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7人の起業家が事業計画を発表した「スター
トアップビジネスプランコンテストいしかわ
2017」。詳しくは巻頭特集をご覧ください。 　
　　　　　　　  　　 【表紙撮影／黒川博司】
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ISICO は 10 月 26日、県地場産業振興センターで「スタートアップビジネスプランコンテス
トいしかわ 2017」を開催した。これは将来有望な起業家を発掘するコンテストで平成 19
年度から毎年開催している。11 年目を迎えた今年は名称を改め、女性起業家賞、地域活
性化賞を新設したほか、県外在住者が入賞した場合、UIターンを支援する補助金 100 万
円を上乗せするなどリニューアルした。当日は過去最多と並ぶ 154人（県内 119 人、県外
35人）の応募者の中から審査を勝ち抜いた 7 人が事業計画をプレゼンテーション。アイ・
オー・データ機器の細野昭雄会長をはじめ起業家やベンチャーキャピタル、金融機関の担
当者らが審査した。今回の巻頭特集では、今後、ISICO が集中的に支援する最優秀起業
家賞 1 人、優秀起業家賞 2 人のほか、地域活性化賞を受賞した2 人の取り組みを紹介する。

　500万円のスタートアップ補助金が交
付される最優秀起業家賞に輝いた河合
成樹さんは「お守り防犯アプリMoly（モ
リー）」について発表した。
　Molyは警察やネットから収集した事
件の情報やユーザーから投稿される情
報をデータベース化し、以前に事件の
あった現場にユーザーが近づくとスマー
トフォンにメッセージを送って注意を促
すアプリだ。防犯ブザーの機能も付いて
いる。既に25都道府県で利用可能で、
石川県でも県警や野々市市と連携しサー
ビスの提供を開始した。
　個人ユーザーによるアプリの利用は無

料。蓄積した事件データを独自開発した
人工知能（AI）で分析して犯罪を予測す
るシステムを警察や自治体、警備会社な
どに販売して収益を得る計画で、現在、
大手企業 4社とプロジェクトが始まって
いる。3年後に5億円の売り上げを目標
に掲げる。
　河合さんは静岡生まれの石川育ちで、
現在は東京で事業活動を行っているが、
将来的には石川でも拠点作りを計画す
る。「東京に比べると県内の事件情報は
まだ少ないが、県民の協力を得て、石川
を世界一安全なモデル地域にしたい」と
意気込んでいる。

最 優 秀
起業家賞

すぐ近くで起きそうな犯罪
防犯アプリがお知らせ

河合 成樹
（株）コーデセブン
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離島型 VPP サービス
「PowerPlantCloud」

世界に誇る城下町へ！
伝統芸能で迎えるエンターテイ
メント型武家文化観光の提案

優秀な外国人の能力を活用し
たワンストップ雇用推進事業
外国人ワーキング創出 新夢譚

本と人の出会いを生み出す
手書き POP の総合プラット
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赤坂 友紀
ブルードット

福嶋 葉子

藤井 匠也
ZOO TIME

村井 将則
（株）i-Spread

桑原 浩美
（株）オフィス K

灘村 忠幸
アウル（株）

角舘 浩太郎
（株）雷公鞭山田 真名美

優秀起業家賞・女性起業家賞

地域活性化賞

優秀起業家賞

地域活性化賞

自然栽培されたバナナを加工
貧困地を元気づけるビジネスへ

能登島の活性化、国際化へ
外国人向けゲストハウスを開業

日本初の教育に特化した
移動動物園を展開

ローカルメディアで情報発信
地域や人とのつながりを後押し

　優秀起業家賞と女性起業家賞をダブル
受賞した赤坂友紀さんは、フィリピン・レ
イテ島で貧しいがゆえに農薬や肥料を使わ
ず自然栽培されたバナナを使った加工食
品の輸入販売を手がける。台風に見舞われ
たレイテ島で復興支援活動を続けるうち、
一時的なサポートでなく持続可能なビジネ
スを作ろうと思い立った。被災地支援で築
いた信頼関係を生かし、農家の組織化、
加工工場の建設などを実現。今春バナナ
チップスを商品化した
ところ好評で、オーガ
ニックショップなどに
販路を拡大した。今
後はスーパーフードと
してアメリカで注目を
集めるバナナパウダー
の商品化に着手する。

　8 年前から能登島で地域づくりに携わる
福嶋葉子さんは今年 7月、能登島で初め
て外国人旅行者向けの交流型ゲストハウ
スを開業した。民宿として使われていた建
物をリノベーションし、旅行業界で長く働
いた経験を生かして旅行者が日本の田舎
の暮らしに触れながら、ゆっくりストレス
なく滞在できる環境を提供する。英語で
の対応も可能だ。「インバウンドは能登島
が観光で地域づくりをするための重要な外
貨獲得手段。それが
さらに地域の活性化、
国際化につながれば」
と話し、外国人と接す
る機会が増えることで
地元の子どもたちの教
育にも貢献したいと考
えている。

　藤井匠也さんは「楽しいだけの動物園
ではもったいない。教育に特化した楽しく
学べる動物園を作りたい」と今年4月に起
業した。ほ乳類、鳥類、両生類、昆虫な
ど約30種をそろえ、教育機関や福祉施
設などで移動動物園を開設。また、動物
を実際に観察しながらの年齢に応じた講
演にも力を入れている。動物愛護も考え、
触れ合いに重点を置くのではなく、動物
を知るためのガイドと意味のある少しの触
れ合いを実施するまっ
たく新しいスタイル
だ。動物本来の動き
を見せるためタカのフ
ライト実演なども行う。
数年後には中部地方
全域に営業エリアを広
げる考えだ。

　東京生まれで、結婚を機に夫の故郷で
ある加賀市に移住した山田真名美さん。
移住コンシェルジュとして活動する傍ら、
昨年11月からは加賀市のヒト・コト・モノ
にフォーカスして、情報発信するサイト「加
賀ぐらしのススメ」を運営している。サイト
をきっかけに移住の相談や視察の依頼が
増えたほか、取材などで知り合った人た
ちをマッチングすることで、新たな地域活
動が生まれることもある。今後はバナー広
告の掲載などで収益
化を図るほか、「どん
なに小さくてもサイト
を続け、地域活性化
に向けて新たな出会
い、つながりを作りだ
していきたい」と意欲
を燃やす。
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ISICOでは平成 19 年に「革新的ベンチャービジネスプランコンテストいしかわ」
を初開催して以降、最優秀起業家賞と優秀起業家賞に合わせて50人を選び、こ
れまでにバイオや IT 関連などの幅広い分野のビジネスの具現化を支援してきた。
ところで、読者の皆さんにとっては、厳しい審査を勝ち抜いた受賞者たちがその
後どのように成長したのか、気になるところだろう。そこで今回は平成 21 年度の
コンテストで優秀起業家賞に選ばれたバイオセラピー開発研究センターの豊田剛
史社長の取り組みについてレポートする。

  真夏の暑さでも
  30分は大丈夫

　今年 4月、平日でも大勢の観光
客でにぎわうひがし茶屋街のすぐ近
くに一軒のアイスクリームショップが
オープンした。「金

か な ざ わ
座和アイス」で

ある。看板メニューは「溶けない!?
アイス」だ。真夏の暑さでも30 分
は形が崩れないというユニークなア
イスだ。雪づりや福梅、梅鉢紋、
人気キャラクターのくまモンなどを
かたどった棒アイスと串に刺しただ
んご形のアイスを販売し、それぞ
れバニラ、抹茶、イチゴ味がある。
お好みで能登産のブルーベリーや
イチゴのソースと金箔を振りかけて
食べる。
　この「溶けない!?アイス」を企画、

製造、販売するのが
バイオセラピー開発
研究センターである。
同社は金沢大学の太田富久名誉
教授と連携し、健康や美容に有用
な天然成分の研究開発とそのビジ
ネス化を手がける企業だ。同社が
開発した商品のひとつがイチゴか
ら抽出したポリフェノールである。
イチゴポリフェノールにはクリーム
に含まれる油分と水分が分離する
のを防ぐ作用があり、これを配合
することで時間がたっても溶け出し
にくいアイスになるというわけだ。

  当初はサプリメントや
  化粧品の原料として販売

　金座和アイスのオープンからさか
のぼること8 年前、コンテストに出
場した豊田剛史社長が発表したの
がイチゴポリフェノールを利用した
事業計画だった。当時、着目して
いたのはイチゴポリフェノールに含
まれる糖の吸収をブロックする作用
やメラニンの生成を抑える作用であ
る。平成 21年にはイチゴポリフェ

ノールの粉末や濃縮液をダイエット
や美白、アンチエイジングなどを目
的としたサプリメントの材料として、
大手健康食品メーカーなどに販売
することからスタートした。
　続いて、東日本大震災による津
波で壊滅的な被害を受けた宮城県
内のイチゴ農家が復興を遂げた際
には、美容液や石けんなど、化粧
品の原料として宮城産イチゴのポリ
フェノールの供給を始めた。
　このほか、同社では金時草、ハ
トムギ、セリを粉末状にした食品
原料を開発するなど、商品ライン
アップを拡充していった。

  時間がたつと
  プリンのような食感に

　金座和アイスが生まれるきっかけ
になったのは、イチゴポリフェノール
を配合した化粧品を愛用していたあ
るパティシエからの問い合わせだっ
た。

イチゴの成分生かした
「溶けない!?アイス」が人気

ひがし茶屋街のすぐそばにオープンしたアイスクリーム
ショップの店内。引っ切りなしに観光客がやって来る。

金沢大学の研究成
果を活用し、積極
果敢な姿勢でビジネ
ス展開する豊田剛
史社長。ISICOの
コンテスト出場も成
長を後押しした。

あの受賞者のその後にフォーカス！
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スタートアップビジネスプランコンテストいしかわ 2017

（株）バイオセラピー開発研究センター

　化粧品を使って肌の調子がよく
なったパティシエが、「体にいい成
分であれば、スイーツにも取り入れ
られないか」とイチゴポリフェノー
ルを取り寄せ、生クリームに混ぜ
てみたところ、生クリームが短時間
で固めのホイップクリームのように
なったため、何か添加物でも入っ
ているのではと連絡してきたのだ。
　もちろん、同社のイチゴポリフェ
ノールは添加物など混ざっていな
い天然素材 100％の商品だ。た
だし、金沢大学で検証してみると
確かにイチゴポリフェノールにはク
リームの保形性を高める作用があ
ることが分かり、この特性を生かし
てアイスを商品化することにした。
　溶けにくいアイスはこれまでも開
発事例があるが、従来は化学合
成物を使用するほか、天然素材
であっても食感がかちかちになるな
ど、完成度が低かった。
　その点、イチゴポリフェノールを
配合したアイスは既存のカップアイ
スくらいのほどよい固さで、時間が
たった後もプリンのようなとろりとし
た食感を楽しめる。その上、糖質
の吸収を抑える作用もあり、食べて
も太りにくいアイスとなっている。

  資金提供や特許取得
  ISICOの支援が契機に

　溶けにくいというだけでは訴求
力が弱いと考えたことから、優れ
た保形性を生かし、日本の文化を
テーマに、さまざまな形状のアイス
を作ることにした。
　発売後は購入者がドライヤーを
当てて本当に溶けにくいのか検証
している様子や店に備え付けた
チョコペンでデコレーションしたア
イスなどが SNSやYouTubeで発
信され、瞬く間に人気が急上昇し
た。金沢に続き、7月には東京、
大阪、11月にはイオンモール新小
松でも直営店をオープン。横浜や
沖縄でもフランチャイズ店がお目見
えする。さらに海外からも扱いたい
という要望が立て続けに舞い込ん
でいる。
　東京・原宿の店舗では1カ月に
約1万本を販売する人気ぶり。商
機を逃すことのないよう、同社では
金沢市内に日産1万個を生産可能
なアイスクリーム工場を建設し、供
給体制を整えた。従業員数は昨年
の10人から4倍以上に増え、売り
上げも急カーブを描いて伸びてい

る。
　「コンテストに参
加し、ISICOの経
営支援を受けたこ
とをきっかけに金
融機関とつながり
ができて、スタート
アップ時に資金提

供を受けることができました。イチ
ゴポリフェノールを使ってアイスの
保形性を高める製造法を開発し、
国際特許を取得する際にも、専門
家派遣制度によって弁理士の協力
を得ることができ、助かりました」

（豊田社長）。
　今後は店舗を増やしながら、卸
販売にも力を入れる計画で、既に
病院食としての採用を目指してカッ
プアイスを商品化し、営業活動を
進めている。
　もちろん、金沢大学や他の大学
と連携し、野菜や果物などの新た
な機能性成分の研究とその成果を
生かした商品開発には継続的に取
り組む考えだ。「将来的には日本
の余剰食材を粉末加工するなど世
界中で有効活用できるようにして、
飢えをなくしたい」と話す豊田社
長。これからの取り組みにも大い
に期待がかかる。

店にあるチョコペンでデコレーションしたアイ
ス。こうした画像がSNSで拡散し、人気
に火がついた。

看板商品の「溶けない!? ア
イス」。梅鉢紋や雪づりをモ
チーフにしたものなど、成形
しやすい点も特徴だ。
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野菜の含有量は10％以上

　麩金が新開発したのは、加賀野菜の金時草、加賀れ
んこん、さつまいも（五郎島金時）、能登野菜の中島菜、
それに地元で愛飲されている金沢棒茶を使った生麩だ。
加熱調理して細かく刻んだものを生地に練り込んでおり、
10％以上の量が入っている。五郎島金時では皮も少量加
えて風味が増すように、加賀れんこんではシャキシャキと
した食感が出るように工夫した。
　スライスすると断面が長方形になる棒麩と紅葉の形に
なる細工麩の2種類をそれぞれラインアップ。金沢の郷
土料理である治部煮をはじめとする煮物、田楽、鍋料理
などの具材として活躍する。
　発売後、売り上げは着 と々伸びており、現在は主に県
内の有名温泉旅館に販売するほか、金時草麩は金時草を
「水前寺菜」の名で伝統野菜として栽培する熊本県など

にも出荷している。
　長町武家屋敷跡のすぐそばで同社が運営する「茶庵」
では小売りも行っていて、観光客らに好評を得ている。

安い時期に仕入れてコスト低減

　「お客様からは地元の食材を使ったものを開発してほし
いとのニーズが高まっていましたし、他社との差別化にも
つながると考えました」。開発を思い立ったきっかけにつ
いてそう話すのは麩金の中川乃布彦社長である。
　商品化に当たって、最も大きな課題となったのはコスト
だ。ブランド野菜を使えば、当然原価は上がってしまう。
しかし、同社が主戦場とする業務用麩は価格競争が激し
く、１円単位で攻防が展開されるマーケットだ。ブランド
野菜を使った付加価値の高い商品といえども、既存の商
品に比べて大幅に値上がりしてしまっては、取引先から

加賀野菜や能登野菜を使った生麩

㈱ 麩
ふ う

 金
か ね

http://www.fukane.co.jp
金沢市畝田中4-57-2
TEL. 076-267-3811

■ 代  表  者 中川 乃布彦
■ 設　　立 昭和55年11月
■ 資 本 金 1,500万円
■ 従業員数 47名
■ 事業内容 業務用生麩および自社製品の製造、販売

紅葉型の細工麩を使った調理例。もち
もちとした食感はもちろん、視覚的にも
料理のいいアクセントになる。

主に業務用生麩を製造、販売する麩金では活性化ファンドの助成金を活用し、加賀野菜や能登野菜を練り込ん
だ新商品の開発に取り組み、平成26年から27年にかけて5種類の生麩を発売した。宿泊客に地元産の食材に
こだわった商品を提供したい有名温泉旅館などに販路が広がっているほか、これを契機に全国各地の特産品を
使った“ご当地麩” を展開しようと意欲を燃やしている。



7

そっぽを向かれてしまう
懸念もあった。
　コストを低減するため
に取り組んだのが仕入
れ時期の見極めである。
　「野菜の価格は出始
めの時期は高く、しばら
くすると落ち着いてきま
す。安いときは最も高値
の時期に比べて半値以
下になることもあります。

そこで出荷が最盛期を迎え、安くなった頃を見計らって
大量に仕入れ、一次加工をした上で冷凍保存しておくの
です」（中川社長）。
　規格外の野菜を使う手もあったが、それでは加賀野
菜や能登野菜のブランドを名乗ることができないことか
ら、仕入れのタイミングを工夫することで原価を抑え、
結果として他の商品とほとんど変わらない価格で販売で
きるようになった。

木型と金型の長所・短所を確認

　また、従来使っていた木型の代わりに金型を使って製
造することも開発テーマのひとつだった。その背景には、
木型職人や木型に適した良質なヒノキ材が減少して調達
が難しくなっていることがある。同時に、長く使っている
とささくれができて、商品の表面にくっつく懸念があるた
め、異物混入のリスクを低減したいとの狙いもあった。
　しかし、実際に金型を製作して使ってみると、熱伝導
率が良すぎるためか、端の方はすぐに蒸し上がってしまう
のに対し、中央部は火が通りにくいといったデメリットが
明らかになった。現在は加熱する際の温度や時間を調整
して対応しているが、それでも木型の方が不良が少なく、
仕上がりもいいことから、中川社長はもう一度木型に戻
すことを検討しているという。
　新たな木型の開発では金沢市内の木材メーカーと連携
する。材料には不足気味のヒノキではなく、能登ヒバを

採用する計画
だ。能登ヒバ
はヒノキに比
べても腐りにく
く丈夫で長持
ちし、抗菌性
にも優れ、湿
気によるカビ

や雑菌が繁殖しにくい特徴がある。
　職人不足への対策も考えていて、これまで一つ一つ手
彫りしていたものを3次元CAD／CAMとNC加工機
を組み合わせて使うことで、遜色ない品質の木型ができ
ると期待を掛けている。

“ご当地麩”の全国展開目指す

　中川社長は加賀野菜や能登野菜を使った商品の開発
を振り返り、次のように話す。
　「活性化ファンドが地元素材を取り入れた“ご当地麩”
を作るいいきかっけになりました。当社では全国に取引
先があります。各地においしい特産品がありますし、ど
の地域でも地産地消型の商品に対するニーズは高く、ご
当地麩には大きなビジネスチャンスがあると見込んでい
ます。まずは北陸、東海、山陰といったエリアごとに、
それぞれの特産品を取り入れた商品を開発したいと思っ
ていて、最終的には47都道府県すべてでご当地麩を展
開できれば理想的です」。
　他地域での展開の第一歩として、既に同社では、徳
島県を代表するブランドさつまいも「なると金時」を使っ
た生麩を開発。四国の料亭などに販売し、喜ばれている。
　「麩の市場は縮小傾向にある。その理由としては、
若い料理人が使わない、あるいは麩の良さが十分に
理解されていないことが考えられます」と話す中川社
長。今後はご当地麩に続き、ハロウィンにはカボチャ
を練り込んだ麩を作るなど、季節行事を意識した商品
も企画、開発し、麩のPRや販路開拓に力を入れてい
く考えだ。

紅葉型の細工麩を作るための木型（左）と金型（右）。
10 本分を横に並べて作ることができる。

全国各地の特産品を使った生麩の開発に
意欲を燃やす中川乃布彦社長。

加賀野菜と能登野菜、
金沢棒茶を練り込んだ
棒麩。スライスして煮
物などに入れる。



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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　小松市にある成宏電機の工場を訪
れると、中では幅5メートル、高さ2メー
トルという大きな制御盤が組み立てら
れている真っ最中だった。これは大手
メーカーの製造ラインに組み込まれる
搬送装置の制御盤である。同社では
平成19年に初めて制御盤を設計・製
作したのを皮切りに制御装置はもちろ
ん、生産機器や搬送機器なども手が
けるようになり、今ではこれらが事業
の3本柱のひとつにまで成長している。
　もうひとつの柱と言えるのがエネル

ギー監視・省エネルギー装置の設計・
製作だ。こちらも大手メーカーのプラ
ント内で活用される設備で、例えば料
金の安い夜間電力を蓄電し、昼間の
操業時に有効活用するシステムや排
熱を利用した熱電発電システムなど、
数々の導入実績を積み上げている。
　もちろん、創業以来得意とする電気
工事も主要業務のひとつだが、夏梅社
長が「誰でもできる仕事ではなく、自
分たちにしかできないことに力を入れ
たいので、今年からは公共工事の電気
工事を受注しないことにしました」と
話すように、現在はプラントの電気工
事だけを手がけている。

　電気工事会社からものづくり企業
へと業容を拡大するきっかけについて
夏梅社長は次のように話す。
　「プラント等の建設では従来、建築と
機械設備、電気設備等を別々に発注す
る“分離発注方式”が主流でした。こ
の方式はコストを抑えられるのがメリッ

電気工事会社から
ものづくり企業へ

省エネ装置も
数々の導入実績

ISO9001認証取得で組織強化
円 滑 な 事 業 承 継 に つ な げ る

（株） 成宏電機

■ 事業内容 自動制御装置の設計・製作、プラント電気
工事、エネルギー監視・省エネルギー設備
の設計・製作

●  http://www.seiko-elec.co.jp

小松市今江町2丁目216番地
TEL. 0761-24-5281　
■ 代表者 ： 夏梅 大輔　　  ■ 創　　業 ： 昭和52年8月
■ 資本金 ： 3,000万円　　■ 従業員数 ： 34名（パート含む）

成宏電機が設計・製作する搬
送装置用の大型制御盤。幅5
メートル、高さ2メートルほどで、
大手メーカーに納められる。

三菱電機などで培った設計のノウハウを生かし、
業容拡大に取り組む夏梅大輔社長。

昭和52年の創業以来、公共事業やプラントの電気工事を手がけてきた成宏電機で
は、夏梅大輔社長が就任した平成23年以降、生産機器や搬送機器、制御装置、エ
ネルギー監視・省エネルギー装置の設計・製作を本格化させ、売り上げと社員数を
着 と々増やしている。ISICOではISO9001の認証取得と新規事業に向けた技術開
発への意欲的な挑戦をサポートすることで、同社の成長を後押ししている。
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トですが、工事全体を統括
する人材が必要だったり、
各工事会社と個別にやり取
りしなければならないため
業務が煩雑になったりとデ
メリットもあります。そのた
めすべての工事をまとめて
1社に発注する“一括発注
方式”を採用する企業が増
えてきたのですが、そうな
ると電気工事は二次下請
け、三次下請けにならざる
をえません。そこで会社を成長させる
には、設計から製作、施工までを一気
通貫で手がけようと、自動制御装置な
どに力を注ぐようになったのです」。
　業務領域を広げるに当たっては夏
梅社長が三菱電機などで培った設計
に関する知識やノウハウが大いに役
立った。顧客の製造ラインに最適な
装置を設計・製作して、自動で制御で
きるようにソフトウェアも開発した上、
設置して試運転までする。付加価値
の高い技術とサービスを提供するこ
とで業績は伸び、平成29年は前年比
で20％以上のアップとなる7億9,000
万円の売上高を見込んでいる。社員
数も電気工事だけを行っていた10年
前は10名ほどに過ぎなかったが、現
在では34名にまで増え、このうち16名
を設計者が占めている。

　仕事のボリュームが増え、社員数
が増える中で、組織として機能する仕
組みづくりが必要と考え、同社が平
成22年に取り組んだのがISO9001
の認証取得である。これをバックアッ
プしたのがISICOの専門家派遣制
度だった。
　「何でもかんでもやると続けられな
くなるからと、専門家の方には当社の

身の丈に合った仕組みづくりを指導し
てもらいました」（夏梅社長）。
　今まで何となくこなしていた業務
を標準化、文書化することで、品質
アップや効率化が実現したほか、社
員一人一人が持っている技術やノウ
ハウの伝授がスムーズになった。ま
た、誰がいつどのような工程を踏んで
製作し、どのような検査をクリアした
のかを記録、保管することで、不具合
等が発生した場合に迅速に原因を究
明し、有効な対策を打てるようになっ
た。
　夏梅社長が先代から事業を引き継
いだのはISO9001認証取得の翌年
で、「しっかりと組織づくりをできたこ
とが円滑な事業承継にも役立った」
と振り返る。
　同社では平成29年から再び専門家
派遣制度を活用しており、今後はさま
ざまな仕事が錯綜する中でも、社員
同士の横の連携を密にして業務の効
率化につなげる考えだ。

　夏梅社長の就任後は新規事業にも
力を注いでいる。そのひとつが太陽
光発電パネルの劣化診断装置だ。開
発に当たっては石川県工業試験場と
連携したほか、ISICOが認定支援

機関となって、ものづくり補助金の活
用をサポートした。
　これは太陽光発電パネルに電気を
通すと赤外線が出る性質を利用した
装置で、発光の度合いによって劣化具
合を診断する。従来は発電量を基に
推測するしかなかったが、この装置で
は天候に左右されず、正確に診断可
能で、パネルの保守点検や品質保証
に役立つ。平成27年にはNTTのグ
ループ企業が採用を決め、現在、本格
運用に向けて開発を続けている。
　このほか、現在は音や電気を使っ
て、工作機械などの故障を予知する
ための保全システムを開発中だ。生
産現場ではベテラン工員が聴診器を
使って機械の異常を調べており、これ
まで感覚に頼っていた診断をシステ
ム化する。
　新規事業に意欲的に取り組む企業
姿勢は採用にも好影響を与えていて、
ここ数年は年1名のペースで新卒採用
を続けているほか、中途採用者も順
調に確保している。
　「祖父の代では繊維業を営んでい
ました。夏梅家には40年たったらビ
ジネスを変えなさいという教えがある
んです。今後目指しているのはメカ、
電気の技術を生かした総合装置メー
カーです」（夏梅社長）。
　時代に合わせ、変化を続ける同社
のこれからに期待が膨らむ。

品質向上や効率化へ
業務を標準化

得意分野を生かし
新規事業にも注力

太陽光発電パネルの劣化診断装置（写真左）はコンパクトで持ち運びも簡単だ。夜間にパネルに通電し、特殊なカメラで赤外線を読み取っ
て診断する。写真右は自社工場屋上でのテスト撮影画像。
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中小企業の総合支援センターとして、
経営課題の解決をサポートするISICO。
幅広い支援メニューの中から
注目の取り組みを
ピックアップして紹介します。

石川県事業引継ぎ支援センターでは「後継者がいない」「事業の引継ぎに不安がある」など、中小企業の事業承継に関する悩みに
対し、専門家が秘密厳守で無料相談に応じています。背景にあるのは経営者の高齢化で、後継者の不在を理由に廃業するケース
も増えています。このため、同センターでは今年4月、経験豊富なコーディネーターを配置するなど支援体制を充実させ、親族や
役員・従業員への引継ぎはもちろん、第三者への引継ぎやM＆A（合併・買収）も含め、円滑な事業承継をサポートしています。

石川県事業引継ぎ支援センター

事業の“見える化”や
“磨き上げ”も指導

　石川県事業引継ぎ支援センターに
は現在、税理士や中小企業診断士、
会計士、金融機関OBなど事業承継
を支援した実績を豊富に有するコー
ディネーター 4人が所属するほか、
ISICO経営支援部職員7人も兼務で
所属しています。必要に応じて、中小
企業の支援に向け国がISICO内に
設置する「石川県よろず支援拠点」、
事業再生を支援するISICOの「再
生支援室」、弁護士などとも連携し、
トータルでサポートしています。
　相談者に対して、まずは事業承継
に関する問題点を洗い出した上で、後
継者候補がいる場合は経営のバトン
を渡すために必要な事務手続きなど
についてアドバイスします。後継者候
補がいない場合、要望に応じてM＆
Aの候補企業を探し、マッチングしま
す。
　どちらの場合もよりスムーズに事業
を引継ぐために、事業・資産・財務の

状況の“見える化”をお手伝いします。
同時に、企業価値を高めるために商
品やサービスの競争力を高めたり、組
織体制を見直したりするなど、会社の
“磨き上げ”についてもサポートします。
　今年11月には後継者のいない経営
者と起業家をマッチングする「後継者
人材バンク」の運用を開始しました。
飲食店などの経営者と開業を目指す
起業家がそれぞれバンクに登録し、
希望条件が合致すれば、両者を引き
合わせます。

開設から2年で
170社以上の相談に対応

　平成27年10月にセンターを開設して
以降、相談者数は年々増加しており、
今年9月末現在で累計170社以上の
相談に対応しています。特に今年の
夏以降、相談者数の増加に拍車がか
かっています。
　事業引継ぎが完了した案件は7件
で、このうち役員・従業員への承継が
6件、第三者への承継が1件となって

います。
　相談を受けてから事業を引継ぐま
でには、後継者の発掘・育成、関係者
の理解、株式・財産の分配など取り
組まなければならないことがたくさん
あり、時間がかかります。
　同センターの多田久俊チーフコー
ディネーターは、「例えば、後継候補者
が製造現場しか担当したことがなけ
れば、営業や経理など、社内の業務を
ひと通り経験してもらうことも必要で
しょう。会社の資産と個人の資産の
境界が明確でなく、その仕分けに時
間がかかることもあります。どのよう
な形で事業承継するにしても、5年か
ら10年ほどかかるのが一般的です」
と話します。

経営者の平均年齢は60歳近く
廃業数は倒産数の4倍以上

　ISICOが事業の引継ぎ支援を本
格化させた理由のひとつとしては、経
営者の高齢化が挙げられます。帝国
データバンクの調べによれば、平成28

金沢市鞍月2丁目20番地 石川県地場産業振興センター新館2階
T E L . 076-256-1031
h t t p s : // w w w. i s i c o . o r. j p /s i t e / j i g y o u - h i k i t s u g i

多田久俊チーフコーディ
ネーター（左）を中心に中
小企業の事業引継ぎをサ
ポートするスタッフ。

中小企業の円滑な
事業承継をサポート
後継者対策はできるだけ早く着手を
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事業承継セミナー ＆ 個別相談会
「事業承継は顧客継承」
〜新たな仕組みで他社を引継ぎ。顧客の承継、技術者の高齢化対策〜
講師●北陸電 （々株）代表取締役／河内 康志氏

「事業承継における留意事項」
講師●たかなり税理士法人　公認会計士・税理士／窪田 隆之氏

時 間 ■ 13：30 〜17：00 
会 場 ■ 石川県地場産業振興センター
　　　　新館5階第13研修室
定 員 ■ 30名（お申し込み順）
料 金 ■ 無料

石川県事業引継ぎ支援センター
TEL. 076-256-1031

お申し込み

相談は事前予約制で、個室で対応しています。相談内容に
ついては秘密を厳守します。

年の社長の年齢は全国平均で59.3歳
と平成2年に比べ、5.3歳上がってい
ます。石川県の平均も4.5歳上がって、
58.7歳となっています。
　また、後継者が不在等のために休
廃業・解散した県内企業数は280件
に上ります。これは経営難で倒産した
企業数の4.4倍で、多田チーフコーディ
ネーターは「黒字でも廃業するケース
が石川でも見られる」と話します。
　廃業すれば雇用が失われ、その企
業が培ってきた技術、サービスなどが
失われてしまいます。地域経済の活力
を削ぐことにもなりかねません。
　一方、ISICOが県と19市町、商工
会議所、商工会、金融機関など72機関
と連携し、平成29年度事業承継ネット
ワーク構築事業の一環として実態を
把握するために実施したアンケート調
査では県内中小企業671社から回答
があり、23％に当たる約160社が「（事
業承継に関する）個別相談を希望す
る」と回答し、関心の高さが伺えます。
　多田チーフコーディネーターは「販
路拡大や経費削減、人材確保などが
優先課題となっていて、事業承継につ
いて、考えが及んでいないかもしれな
いが、バトンタッチのタイミングを迎え
ている経営者が多いように思います。

事業承継には時間がかかるのも事実
で、当センターではその企業の状況に
応じて、適切にサポートしますので、経
営者が元気なうちにできるだけ早く相
談に来ていただきたい」と呼び掛けて
います。

●商工会議所
●商工会
●金融機関等

相  談  　問題点や課題の抽出

各種相談・案件紹介

後継者あり
親族・従業員

連携 連携

後継者なし
M＆A 可能性あり

登録民間支援機関

石川県事業引継ぎ支援センター
平成 29 年 4 月～専属スタッフ 4 名（ISICO 経営支援部 職員 7 名が兼務）

第 1 次対応

第 2 次対応

第 3 次対応

センターが独自で
譲渡先、譲受先探し

紹
介
・
橋
渡
し

相談申込書

中小企業・小規模企業者

M＆A に移行

マッチング

支援機関
●公的支援機関
●金融機関等

譲渡先探し（マッチング） ／ 成約（クロージング）
解決

未解決

適切な窓口や
専門家を紹介
●税理士
●公認会計士
●弁護士
●中小企業診断士
●行政書士等

アドバイス

・既にマッチング相手あり
・2 次対応が不調終了

■ 事業引継ぎ支援センターの相談フロー

平成30年1月25日（木）



イシコ・トピックス

　ISICO といしかわ女性基金は 11 月 17
日、七尾の能 登食祭市場モントレ—
ホールで「おしゃべり起業セミナー」を
開催しました。起業に興味のある女性
など 10 名が参加し、七尾市や能登町
で実際に起 業した先 輩が、起 業した
きっかけや苦労した話、起業にかかる
資金などについて話しました。その後
開催された交流会では、小グループに

分かれ、質疑応答するなど交流を図り、盛況のうちに終わりました。

　ISICO は 11 月 27 日、石川県地場産業振
興センター研修室で「全国のお客様をター
ゲットにする森山ナポリの戦略に迫る」と
題し、ネット販売成功の秘訣セミナーを開
催しました。
　第 1 部では、（株）森山ナポリの取締役・
営業の板尾年廣氏と Web 担当の河村千恵
氏が講師を務め、試行錯誤しながらメル
マガの読者を増やし、売上アップにつなげた取り組み等を紹介しました。
　第 2 部では、活性化ファンド事業で開発した「冷凍パエリア」の調理実演を
行い、出来上がったパエリアを楽しみながら参加者同士が交流しました。

　ISICO は 11 月 30 日に能美市の北陸先端
科学技術大学院大学の講義室で、FabLab

（ファブラボ）について学ぶセミナーを開催し
ました。
　日本における先駆者である慶應義塾大学
教授の田中浩也氏とファブラボ鎌倉の代表を
務める渡辺ゆうか氏を招き、世界的に広まる

「ものづくり工房 FabLab」の話題を中心に
施設の概要やその必要性、そして今後の可能性について分かりやすく解説しました。
55 名の受講者は熱心に耳を傾け、セミナー終了後は JAIST Fab. を見学しました。

活性化ファンド採択事業者が語る

女性の起業家をサポート 

「ネット販売成功の秘訣」セミナーを開催

「おしゃべり起業セミナー」開催

欲しいものは作る時代に。
ものづくり工房FabLabって何？

『ファブラボセミナー』を開催

ものづくりの新たな潮流について理解を深めました

全国販売に向けたネット戦略について学びました

起業を目指す女性と先輩起業家がなごやかに交
流しました

　ISICOは石川県地場産業振興セン
ター新館１階で、巻頭特集でも紹介
している「スタートアップビジネスプラ
ンコンテスト2017」で受賞された起
業家 5名のビジネスプランをパネル等
で紹介しています。
　ビジネスプラン展は、来年1月23
日まで開催していますので、研修等で
お越しの際は、ぜひ新館展示室まで
足をお運びください。

お問い合わせ
(公財）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
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FAX

スタートアップビジネスプラン
コンテストいしかわ2017

受賞起業家
ビジネスプラン紹介展

石川県地場産業振興センター
新館・１階展示室

開  催  中


