイ
クルを通して、廃油や廃プラスチッ
ク、廃タイヤの適切な処理技術・設

備を世界に広げている点も特筆に
値します。環境問題の改善に貢献
する同社の事業は、持続可能な社
会の実現を目指し国連全加盟国が
合意した国際目標「SDGs」の理
念に合致しており、2018年12月には

「第2回ジャパンSDGsアワード」の
SDGs推進副本部長（外務大臣）
賞を受賞しました。

部品のトレーサビリティー確立

　自動車リサイクルを確立する上
で、大きな役割を果たすのが、同
社独自の「KRAシステム」です。
KRAシステムは、部品一つ一つに
年式や状態などを記したバーコー
ドを貼って在庫管理に生かすも
ので、自動車部品のトレーサビリ
ティーと言えます。世界から信頼さ
れるKAIHOブランドを築く上で
不可欠なシステムであり、開発にあ
たってはISICOも技術面などから
アドバイスを行いました。
  「石川を代表する企業から意見を
もらう『こぞくら委員会』や活性化
ファンドなど、ISICOにはこの20
年間、いろいろとサポートしていた
だきました。今後も心強いパート
ナーとして、県内企業の成長を支え

てほしいと思います」と、近藤典彦
会長はエールを送ります。

“下山の経営”にシフト

　また、一代で自動車業界の静脈
産業を築いた近藤会長は、今後の
ビジョンとして“下山の経営”を掲
げています。「これまではどの業界
も上を見た登山の経営でしたが、
人口減少が進む今、拡大路線だけ
では近い将来、行き詰まるのは明
白です。今後のキーワードは“環成
経（完成形）”。環境を汚さず、守るこ
とで成長していく経営に舵を切っ
ていく必要があります」。
　近藤会長がこう話すように、同社
では自動車リサイクルに加え、農園
を立ち上げて自然栽培に乗り出す
など、環境にやさしい農業にも注力
しています。静脈産業のトップラン
ナーとして未来を見据えた取り組み
が活発化しています。

01 自動車業界に“ 静脈産業 ”を構築 
ジャパンSDGsアワードを受賞

会宝産業株式会社
金沢市東蚊爪町 1-25  TEL.076-237-5133
https://kaihosangyo.jp
■ 代  表  者 近藤 典彦
■ 設　　立　 1969年5月
■ 従業員数 80名
■ 資  本  金 5,700万円
■ 事業内容 使用済み自動車の引き取り・解体・
破砕前処理、中古車・中古自動車部品の輸出販売

会宝産業は 2017年、世
界の貧困削減や環境保全
を目的に国連開発計画が
主導する「ビジネス行動
要請（BCtA）」に、中小
企業として全国で初めて
承認を受けました近藤典彦会長

2018 年 12 月、首相官邸で開かれた「第 2 回ジャ
パン SDGs アワード」表彰式で、河野太郎外務大
臣から SDGs 推進副本部長（外務大臣）賞を受賞

支
援
事
例
紹
介

羽 ば たく I S I C O の 支 援 企 業
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生産者をISICOが紹介

　ゼリーやこんにゃくなどの食品
加工を手がけるオハラでは、出荷基
準を満たさない農水産物を活用し
た商品開発に取り組んでいます。
　出発点となったのは「規格外と
いえども、生産者の愛情がたっぷり
こもっていて味もおいしい。ひと手
間かけて商品化すれば、生産者や
消費者、販売店に喜んでもらえるに
違いない」という小原繁社長のアイ
デアです。
　これまでに能登大納言ぜんざい
やルビーロマンのゼリー、能登かき
の炊き込みご飯の素などを自社ブ
ランドで商品化しており、生産者と
のマッチングをISICOがサポート
しました。

大手コンビニと継続的に取引

　こうした取り組みに注目したの
が、セブン-イレブンです。同社で
は現在、オハラがペースト状に加工
した五郎島金時を使ってスイート
ポテトやケーキ、プリン、ようかんな
どを商品化し、全国約2万店で販売
しています。
　取引にあたっては、活性化ファン

ドの助成制度を活用して焼成機、皮
と実の分離機、真空包装機などを
導入し、大手コンビニエンスストア
が求める設備面や衛生面の基準を
クリアしました。現在では、安納い
も、なると金時、紅あずまなど、全国
各地のブランドさつまいもの加工も
担っています。
　五郎島金時ペーストの販路はそ
の後、ローソンや江崎グリコ、シャト
レーゼにも広がりました。江崎グリ
コが北陸3県限定で販売する五郎
島金時ポッキーは、全国で8種類あ
るご当地ポッキーの中で一番の売
れ行きとなっています。
　増え続ける需要に対応するため、
オハラでは、平均年齢70歳のシニア
人材を活用し、工場を早朝から稼
働させるようにしました。現在、五
郎島金時などのペースト加工事業
は売り上げの15％を占める経営の
柱に育っています。

粒こんにゃくを次の人気商品に

　また、小原社長が次なるヒット商
品として期待をかけているのが、活
性化ファンドの助成金で開発と販
路開拓に挑戦した「タピオカ風粒
こんにゃく」です。独自の製法によっ

て、タピオカのような食感を実現し
たほか、こんにゃく特有の臭いや味
がしないように工夫されています。
タピオカと違って冷蔵しても固くな
らず、冷凍した状態から解凍しても
弾力が維持されるため、より幅広い
用途に使えるのが特長です。
　ファミリーマートやモスバーガー
のスイーツメニューに採用されたほ
か、粒こんにゃくをスイカの種に見
立て、「金沢すいか」の果汁を使った
くずきりと合わせた自社ブランド商
品を発売するなど、着 と々売り上げ
を伸ばしています。
　製造は当初、人手に頼っていまし
たが、増産に合わせ、ISICOの支
援を受けて採択されたものづくり
補助金を活用して機械化。1日の生
産量を500キロから2トンへと飛躍
的にアップさせ、これを機に一層の
販路拡大を目指しています。

IS ICOの支援メニューを活用しながら、創意工夫を凝らし
た取り組みで業績の向上や業容の拡大を果たした県内中小
企業の中から、モデル事例として7社を紹介します。

02五郎島金時などのペースト加工が
売り上げの15％を占める柱に

株式会社オハラ
金沢市柳橋町甲14-1  TEL.076-288-6572
http://www.ohr.co.jp
■ 代  表  者 小原 繁
■ 設　　立 1978年4月
■ 資  本  金 8,000万円
■ 従業員数 77名
■ 従業員数 ゼリー、プリン、こんにゃく、
 農水産物加工品等の製造・販売

セブン - イレブンの
人気商品となってい
るスイートポテトと
タピオカ風粒こん
にゃくを使った金沢
すいかのくずきり小原繁社長

タピオカ風粒こんにゃくの増産に向け、ものづくり
補助金で導入した加工機

支
援
事
例
紹
介
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鋳物業者の減少に商機

　エンジン部品などアルミ・マグネ
シウム鋳物の製造・加工を手掛け
る谷田合金。近年は、航空機部品
と半導体製造装置向け部品が好
調で、2009年からの10年間で売り
上げを2倍に伸ばしています。
　中でも航空機部品に参入する
きっかけとなったのが、同社が持つ

「差圧鋳造」と呼ばれるアルミ鋳物
の鋳造技術です。アルミ鋳物は通
常、微細な気泡を多く含み、これが
強度不足の原因になりかねません。
その点、大気圧の7～ 8倍に加圧し
た環境下でアルミを凝固させる差
圧鋳造は、アルミ内の水素ガスの放
出を抑えるため、気泡の発生を大き
く抑制することが可能です。
　同社が航空機部品参入に向けて
研究開発を加速させた2009年当時
の需要予測では、世界の航空機の
機体数が、20年後の2029年まで
に約3万5,000機に倍増すると見込
まれていました。また、複雑な形状
の鋳物を製造できる業者が世界規
模で減少しており、ジェットエンジン
メーカーは部品の調達に苦慮して
いました。
　とはいえ、航空機部品の製造に

は高度な技術や厳格な品質管理
が求められ、新規参入企業には高
いハードルとなっていました。そ
こで同社では、ISICOの専門家
派遣事業を活用し、航空機部品を
手掛けるために必要な国際認証

「Nadcap」を取得しました。
　当初は、実績のない同社に興
味を持ってくれるジェットエンジン
メーカーはなかったため、「高精度
の試作品を無料かつ短納期で作る
から見てほしい」と売り込んだとこ
ろ、2015年ごろには国内企業から
発注が舞い込むようになり、現在で
は国内外の大手企業7社と取引が
あります。

航空機の売り上げを30％に

　ところで、同社の強みの一つに、
アルミより軽くて強く、航空機の軽
量化を図る素材として注目されるマ
グネシウム合金を加工できることが
挙げられます。マグネシウム合金の
発火しやすいという難点を克服す
るため、5年前から富山大学などと
素材の共同研究を行っています。
　また、鋳型を精度の高い3Dプリ
ンターで作製することで、航空機エ
ンジンのギヤボックスの試作期間

を2カ月半まで短縮。駒井公一社長
は「一般的な企業なら1年間かかる
ところを4分の1の期間で試作品が
できる」と胸を張ります。
　設備の充実に向けては、ISICO
のサポートを受け、ものづくり補助
金を活用しました。例えば、2018
年に導入した「X線検査システム」
は、鋳造品の内部に異物や気泡が
ないかを調べる装置で、品質保証
に役立っています。
　「中小企業が利益を上げながら、
新規事業を立ち上げるのは難しい
が、ISICOの継続的な支援が結
果につながった」と話す駒井社長。
航空機分野の売り上げは3年以内
に全体の30％を占めるまでになる
と見込み、従業員を25人増員するな
ど、生産体制を拡充させ、「スピード
感を持って事業を進めたい」と意
気込んでいます。

03 新技術を武器に航空機産業に参入
3Dプリンターで試作品を迅速に

谷田合金株式会社
金沢市東蚊爪町ラ 28 番地 2  TEL.076-237-9400
http://www.tanida.co.jp
■ 代  表  者 駒井 公一
■ 設　　立 1962年5月
■ 資  本  金 1億円
■ 従業員数 120名
■ 事業内容 自動車や航空機のエンジン部品、半導体製造装置の
 アルミ・マグネシウム鋳物の製造・加工

設備の充実ぶりは県内トップ
クラスで、新たな技術開発に
も意欲的に取り組んでいます

駒井公一社長

3D プリンターを用いて鋳型の製作を効率化し、短
納期を実現しています
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圧倒的コストダウンを実現

　歯科医院向けの通販を主力事業
にする歯愛メディカルは、全国に約
7万件ある歯科医院のうち約6万4
千件と取引実績を持つ歯科通信販
売のナンバーワン企業です。2016
年に北陸の企業では初となる東証
の機関投資家向け市場「TOKYO 
PRO Market」に上場し、2017年
にはジャスダックへ市場変更するな
ど、創業以来、飛躍的な成長を遂げ
ています。
　業界では後発であるにもかかわ
らず、同社がシェアトップまで上り詰
めることができたのは、歯科医でも
ある清水清

きよ

人
と

社長が「自分のほし
いものを、ほしい価格で提供した」
ことにあります。「歯ブラシ1本が
400円もした」（清水社長）というよ
うに、歯科関連資材は非常に割高
で、その流通網はメーカーから一次
卸、二次卸を経て、販売業者の営業
マンが歯科医院に出向いて販売す
るという高コスト体質でした。
　そこで、同社は中間業者を省く通
販で大幅なコストダウンを実現。中
でも業界に衝撃を与えたのが診療
用の紙コップでした。コップに口腔
ケア商品の広告を載せるという発

想の転換で、従来品と同品質ながら
10分の1の価格で提供したのです。
　また、自社開発のオリジナル歯ブ
ラシもヒットしました。ブラシの届き
にくい歯の裏側や奥歯をきれいに
磨けるというもので、清水社長を含
む歯科医と歯科衛生士らが知恵を
絞って考案しました。こうした歯ブ
ラシだけでも子ども向け、高齢者向
け、左利き向けなど150種以上をラ
インアップし、1本あたり数十円と
こちらもリーズナブルな価格で販売
しています。

ニーズ捉えた多角展開

　通販だけでなく電気・ガス、予
約管理システム、カルテ保管など、
同社は歯科医院向けにさまざまな
サービスを展開しています。中でも
業界の注目を集めたのが、2014年
にISICOの支援を受け採択され
たものづくり補助金を活用して導入
したCAD/CAMシステムによる
義歯加工サービスです。
　従来、かぶせ物やインプラントな
どの義歯は歯科技工士が手作り
するのが一般的で、納期は長く、価
格も安くありませんでした。一方、
同サービスでは歯科医院で患部

をスキャンし、そのデータと技工指
示書をメールするだけで立体切削
加工機が義歯を作ってくれ、スピー
ディーな上、高品質かつ低価格と
あって高い評価を得ています。
　このほか、自社ブランド製品のデ
ザイン統一や物流センターを兼ね
た現本社への移転などにあたって、
同社はISICOや県からさまざまな
後押しを受けてきました。とりわけ、

「助けられた」と清水社長が振り返
るのが創業初期、海外の歯科関連
資材の情報収集や展示会へ参加
する際に受けたサポートです。
　「ISICOにはこれからも起業家
を育む存在であってほしい」と話
す清水社長。さまざまな形で企業
を支援するISICOと同様に、同社
は「歯科医に喜ばれることは何で
もやっていく」という方針で、二手
三手先を見据えた事業戦略を練っ
ています。

04歯科医目線でシェアトップ
上昇飛行続け上場果たす

株式会社歯
しい あ い

愛メディカル
白山市旭丘 2-6  TEL.076-278-8802
http://www.ci-medical.co.jp
■ 代  表  者 清水 清人
■ 設　　立 2000年1月
■ 資  本  金 1,000万円
■ 従業員数 700名
■ 従業員数 歯科材料・医療用品の通販、
 歯科医院向け各種サービス

「日本一歯ブラシを
売る会社」として
歯ブラシのライン
アップは多岐にわた
り、グッドデザイン
賞も受賞しています清水清人社長

物流を内製化することでコストを抑えると同時にリー
ドタイムを短縮し、競争力を高めています
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小さな腫瘍も見逃さない

　ISICOでは、独創的なアイデア
や技術を持つベンチャー企業を
支援するため、年に1度、ビジネスプ
ランコンテストを開催しています。
2007年に始まった同コンテストで、
記念すべき第1回の最優秀賞に輝
いたのがキュービクスです。同社で
は、約4万4,000種類の遺伝物質を
並べた「DNAマイクロアレイ」を用
い、胃がん、大腸がん、膵

すいぞう

臓がん、胆
道がんの4種類を判定する世界初
の検査法を確立しました。現在、全
国1,100カ所の医療機関で受診で
き、受託件数は年間4,000件に達し
ています。
　毎年10％以上、右肩上がりで売り
上げを伸ばすこの検査の特色は、
わずか5ccの血液で判別できる簡
便さです。検査では、がん患者に
特異的に発現する遺伝物質に着目
し、血液をDNAマイクロアレイに
載せてその反応からがんの有無を
探ります。通常のがん検査で使う
CTスキャンやMRIでは見つから
ないようなごく初期のがんを特定で
きるのもメリットで、90％以上の感
度を誇ります。

膵臓がんの検査キットを開発

　半面、DNAマイクロアレイなど
の検査器具は高額で、健康保険が
適用されない自由診療でもあり、検
査は1回あたり7万～10万円もの費
用がかかります。そこで、同社では
検査費用の低減を目指し、温度の
急激な上げ下げでがんに関わる遺
伝子を短時間で増殖させる「リア
ルタイムPCR法」を用いた膵臓が
んの検査キットを開発しました。今
年3月には、厚生労働省所管の独立
行政法人医薬品医療機器総合機
構にキットの製造販売承認を申請
しており、今後約1年かけて審査さ
れる見通しです。同社では、承認が
得られ次第、検査事業の新たな柱
として製品化する計画で、将来的に
健康保険の適用を受けられれば、
検査費用を1万円程度にまで抑えら
れると想定しています。
　膵臓がんは、サイレントキラーと
呼ばれるほど発見が難しく、他のが
んに比べ、生存率などの治療成績
は格段に悪くなっています。「早期
発見が可能なキットを通して、膵臓
がんの生存率向上につなげていけ
れば」と丹野博社長は話しており、
新たな検査法の普及に大きな期待

を寄せています。

金沢大学と連携し事業を推進

　これらの事業は、連携によるイ
ノベーションの好事例でもありま
す。同社はもともと金沢大学発ベン
チャーとして誕生し、同大が保有す
る遺伝子データからがん特有の遺
伝子を突き止めることで事業化を
果たしました。
　さらに、「活性化ファンドや次世代
ファンドなどの採択を受け、助成金
で研究に必要な機器を購入するな
ど、設立時からISICOにはお世話
になりました。資金面だけでなく、
多くの人とのつながりもでき、それ
が事業に生かされました」と丹野
社長。産学官の垣根を越えた創意
工夫で、がん診療の最前線を切り
開いています。

05 血液検査で消化器系がんの有無を判定
全国から年間 4,000 件を受託

株式会社キュービクス
白山市熱野町ハ 8-1  TEL.076-201-8821
https://www.kubix.co.jp
■ 代  表  者 丹野 博
■ 設　　立 2004年8月
■ 従  業  員 16名
■ 資  本  金 9,930万円
■ 事業内容 体外診断用医薬品製造販売業、
 製造業、医療機器製造業

先進的な取り組
みへの期待は大
きく、県のニッ
チトップ企業等
育成事業の採択
を受けています丹野博社長
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新たに開発した膵臓がんの検査キット。将来的に
は、判別できるがんの種類もさらに増やしていく計
画です
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手間もコストも大幅に削減

　公共工事では、生産性向上やコ
スト削減などを目的に、工事関係書
類をデータ化する「電子納品」、イン
ターネットを介した「電子入札」、事
業関係者をシステムでつなぐ「情報
共有」を柱としたCALS/ECの導
入が進められています。この情報
共有に関するシステムの開発・導入
で、躍進を続けるのがアイサスです。
　同社が手がけるのは 「information
br idge」と名付けたシステムで、土
木・建設工事に関わる書類や図面、
施工中の写真などをサーバーに登
録し、受注企業と発注者が相互に
利用できます。従来は紙の書類
でやり取りしており、承認をもらう
ために発注者のもとに何度も足を
運んでいましたが、情報共有シス
テムを使えばその必要がなく、事
務作業の大幅な効率化やコストの
削減につながります。やり取りした
データはCDにまとめ、電子納品も
可能です。
　現在、公共工事に関して、石川
県発注のほぼ全て、北陸地方整
備局の7割近くでin format ion 
br idgeが使われており、利用実績
は年々増え続けています。

ASP形式で利用料を低額に

　ただ、この分野において同社は
後発で、起業した当時、既に大手
メーカー製の情報共有システムが
出回っていました。「後発のベン
チャーが太刀打ちできるわけがな
い」。創業間もない頃、百

どうみき

成公
きみとし

鋭社
長が意見を求めた大学教授からは
厳しい声が相次いだといいます。に
もかかわらず、着実な成長を続けら
れた原動力は、徹底した現場主義
でした。
　百成社長は建設会社出身であ
り、「先行していたシステムは、書類
を保管する場があるだけといった
ものがほとんどで、使い勝手の悪さ
を感じた」ことから、開発時には現
場の声を徹底して拾い上げ、書式
のフォーマットを用意したり、シス
テム上で決裁の手続きができたり
と、さまざまなアイデアを盛り込み
ました。
　インターネットを通して利用する
ASP形式も特色の一つ。システム
のバージョンアップやサーバーの保
守などはアイサスが担い、料金も使
用期間に応じた分だけ支払えばよ
く、低額で利用できる点も他社との
差別化につながっています。

岡山、東京に支店を開設

　同社は、ISICOが主催するビジ
ネスプランコンテストの第1回（2007
年度）優秀賞を獲得しています。

「経営相談や補助金の申請など、
ISICOのサポートがスタートアップ
の大きな力になりました」と、百成
社長は振り返ります。
　それから10年以上がたった今、
全国展開にも積極的に乗り出して
おり、2015年に岡山市に中・四国
支店、2018年には東京支店を発足。

「今も現場の声が開発の原点です。
困りごとがあれば、すぐに駆けつけ
ます」と百成社長は話し、フットワー
クの軽さを武器に、新たなステージ
へと踏み出しています。

06建設現場の声を取り入れた
情報共有システムで躍進

株式会社アイサス
金沢市諸江町中丁171-1 梅信ビル2F　TEL.076-208-3420
https://www.i-sus.com
■ 代  表  者 百成 公鋭
■ 設　　立 2005年10月
■ 従  業  員 23名
■ 資  本  金 5,100万円
■ 従業員数 ASPサービス事業、
 CALS/EC支援事業

「information bridge」
は地方整備局や県に
加え、市町での導入も
進み、利用件数は年
間約 4,000 件にまで
増えています百成公鋭社長

2018 年に新たにスタートした東京支店。首都圏を
中心に、東北エリアでの営業にも力を入れています
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年間1万人が利用

　金沢を旅行する観光客や結婚
式・成人式などに出かける地元客
向けに着物のレンタル・着付け事
業を展開する心結では、創業以来、
利用客を順調に増やしてきました。
2010年のオープン時には年間100
人程度だった利用客が、今では年
間1万人を超え、繁忙期には1日200
人以上に着物をレンタルしています。
　人気の理由は、着物での金沢散
歩が旅をより思い出深いものにして
くれると、カップルや女性グループ
の観光客に受けたことです。さら
に、単に着物で和の街を歩くだけ
でなく、「金沢らしい時間を過ごして
ほしい」（越田晴香社長）という思い
のもと提供を始めた各種プランも、
レンタル着物の人気をアシストしま
した。例えば、着付けした後、カメラ
マンが観光スポットに同行して撮
影する「観光地ロケーションフォト」
や、和楽器・香道・茶道から好きな
ものを体験できる「着物de和の体
験」のほか、最近では、近江町市場
で金箔海鮮丼を賞味するプランも
好評です。
　北陸新幹線の金沢開業も、成長
を後押しする強力な追い風になっ

ています。特に外国人観光客の増
加は著しく、今では利用客の30％強
を占めるようになりました。そのた
め、同社では英語を話せるスタッフ
を採用し、中国語の通訳とも提携す
るなど、国際化も進んでいます。

AIで予約管理を効率化

　成長曲線を描いてきた一方、利
用客の大幅増は予約管理の煩雑
さも増大させました。同社では、予
約を受け付けると、着物選びや着
付け、ヘアセットに要する時間を計
算して担当スタッフを割り振ってい
ました。その作業には紙とエクセル
を駆使し、毎日3人がかりで4時間近
くも費やしていたのです。
　そこで、2017年にISICOが紹
介したシステム会社に依頼し、導入
したのがAI搭載の予約管理シス
テムです。このシステムでは、同社の
ホームページから予約を受け付け
ると、AIが自動的に着付けやヘア
セットの担当を割り振り、予約確定
メールを送信します。もちろん、自
動処理は完璧ではないので人の手
による調整が必要ですが、それでも
スタッフ1人が30分ほどかけるだけ
で済むようになりました。

　システム導入に限らず、越田社長
は「起業を計画している段階から
ISICOのサポートを受けてきまし
た」と振り返ります。起業後も、その
年の革新的ベンチャービジネスプ
ランコンテストで優秀起業家賞に
選ばれ、特典の集中支援として経
理とホームページの開設についてア
ドバイスを受けました。また、同時
に活性化ファンドの助成金を利用し
て、ホームページとパンフレットを作
成し、旅行情報誌に広告を出稿しま
した。
　「創業間もないときも、独り立ちし
てからも困ったときはISICOが支
えてくれました」と話す越田社長は、

「これからも頼りにしています」と、
ISICOの専門性の高いサポートに
期待を寄せています。

07 レンタル着物で金沢散歩
思い出づくりを商品プランに

株式会社心
ここ ゆ い

結
金沢市本町 1-3-39　TEL.076-221-7799
https://kokoyui.com
■ 代  表  者 越田 晴香
■ 設　　立 2010年5月
■ 資  本  金 900万円
■ 従業員数 20名
■ 事業内容 着物のレンタル・着付け

年配の利用者も
増えてきたため、
昨年から本物の
加賀友禅のレン
タルも開始しま
した越田晴香社長

「着物 de 和の体験」は洋の東西を問わず外国人観
光客からの人気が高い
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H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 累計 年度平均

集中支援分野
採択件数 6 5 6 7 8 10 5 4 4 55 6.1

採択額（千円） 70,000 50,000 61,000 81,000 106,000 200,800 59,000 61,000 68,000 756,800 84,089

新技術・
新製品研究開発

採択件数 5 7 3 2 4 4 6 3 3 37 4.1

採択額（千円） 40,000 59,500 39,000 19,000 31,500 36,350 89,000 43,000 40,000 397,350 44,150

計
採択件数 11 12 9 9 12 14 11 7 7 92 10.2

採択額（千円） 110,000 109,500 100,000 100,000 137,500 237,150 148,000 104,000 108,000 1,154,150 128,239

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 累計 年度平均

採択件数 79 86 71 66 65 94 102 110 121 123 917 91.7

採択額（千円） 213,737 198,083 190,491 184,525 192,595 212,698 247,570 257,162 286,499 287,000 2,270,360 227,036

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 累計 年度平均

採択件数 2 1 1 5 4 3 1 5 2 2 1 4 31 2.6
参加企業・
研究機関数 9 5 8 17 19 12 4 24 7 10 5 17 137 11.4

採択額（千円） 217,333 86,654 95,407 436,668 331,136 292,101 38,288 422,672 194,999 194,992 96,917 390,000 2,797,167 233,097

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 累計

応募数 39 36 25 43 53 50 53 114 97 154 154 169 987

認定企業数 4 5 4 4 4 4 4 6 6 6 3 3 53

売上高（百万円）※ 843 1,094 1,411 1,701 2,035 2,319 3,325 4,050

Ⅰ. 新産業の創出支援

 ISICO職員数

1. 新製品・新技術開発支援

2. 創業支援

次世代ファンド支援

※各年度までに認定された企業の売上高の合計

※ 常勤役員、派遣職員、非常勤職員を含むスタッフ総人数

ビジネスプランコンテストの実施

活性化ファンド支援

国制度：戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン）を活用した支援

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

職員数 44 59 62 68 96 96 107 106 103 114 123 121 113 117 123 124 126 126 130 128
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H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 累計

開催回数 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 45

参加発注企業数 97 78 93 52 70 69 74 71 79 63 108 113 95 74 79 69 93 89 95 96 1,657

参加受注企業数 217 161 225 141 164 161 160 163 171 169 284 240 229 178 175 168 174 174 182 175 3,711

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 累計

現
地
型

実施回数 1 2 4 2 2 1 4 3 2 2 2 25
参加受注企業数 51 60 75 53 55 13 110 57 18 18 30 540

招
へ
い
型

実施回数 1 2 4 1 8 10 12 14 52
参加受注企業数 7 15 44 13 33 47 46 51 256

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 累計
あっせん成立件数 54 39 39 41 44 35 23 39 21 32 45 37 41 51 41 32 614

あっせん成立金額（千円） 156,933 312,381 426,557 456,013 788,035 605,640 114,098 304,053 528,212 169,330 355,382 352,968 322,394 208,397 159,382 220,174 5,479,949

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 累計
専門家派遣による認証取得件数 

(JISQ9100、Nadcap） 2 2 4 3 3 4 3 1 2 2 26

航空機ショー参加回数 
（国内外展示会・商談会） 0 1 2 2 2 0 2 2 2 2 15

航空機ショー参加企業数 
（国内外展示会・商談会） 0 3 13 13 9 0 15 15 6 13 87

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 累計

外国出願件数 5 6 10 19 12 8 10 70

外国出願助成金額（千円） 2,100 5,052 5,877 8,069 5,335 6,534 4,251 37,218

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

クリエイトラボ入居企業数 25 24 22 21 26 24 24 32 26 24 20 18 19 23 24 22 19 25 30 38

フロンティアラボ入居企業数 11 13 14 14 14 12 14 13 12 11 11 11 10 11 11

Ⅱ . 新市場の開拓推進
１.受注開拓支援

3. 航空機産業の育成

４. 知的財産の活用支援

受注開拓懇談会の開催

技術提案型展示・商談会の開催

受注開拓あっせん支援

※ H11〜14は石川県中小企業振興協会の実績

インキュベーション施設の提供

＜参考＞ AC Ishikawa（石川県航空機産業クラスター）生産額：1,811百万円（H30年）聞き取り調査
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2. 販路開拓支援
展示商談会の開催

販路開拓あっせん支援

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 累計

定期 　　出展回数 2 3 3 1 1 2 2 3 4 4 4 5 7 6 5 5 57

　　 　　出展企業数 53 76 101 32 24 51 92 98 129 163 102 126 115 130 119 112 1,523

スポット 出展回数 1 3 1 2 1 1 2 11

　　　　 出展企業数 13 30 79 70 8 50 74 324

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

アクセス件数 208,698 340,034 651,280 897,453 1,052,479 1,422,361 1,656,783 2,261,414 2,717,705 2,263,095

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

2,261,687 2,357,271 2,021,368 1,669,682 2,017,267 2,194,960 2,042,085 2,074,353 1,932,591 2,004,907

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 累計

あっせん成立件数 30 15 15 11 17 25 43 132 168 184 192 318 227 345 498 305 2,525

あっせん成立金額（千円） 16,091 33,761 37,780 50,310 11,074 17,099 63,432 78,320 108,323 68,825 61,626 259,139 137,193 189,733 173,786 151,187 1,457,679

Ⅲ . 経営基盤の強化促進
１. 産業情報の提供

２. 経営相談指導事業

ホームページ、DGnet のアクセス件数

産業大学技術講座 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 累計

講座回数 68 72 84 60 64 61 49 55 60 70 59 51 57 62 57 58 50 50 55 52 1,194

参加人数 993 1,213 3,074 1,525 1,498 1,418 1,315 1,490 1,418 1,520 1,363 1,220 1,290 1,394 1,207 1,184 1,088 1,166 1,197 1,071 27,644

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 累計
窓口相談・

訪問指導件数 1,770 2,393 1,748 1,549 2,344 2,261 2,295 4,512 4,467 6,188 7,690 7,180 6,047 5,144 5,575 6,617 6,831 7,205 7,776 11,990 101,582

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 累計

相談企業数 56 42 39 36 33 31 32 32 39 118 89 69 38 45 34 62 795

計画策定支援件数 7 13 12 15 9 6 9 8 5 59 79 62 37 34 30 33 418

講座、セミナー等の開催

相談・指導

再生支援
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H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20
件数 80 80 77 50 59 39 47 53 66 36

金額（千円） 1,203,840 1,045,690 978,820 604,930 787,970 711,220 767,020 865,720 1,000,800 509,930

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20
施設利用件数 2,737 2,863 2,890 2,976 3,212 3,303 4,364 4,807 5,323 5,146
延べ利用人数 286,788 290,524 290,649 306,513 311,801 323,463 379,219 349,913 441,778 406,985

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20
施設利用件数 551 760 692 626 748 756 668 813  732 616
延べ利用人数 9,001 6,788 5,959 5,986 8,062 9,168 6,622 10,194 9,402 9,798

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 累計
54 49 46 39 28 21 26 27 27 24 928

551,170 622,420 546,660 551,750 451,150 320,770 309,321 275,761 383,455 369,285 12,857,682

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 累計
5,105 5,170 5,305 5,357 4,638 5,616 5,932 6,012 5,982 6,060 92,798

397,438 404,270 407,244 436,171 352,096 430,149 439,771 416,961 430,610 423,873 7,526,216

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 累計
786 856 857 868 981 1,131 1,155 1,058 1,165 894 16,713

12,816 12,823 13,160 12,678 14,729 14,586 13,843 11,419 12,411 12,502 211,947

３. 設備導入支援

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 累計

派遣件数 305 336 505 524 552 503 519 449 611 736 659 867 881 896 981 940 905 1,026 1,118 1,177 14,490

H27 H28 H29 H30 累計

相談・指導件数 48 83 119 152 402

成立件数 0 3 10 24.5 37.5

設備貸与

専門家派遣

事業承継

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 累計

相談件数 72 160 110 116 78 72 50 37 31 123 134 123 128 1,234

人材確保

Ⅳ. 産業振興施設の管理運営
１. 地場産センター

２. 石川ハイテク交流センター

※ H11は石川県地場産業振興センターの実績

※ H11〜14 は石川県中小企業振興協会の実績

※ H11〜１3 は北陸先端科学技術大学院大学支援財団の実績

数字で見る ISICO の活動実績については、別冊「資料集」より抜粋したものです。
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