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令和2年度組織体制
その道のプロがコツを伝授

達人に聞く！

オンライン会議システム活用術
越田幸一さん

（石川県よろず支援拠点コーディネーター）

フルタニランバー（株）

原田鉄工所（能美市）ではコロナ禍を契機に遠
隔地の取引先との打ち合わせにオンライン会
議システムを活用している。詳しくは緊急特集
をご覧ください。
【表紙撮影／山岸政仁】

理事長インタビュー

逆境を乗り越え、地域経済の再生へ

事業継続や反転攻勢に向け、
支援策を拡充
新型コロナウイルス感染症が世界中で猛威を振るう中、地域経済は大き
なダメージを受けています。存続をかけて奮闘する事業者の資金繰りを
支え、コロナとの共生を見据えた新たなチャレンジを後押しするため、県や
ISICOではさまざまな支援メニューをそろえ、きめ細かくサポートしていま
す。県が6月補正予算で新たに盛り込んだ支援策やISICOが果たすべき役
割などについて、当財団の理事長である谷本正憲知事に聞きました。

— 新型コロナウイルスの感染拡

資金面で迅速かつ強力にサポート

確保は喫緊の課題だ。国の持続化

大は地域経済に大きな影響を与え

する制度を設けるとともに、逆境に

給付金があるとはいえ、新型コロナ

ている。

負けず、前向きに取り組む事業者の

ウイルスによる影響が長引く中、事

取り組みを積極的に後押しする支

業者からは「今はとにかく資金が必

援策を講じた。

要」との窮状を訴える声が数多く寄

多くの事業者が新型コロナウイル
スの影響によって大きく売り上げが

この、県政史上例のない難局を

せられている。そこで、国の持続化

減少する一方で、固定経費の支出が

乗り越えるには思い切った対応が

給付金の受給者に対し、県独自の

かさむという状態になり、地域経済

必要との思いから、予算規模は、公

緊急対策として、中小企業に50万円、

にも極めて深刻な痛みが出ている。

共投資を除けば過去最大となる約

個人事業主に20万円を支給する。

これまではどちらかと言えば、感染

320億円とし、その財源として、財政

二つ目は「石川県家賃支援給付

拡大を阻止するため医療提供体制

調整基金から過去最大の80億円を

金」である。事業者にとって、固定費

や検査体制の充実、強化に力を入

取り崩して充当した。

の中でもとりわけ大きな負担となっ
ているのが家賃であり、この給付金

れてきたが、現在は再度の感染拡大
に備える一方、新型コロナウイルスと

— 資金面での支援策とはどのよ

では、国が家賃の3分の2を6カ月

共生しながら社会経済活動の正常

うなものか。

分支援するのに合わせ、県でも、事

化に取り組む新たなステージに入っ
た。
そこで、厳しい経営環境に置かれ
ている事業者をサポートするため、
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業者の残りの自己負担の一部につ
資金面ではまず、総額140億円規
模の前例のない三つの支援制度を
設けた。

いて支援する。
事業者の皆さんに迅速に資金を
お届けするため、どちらも国の支援

6月議会では3カ月間で5度目となる

一つ目は「石川県経営持続支援

制度の決定通知書により確認審査

異例の補正予算を編成し、売り上げ

金」である。売り上げが大きく減少

を行うなど、手続きを大幅に簡素化

の減少幅が大きい事業者に対して、

した事業者にとって、当面の資金の

した。

巻頭
特集

（公財）石川県産業創出支援機構
理事長

谷本 正憲（石川県知事）

三つ目は、
「石川県感染拡大防止

設した。その後、新型コロナウイルス

— 県民の不安を払拭し、地域経

対策支援金」である。これは空気清

による影響の深刻化を踏まえ、4月

済を回復させるには雇用の維持も

浄機の導入や客席の間隔を広げる

補正予算において、据置期間を5年

欠かせない。

店舗改修など、感染拡大を防止する

に延長し、融資額のうち3,000万円

ための資材購入費などを支援する

までは当初3年間を無利子とするな

急激に売り上げが減少した中小

制度だ。5月の段階では顧客と対面

ど、制度を充実させた「新型コロナ

企業が雇用を維持していくために

する小規模事業者を対象に、上限

ウイルス感染症緊急特別融資」を創

は、国の雇用調整助成金の活用が

額を20万円としていたが、新型コロ

設し、融資枠はリーマンショック時

大変有効だ。しかし、事業者の皆さ

ナウイルスと共生した事業活動を本

の2倍となる2,500億円を確保した。

んからは、
「手続きが煩雑で時間が

格化させるには、あらゆる業種で感

5月末までに想定を超える3,500件、

かかる」、
「支給される金額が少な

染防止対策が欠かせないと考え、

700億円以上の融資の申し込みがあ

い」という声をお聞きしていた。そこ

業種を問わずすべての中小企業を

ったことから、さらに、6月補正予算

で、全国知事会を通じて制度の改

対象とし、上限額を50万円に引き上

では事業者が安心して資金調達で

善を申し入れたところ、申請書類の

げた。

きるよう、融資枠を3,500億円まで、

記載事項の簡素化や添付書類の削

無利子融資の限度額を4,000万円

減がなされたほか、助成上限額が

— 事業を継続するには運転資

までに拡大した。十分な融資枠を確

従来の約2倍となる日額15,000円に

金の確保が重要だ。

保することで、運転資金を必要とす

引き上げられ、適用期間も9月末ま

る企業の資金繰りをしっかり支えた

で延長された。

まず、第3次3月補正予算で、保証

い。

県でも、雇用調整助成金を迅速

料の免除や据置期間を2年から3年

県内の事業者の皆さんにはこれら

に活用できるよう、3月から社会保

に延長するなど、全国に先駆けた内

の支援を利用して、何としても経営

険労務士など専門家に無料で相談

容を盛り込んだ特別融資制度を創

を持続していただきたい。

できる個別相談会を開催していた
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理事長インタビュー

が、最近は「相談時間が足りない」

センター内にオンライン商談ができ

ただき、支援策の利用促進につなが

との声が多く聞かれることから、1

る会議室を用意し、新たな販路開

ったと考えている。

回当たりの相談時間を増やすととも

拓のツールとして活用していただく。

に、開催回数を拡大するなど相談

以前から取り組んできたシンガポー

体制を強化した。

ルや香港でのビジネス商談会も、オ
ンラインでこの秋に実施したいと考

— 逆境にあっても新たな分野に

えている。

北陸新幹線の金沢開業以降、県
経済には追い風が吹いていたが、3

飲食店でのテイクアウト販売や

月以降、局面ががらりと変わった。

宅配サービス、インターネットを活用

ISICOにとっても経験したことのな

した教育サービスの提供など、従

い状況だが、今こそ原点に立ち返り、

いわゆる「3つの密」の回避や移

来の業態にとらわれず、新たな分

利用者目線で、きめ細かく皆さんを

動制限など、新型コロナウイルスと

野に挑戦する企業に対しては、県、

サポートしていきたい。それこそが、

共生した事業活動は、これまでと比

ISICO、商工会議所等が連携し、4

まさにISICOの真骨頂とも言える。

べてさまざまな制約が伴う。しかし、

月補正予算で助成制度を創設した。

多くの相談が寄せられることで県内

県内企業の中には、こうした制約を

申請開始から2週間余りで200件を

企業の実情をつぶさに把握すること

乗り越えて発想を転換し、経営変革

超える申請があるなど、好評をいた

につながる上、新たな支援策のアイ

の機会として前向きに取り組む企業

だいたことから、6月補正予算では

デアも生まれる。この難局を乗り越

も出てきており、頼もしく感じてい

採択枠を500件から1,000件へと倍

え、企業の皆さん方がさらに成長し

る。県では元気な中小企業なくして

増した。

ていけるよう、例年にも増して全力

挑戦するなど、前向きに取り組む
事業者もいる。

石川の発展はないとの思いから、新

さらに、例えば短時間でウイルス

で支援していくので、今までISICO

しい生活様式に適応する「経営イノ

検査が可能な試薬の開発など、自

にご縁のなかった企業も含めて、ぜ

ベーション応援プログラム」を新設

社の得意とする技術を生かして新

ひ積極的に活用していただきたい。

し、ピンチをチャンスととらえ、たく

型コロナウイルスに関連する新製

ましく生き抜こうとチャレンジする企

品・新技術開発に取り組む企業へ

業を強力に後押しする。

の助成金も用意した。

— 具体的にはどのような支援策

—多岐にわたる支援策を有効活

か。

用してもらうには、分かりやすい情
報提供が必要だ。

その一つである設備導入補助金
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— 利用者にメッセージを。

では、人と人の接触機会を減らすた

事業者の皆さんが、必要な支援

めの遠隔会議システムの導入や、
「3

を迅速に活用できるよう、さまざま

密」を避けるための製造ラインの自

な支援メニューを分かりやすくまと

動化など、設備導入の費用について

めた一覧表を作成するとともに、支

支援する。

援メニューを解説し、申請窓口を紹

また、直接訪問による営業活動

介するため、5月7日から「事業者支

の制約が想定されるため、オンライ

援ワンストップコールセンター」を設

ンによる商談に不慣れな企業に専

置している。これまで、1日あたり約

門家を派遣したり、セミナーを開催

220件、累計で約12,000件（6月30

したりするとともに、地場産業振興

日現在）を超えるお問い合わせをい

コロナ禍に打ち勝つ！

新たな商機の獲得へ
知恵絞る
新型コロナウイルスの感染拡大によって、
この春、経済活動に急ブレーキがか
かった。さまざまな制限が解除された6月以降はやや持ち直したとはいえ、収
束するにはまだ時間がかかるため、企業にとっては今後、ウイルスとの共生を
前提に、経営環境の変化に応じて事業モデルや仕事のやり方を見直していく
ことが必要だ。そこで今回の特集では、
この苦難を乗り切って次の成長につな
げようと知恵を絞る県内企業4社の取り組みを紹介する。

コロナ
禍
打ち勝 に
つ！

石川、東京、新潟を結び
オンラインで打ち合わせ
（株）原田鉄工所

能美市浜町巳170番地2
TEL. 0761-55-0337
https://harada-ironworks.co.jp

代表者
設 立
資本金
従業員数

原田 栄治
1985年4月
1,000万円
8名

業務内容

小物精密部品、油圧機器部品、産業
機械部品、医療機器部品等の製造

初顔合わせの直後、
往来が困難に
新型コロナウイルスの感染拡大に伴
って、不要不急の外出や都道府県をま
たいだ移動の自粛が求められる中、テ
レワークを推進する動きが活発化し、
出張を制限する企業も急増した。こうし
た状況にあって、業務で利用する機会
が格段に増えたのが「Zoom（ズーム）」
などのオンライン会議アプリである。精
密部品の製造を手がける原田鉄工所で
原田鉄工所やアドバネクス、ISICOの担当者らが顔を合わせるオンライン会議で意見交換、情報共有
がスムーズに。
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も、打ち合わせにZoomを活用してISICOがあっせ
んした県外大手企業と開発を進めている。
原田鉄工所が商談を進めているのは、精密ばね
のトップメーカーであるアドバネクスだ。アドバネク

いるという。
もちろん、実際に設備を見ながら話した方が効
率的だが、今後も極力訪問を控えつつ、オンライン
会議をフル活用して開発を進めていく考えだ。

スは東京に本社があり、国内に複数の工場を有す
る。今年2月にはISICOの受注開拓アドバイザーの
手引きで本社の営業担当者と新潟工場の技術担
当者が原田鉄工所を訪れ、顔合わせと設備の確認

県内企業の得意技術を
ISICOが全国にPR

を行った。本来であれば、その後、互いに行き来し

ところで、今 回 、両 社をマッチングした のは

ながら具体的な話を詰めていくはずだったが、新

ISICOの受注開拓アドバイザーである。アドバネク

型コロナによって往来が難しくなり、Zoomを活用し

スでは従来の外注加工先では生産が追い付かず、

て打ち合わせることにした。

ボトルネックになっていた部品の製造プロセスを刷

国内外に複数の拠点があるアドバネクスでは、こ

新し、一体成型によって生産性を向上させるため、

れまでも社内会議などにZoomを導入していた。一

それに合わせた旋削加工ができる外注先を探して

方、原田鉄工所ではまったくの初めてで、パソコン

いた。しかし、その部品の素材となる金属は硬度が

を介してインターネットに接続できるウェブカメラを

高く加工が難しいため、品質・コスト・納期のすべ

購入したほか、Zoomのアプリをインストールして準

ての面で要求を満たす企業が見つからず、難航して

備を整えた。

いた。ISICOでは県内ものづくり企業の取引先を
開拓するため全国の大手・中堅発注企業を訪問し

資料の共有や
試作品の検討にも便利

ており、アドバネクスから要望を聞いたアドバイザ
ーが難削材の加工を得意とする原田鉄工所を引き
合わせた。

初めてのオンライン会議は原田鉄工所、アドバネ

「中小企業にとって新規取引先の開拓は難し

クスの東京本社と新潟工場、ISICOの4カ所を結ん

く、得意分野を生かせる仕事を紹介いただき、非

で開催し、その後も必要に応じてZoomでコミュニ

常にありがたい。技術的にハードルの高い開発案

ケーションを取っている。

件だが、既に試作に入っており、何とか成功させて

「最初から想像以上にうまくいった」と笑顔を見

年末までに量産にこぎ着けたい」と話す原田社長。

せるのは原田栄治社長だ。今回の開発案件では、

この事例に限らず、ISICO受注開拓課では今後も、

東京にある本社や新潟工場とやりとりする必要が

必要に応じてオンライン会議アプリも活用しなが

あり、仮に新型コロナの影響がなかったとしても、

ら、受発注取引をあっせんしていく。

一堂に会して話し合うには日程や場所を調整しな
ければならない上、移動には時間も費用もかかる。
その点、オンライン会議は、各地にいる人たちが集
まって話すのに便利で、図面などの資料も画面上で
共有できる。また、試作品の細部について検討する
際などには、文章や言葉で伝えるよりも、映像を見
ながら話し合う方がスムーズに進むことも多い。
原田鉄工所では、他の取引先との打ち合わせで
も、オンライン会議アプリの活用によって、普段出
張が難しい現場の技術者と直接話せる機会を持て
るようになり、開発のスピードアップにつながって
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難度の高い開発案件に意欲的に取り組む原田栄治社長。

コロナ
禍
打ち勝 に
つ！

民宿自慢の味を自宅で楽しめる
オンラインクッキングが人気
民宿ふらっと

鳳珠郡能登町矢波27字26番地3
TEL. 0768-62-1900
https://flatt.jp

代表者
創 業
従業員数
業務内容

食材と料理に合うワインを
前日までに宅配

ベンジャミン・フラット
1997年7月
7名（パート含む）
民宿経営
遠隔地にいる人たちと能登をZoomでつないで調
理と食事を楽しむ。

オンライン会議アプリを新たなサービスに活用し
た例もある。それがオーストラリア人シェフのベンジ
ャミン・フラットさん（以下、ベンさん）と女将の船下
智香子さん夫妻が営む民宿ふらっとだ。1日5組限定
の小さな宿は、二人の温かなもてなしと能登の素材
をふんだんに使ったイタリアンディナーが人気で、日
本海と立山連峰を一望する高台に建つ絶好のロケー
ションや開放感たっぷりの露天風呂も魅力だ。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、4月6日か
ら約2カ月にわたって休業を余儀なくされが、この間
に取り組み始めた「Zoom cooking（ズームクッキン
グ）」が好評を博している。これはオンライン会議ア
プリ「Zoom」でふらっとと参加者の自宅をつなぎ、
シェフや女将と一緒に調理や食事を楽しんでもらお

奥能登の味にこだわった料理ともてなしの心を大切に民宿を営むベンジャミン・
フラットさん（左）と船下智香子さん。

うという企画だ。参加者には前日までに2名分の食

た」
「やっぱりイベントに飢えていたんだと実感した」

材と料理に合わせて選んだワインが送られ、当日は

「今度は能登に行きたい」など、喜びの声が寄せら

ベンさんが調理する手元を智香子さんが撮影しなが

れ、中には連続で参加する人もいる。

ら解説し、参加者はその様子を参考に料理を作る。
ちなみに初回のメニューは「わらびと自家製からす
みのパスタ」だった。
5月30日から週1回ペースで開催し、毎回定員いっ

画面越しに進み具合を確認
動画を見て予習も可能

ぱいとなる6、7組が参加する。常連客はもちろん、ふ

ふらっとでは普段、コンカイワシや自家製いしりで

らっとに宿泊したことのない参加者もいて、年齢層も

野菜を漬けたべん漬けなど、この土地ならではの味

大学生から70代まで幅広い。全国各地から申し込み

覚を提供している。しかし、せっかく仕込んでおいた

があり、横浜と滋賀に離れて住んでいる家族がそれ

食材もコロナによって行き場を失ってしまい、日頃山

ぞれの住まいから一緒に参加したケースもあった。

菜などを仕入れている地元の生産者に対しても心苦

参加者からは「とてもおいしくおしゃべりも楽しかっ

しく思っていた。そんなとき、常連客同士のオンライ
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ン飲み会に招待

香子さんは開始の30分前からスタンバイし、
うまくつ

されコミュニケ

ながらない場合は電話でサポートする。

ーションを取った
り、
「ベンさんの
料理を食べたい」
「自宅にこもりき
Zoom cookingでは、まずふらっとの厨房と利用者
宅を結び30分ほど一緒に調理。その後1時間、食事
と会話を楽しむ。

営業再開後も継続開催
新たなリモート交流企画も

りでストレスがた

ふらっとでは6月8日から3密を避けるため、1日2組

まる」といった声

限定で営業を再開した。これを受け、Zoom cooking

を聞いたりする

は今後、定休日である水曜夜の開催を予定する。祭

うちに浮かんで

りの際に家を訪れる客にごちそうを振る舞う能登の

きたのがZ oom

風習「よばれ」をオンライン上で開催し、そこで伝統

cookingの企画

的な発酵食「ひねずし」を味わってもらう「Zoomよば

だった。

れ」も企画中だ。

食材はもちろ

また、金土日は民宿の夕食後の時間を使って、前も

ん 、ベンさんが

って宅配したワインやチーズ、おつまみを味わいなが

使っている自家

ら、各地の参加者とオンラインで交流する「サパーク

製の調味料など

ラブ」の開催も計画する。サパークラブでは他店のシ

も、すべてきっちりと計量した上で発送するので、自

ェフやグラスなどの専門家をゲストに呼ぶことも考え

宅にいながら、シェフと同じ味を作って食べられる。

ている。

参加者には食材や調味料、ワイン、説明書などを前
日までに宅配する。価格は2名分で7,620円（送料・
消費税込み）。

参加者はあらかじめ調理の工程を撮影し、10分ほど

「コロナとの戦いは長期戦。そんな中でも安全にお

に編集した動画を見て予習できる上、当日も智香子さ

客さんとつながることができ、喜んでもらえる企画を

んが画面越しに質問に答え、参加者の進み具合を確

考えたい」と話す智香子さん。ベンさんも「創造力が

認しながら進めるので、料理初心者でも安心だ。

あれば、可能性は無限大に広がる」と話し、楽しみな

また、Zoomの使用に不安な人に対応するため、智

がら今の状況を乗り越えようと力を合わせている。

インバウンドに依存した事業内容を見直し
金沢の味覚届ける通販事業を立ち上げ

コロナ
禍
打ち勝 に
つ！

（株）こはく
金沢市本町2-15-1ポルテ金沢3F
TEL. 080-5708-5610
https://www.in-kanazawa.com

代表者
設 立
資本金
従業員数

欧米客らの人気集めた
近江町市場巡りや調理体験
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山田 滋彦
業務内容
2018年4月
インバウンドを中心とした着地型体験
アクティビティの企画・運営など
100万円
2名
（パート含む）

けに着地型体験ツアーを企画・運営している「こは
く」も例外ではなかった。こはくでは、金沢の食文
化に精通した地元出身の料理研究家と近江町市

新型コロナウイルスでとりわけ深刻なダメージを

場を巡った後、県産食材を使って和食の調理を体

受けたのが観光業界だ。主に訪日外国人旅行者向

験するツアーや芸妓の唄と踊りを鑑賞し、お座敷遊

びを楽しむツアーなど6種類のラインアップ
をそろえる。ツアー商品の開発には、ISICO
の「いしかわ中小企業チャレンジ支援ファン
ド」の助成金も活用。より金沢らしさを満喫
してもらおうと、築95年の金澤町家を改修し
た専用の体験施設「In Kanazawa House」
も整備した。さらに山田滋彦社長は個人事
業として、町家を活用したインバウンド向け
の簡易宿泊施設を市内に3カ所展開してい
る。出発点にあるのは、
「誰でも気軽に楽し
める体験の提供を通じて世界に誇る日本文
化を広く発信したい」という思いだ。

「イチバのハコ」で販売する商品。写真はその時期旬の鮮魚や野菜を詰め合わせた「おためし
のハコ」
（3,500円／送料・消費税別）。

どちらの事業も、特に欧米の観光客から人気を

山田社長が食品通販事業に乗り出したのは、
「コ

集め、売り上げも順調に伸びていたが、新型コロナ

ロナを機にインバウンドに依存しすぎていた経営体

の感染が拡大すると状況は一変した。4月上旬以

質を見直し、バランスの取れた事業内容にしたい」

降、すべての予約がキャンセルになり、売り上げはゼ

と考えたからだ。構想する際には、これまで主戦場

ロにまで落ち込んだ。そこで、融資や各種助成金を

としていた観光市場での強みを生かしながら、成長

活用して何とか経営を維持する一方、新たな収益源

が続いている食品通販市場とギフト市場のニーズを

として立ち上げたのがオンラインショップ「金澤 お

取り込むことを意識した。ツアーに協力してくれた近

みちょ イチバのハコ」である。

江町市場もコロナ禍で厳しい状況にあったため、そ
の魅力を発信し、各店の売上増に貢献したいという

食材のプロが目利きした食材
県外客から好評

気持ちも事業の推進力となった。
5月1日の運用開始から1カ月で約250件の注文が
寄せられ、県外客が70％を占める。
「久しぶりにふ

「イチバのハコ」は、近江町市場で働く食材のプ

るさとの味を食べることができてうれしかった」
「普

ロが目利きした魚介や加工品、青果を詰め合わせて

段スーパーで買えない食材に出会えて料理が楽しく

宅配するサービスだ。鮮魚などは必要に応じて自宅

なった」など、購入者からの評価も上々で、順調なス

で調理しやすいよう下処理し、食材の説明書や料理

タートに山田社長も確かな手応えを感じている。

研究家が考案したレシピを添えるほか、近江町市場
の公式マガジンも同梱する。利用規約やプライバシ
ーポリシーの作成にはISICOの専門家からアドバイ
スを得た。

競合他社との差別化のため
食材原価率を高めブランド確立
競合他社との差別化に向けて「イチバのハコ」の
ブランド力を高めるため、オンラインショップで販売
するのは「近江町市場に関わるプロが薦める」「市
場内の商店で取り扱っている」
「県産もしくは県にゆ
かりがある」という三つの条件を満たした食材に限
定している。この条件を満たすため、同社では食材
の原価率を競合他社より高め、一方で広告宣伝費な
ど食材以外の原価を徹底的に抑えて利益を出す経
営を目指す。広告宣伝費をかけずに新規顧客やリピ

欧米客らに人気を集めたツアーのワンシーン。近江町市場を巡って旬の魚介や
加賀野菜などについて学んだ後、実際に料理をして食事を楽しむ。

ーターを獲得するため、メディアと連携したパブリシ
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ティ（無料の記事）やSNS等を積極的に活用するほ

元客の取り込みを狙う。ウイルスと共生するニューノ

か、データに基づくマーケティングにも注力する。

ーマル（新常態）な社会で勝ち残るため、日本文化

「イチバのハコ」には、サバのぬか漬けなど酒のさ

の発信という志

かなにぴったりの食材と老舗呉服店がセレクトした

を大切にしなが

扇子を組み合わせた父の日用セット、フグや能登産

ら、山田社長は

のテングサを使ったところてんなどを詰め合わせた

新 たな 一 手 を

お中元用セットなど、期間限定や数量限定の商品も

打 ち続 け て い

次々と加わり、今後も継続的にラインアップを充実さ

る。

せていく方針だ。
ほかにも、7月には地元クリエーターが制作した工
芸品や雑貨を販売するオンラインショップ（ブランド
名：ぶるーたす）を立ち上げ、旅行者向けの宿泊施
設だった町家は女子会などに利用できるようレンタ
ルスペースプランを提案するなど、巣ごもり消費や地

コロナ
禍
打ち勝 に
つ！

延期したイベントの代わりに企画
オンラインのショップや見学会が好評
上出長右衛門窯
能美市吉光町ホ65
TEL. 0761-57-3344
http://www.choemon.com

代表者
創 業
資本金
従業員数

1カ月間限定で開設
売り上げは目標額の4倍

上出 雅彦
業務内容
1879年
九谷焼の製造、販売
100万円
15名（パート含む）

ライブ配信機能を使って、オンライン工場見学を実
施し、九谷焼の製作工程を紹介したほか、画面上
に書き込まれる質問に答えた。

新型コロナウイルスの影響で、今年は多くのイベ

また、ライブ配信に参加できない人にも九谷焼を

ントや祭りが中止、延期を余儀なくされている。そ

よく知ってもらおうと、購入者には製作工程を遊び

の一つが、九谷焼の窯元・上出長右衛門窯が毎年

ながら学べるすごろくをプレゼントした。例えば、

5月2日から4日にかけて開く「上出長右衛門窯 窯ま

原因不明の

つり」だ。あえなく9月への延期を決めたが、その代

不良のため

わりとして、4月18日から1カ月間限定で開設したオン

振り出しに戻

ラインショップ「まつりのかわり」が人気を集めた。

るなど、現場

まつりのかわりでは、窯まつりに向け1年かけて

での苦労や

準備してきた数量限定品をはじめ、ゆがみなどがあ

楽しさを 追

る二等品を「たまさか品」と名付けて特別価格で販

体験してもら

売し、目標額の4倍を売り上げた。

えるように工

4月28日には写真共有アプリ「インスタグラム」の
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「コロナが収束しても、外
国人旅行客が戻ってくるに
は時間がかかる」との認識
から新たなビジネスモデル
を模索する山田滋彦社長。

夫した。

上出長右衛門窯6代目の上出惠悟さん。伝統にとらわれ
ず、新たな発想で九谷焼に新風を吹き込む。

製作の現場を知って
身近に感じてほしい

自宅に届けて
くれる。「自
分自身、粘土

今 年で13回目を迎える窯まつりは、例年5月の

を触ると嫌な

大型連休中に催される業界の目玉イベント「九谷

ことを忘れら

茶 碗 まつり」と同時期に開催してきた。茶碗まつり

れ、ポジティ

には上出長右衛門窯も出展していたが、器を作っ

ブ になれ た

ている現場を多くの人に見てほしいとの思いから、

経験があり、

工場見学をメインに据えて窯まつりをスタートさせ

工作キットを

た。当初は小規模だったが、絵付けやろくろの体

通じて、コロ

験、限定品の販売、飲食ブースなど、年を追って内

ナで不安な気持ちを抱えている人たちにも同じよう

容を拡充し、テストマーケティングの場にもなってい

な体験をしてもらえれば」
（上出さん）と、これまで

た。期間中は4,500人ほどが集まる人気ぶりで、収

販売していたマグカップ、茶碗、花型皿に加え、今年

益に占める割合も年々高くなっていた。

3月以降、八寸プレートなどラインアップを拡充する

ちゃわん

まつりのかわりの開設に当たって、6代目の上出
惠悟さんが大切にしたのが、現場を知って九谷焼

「KUTANI SEAL」の工作キット(3,850円〜／消費税
込み)。自宅で特別な準備をしなくてもできる工芸体験
として人気を呼んだ。

と県内外から注文が増え、オンラインワークショップ
も開催した。

を身近に感じてもらうという窯まつり本来の趣旨で

イベントの延期や店舗の営業自粛などによって九

ある。そのために企画したのが、オンライン工場見

谷焼に直接触れる場は減ったが、上出さんはこうし

学やすごろくであり、参加者から「丁寧な解説を聞

た状況だからこそ、オンラインを通じて作り手と使い

けて、本当に見学したみたいだった」などの声が寄

手をつないでいきたいと考えている。

せられ、好評だった。
告知にはインスタグラムのほか、ホームページや
フェイスブック、ツイッターを活用。他産地のイベン
トと並んで、オンライン陶器市のまとめサイトでも紹
介された。また、上出さんの友人で人気ロックバンド
「サカナクション」のボーカルを務める山口一郎さ
んとインスタライブで対談する機会にも恵まれ、こ
れまで窯まつりに足を運んだことのない客層からも
多くのアクセスがあった。

巣ごもり中に工芸体験
県内外から注文急増
多くの人が外出を控えたことによる巣ごもり消費
が追い風となり、上出さんが代表を務める合同会社
上出瓷藝（かみでしげい）のオンラインショップで
は、世界でただ一つの九谷焼を手軽に作ることがで
きる「KUTANI SEAL（クタニシール）」の工作キッ
トの販売が好調だ。
工作キットは九谷焼の器とさまざまな絵柄の転写
シールがセットになっており、購入後、思い思いにシ
ールを貼った器を同社に送り返すと、焼成して再び

窯まつりのため今年は102点の限定品を企画。写真はその一つで伝統の柄をアレ
ンジし、笛の代わりにレコードなどを持たせた「笛吹」シリーズの湯飲み。通常は
すべて染め付けだが一部に金彩を施した。
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各種支援制度の利用者に聞く

I S I C O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。

自社の強みに磨きを
かけようと受 発 注 管
理用アプリなどを開発
した古谷隆明社長。

フルタニランバー（株）
金沢市湊1-86
TEL. 076-238-5633
■
■
■
■
■

代 表 者		古谷 隆明
設
立		1952年8月
資 本 金 7,000万円
従業員数 27名（パート含む）
事業内容 木材製品の輸入卸、小売り、加
工、配送
●http://www.furu-tani.co.jp

フォークリフトのオペレー
ターはタブレット端末で注
文内容を確認後、品出し
作業に取りかかる。

I oT の 活 用 で 在 庫 管 理 も 効 率 化

業界初、アプリで木材を受発注
木材総合卸のフルタニランバーでは、世界中から高品質の商品を直接仕入れ、ニー
ズに応じて加工も手がけている。取り扱う木材のラインアップは全国でも随一で、ス
ピーディーに納品するため在庫を豊富に用意している点も大きな強みだ。こうした強
みをさらに伸ばそうと今年5月には、ものづくり補助金を活用して開発した受発注管
理用のスマートフォンアプリの運用を開始し、受注から発送までのリードタイムを短
縮した。また、在庫管理にもIoTを活用し、業務の効率化を実現している。

2 ～ 3時間から10 ～ 15分ほどへと大
幅に短縮した。
アプリは現在、同社の取り扱う木
材の中でも、売上比率の高い家具用
の規格品の発注に対応しており、樹
種はもちろん、厚みや長さ、幅で絞り
込み検索ができるようになっている。

注文受け即座に出荷
受注伝票のやりとり不要

注文を受けて受注伝票を書き、その

在 庫の有無もアプリ上で確認 可能

内容を事務員が入力処理した後、品

だ。コメント欄を使って、規格外の寸

出し作業をするオペレーターに連絡

法を注文したり、加工を指示したりも

アプリでは取引先が発注すると、

していた。営業担当者が運転中や商

できる。書類を添付する機能もあり、

その情報がフルタニランバーの営業

談中で、受注伝票をすぐに書けない

担当者はもちろん、会社の受注管理

場合もあった。

「図面を見て、必要となる木材を送っ
てほしい」といった注文にも対応す
る。

システムや倉庫内でフォークリフトに

アプリを活用すれば、こうしたプロ

乗って品出し作業をしているオペレー

セスがなくなり、注文を確認したオペ

アプリはアップルの「i O S」
、もしく

ターのタブレット端末に、直接届く仕

レーターが即座に品出しに取りかか

はグーグルの「アンドロイド」を搭載

組みとなっている。

ることができるため、受注から出荷す

した端末で利用可能。フルタニラン

るまでに掛かっていた時間が従来の

バーでは約1,500社の取引先に利用

従来は営業担当者が電話などで
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を呼び掛け、今年5月の運用開始以
降、アプリ経由の発注が順調に伸び
ている。

ものづくり補助金を活用
顧客の声が開発を後押し
「以前から当社の仕事のやり方は
アナログだなと感じており、インター
ネットを使った発注プラットフォーム
を構築し効率化したいと考えていた。
また、2015年から年1回、実施してい
る顧客アンケートでも、“ 納品までの

棚卸しは倉庫内を歩きながら。読み取り装置を在庫にかざせば自動的に数が集計される。

リードタイムを短縮してほしい”、“ 商
品ラインアップや在庫情報をネット上

RFID とは「近距離無線通信を用い

の専門家派遣制度を活用し、中小企

で分かるようにしてほしい”といった

た自動認識技術」のこと。回転寿司

業診断士のアドバイスを受けながら、

声が多く、こうした課題を解決した

店で会計時に重ねた皿にハンディサ

新たに事業計画を策定した。古谷社

かった」。アプリを導入した経緯につ

イズの読み取り装置をかざし、伝票

長は「事業計画は ISO9001 を取得し

いて、こう話すのは古谷隆明社長であ

を発行するのを見たことがある読者

た 2016 年の策定以来、アップデート

る。開発に当たっては、
「 ものづくり補

も多いだろう。これに使われている

されていなかった。当社の強みや経

助金」を活用し、申請時には I S I C O

のが RFID である。

営課題が明確になったほか、客観的

がサポートした。

フルタニランバーでは、あらかじめ

な意見を聞けて新たな気づきを得ら
れた」と振り返る。

アプリの機能や導入メリットはほ

商品名や仕様などの情報を記録した

かにもあり、今までは電話やファクス

RF タグを入荷した商品に貼り付けて

新設住宅着工戸数が減少するな

で知らせていた配送状況を、取引先

おき、その情報を専用の読み取り装

ど、事業を取り巻く環境は厳しさを

自らがいつでもどこでも確認できる

置で取得して、在庫数などを把握す

増す。一方で古谷社長は「公共建築

追跡サービスもその一つだ。これに

る。同社は敷地が 6,700 平方メート

物を木造化するなど、自然素材へと

合わせ、配送ドライバーが納品時間を

ルと広く、木材を保管しておく倉庫が

回帰する流れが強まっていて、追い

記録していた日報も不要になった。

7 棟もある上、取り扱う商品は 5,000

風も吹いている」と話し、その言葉

アイテムを超える。年 2 回の棚卸しは、

通り、新規の取引先や学校教材など

同時にログインができる上、注文履歴

1 人でやれば 2 週間はかかる煩雑な

非住宅分野の注文も増えてきた。こ

などの情報は随時更新、
共有できるよ

作業で、人が数えるため正確性も十

うした需要をしっかりと取り込み成長

うになっているため、二重発注などの

分とは言えなかった。しかし、RFID

軌道を描いていくための大きな強み

ミス防止にもつながっている。

を活用すれば、社員が読み取り装置

となるのが、世界各国から直接仕入

今後、家具用材以外の商品もアプ

を商品にかざしながら倉庫内を歩き

れた高品質の木材の豊富な在庫であ

リで発注できるよう、さらに機能を充

回るだけで、在庫数が集計されるた

り、業界初となる受発注管理アプリ

実させていく計画だ。

め、半日程度で正確に棚卸しができ

や在庫管理シス

るようになった。

テムの 完 成 は、

また、アプリには複数の端末から

読み取り装置をかざせば
棚卸しが完了
ものづくり補助金の活用はこれに

事業承継を機に
新事業計画を策定

とどまらず、在庫管理システムも新た

古谷社長が現会長の父親から経

に構築した。このシステムで利用して

営のバトンを受け継いだのは元号が

いるのが「RFID」と呼ばれる技術だ。

改まった昨年 5 月。その後、ISICO

一層の競争力強
化につながりそ
うだ。
受発注管理用のアプ
リ画 面。寸法で絞り
込 み 検 索 が で きて、
在庫の有無も確認で
きる。
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令和２年度

ISICO 組織体制紹介

総務企画部
●

経営支援部

組織の管理と事業の総合調整

■ 総務企画課

●

☎ 076-267-1239

●

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

■ 産業情報課

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

■ 経営支援課

産業振興部
●

●

☎ 076-267-1001

☎ 076-267-1244

課題解決に向け、
アドバイザーが窓口相談を行うほか、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。
また、事業承継準備の
「気付き」
を促すために、事業承継診断を
実施します。

■ 新事業支援課

☎ 076-267-1244

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
ミナーの開催、ネットショップの訓練の場として
「お店ばたけプラ
ス」
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。

「創業支援サポートデスク」
を設置し、起業に必要な知識の習
得、事業計画の作成支援等を行います。
また、将来の成長が期待される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。

■ 産業支援課

■ 設備支援課

☎ 076-267-1145

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。

受注開拓支援、販路開拓支援

■ 受注開拓課

☎ 076-267-1140

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、
ビジネスマッチングのための各種展
示会・懇談会等を開催しています。

■ 販路開拓課

☎ 076-267-1140

地域資源を活用した新製品や石川ブランド優秀新製品等を、
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
都圏等のバイヤーを対象に商談会を開催しています。
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中小企業者等が希望する設備を当機構が現金一括で購入し、
長期・固定金利で割賦販売
（完済後に所有権を移転）
します。県お
よび全市町で利子助成があります。

再生支援室
●

☎ 076-267-1189

中小企業の経営改善や事業再生の支援

県内中小企業の経営改善・事業再生におけるさまざまな課題
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、経営改善計画の策定から金融機関との調整まで企業の状況
に応じた支援を行います。

販路開拓推進部
●

☎ 076-267-1174

石川県よろず支援拠点
■ 加賀サテライト ( 小松 )
■ 能登サテライト ( 七尾 )
■ 能登サテライト ( 輪島 )
●

☎ 076-267-6711

☎ 0761-21-1139
☎ 0767-52-1225
☎ 0768-26-2333

中小企業・小規模事業者の総合支援

「よろず支援拠点」
は、多様な分野の専門家
（中小企業診断士・
ITコーディネータ・弁理士・税理士・社労士・デザイナー等）
が在籍
し、中小企業・小規模事業者の皆様の売上拡大や経営改善等の
経営課題の解決に向けて、一歩踏み込んだ専門的な提案を行い
ます。
また、議題解決に向けて相談内容に応じた適切な支援機関の
紹介や課題に対応した支援機関の相互連携をコーディネートし
ます。

ISICO ORGANIZATION

事業引継ぎ支援センター

●

☎ 076-256-1031

事業の円滑なバトンタッチを支援

●

事業引継ぎにかかる窓口相談を行っています。
後継者不在などで事業の存続に悩みを抱える県内中小企業、
そしてこれらの経営資源を引き継ぐ意欲のある中小企業、
「引継
ぎ創業」
を検討している方に対して、専門のコーディネーターが
事業引継ぎにかかる課題解決に向けた助言、情報提供、マッチン
グ支援等を行っています。

プロジェクト推進部
☎ 076-267-6291

産学官・産業間連携による研究開発プロジェクトを促進するた
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。

■ 研究交流推進課

☎ 076-267-6291

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。

産業化資源を活用した新事業創出や農商工連携を支援

■ 地域産業支援課

☎ 076-267-5551

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。

■ 農商工連携推進課

☎ 076-267-5551

農林水産物を活用した商品開発、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。

■ 能登サテライト

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

■ いしかわクリエイトラボ

☎ 0761-51-7100

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ていま
す。

☎ 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。

■ 石川ハイテク交流センター

☎ 0761-51-0106

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。

地場産業振興センター

地域振興部
●

●

■ いしかわフロンティアラボ

産学官・産業間連携の推進
● 共同研究による技術開発支援
●

■ 技術開発支援課

サイエンスパークオフィス

☎ 0768-26-2333

ISICOの能登地域の拠点として、各種支援制度の情報提供、相
談に対応しています。

産学官交流・人材養成の拠点
● 需要開拓の支援
●

■ 管理課

☎ 076-268-2010

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
ランなども備えています。

■ 企画展示課

☎ 076-268-2010

石川県の地域資源等を活用した新商品の普及・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。
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新型コロナウイルスの影響で、
テレワークや非対面コミュニケーションが推奨されるよう
になり、
オンライン会議システムの利用機会が増えています。
とはいえ、
「よく分からない」
「導入はこれから」
という企業もまだまだたくさんあります。そこで、石川県よろず支援拠
点でITコーディネータを務める越田幸一さんにオンライン会議システムを活用する上で
のポイントなどを聞きました。

オンライン会議システムで
コロナ対策と働き方改革を
石川県よろず支援拠点コーディネーター

越田 幸一 氏（ITコーディネータ）
オンライン会議のメリットについて、
あ
らためて教えてください。
会議や打ち合わせのために、わざ
わざ出向く必要がなくなります。パソ
コンやスマートフォンがあれば、自
宅や外出先など、どこにいても顔を
見ながらコミュニケーションが可能
です。旅費や移動時間がかからず、
遠隔地への営業活動でも重宝しま
す。社外での仕事が多い職種でも、
会社に戻らず車内や自宅からミー
ティングなどに参加できますので、
効率化や働き方改革にも大きな効
果を発揮します。
どのように利用すればよいですか。
パソコンやスマホに専用のアプリ
をダウンロードして使うほか、ウェブ
ブラウザ上から利用できるものもあり
ます。昔は専用の機器が必要で、導
入費用も高額でしたが、現在は社内
のパソコンで事足りる場合も多く、無
料あるいは比較的低料金で利用が
可能です。
一口にオンライン会議システムと言って
も、いろいろなサービスがあるようですね。
今、一番人気があるのは「Zoom
（ズーム）」です。画質や音質、処
理スピードなどトータルバランスが
よく、動作が軽いので少し古いパ
ソコンでも問題なく使える点などで

他のサービスに先行しています。
「Microsoft Teams（マイクロソフト
チームズ）」
「Google Meet（グーグ
ル ミート）」といった大手のサービ
スも利用が増えています。日本製と
しては約20年前からサービスを提
供している「V-CUBE（ブイ キュー
ブ）」があります。
機能面ではどのような特徴がありますか。
プレゼンする際に資料を画面上
で共有できる点が特徴の一つで
す。Word、Excel、PowerPointと
いったビジネスシーンでよく使わ
れるソフトはもちろん、ウェブブラ
ウザを開いて記事を参照したり、
YouTubeで動画を見たりしながら話
し合うことも可能です。
各社の機能に違いはありますか。
基本的な機能は共通しています
が、違いもあります。例えばZoomで
はホワイトボード機能が簡単に使え
るようになっていて、画面上で図や
絵を描いて共有するのに便利です。
また、Zoomのブレイクアウトルーム
機能を使えば、大人数の全体会議
の後、参加者をグループに分け、
ネット上の個別の会議室でミーティ
ングなどを開くことができます。
Microsoft TeamsやGoogle
Meetであれば、ExcelなどOfficeの
ファイルを参加者が画面上で共同

編集することが可能です。
セキュリティ面で不安を感じている人
も多いようです。
解 決しつ つあります 。例え ば
Zoomであれば、関係ない人が会議
に混ざらないよう、主催者が事前に
チェックする待機室機能が有効で
す。また、アプリに欠陥があれば、そ
こがセキュリティ上の穴になります
から、アプリからでなくウェブブラウ
ザ上から参加すれば、効果的な対
策になります。
企業にメッセージを。
オンライン会議システムは工夫次
第で使い方が広がり、企業にとって
変革の第一歩になります。ISICOの
新分野チャレンジ緊急支援費補助
金（補助上限50万円、補助率4/5）、
国のIT導入補助金（特別枠・C類
型／補助上限450万円、最大補助率
3/4）など、今年はITを活用して非
対面型のビジネスに取り組む企業
のための助成制度がいくつも設けら
れていますから、これらも活用しな
がら導入を検討してください。

※今号の誌面制作に当たっては、マスクの着用など感染症対策を行った上で取材いたしました。取材対象者には、撮影時のみマスクを
外していただき、
その際も取材スタッフとの距離に十分配慮いたしました。

［発行月］2020年7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

