
（公財）石川県産業創出支援機構  Ishikawa Sunrise Industries Creation Organization

vol.116

02  巻頭特集

あらゆる事業承継の相談をワンストップで
県事業承継・引継ぎ支援センターが4月に始動
事例紹介／（株）  金沢歯科技研

10
	 注目の支援メニューを紹介

	 使って役立つ！
	 ISICOのトリセツ
	 いしかわ起業小町

06
	 	制度を活用した取り組み

	 フロム・ユーザーズ
	 （有）笠原	（笠原健招堂薬局）
	 （株）ノスタルジックカンパニー

12
	 ISICOからのお知らせ

	 イシコ・トピックス



親族内承継にも
第三者承継にも対応

　石川県事業承継・引継ぎ支援セン
ターは税理士や中小企業診断士、
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人材14人が
秘密厳守で無料相談に対応します。
　同センターではまず、商工会や商
工会議所、金融機関など88機関で
構成するネットワーク構成機関と連携
し、県内企業における事業承継のニ
ーズを掘り起こします。また、経営者
や後継者に事業承継に向けた早期
の準備について気づきを促すため、
事業承継診断やセミナーを実施し
ます。

　事業承継をしたくても後継者がい
ない企業に対しては、要望に応じて
M＆Aの候補企業を探し、マッチング
します。この際、よりスムーズに事業を
引き継ぐため、事業・資産・財務状況
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の会社の
磨き上げについてもサポートします。
　親族や役員、従業員に引き継ぎた
い、あるいは誰に継がせるかまだ決
まっていない場合は、課題の整理や
解決に向けてアドバイスするほか、事
業承継計画書の策定、後継者の育
成をサポートします。また、経営者によ
る個人保証が事業承継のネックにな
っているようであれば、経営者保証コ
ーディネーターが企業債務の個人保

証を解除できるよう支援します。

5年で719社の相談に対応、
87件で引き継ぎが成立

　そもそもISICOでは、2015年10月
に国の委託を受けて「石川県事業
引継ぎ支援センター」を開設し、本格
的に事業承継の支援をスタートさせ
ました。同センターでは第三者、役員・
従業員等への事業の引き継ぎを支
援し、2021年2月末までに累計で719
社の相談に対応、このうち87件で事
業承継を完了しました。
　また、2017年からは国の事業承継
ネットワークの地域事務局を務め、ニ
ーズの掘り起こしと親族内承継の支

中小企業・小規模事業者にとって、経営者の高齢化と後継者難は、業績悪化や廃業に直結する
問題です。帝国データバンクが2020年に実施した調査によれば、事業承継を経営上の問題と認
識している企業は67％に上りました。また、約40％の企業で事業承継の計画があるものの、この
半数以上がまだ進めていないことも明らかになっています。事業承継に関する悩みを抱えた経営
者らを支援するため、今年4月1日にISICO内で発足するのが「石川県事業承継・引継ぎ支援セ
ンター」です。従来からの機能をさらに強化し、あらゆる事業承継にワンストップで対応する同セ
ンターとISICOがこれまでに手掛けた支援事例を紹介します。

あらゆる事業承継の相談を
ワンストップで

県事業承継・引継ぎ支援センターが4月に始動

多田久俊氏（前列中
央）を中心に中小企業
の事業引き継ぎをサ
ポートするスタッフ。



援を行ってきました。
　今年4月に発足する石川県事業
承継・引継ぎ支援センターはこの二つ
を統合し、支援策を拡充した組織で
あり、これによりワンストップであらゆる
かたちの事業承継について総合的
にきめ細かく支援する体制が整いま
した。

データベースを活用し
広域的なマッチングも可能

　これまで県事業引継ぎ支援センタ
ーのチーフコーディネーターを務め、
4月から発足する新組織では統括責
任者を務める多田久俊氏はこれまで
を振り返り、次のように話します。
　「支援の開始以降、年々相談件数
が増える傾向にあり、県内でも事業
承継の悩みを抱える企業が多いと実
感しています。もともと親族への承継
が多い石川でも、後継者難から第三
者への承継が増加し、企業ではなく
個人が引き継ぐ事例も見られるように
なりました」。
　こうしたニーズに応えるため、同セ
ンターが活用するのが売り手企業と
買い手企業の情報が登録されたデ
ータベースです。データベースに登録
された情報は全国の事業引継ぎ支
援センターが閲覧できるため、県内
企業同士のマッチングにとどまらず、
広域的にM＆Aの候補を探すのに
役立っています。

人材バンクで
創業目指す個人と橋渡し

　また、近年増えているのが2017年
11月に運用を始めた「後継者人材バ

ンク」を活用したマッチングです。これ
は後継者がいない飲食店やショップ
などの小規模事業者と創業を目指
す個人を橋渡しするための事業で、
これまでに47人が登録し、4件の引き
継ぎが実現しました。創業希望者に
とっては、一から起業する場合に比
べ、店舗や設備、人材、得意先といっ
た有形・無形の経営資源を引き継い
で経営をスタートできるため、創業時
のコストやリスクを低減できるメリット
があります。
　

後継者不在で廃業すれば雇用が失
われ、その企業が培ってきた技術や
商品、サービス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。売り手企業と買い手
企業のマッチング、後継者の育成に
は時間が掛かるのも事実であり、多
田氏は「事業承継に向けた準備は
早期に始めていただくことが大事で
す。気軽にセンターまで相談してくだ
さい」と呼び掛けています。

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。

石川県事業承継・引継ぎ支援センター

● 気づきの機会の提供
     （事業承継診断）
● 専門家派遣による経営改善
● セミナーの実施
● 経営者保証解除に向けた
　 専門家支援など
※主に親族内承継を支援

ワンストップ体制による支援で円滑な事業承継・引き継ぎを推進

● M&A・マッチング支援
● 金融機関・仲介事業者への
　 取り次ぎ
● 後継者人材バンクなど
※第三者承継を支援

事業引継ぎ支援センター

統合

事業承継ネットワーク

【センターの概念図】

石川県事業承継・引継ぎ支援センター
金沢市鞍月 2丁目 20番地
県地場産業振興センター新館 2階（ISICO内）
TEL ／ 076-256-1031

支援メニューやセミナーなどに関する最新情報はこちら！
URL　https://ishikawa-jigyou-hikitsugi.net



前社長が高齢を理由に
10年前に引き継ぎを打診

　金沢歯科技研では、歯科治療に
際して必要となる詰め物や差し歯、
義歯、矯正装置といった補

ほ

綴
てつぶつ

物を医
師の依頼を受けてオーダーメードす
る歯科技工所である。製造や加工を
手掛けるのは、国家資格を持つ歯科
技工士だ。業界では歯科技工士が5
人未満の事業所が大多数を占める
中、同社には23人が在籍し、地方都
市としては比較的大きな規模で運営
されている。
　1973年の創業以来、歯科学会へ
の参加のほか、取引先である金沢大
学附属病院をはじめ、材料・機械メー
カー、開業歯科医との幅広いネットワ
ークを活用しながら情報収集や研究
活動に取り組み、磨き上げてきた熟
練の技術が最大の強みだ。
　そんな同社で事業承継の兆しが
見え始めたのは今から約10年前のこ
とだった。創業メンバーの1人であり、

長らく社長を務めてきた川
かわしり

尻汎
はんいち

一さん
（現会長）が年齢を理由にそろそろ
経営のバトンを渡したいとの意向を示
したのである。川尻さんは当時、74歳
だった。後継者候補として、引き継ぎ
を打診されたのが現在の社長で、当
時48歳の小

お

田
だ

垣
がき

 享
とおる

さんだった。

親族を差し置いての
社長就任に二の足

　小田垣さんは京都府出身で大阪
の歯科技工士学校を卒業後、1985
年に入社し、社長就任を打診された
当時は技術部門の責任者である取
締役技工部長を務めていた。技術面
での能力は申し分ないとはいえ、小
田垣さんは川尻さんの言葉に即答す
ることはできなかった。
　理由はいくつかあった。一つは企
業のオーナーが親族ではなく、第三
者に会社を譲ることについての疑問
だった。同社には川尻さんの娘婿も
在籍していた。キャリアで言えば、小

田垣さんの方が随分と長いとはいえ、
自分が継ぐことで後々禍根を残すよ
うなことになるのではという懸念が消
えなかった。
　株式を購入するための資金の工
面も重い課題だった。
　また、小田垣さんはもちろん、川尻
さんにとっても事業承継は初めての
取り組みであり、具体的にどのように
進めればよいか分からなかったことも
理由の一つだった。歯科技工士のキ
ャリア形成は昔ながらの職人の徒弟
制度のようなもので、引き継ぎのプロ
セスにおいて小田垣さんが師匠であ
る川尻さんと腹を割って対等に話し
合うのが難しく感じたことも二の足を
踏んだ理由だった。さらに、会社を辞
め、独立を検討していたことも小田垣
さんを逡巡させた。

第三者が入ることで
意見の調整がスムーズに

　その後、膠
こうちゃく

着状態のまま年月が過

事業承継事例

（株）金沢歯科技研
金沢市神宮寺3丁目19番3号
TEL. 076-252-2145

■ 代  表  者 小田垣 享
■ 設　　立 1973年4月
■ 資  本  金 1,000万円
■ 従業員数 31名
■ 事業内容 歯科補綴物 （詰め物、差し歯、
 義歯、矯正装置）の製造、加工、販売

専 門 家 の アド バ イ ス で 事 業 承 継 が 前 進
就任後は成長目指し、デジタル化を推進

2019年8月に事業を引き継いだ小田垣享社
長。人手不足に対応するためデジタル技術の
導入などを積極的に進める。

http://www.kanazawa-ireba.com



ぎ、転機が訪れたのは2年前のことだ
った。小田垣さんが後で詳しく述べる
歯科技工のデジタル化に向け、もの
づくり補助金の申請について相談す
るためISICOを訪れた際、事情を聞
いた職員が支援を提案したのだ。
　小田垣さんがISICOの支援を受け
たいと川尻さんに話すと「おれとお前
で決めればいい。第三者に入っても
らう必要はない」といったんは反対さ
れたが、客観的な目で見てもらい、計
画的に進めるためだからと説得。そ
の後、専門家のサポートを受けながら
事業承継計画書を策定した上で、懸
案事項を一つずつクリアしながら約1
年をかけてさまざまな課題を解決し、
2019年8月にトップを交代した。
　小田垣さんの心に引っかかってい
た川尻さんの娘婿との関係について
は、自身はあくまでも中継ぎの社長で
あり、いずれ社長の座をオーナー家
に返す方向で考えを整理した。株式
については元々保有していた10％分
に加え、既に退任していた創業メン
バーの1人の厚意で20％分の譲渡を
受け、持ち株比率を30％にまで高め
ることができた。
　小田垣さんは「第三者である専門
家に入ってもらうことで、客観的に意
見を聞いてもらい、プロの目線で調整
してもらうことができて本当に助かっ

た。計画書の策定によって取り組む
べき課題とその進み具合が明確にな
り、計画的に事業承継を進めること
ができた」と振り返る。

デジタル技術を導入し
効率化にチャレンジ

　小田垣さんが新社長として現在、
事業の発展に向け、注力するのが先
ほども触れた歯科技工のデジタル化
である。従来、差し歯や入れ歯など
の補綴物は、経験を積んだ歯科技
工士が石こうの歯型をもとに手作業
で製造してきた。一方、同社がチャレ
ンジしているのは、高精度光学カメラ
で撮影した患者の口腔内の画像をも
とに3次元CAD／CAMで歯をデザ
インし、そのデータを使って切削加工
機や3Dプリンターによって補綴物を
作る方法だ。技術の確立を目指し、同
社では必要な機材をものづくり補助
金で導入して研究開発を続けてい
る。
　小田垣さんがデジタル化を進め
る背景には、より質の高い補綴物の
製造はもちろんのこと、人手不足へ
の対策がある。歯科技工士にはきつ
い、汚いといったイメージがあるほか、
補綴物の種類ごとに工程や求めら
れる技術が異なるため、一人前にな

るまでに時間がかかることから、業界
では人手不足が深刻化している。こ
れに対応するのが、人手不足や経験
不足を補ってくれるデジタル技術とい
うわけだ。また、作業が効率化されれ
ば、働き方改革が進み、社員の定着
率アップにもつながる。
　このほか、営業活動での協力や高
額な設備の共同保有、技術交流など
を目的として、地元の歯科技工所と
業務提携を結ぼうと協議を進めるな
ど、小田垣さんは「自分が社長を務
めているうちに、できるだけ企業が成
長できる体制を整え、次の代にバトン
タッチしたい」と、意欲的に新たな一
手を繰り出している。

ものづくり補助金を活用して導入した切削加工機や3Dプリンター、3次元CAD／CAMなど。作業の効率化を目
指しデジタル化に挑戦している。

歯科補綴物を製造する歯科技工士。熟練した技能
を生かし、一つ一つ丁寧に作り上げる。



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。

　笠原健招堂薬局の患者は地域柄、
高齢者が多く、全体の70％を占めて
いる。こうした高齢患者に多発する
問題が薬の飲み忘れで、これを予防
するため、同薬局では以前から一包
化調剤を採用している。
　一包化（分包）とは、複数の薬を服
用するタイミングごとに一袋ずつパッ
ケージ化することを指す。一袋にまと
めることで飲み間違いや飲み忘れ、
紛失などの恐れを大幅に低減させる

ことができる。
　一方で、薬を調剤する薬剤師には
相応の手間がかかる。特に、同薬局
では一つの病院の複数科にわたる処
方薬を一包化するだけでなく、複数の
病院にかかっている場合でも各病院
の医師の了解を取り一包化している。
そのため、パッケージ化する薬の種類
が多く、処方せんを受け取ったその日
のうちに調剤しきれず、残業したり翌
日に持ち越したりするケースが少なく
なかった。そこで、一包化作業を効率
化するため、ISICOの補助事業を
利用して導入したのが小型全自動分

包機である。

　旧来の手まき式分包機では、まず
診療報酬明細書を作成するレセプト
コンピューターから調剤する薬のリス
トを紙に出力し、棚から必要な薬を取
り出す。その後、一つ一つのますに手
作業で錠剤を1個ずつセットし、機械
でパッケージ化する。
　これに対し、自動分包機では、レセ
プトコンピューターから薬のデータが
転送される。薬を取り出すのは手作業
だが、自動分包機に設けられたカセッ
トに錠剤を薬種別にまとめて入れれ
ば、後は機械が自動的に封入してくれ
る。さらに、袋に「朝食後」「夕食後」
といった印字もできるようになった。

一袋にまとめて
間違い、飲み忘れを防ぐ

薬の分包を自動化
遅延と残業を一掃

大正時代から富来で営業を続ける笠原健招堂薬局は調剤だけでなく、地元の
利用者や全国の幅広い年代からの健康相談にも対応している。とりわけ同薬
局を特徴付けるのが、高齢者の薬の管理を薬剤師がサポートしている点で、
ISICOの「AI・IoT等を搭載した設備導入支援事業」によって調剤や薬歴確認
を省力化し、患者一人一人によりきめ細やかな対応を実現している。

全 自 動 分 包 機 と電 子 薬 歴 システムを 導 入
業務の効率化進め、患者サービスの充実へ

（有）笠原（笠原健招堂薬局）
志賀町富来領家町甲63-4
TEL. 0767-42-2606

●会社ホームページ
　https://kasahara-kenshoudou.com

■ 代 表 者 笠原 守郎
■ 設　　立 1925年
■ 資 本 金 300万円
■ 従業員数 2名
■ 事業内容　調剤薬局

小型全自動分包機。2人の薬剤師が「これがなければどちら
かが倒れていたかも」と表現するほど、一包化作業を改善した。



　全自動分包機の導入により、一包
化のリードタイムは瓶に入った薬剤の
場合、8分から6分に短縮された。数
字上はそれほど大きな改善ではない
が、機械が薬を一つずつ分けてくれ
るので、薬剤師の笠原友子さんは「手
間が3分の2になったように感じる」と
話す。人が張り付かなくてもよいの
で、調剤の依頼が大量に来た際は新
旧の分包機を同時稼働させて対応す
ることが可能になり、残業はほぼなく
なったという。

　同薬局では患者をフォローするため
残薬整理にも取り組んでいる。残薬整
理とは、患者が飲み残した薬を回収し
て、使える薬と使えない薬を仕分けし、
医師と相談の上、服用可能なものをあ
らためて一包化することである。
　飲み忘れ自体はあらゆる世代で起
こるが、飲み忘れる量は高齢患者が
圧倒的で、１人で廃棄薬価が328万円
に達するケースもあったという。何よ
り、薬の服用状況は医師の診断を左
右する重要な要素だ。
　このため、同薬局では残薬整理と
合わせて、患者の服用状況などの薬
歴も管理している。笠原さんは「処方
された薬を自販機のように調剤するの
ではなく、患者の反応や薬の効き方を
評価して、医師にフィードバックするこ

とも薬剤師にとって重要な仕事です。
患者が代謝の落ちた高齢者となれば
なおさらのこと」と、かかりつけ薬局
が薬歴を管理する意義を強調する。
　加えて言えば、一度、残薬整理をし
てリセットすると、その後は飲み忘れ
が減る傾向にあるそうだ。残薬整理
と薬歴管理によって、患者の飲み残し
が減り、医師に正確な情報が伝わり、
医療費の削減にもつながって一石三
鳥となっている。

　とはいえ、薬歴管理も一包化と同
様に薬局にとって少なくない負担に
なっていた。というのも、紙に出力し
てファイリングする管理方法だった
からだ。そのため、患者本人や離れて
暮らす患者の家族から問い合わせが
あると、そのたびにファイルを取りに
行ったり、出先であれば帰ってから折
り返したりしていた。
　そこで、薬歴管理を合理化するた
め、小型全自動分包機と併せて導入
したのが電子薬歴システムだ。この
システムはタブレット端末で手軽に薬
歴を確認でき、データをクラウドに保
存しているため外出先からでも薬歴
を閲覧できる。
　特に、笠原さんは金沢大学大学院
先進予防医学研究科の博士課程に
在籍しており、研究や学会、勉強会で

薬局を不在にすることがままある。笠
原さんは「どこにいても患者さんの
データを確認できるので重宝してい
る」と話し、今後は場所を選ばない電
子薬歴システムがさらに活躍する見
込みだ。

　また、同薬局には地元だけでなく、
日本全国から健康相談が寄せられ
る。それは、地元出身者の口コミに加
え、笠原さんに糖尿病に関する著書
があるためで、相談者の利便性を考え
て対面、電話、ファクス、メール、ウェブ
サイト、ビデオチャットとさまざまな窓
口を用意する。
　遠隔地からの相談者には、市販薬
や漢方薬を配送販売しており、売り上
げの38％を占めるまでになっている。
この配送販売でも、自動分包機が活
躍する。そのまま発送すると対面で
受け取らなければならない瓶入りの
薬も、分包化することで郵便受けに入
るメール便で送ることができ、荷物の
受け取り、ひいては服薬がスムーズに
なるわけだ。
　笠原健招堂薬局では、今後も業務
の効率化と省力化を可能な限り進
め、こうした健康相談の時間をもっと
確保して、患者サービスを充実させて
いく方針だ。

管理は紙からデータへ
どこからでもアクセス可能に

「悩みや生活習慣からひもといた『今の体の状態』が分かると、
改善に何が必要かも分かる」と話す薬剤師の笠原友子さん。

薬局や自宅、外出時も常にタブレット端末を携帯し、いつでも
問い合わせに対応できるようにしている。

服用可能な飲み残し
あらためて一包化

全国から健康相談
窓口は柔軟に設定



各種支援制度の利用者に聞く

　中古物件の仲介からリノベーショ
ンまで、ワンストップで提案するノスタ
ルジックカンパニーは、住む人を「ど
こか懐かしい」「なんだか落ち着く」
気持ちにさせるノスタルジックスタイ
ルをコンセプトに、個性的な住空間を
提供している。
　同社のリノベーションの特徴は、温
かみのある古材や素材感を生かした
建材、昔ながらの塗り壁などを使うこ
とで、年月を経た建物が持っている“味
わい”を最大限に生かすことである。
　また、家全体の調和を考えた配色
や間取り、家具の配置などは、共同で

代表取締役を務め、インテリアコー
ディネーターの資格も持つ池内真紀
子さんと寺嶋直美さんの感性で決め
ている。
　池内さんは「くつろぎたくなる家と
は、インテリアのデザインも大事な要
素だが、基本的に暮らしやすくなけれ
ばならない」と指摘し、間取りでは、家
事の動線を重要視。料理や洗濯、掃除
といった家事の負担を軽くするため、
住む人のライフスタイルに合わせて無
駄なく動ける間取りを提案している。

　リノベーション業界で独自の方向

性を打ち出し、30 ～ 40代女性の顧
客から支持されているノスタルジック
カンパニー。その出発点は、ママさん
バスケットボールのチームメートだっ
た2人が、2003年に雑貨店を開業し
たことだった。当初から住宅の内装
工事などに関心があったものの、イ
ンテリアコーディネートの事務所を立
ち上げても依頼はほとんどない。そ
こで、店舗の内装を2人好みのデザイ
ンにセルフリノベーションし、アクセン
トとして雑貨を展示販売することに

くつろぎたくなる住まい
家事動線の無駄を省く

リノベーションに
先駆けて取り組む

近年、中古住宅や古い町家を改修して住まいの性能を新築の状態よりも向上
させたり、価値を高めたりする「リノベーション」が盛んだ。人気の理由は新築
よりも手ごろな値段でオリジナリティーの高い住まいを実現できる点にある。
石川県内でいち早くリノベーションを手掛けてきたノスタルジックカンパニー
も、時流に乗って成長を遂げ、業績を着実に伸ばしている。

ワ ン ス ト ッ プ の 住 宅 事 業 を 推 進

女 性 の 感 性 でリノベーション

（株）ノスタルジックカンパニー
金沢市新保本3-104
TEL. 076-227-9710

●会社ホームページ
　http://fie-good.com

■ 代 表 者 池内 真紀子、寺嶋 直美
■ 創　　業 2003年7月
■ 資 本 金 300万円
■ 従業員数 4名
■ 事業内容　建築に関わるコーディネート・
 　　　　　プランニング・デザイン

同社が運営する「besso 片山津温泉」。内装は片山津の象徴でもある
柴山潟をイメージし、ノスタルジックな雰囲気に仕上げている。

統一感のあるコーディネートでノスタルジックスタイル
の装いとなった金沢市内のショールーム兼事務所。



した。
　さらに、仕事の内容を家づくりに
シフトしていくため、再び店舗を改装
した。そのインテリアスタイルを気に
入った客から新築住宅の建設の依頼
があり、ここから徐々に建築の仕事に
軸足を置いていく。
　転機となったのは、リフォームを依
頼してきた顧客への「リノベーション」
の提案だった。リフォームは老朽化
した家を直す原状回復だが、リノベー
ションは新築のように機能やデザイン
を一新する。まだ石川県ではリノベー
ションという言葉が一般的でない中、
先駆けとなって取り入れた。寺嶋さん
は「施工後の刷新された様子に楽し
さと魅力を感じ、機能や価値をプラス
する家の再生に活路を見いだした」と
話す。
　ただ、建築士ではなく、工務店でも
ない２人には、施工例が少なく、信用
力も足りなかった。コンセプトにひか
れた妻から問い合わせがあっても、
実際の打ち合わせで夫が難色を示す
ことも少なくなかったという。

　営業活動をする時間と人員を割け
ない中、実績を積むほかない状況下

で力を入れたのがホームページの充
実だった。自社のコンセプトや施工
例のほか、何よりノスタルジックな住
まいの魅力を伝えることに腐心した。
また、常に検索結果の上位に表示さ
れるよう、SEO対策にも積極的に取
り組んだ。
　ホームページからの依頼が徐々に
増え、事業が軌道に乗ったことから、
2014年に法人化した。国の創業補助
金を活用し、ノスタルジックに改装し
たショールーム兼事務所を開設した。
2017年には、リノベーションしたい家
を探す顧客の要望に対応するため、
宅地建物取引業の資格も取得し、不
動産部門として「しろくま不動産」を
立ち上げた。
　さらに、カフェをオープンしたいと
考えていたところ、以前リノベーショ
ンを担当した顧客がカフェの物件を
探していることを知り、両者の思いが
一致する形で、事務所内に併設した。
同社にとってカフェは、訪れる客がコ
ンセプトに触れるきっかけを生む場
となっている。
　現在、リノベーションなどの問い合
わせが年間約50件あり、そのうち約
20 ～ 30件が成約につながっている。
営業を一切しないにもかかわらず成
約率が高いのは、既製の住宅では実
現できないオリジナル住宅を求める

顧客が増えたからで、同社のコンセプ
トが時代にマッチしたと言える。立ち
上げ時は約6,000万円だった売り上げ
も、前年度は約1億4,000万円と倍以上
に増えている。

　最近、同社が力を入れているのが
空き家を生かした「まちづくり」であ
る。新旧の文化が融合する重層的な
まちを目指しており、その夢を実現す
る場所として選んだのが加賀市の片
山津温泉だ。「山代温泉や山中温泉
は、まちとして完成している。片山津
温泉は自分たちでまちの姿を描ける
“余白のあるまち”だ」と寺嶋さんは
語る。昨年、築30年以上の建物をリノ
ベーションし、宿泊・飲食施設「besso
片山津温泉」として生まれ変わらせ
た。自分の家のような居心地の良さを
追求し、明るく柔らかな雰囲気に仕上
げている。
　人口が減少し、今後、日本各地で空
き家が増えていくのは確実であり、池
内さんは「空き家に困っている人と空
き家を探している人をマッチングする
相談窓口としての役割を果たしたい」
と話し、まちの再生にも取り組む考え
だ。

ショールーム兼事務所に併設されたカフェ。天井部分が開放的で、
ゆったりとした空間が生み出されている。

「一人一人のほっとする空間を提供していきたい」と話す
寺嶋さん（左）と池内さん。

ショールームで
コンセプト伝える

空き家を活用して
まちの再生を



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。

起業に役立つセミナー情報や
先輩起業家の経験談を掲載

　いしかわ起業小町では事業開始
に合わせ、女性がしなやかに未来に
向けて前向きに進む姿をイメージし
たロゴマークも制作しました。
　専用ウェブサイトでは、起業の準備

段階から実際に事業開始後の支援ま
でISICOの起業サポートについて4コ
マ漫画を交えて分かりやすく紹介し
ているほか、セミナーやイベント、交
流会などの情報を発信しています。先
輩女性起業家の経験談から起業の
ヒントを得てもらおうと、今年度は5人
の記事も掲載しました。

　情報発信にはフェイスブックやイン
スタグラム、ツイッターといったSNSも
活用しています。

金澤表参道の町家で
チャレンジショップを定期開催

　いしかわ起業小町では2021年
度、起業を志す女性に開業後のイ
メージを膨らませてもらうとともに、
自身の思いやアイデアを詰め込んだ
商品やサービスを試験的に販売し
て見直しにつなげたり、人脈を広げ
てもらうため、築150年の金澤町家
を改修したシェアスペース「Nigiwai 
Space新保屋」（金沢市安江町）で、
チャレンジショップの定期開催を予
定しています。
　これに先立ち、「お店を出してみた
い」「教室を開きたい」という女性を
応援するプレイベントとして、女性起
業家によるオンライントークライブを3

3月1日にオープンした「いしかわ
起業小町」のウェブサイト。イベ
ント情報や女性起業家の経験
談などを発信する。

ISICOは今年度、起業を志すさまざまなステージにいる女性や事業成長に課題を抱える起業間もない女性をフォ
ローするため、従来の支援内容をリブランディングし、「いしかわ起業小町」とネーミングしました。女性の先輩起業
家を講師に招いた少人数での座談会形式のセミナーイベントを開催するほか、3月1日には専用ウェブサイトをオー
プンするなど、自分のアイデアやスキルを生かして起業したい女性に寄り添い、夢の実現を後押しします。

起業を目指す女性のチャレンジを支援
専用ウェブサイトを開設して情報発信

いしかわ起業小町
https://kigyokomachi.com

金沢市内のカフェを貸し切り、リラックスしたムードで開かれた少人数・座談会形式のイベント「ここ★キラ」。



月27日に開催します。
　当日はラジオパーソナリティで新
保屋の番頭を務める松岡理恵さんが
ファシリテーターとなり、2人のスピー
カーに話を聞きます。
　1人は小さな布を折りたたんで花な
どを造形する「つまみ細工」の講師で
ある能登梢さんです。能登さんは独
学でつまみ細工を始め、全国で出張
講座を開催しています。インスタグラ
ムのフォローワー数が8,900を超える
など発信力も抜群で、当日は教室や
ワークショップ開催のノウハウ、集客
のこつ、SNSの活用法などについて
話してもらいます。
　もう1人は石川県よろず支援拠点
コーディネーターで社会保険労務士
の室田律子さんです。室田さんは調
理師の資格を生かし、自ら飲食店の
営業許可を取得した経験もあり、当
日は飲食店を開業する際に必要な許
可や起業時のアドバイスについて話し
てもらいます。

少人数で交流する
座談会イベントが好評

　「どんな準備が必要？」「なかなか
前に進めない」など、起業するには疑
問や不安がつきものです。そんな悩み
の解消につながればと、いしかわ起
業小町が開催しているのが女性の先
輩起業家を講師に招く少人数の座談
会イベントです。
　今年度は金沢市内のカフェを借り
切って、定員5人で4回開催しました。
参加者からは「少人数なのでコミュニ
ケーションが取りやすく楽しかった」
「起業に向けて役に立つ情報が得ら
れた」「女性同士の新たなつながり
ができた」など、好評を得ています。

　2021年度は金沢に加え、県内各地
での開催を計画していますので、起
業に興味のある女性はぜひ参加して
ください。

「創業塾」を初開催
受講者の半数以上が女性

　また、ISICOでは分かりやすく創業
のポイントを伝えようと2月から3月に
かけて「創業塾」をオンライン形式で
初開催しました。
　講師を務めたのは起業支援のプロ
フェッショナル、ジャイロ総合コンサ
ルティング（東京）の渋谷雄

たけ

大
ひろ

社長で
す。渋谷社長は年間講演回数が150
回を超える人気講師です。しかも、同
社は日本で初めてオンラインによる創
業塾を企画、実施した企業で、新型
コロナの感染が拡大する以前の昨年
２月から計画していたそうです。
　創業塾では「失敗しない起業の条
件」「令和時代のビジネスアイデアの
見つけ方」「開業のための資金、利益
が上がる価格＆収支計画のこつ」「ビ
ジネスプラン作成」など、5日間で全
10講座を開講しました。
　受講対象者は県内で起業を検討し
ている人や起業後5年以内の人です。
帝国データバンクの2020年の調査で
石川県の女性社長比率は6.5％と全
国ワースト5位にとどまっていますが、
創業塾の受講者70人超のうち半数
以上が女性を占め、女性の起業意欲
の高まりを感じました。
　このほかISICOでは、産学官金
にわたる県内の支援機関と連携した
「スタートアップビジネスプランコン
テストいしかわ」の開催、起業に関
心のある人や支援者らが気軽に集う
ことのできる場の創出など、起業の

機運醸成から起業家の発掘・育成ま
で切れ目のないサポートを実施して
います。
　もちろん、個別相談にも随時対応
しており、女性スタッフや専門家が
相談内容に応じてオーダーメードの
支援を提供しているので、自身のア
イデアやスキル、経験を生かして起
業したい方は、お気軽にお問い合わ
せください。

2021年度に女性用のチャレンジショップを定期開催する
「Nigiwai Space 新保屋」（金沢市安江町）。

オンライン形式で初開催した「創業塾」。起業支援を手掛
ける人気講師、渋谷雄大社長が講師を務めた。

【お問い合わせ】

ISICO 経営支援部 新事業支援課
TEL.076-267-1244
E-mail：kigyokomachi@isico.or.jp



イシコ・トピックス

　石川県の陶磁器や漆器、染色、金工、木
彫、手づくりガラスや稀少工芸などの次代を
担い、制作に勤しむ若手の工芸作家や職人
の作品を一堂に集め開催します。
　新しい感性と豊かな個性を多彩な工芸ジャ
ンルの作品を通してご紹介します。お近くに
お越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

じばさんギャラリーのご案内
「いしかわ工芸の担い手作品展」開催

［発行月］ 2021年3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

FAX

　今回の巻頭では事業承継についての特
集をさせていただきました。支援する側と
される側のお話を聞いて思ったのは、承継
にはやはり時間がかかるということ。後継
者が不在の会社はもちろん、いらっしゃる
ところでも当事者同士ではなかなか話が
進まなかったり、お金の問題があったり、
さまざまな問題が絡んでスムーズに承継す
ることは難しいと感じました。第三者の視
点からの意見が解決の糸口になることもあ
ります。承継に関して何かお悩みがある方
は、ぜひ一度ISICOにご相談ください。
　今年度の情報誌は今号で最後となりま
す。114号に同封した読者アンケートには
たくさんのご協力をいただき、誠にありが
とうございました。皆様から頂いたご意見
にお応えできるよう、来年度以降もより良
い誌面作りに努めてまいります。今後とも
情報誌『ISICO』をご愛読いただければ
幸いです。どうぞよろしくお願いいたしま
す。（M）

※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。

　ISICOは3月16日、IT企業の新製品開発
プロジェクトの一環として、アフターコロ
ナ時代を見据えた新製品開発の目的を
理解し、重要となる視点を見直すため
のモチベーションアップセミナーをオン
ラインで開催しました。
　前半はMORE経営コンサルティング
（株）代表取締役の日野眞明氏による
「デジタル変革で新製品を作ろう」と題した基調講演、後半は開発したソフトウエアが
全国で多くの導入実績を挙げている県内IT企業3社の代表によるパネルディスカッショ
ンを行い、それぞれの取り組みや製品開発の心構えなどを話していただきました。

アフターコロナ時代を見据えた
新たな製品・サービスの開発を支援
「新製品開発プロジェクト・モチベーションアップセミナー」開催

石川の工芸の次代を担う若手の作品展。写真
は昨年の様子。※28業種60名の351品目、915点を展示

　ISICOは2月26日、ホームページのリニューアルや新規構築を考えている中小企業と
地元ホームページ制作会社とのマッチング商談会をオンラインで開催しました。
　当日は制作会社10社とユーザーとなる企業10社が参加し、Zoomのブレイクアウト
ルーム機能を用いて、参加企業から事前に収集したアンケートをもとに1社あたり複
数社との個別の商談を行いました。その後、商談を継続している企業もあるなど参加
者の満足度も高く、好評を博しました。

中小企業のホームページ整備を促進
「ITマッチング商談会」開催

「第2回いしかわ工芸の担い手作品展」
会　期：	2021年3月24日（水）～5月10日（月）
	 9時00分～17時00分	　※ただし、5月3日～5日は休館
場　所：	石川県地場産業振興センター本館1階

●お問い合わせ
    (公財)石川県産業創出支援機構　地場産業振興センター／TEL:076-268-2010

入場無料

コロナ収束後の開発戦略について理解を深めたセミ
ナー。
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