
六星（白山市）の農業部門で働くス
タッフ。同社ではハローワークをフル
活用し、農業・加工・販売の各部門で
の採用強化に取り組んでいる。詳しく
はP5-9をご覧ください。【表紙撮影／
黒川博司】
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原油・原材料価格の高騰が
新型コロナに続く足かせに

　県経済の状況は、全体的には持ち直しつつあります
が、まん延防止等重点措置の延長などの影響により、
とりわけ観光・飲食業などの業種が厳しい状況に置か
れています。
　加えてウクライナ情勢や円安の進行により、原油・
原材料価格の高騰が深刻化し、コロナ禍からの回復
の足かせとなることが懸念されます。
　こうした状況を踏まえ、地域経済の再生をより確かな
ものとするため、６月補正予算では「新型コロナウイル
スの影響の長期化への対応」と「原油・原材料価格
のさらなる高騰への対応」の二つの側面から経済対
策を講じました。

県事業復活支援金は
国制度の半額まで上乗せ給付

　まず、感染症の影響の長期化に対応するため、「セー
フティネットの拡充」と「需要の喚起」に取り組みます。
　セーフティネットの拡充として、先の当初予算では、
国の事業復活支援金に上乗せする形で、全国トップ
クラスの「石川県事業復活支援金」を創設し、事業者
の事業継続・回復を支援しています。しかしながら、２度
にわたる「まん延防止等重点措置」の延長により、特
に売り上げの減少幅の大きい事業者から、苦境を訴え
る声を聞いています。こうした声を踏まえ、全国トップク
ラスの支援金をさらに手厚く充実し、法人に対しては、
売上規模に応じて国制度の半額まで上乗せ給付する
こととしました。個人事業主に対しても同様です。
　具体的には、売り上げが5割以上減少している中

NEXT
SUPPORT
VISION

県経済を力強い成長軌道に乗せるため、
事業者の課題にきめ細かく対応します
石川県商工労働部長　内田 滋一
ISICOは設立以来、県商工労働部と密に連携し、意欲的に挑戦する中小企業を支援しています。そこで今
回は、新型コロナウイルス感染症のまん延や原油・原材料価格の高騰への対応に向け、県の6月補正予
算に盛り込まれた新たな施策などについて、内田滋一県商工労働部長に語ってもらいました。    
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小企業には最大125万円、個人事業主には最大25
万円を給付します。３割から５割減少している中小企
業には最大75万円、個人事業主には最大15万円を
給付します。
　また、事業者の資金繰り支援としては、2020年度
に新型コロナウイルス感染症緊急特別融資（いわゆる
「ゼロゼロ融資」）を創設し、リーマンショック時の２倍
を超える約2,700億円もの資金を供給してきました。
今後、返済が本格化することになりますが、想定以上
に長引く感染症の影響により、企業によっては返済
に対する不安の声も聞いています。そのため、コロナ
対策融資としては東京都と並び、全国で最長となる
15年の融資期間の新たな借換融資制度を創設し、
金融機関ともしっかり連携して事業者の資金繰りに
万全を期します。事業継続の一助として、ぜひお役立
てください。

飲食店応援食事券を
追加発行して需要喚起

　もちろん、単に事業継続を後押しするだけでなく、落
ち込んでいる地域経済を回復軌道に乗せていくこと
が必要です。そのためには、感染拡大の防止をしっか
りと図りつつ、需要喚起策を講じていかなければなり
ません。
　需要喚起策としては現在、プレミアム率を20％とし
た県独自の「石川県民飲食店応援食事券」を発行し
ています。厳しい状況に置かれている飲食店を、引き
続き支援するため、利用期限を従来の７月24日から9
月末まで延長の上、25万冊、30億円を追加発行し、
総額90億円の需要喚起を図っています。
　加えて、従来は郵便局で平日のみの販売でしたが、
平日の購入が困難な県民にも購入いただけるよう、土
日祝日についても、能登や加賀も含め、12カ所の商
業施設などでも購入いただけるようにしました。

原油・原材料価格の高騰で
粗利が減少した事業者に融資

　原油・原材料価格のさらなる高騰への対応も急務
の課題です。
　まずは、事業者からの相談にきめ細かく対応してい
くことが重要と考え、事業者の経営課題やニーズに
応じて適切な処方箋を提供するISICOを中心とした
専門家の派遣制度について、派遣枠を4,000回から
5,000回に拡充しました。原油・原材料価格の高騰

によって収益が悪化している事業
者は、無料で何度でも利用可能で
す。
　また、原油・原材料価格の高騰
の影響を受ける事業者の資金繰り
についても支援します。具体的に
は、これまで売上高の減少（▲３％）
を融資要件としていた「経営安定
支援融資」について、売上高が減
少していなくても原油・原材料価格
の高騰により粗利が減少（▲３％）した事業者を融資
対象に加えた上で、融資枠も50億円拡大しました。
　そして、原油高や製造業における人手不足など、企
業経営に逆風が吹いている今こそ、省エネやデジタ
ル化を通じてコスト削減や業務効率化、生産性の向
上を図り、競争力を高めていくことが必要です。こうし
た取り組みを行う企業をしっかりと後押しするため、県
内企業の省エネ設備の導入を当初予算でも支援し
ているところですが、多くの企業からの強いニーズを踏
まえ、支援枠を大幅に拡充し、今般追加募集を開始し
ました。
　また、デジタル化の設備導入支援の採択枠につい
ても、当初予算と合わせて360件とし、2021年度の
3倍の規模を確保するとともに、新たにサプライチェー
ンの効率化など、複数の企業が連携して行うデジタ
ル化の取り組みに対しても支援します。
　加えて、原油・原材料価格の高騰によって、厳しい
経営状況にある事業者の収益力の強化を図るため、
付加価値の高い商品・サービスの開発を支援すること
としました。
　ISICOや商工会、商工会議所などにおいては、原
油価格の高騰やウクライナ情勢などにより影響を受
ける中小企業・小規模事業者を支援するための特別
相談窓口を設置し、資金繰りや経営に関する相談を
受け付けているので、ぜひご利用ください。

新たな産業振興の指針を策定
グリーン化やデジタル化を推進

　県政の羅針盤とも言える現在の総合計画「石川
県長期構想」の策定後、社会・経済情勢は大きく変化
しています。特に、新型コロナウイルス感染症のまん延
は、社会の在り方に大きな影響を与え、今後はウィズ
コロナの道を模索することが求められます。また、グリ
ーン社会の構築や、官民挙げてのデジタル化を進め、
民間投資やイノベーションを喚起し、県経済の成長の

専門家派遣制度では、
事業者の経営課題に対
して適切なアドバイスが
受けられる。
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原動力として取り込んでいくことが重要です。
　これらを踏まえ、新たな総合計画として「石川県成
長戦略（仮称）」を、来年秋頃をめどに策定します。ま
た、将来に向けた産業の成長は、新たに策定する総
合計画の重要な柱となることから、新たな産業振興の
指針についても、連動して策定します。

大学発のスタートアップを
発掘・育成

　県産業を将来に向けて大きく成長させていくために
は、多様な新産業の創出が大きな原動力となります。
石川県は高等教育機関が集積し、大学における研
究開発から新たなビジネスが生まれる大きなポテンシ
ャルを有しています。こうした強みを生かし、県内大学
の持つ研究シーズを新事業創出につなげるため、大
学や地元金融機関等と連携して、専門家の知見を
活用しながら、有望な研究を発掘するとともに、事業
化に向け、スタートアップの段階に応じた支援を実施
します。
　今後、継続的にスタートアップの創出を目指し、本
県経済の成長につなげていきたいと考えています。

炭素繊維の水素タンク
市場参入に向けて調査

　国はカーボンニュートラルという世界的な動きに対

応し、新たな成長産業の育成を目指しており、県として
も、これまで培ってきた技術を活用できないか、昨年度
に研究会を設置し検討を進めてきました。
　その結果、水素と洋上風力の分野などに、県が次世
代産業として育成してきた炭素繊維の加工技術の活
用が期待できることから、今後、新たな成長分野として
集中的に取り組むべきとの方向性が示されました。
　このため、新たに、県の炭素繊維複合材料研究の
拠点であるICC（白山市）を中心に、水素タンク等の
試作など、市場参入に向けた検討・調査を進めてい
ます。
　また、奥能登地域の「春蘭の里」において、次世
代エネルギーとして期待される水素を活用したエネル
ギーの地産地消モデルを構築するとともに、能登では
「のと里山空港」、金沢では県庁近くにある「産業振
興ゾーン」に水素ステーションを整備する計画です。

ISICOや関係機関と連携し
事業者に寄り添った支援を

　県としては、今後とも、県内経済の状況や国の経
済対策等も注視しながら、ISICOや関係機関との連
携のもと、これまで以上に事業者に寄り添った支援を
積極的に行うとともに、将来に向けた企業の研究開
発の支援等を通して、県産業の競争力の強化に取り
組んでいく考えです。

NEXT
SUPPORT
VISION

　この3月に石川県副知事を退任し、4月
1日付けで公益財団法人石川県産業創
出支援機構（ISICO）理事長に就任した
田中です。43年の行政経験を生かし、県
内中小企業のさらなる振興・発展のため
精一杯頑張ってまいります。
　今、県内中小企業の多くは、新型コロ
ナウイルス感染症のまん延長期化やロシ
アのウクライナ侵攻等により、経済活動
の制限や原油・原材料価格の高騰などの
影響を大きく受けるとともに、先行き不透
明な状況の中で、さまざまな困難に直面し
ています。こうした中、ISICOでは、石川県

の産業政策の実行部隊として、喫緊の課
題である新たな販路開拓や省エネ設備の
導入支援をはじめ、よろず相談や各種専
門家派遣、事業承継・引継ぎ支援、新商
品・新技術の開発支援、創業やデジタル化
支援など、県内中小企業の多様なニーズに
きめ細かくかつ丁寧に対応しています。
　今後とも、県内中小企業の業績回復や
成長に向け、ISICOが国や県とこれまで
以上に連携して全力でサポートしてまいり
ますので、どうかお気軽にご相談・ご来構く
ださい。お待ちしております。

中小企業の競争力強化や課題解決に向けて
ISICOが全力でサポートします

（公財）石川県産業創出支援機構
理事長  田中 新太郎
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ハロー
ワーク
の徹底
活用を

正社員1を含む11人
1年間で採用

　六星は、県内はもちろん、国内でも指折りの6次
産業化のトップランナーだ。高齢化や後継者不足
によって、農作業ができなくなった農家から耕作を
請け負う水田の面積は、県下最大規模となる170
ヘクタールを誇る。収穫した米などを使って、自社
で餅や総菜を加工。4つの直売店は、土日はもちろ
ん、平日でも大勢の人でにぎわっている。
　そんな同社では北陸新幹線が開業した2015年
以降、生産・加工・販売の各現場で人手不足感が
一気に強まった。また、将来会社の核となる正社員
の採用も課題となっていた。そのため、ハローワー
クのほか、フリーペーパーや新聞の求人広告、求
人サイトを利用して採用活動に取り組んでいたが、
思ったような成果は得られなかった。
　何か新たな手を打ちたいと考えていた同社の浅
野泰隆取締役（営業・採用担当）が受講したのが、
2021年にISICOが開催した「ハローワーク求人
票作成講座」だった。浅野取締役が講座で学んだ
ことを生かして求人票の内容を見直すなどした結
果、ここ1年でハローワークを経由して約30人の応
募があり、正社員1人を含む11人を採用した。
　浅野取締役は「まだ充足はしていないが、以前
に比べて随分と応募してくれる人が増え、人材を確
保できるようになった」と手応えを話す。

文字数制限いっぱいまで
情報を詳しく記載

　では、どのような取り組みが実を結んだのか。ここ
からは具体的に紹介しよう。
　まず実践したのが、ハローワークに掲出する求人
票の内容の充実だ。ほとんどの企業の求人票は、
職種や給与、労働時間、休日などの項目を端的に
記載するにとどまっている。同社も決して例外ではな
かった。しかし、これでは求職者の知りたい情報とし
ては不十分だ。そこで浅野取締役は、仕事の内容
や会社の魅力、働き方、キャリア形成の道筋、扱っ

無料で使える採用活動の強い味方
中小企業にとって採用活動の強い味方と言えるのが、無
料で利用できるハローワークだ。とはいえ、「求人票を出
しても、なかなか応募がなくて」と悩んでいる採用担当者
も多いだろう。そこでISICOでは昨年と今年、「求人票作
成講座（全4回）」を開催し、ハローワークをフル活用する
ためのノウハウを伝授した。ここでは受講後に採用に成
功した県内2社の取り組みと人材アドバイザーからのメ
ッセージを紹介する。

総菜の調理に携わるスタッフ。
餅加工など季節雇用の募集を
かけることも多い。

ROKUSEI Co., Ltd. （株）六星
https://www.rokusei.net
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ている食品へのこだわり、職場の雰囲気などにつ
いて、文字数の許す限り、詳しく記載した。
　店舗の立地や店内の様子、どんな人がこの
職場に向いているのかなど、求人票の項目として
設定されていない内容については、多くの企業
が空白のままにしている「特記事項」という欄を
活用した。
　インターネットで検索した際に真っ先に表示され
る職種の欄は、単に「販売・店内調理」とするので
はなく、「＃販売・店内調理＃未経験OK＃正社員
＃金沢市」といった具合に、文字数制限いっぱい
に情報を詰め込んだ。
　より詳細でリアルな情報を提供するため、浅野
取締役は現場の社員にヒアリングしたり、原案を
作らせたりして情報収集に努めた。

文言を工夫し
求める人材を絞り込み

　求人票を作成する際、意識したのは採用ターゲッ
トを明確にしたことだ。ハローワークでは原則として
性別や年齢を制限することはできない。そこで書き方
を工夫して、求めている人材への訴求力を高めた。
　例えば、生産部門の社員を募集する求人票で
は、体力のある若手をターゲットに「平均年齢30
代が活躍中」と記載した。また、社会人経験を持つ
女性が力を発揮する販売・店内調理業務の場合は

「値下げ競争とは一線を画すストーリーのある商

品の販売や店舗運営に携わりませんか？」と呼び
掛け、「流通小売業や食品製造業に従事された経
験をお持ちの方」が向いていることをアピールした。
　求人票の内容をベースに情報を掲載すること
で、有料求人サイトからの応募増にもつながった。
　「釣りに例えると、今までの求人活動は不特定
多数の魚種を狙って大きな網を仕掛けるようなや
り方でした。でも網はスカスカでどの魚も捕まえる
ことができませんでした。今は釣りたい魚を絞って
一本釣りしているような感じです。うまくいかなけれ
ばその原因を考え、仕掛けを替えることもできるの
で、受け身でなく攻めの採用ができるようになりまし
た」（浅野取締役）。

ハローワークに足運び
ネットワークづくり

　求人票の充実だけでなく、その周知活動にも力
を入れた。周知活動とは統括と呼ばれる役職者を
はじめ、ハローワークの職員を訪ね、会社の魅力や
仕事の内容についてPRする取り組みだ。求職者
と接する職員らとコミュニケーションを取り、より深
い情報を提供しておけば、これはと思う相談者に
自社のことを紹介してくれるチャンスも増える。
　さらに、ハローワークの会議室で求職者と面談
できるサービスを利用し、「お仕事相談会」を開
催。六星について知ってもらうのはもちろん、求人
票の掲載内容をブラッシュアップするため、求職者
のニーズや動向を把握する機会にもなっている。

ターゲットを見据え、求人票の情報を充実
職員にも魅力をアピールして理解促進

受
講
を
き
っ
か
け
に
取
り
組
み
を
見
直
し
て

採
用
に
つ
な
げ
た
浅
野
泰
隆
取
締
役
。

六星の直営店で働くスタッフ。
人を楽しませることが好きな人
を求めている。
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　「まだまだ理想的な採用活動ができているわけ
ではありませんが、ようやくそのスタート地点に立て
たと思います」。浅野取締役はそう話し、今後もハ
ローワークを軸にオリジナルの採用手法を確立し、
いい人材を獲得して会社の成長につなげていこう
と意欲を燃やしている。

求職者目線を意識して求人票を作成
ポリテクセンター修了生など３人を採用

採用活動を見直そうと
ISICOに相談

　木村精工は産業機械や搬送装置に使われる部
品の精密機械加工を手がけている。最少1個から
という小ロット生産に短納期で対応するほか、確か
な技術に裏打ちされた精度の良さも強みで、ミクロ
ン単位で測定できる3次元測定機を導入し、品質
管理に役立てている。
　そんな同社もISICOの支援を受けて、採用につ
なげた一社だ。
　「よく言えば適正、悪く言えばギリギリの人数で
仕事していますから、退職者が出ると業務に支障を
来すことがありました。もちろん退職の期日を見据
え、採用活動に取り組むわけですが、タイミングよく
応募者がいるとは限りません。ハローワークでの求
人に加え、人材紹介会社に依頼したこともあった
のですが、思ったように採用できませんでした」。

　そう話す同社の木村吉孝専務は2020年に
ISICOに相談し、人材アドバイザーから助言を受
け始めた。折しも、求人票に掲載できる情報量が
増えたほか、オンラインで求人の申し込みや内容
の書き換えができるようになるなど、ハローワーク
のインターネットサービスがより便利になったことも
あり、木村専務は早速、求人票の見直しに取りか
かった。

UIJターンも考慮
勤務時のメリットも記載

　求人票の見直しにあたって木村専務が意識し
たのが求職者目線だ。
　例えば、従来は「機械オペレーター」とだけ記載
していた職種欄には「＃NC旋盤エンジニア＃製造
業＃金沢市＃正社員＃経験者採用」といった具合
に、詳細な情報を記載した。さらに、仕事の内容の

KIMURA-SEIKO Co., Ltd.
http://kimura-seiko.co.jp

（左）木村精工の工場全景。エ
アコン完備で、床のペンキも定
期的に塗り替えている。

（右）品質管理にはミクロン単
位の差異を測ることができる3
次元測定機を活用する。

 （株）木村精工

軽部 英俊
1977年6月
2,430万円
130名（パート・アルバイト含む）
農産物の生産、加工、販売

代 表 者
創 業
資 本 金
従業員数
事業内容

白山市橋爪町104番地
TEL . 076-276-5266
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欄には工場で使っている機械のメーカー名や仕
様、加工する素材なども書き込んだ。
　「一口にNC旋盤と言ってもメーカーが違えば操
作が異なる場合もあります。材料によっては特別
な加工ノウハウが必要になることもある。求人票
に情報がなければ、求職者にとっては自分がこれ
まで培ってきた経験が役に立つのか分かりません
ので、そんな不安や疑問を払拭できるよう、なるべ
くたくさんの情報を提供するよう心がけました」（木
村専務）。
　採用ターゲットをイメージして作成したこともポイ
ントの一つだ。「引っ越し費用を補助します」「物
件探しを手伝います」といった文言は、UIJターンを
検討している求職者を意識したものだ。
　さらに、エアコンを完備した工場での勤務や時
短勤務が可能といった求職者にとってのメリット、

「若手社員の技術教育をお願いしたい」などの期
待も盛り込んだ。
　こうした改善の結果、ハローワークからの応募が
コンスタントに来るようになった。今年7月には短
時間正社員として子育て中の女性を採用した。

求人票を充実させ
安心感を醸成

　同社ではハローワーク以
外でも求人票を活用して会
社をPRしている。その成果
として、今年4月、ポリテクセ
ンター石川を修了した男性
2人を採用した。
　同センターでは求職者向

けに機械加工などの職業訓練を実施している。
企業は、同センターが提供する受講者情報を確
認し、これはと思った人材に「求人リクエスト用紙」
を送り、採用選考への応募を呼び掛けることがで
きる。
　リクエスト時には求人票の添付が必須だ。木
村専務は求人票を提出するだけでなく、同センタ
ーに足を運んでその内容をさらに詳しく説明したほ
か、まず先生を工場見学に誘い、職場環境を確認
してもらった。後日、同社がリクエストしていた8人
の受講生全員が工場見学に訪れた。見学時は
受講者と年齢の近い社員を案内役とし、コミュニ
ケーションを取りやすい環境づくりを心がけた。
　「過去にはリクエストを送っても誰も見学にさえ
来てくれないことがありました。しかし、今回は8人
のうち5人が採用選考に応募してくれました。充実
した求人票をきっかけに工場を見学してもらい、ま
ず先生に応募に値する会社だと安心感を感じて
もらったことが、好結果につながったのではないで
しょうか」と木村専務は分析している。

人材難の時代だけに
早めの採用活動を

　ポリテクセンターから採用した二人は、それぞれ
機械加工と生産管理の現場で張り切って働いて
いる。ハローワーク経由で採用した女性も現在携
わっている検査業務にとどまらず、機械加工にも
挑戦したいと意欲を燃やしている。
　木村精工の業績はコロナ禍でも安定して伸び
ており、今後は幹部候補となる人材獲得を目指
し、ハローワークを中心に採用活動に取り組む。

今年4月からNC旋盤のエンジ
ニアとして働く木村精工の新入
社員。

社
員
の
意
見
も
取
り
入
れ
な
が
ら
求
職
者
目
線
で

求
人
票
を
改
善
す
る
木
村
吉
孝
専
務
。
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ハローワークの情報は
検索エンジンで上位表示

　採用活動において、中小企業の強い
味方となるのが無料で利用できるハロ
ーワークです。インターネットサービスを
使えば、わざわざ出向かなくても求人票
の掲載や書き換えが可能です。情報は
全国から閲覧できます。公的機関の情
報は信頼性が高いため、求人情報専門
の検索エンジンの検索結果で上位表示
される点もハローワークに求人票を出す
メリットと言えます。
　ハローワークを活用して採用につなげ
るため、最も重要なのが求人票です。ほ
とんどの企業は、項目に沿って必要最
低限の情報しか掲載していません。か
つてのように人口が増えている時代で
あれば、それでも応募があったでしょう。
しかし、人口減少が進む今は求職者優
位の時代です。求職者の中でも、特に若
い世代の求職者はネットショッピングを
するようにスマホを使って仕事を選びま
す。例えば、Amazonの商品に説明がな
ければ誰も買わないでしょう。逆に説明

が丁寧に書いてあれば、買っても大丈
夫という安心感が生まれます。同様に、
多くの企業の中から求職者に選んでも
らうには、求人票の情報を充実させるこ
とが不可欠なのです。

マイナスの情報も
正直に記載を

　例えば、求人票の先頭にある「職種」
欄には、職種（業界）だけでなく、求職者
が重視している勤務地、勤務形態などを
視覚的に目立つようハッシュタグやスラ
ッシュで区切って記載しましょう。
　ハローワークのアンケート結果によれ
ば、求職者が求人票に書かれていない
情報で知りたいトップ3は職場の雰囲
気、職場定着率、会社の将来性でした。
こうした情報は「仕事内容」「特記事項」
の欄などを活用し、なるべく具体的に記
載してください。
　採用は営業と同じように考え、ターゲッ
トをしっかり想定しましょう。そして、求職
者目線に立ち、求職者が知りたい情報
を提供するよう心がけてください。例え
ば、深夜業務や長期出張ありといった

一見マイナスと思える情報も包み隠さず
書いてください。そうすることでミスマッ
チも減ります。

人材ショート避けるため
経営者自身がコミットを

　ハローワークに求人票を出したら、そ
の周知活動にも取り組みましょう。周知
活動とは求職者の相談に対応する職業
相談部門の統括や窓口の職員に求人
票の内容をPRすることです。これによっ
て会社についてより深く理解してもらい、
求職者の情報提供に役立ててもらいま
す。顔を合わせることで応援してもらい
やすい関係を築きます。
　また、求人票を出している企業は、ハ
ローワークの中で説明会や相談会を開
催できるので、ぜひ活用してください。
　人口減少時代に入り、人材難は永続
的な課題となりました。もはや人材ショー
トは資金ショートと同じレベルの経営リ
スクです。採用は企業経営の根幹に関
わることですから、担当者に任せきりに
せず、経営者自身がコミットするようにし
てください。

ISICO 総務企画部企画広報課 TEL. 076-267-1239　E-mail. jinzai@isico.or.jp【お問い合わせ】

求職者優位の時代の採用活動は
選ばれるための求人票づくりに鍵
県内企業の人材の採用や定着、活用を支援するISICO
の矢部敏明アドバイザーにハローワークを利用する際のア
ドバイスを聞きました。

　「これからの時代は一層、人材確保が難しくなり
ます。当社のような規模の小さい会社はなおさらで
す。ですから将来を見据え、少しくらい余剰になっ
てもいいので、早めに動いて採用につなげたいと
思っています」（木村専務）。
　企業の発展には人材が不可欠だ。ポリテクセン
ターの受講生に工場を見学してもらった際、社員
に協力してもらうことで、同社では現場で働く人た
ちの採用に関する意識も高まっており、これからは

全員人事の気構えで採用活動に注力する。

 ISICO
人材アドバイザー
矢部敏明

M E S S A EG !

木村 修二
1952年4月
2,000万円
14名
産業機械部品などの精密機械加工

代 表 者
創 業
資 本 金
従業員数
事業内容

金沢市示野町西64番地
TEL . 076-268-5833

求人票の具体的な
書き方などの相談に
応じます。お気軽に
ご連絡ください。
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第2工場の生産ライン。整
理·整頓が進み、余計な物
が置かれていない。探し物
をする時間が減り、仕事が
効率よく進む。

一般社員によるブロック
を使ったワークショップ。体
験を通して5Sの効果を学
んだ。

安
あん
土
づち
鉄工所は、自動車の足回り部品の一つである「ハブベアリング」の機械加工を主

力とする。持ち味は確かな技術力が生み出す優れた精度と生産性だ。さらに競争力を
強化し、働きやすい職場環境を作るため、2020年2月からはISICOの専門家派遣制度
を活用して5S改善活動に取り組んでおり、不良率低減などの成果を挙げている。

専門家の指導を受け5S改善活動を実践
作業の無駄が減り、不良率も低減　

5Sに関する自己評価点が
2年間で約20点もアップ

　安土鉄工所は卓越した切削技術を生かし、創業
当初から1980年代までは建設機械用の特殊ナット
を中心に手がけてきた。87年に自動車分野に参入
し、現在は車体とタイヤをつなぐハブベアリングの量
産機械加工を担い、トヨタをはじめ、国内外メーカー
車の足回りを支えている。
　ナットとハブベアリングは一見すると別物だが、内
径に溝を切るという点では共通しており、同社が長
年培ってきた技術の応用が可能だった。また、一度
加工対象物を固定するだけで、内径全体を切削でき
る独自の生産設備を備えているため、精度が高く、

生産性に優れている点も強み
となっている。
　そんな同社が一層の生産
性向上を目指して取り組んで
いるのが、整理·整頓·清掃·清
潔·しつけの5S改善活動であ
る。2020年2月以降、月に一
度、デンソーで長年現場管理

に携わった経験を持つコンサルタントを三重県から
招いて指導を受け、着実に改善が進んでいる。
　例えば、5Sに関する約50項目を自己採点するチ
ェックシートの活用も取り組みの一つだ。点数の推
移を社内で共有することで5Sを心がける意識が芽
生え、当初は68点だった評価点が今では87点にま
で上昇した。
　工場内がきれいになることで、作業の無駄が減っ
ただけでなく、不良率が40%以上も低減した。「ここ
まで不良率が下がるとは思いませんでした。5Sは仕
事の基本という言葉をあらためて実感しました」と安
土達宏社長は話す。

ワークショップを通じ
整理・整頓の効果を実感

　同社が5S改善活動に力を入れ始めたきっかけ
は、安土社長が取引先の大手ベアリングメーカーが
主催する研修会に参加し、協力会社の工場を見学
したことだった。「5Sにしても、トヨタ生産方式にして
も、うちの工場はまだまだだと痛感しました」と安土社
長は当時を振り返る。

フロム・ユーザーズ

users

1 0



　手始めとして5S活動に着手することにしたが、以
前自力での取り組みが頓挫した経験があったため、
安土社長は外部の力を借りようとISICOに相談。そ
の後、ISICOと中部経済産業局が経営課題を抱え
る中小企業と専門的な知識やノウハウを持つ県内
外の人材を結び付ける「経験値活用型サポート人
材交流会」に参加し、自動車分野に精通した専門
家の紹介を受けた。
　1年目は主に安土社長と同社のグループ長4人
が専門家から研修を受けながら社内全体への啓発
を図り、現場でも5S改善活動を実践した。2年目は一
般社員にも専門家の研修を受ける機会を設けた。
　一般社員向けの研修では、単に座学で知識を学
ぶだけでなく、体験を通して5Sの効果を実感するワ
ークショップも盛り込まれた。バラバラの状態のブロ
ックをいかに早く目的の形に組み立てられるかを競う
体験もその一つ。あらかじめブロックが整理されてい
れば、探す必要がなくなり、スムーズに組み立てられ
るので、所要時間は劇的に短縮される。5Sの効果
を実際に感じてもらうことで、社員の改善マインドが
向上した。
　3年目となる今年は30代半ばまでの次期グルー
プ長候補がメインとなって研修を受けており、5S改
善活動の定着に向けた仕組みづくりに取り組む。安
土社長は「5S改善活動を継続し、将来は誰が来て
も感動してもらえるような工場にしたい」と意気込ん
でいる。

デジタル化や採用強化にも
ISICOの支援策を積極活用

　同社がISICOの支援策を活用した事例はほかに
もある。
　2019年度には次世代ファンド「製造工程省力化
支援事業」に採択され、設備の稼働管理システムを
導入。工場内の機械の稼働状況を見える化するこ
とで、生産性の向上につなげている。
　また、22年2月には、「デジタル化設備導入支援
事業」を使って自動外観検査システムを設置した。こ
れは加工した穴がずれていないか、あるいは外周の
バリがきれいに取れているかをカメラで自動的にチェ

ックする仕組みである。従来、人が目視で検査してい
た工程を省力化する試みで、現在、本格運用を目指
し、検証作業を続けている。
　採用面では、21年度にISICOが開催した「ハロー
ワーク求人票作成講座」を受講（関連情報をP5-9
に掲載）。ここで学んだことを生かし、求人票に盛り
込む情報を充実したほか、ハローワークに足を運び、
職員に求人内容を周知するといった取り組みを継続
した。その結果、リーダー候補生をはじめ、5、6人を
採用。安土社長は「以前は思うような反応を得られま
せんでしたが、着 と々成果が出ています」と話し、今
後もISICOの支援策を積極的に活用し、会社の成
長につなげていく考えだ。

代 表 者
創　 業
資 本 金
従業員数
事業内容

安土 達宏
1948年4月
5,000万円
43名
自動車用ハブベアリングの機械加工

https://anzuchi.co.jp

（株）  安土鉄工所
小松市長田町ロ58
TEL . 0761-22-2267

省力化に向けて導入
した自動外観検査シ
ステム。穴のずれな
どがないか、カメラで
チェックする。
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専門家派遣制度をはじめ、ISICOの支援策を活用し、
業務の改善や効率化を進める安土達宏社長。

鍛造した金属素材（中）に機械加工を施したハ
ブベアリング（下）。上は組み立て後の製品。



6年前、23歳で祖父の跡を継いで就農した多田礼奈さん。金沢市浅川地区特産の
「金沢ゆず」や加賀野菜の一つ「ヘタ紫なす」の生産に励む一方、知名度アップ
に向けたイベントを仕掛け、今年5月には店舗兼加工所をオープンした。農業にか
ける思いやこれからのビジョンを聞いた。

金沢ゆずやヘタ紫なすの生産に汗
新拠点をオープンし、新たなステップへ

専門家のアドバイスが
事業計画書作りの力に

　店舗兼加工所は金沢市土清水から湯涌温泉へ
と延びる「湯涌ゆずの街道（みち）」の中ほどに位
置する。広さは15坪で、金沢ゆずなど地元産の果
物や野菜を使ったタルトやジェラート、おにぎりなど
を販売するほか、ガラスの奥には厨房設備が並ぶ
加工所が見える。屋外には川のせせらぎを聞きなが
ら、これらを味わえるスペースも設けた。オープン以
降、「手作りのおやつがおいしい」「地元にこういう
店ができてうれしい」といった声が寄せられ、出足は
順調だ。
　店名は「Siii（シー）」と名付けた。「Si」はケイ素

の元素記号に由来している。「ケイ素は
植物が細胞を作るのに大事な微量要
素。このお店もお客さんにとって欠かせな
い存在になれれば」と話す多田さん。三
つ並んだ「i」には、人が集まってくるイメー
ジと人·もの·環境を大事にしていきたいと
いう思いを込めた。
　開店にあたってはISICOの新分野進
出·事業転換支援事業費補助金を活用
した。また、銀行から融資を受けるため、
専門家派遣制度を使って中小企業診断

士のアドバイスを受けながら事業計画書を作成し
た。「とても一人ではできなかったので、すごく助かり
ました」と多田さんは話す。

「おいしい」の一言が
すべての苦労を吹き飛ばす

　多田さんと農業との出会いは21歳の頃、金沢
ゆずのブランド化やヘタ紫なすの増産に力を注い
でいた祖父を手伝い始めたことがきっかけだった。
その後、農業にやりがいと将来性を感じた多田さん
は、祖父が遺した農園を引き継いだ。年間を通じて
本格的に農作業に従事するのは初めてであり、知
識不足と経験不足を補うため、金沢農業大学校で
学び、祖母や周囲の農家の助けを借りながら、少し
ずつ農家としての力を蓄えていった。
　とはいえ、道のりは苦難の連続だった。「明日やろ
うと思っていたことが雨でできなかったり、晴天が続
いて土が乾いてしまったり、とにかく天候に左右され
て計画通りに進みません。夏は暑くて、冬は寒く、重
たいものを運ばなくてはいけなくて、体力的にもきつ
かったですね」（多田さん）。
　それでも、祖父を手伝っていた頃に感じていた農
業の楽しさは変わらなかった。毎年違う天候も、「飽
き性で同じ仕事を続けるのが苦痛」と話す多田さ
んにとって、決してマイナス材料ではかった。何より、
「おいしい」という消費者の一言が全ての苦労を
吹き飛ばしてくれた。

金沢ゆず香るん祭り
今秋、3年ぶりの開催へ
　金沢ゆずやヘタ紫なすの知名度を上げて消費
につなげたい、そして産地に足を運んでほしいとの
思いから、多田さんはイベントも企画した。
　ＪＡ金沢市柚子部会のメンバーらに呼びかけて

金沢市内から湯涌温泉へと
向かう道沿いにある店舗兼
加工所「Siii」。一面がガラス
張りになっていて開放感あ
ふれる雰囲気

「Siii」で販売しているタル
トやジェラート、シロップ。
どれも卵や乳製品を一切
使わず、植物性食材だけ
で作られている。

1 2



実行委員会を立ち上げ、2017年11月に初開催し
た「金沢ゆず香るん祭り」もその一つ。金沢ゆずや
その加工品の販売や入浴剤の手作り体験など、さ
まざまな催しを実施し、会場となった東浅川小学校
のグラウンドには想定していた6倍以上の人が集
まった。19年まで開催した後、新型コロナウイルス

の感染拡大を受けて
20、21年は中止した
が、今秋の開催に向
けて腕まくりしている。
　18年7月には、ナス
畑の隣で「夕焼けレス

トラン」を開催。約20人が、フレンチシェフが作っ
たヘタ紫なすのフルコースディナーを味わった。
　こうした取り組みが奏功し、認知度はじわじわと
アップ。販路拡大にも効果を発揮している。

地元産のフルーツで
加工・販売部門を強化
　2017年には金沢ゆずの皮を甘く煮た「ピール
煮」の加工、販売にも乗り出した。
　皮に傷などがあるユズは、搾った果汁だけを出
荷し、残った皮の多くは廃棄処分されていた。これ
を何とか有効活用できないかと考えた多田さんが、
以前から交流のあった翠星高校のレシピを基に、
パティシエの意見を取り入れ、フレッシュ感のあるオ
リジナルの味に仕上げた。主に和洋菓子店に販
売し、ケーキや大福の材料として好評を得ている。
Siiiの看板商品であるタルトにも、このピール煮が
たっぷりのっている。
　今後は地元で採れる桃やリンゴ、梨、ブルーベリ
ーをコンポートに加工して業務用に販売するほか、
地物野菜の総菜などの製造も本格化させる計画
で、「ゆくゆくは店舗を道の駅のように大きくしたい」
とビジョンを描く。農園についても「栽培品目を広
げ、天候に左右されない施設栽培にも取り組みた
い」と意欲を示しており、これからの活躍に期待が
膨らむ。

10：00 ～ 17：00
日・月曜

営業時間
定 休 日

SHOP   INFO
Sii i
金沢市東荒屋町ヌ63-2
TEL .076-209-2763

1993年、金沢市出身。21歳
の頃、飲食店でアルバイトし
ながら、休日に兼業農家を営
む祖父を手伝い始める。アル
バイト先の店主や店を訪れる
経営者から、やりたいことにチ
ャレンジする大切さや醍醐味
を教えてもらううち、起業への
意識が芽生えた。2016年、病
に倒れた祖父の遺志を継い
で就農。祖父の名前から「きよ
し農園」と名付けた。

きよし農園代表
多田 礼奈さん

https://kiyoshinouen.jp

2016年3月
3名

創 業
従業員数

DATA
きよし農園
金沢市東荒屋町イ125
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令和 4年度　ISICO組織体制紹介

組織の管理と事業の総合調整
広報・産業情報の発信、産業人材の確保・育成支援

創業及びベンチャー企業の発掘・育成、新事業創出
支援／企業のデジタル化の推進に向けた支援、設備
導入支援／知的財産の活用促進 

受注開拓支援、販路開拓支援

　デジタル化推進に向けた相談や各種セミナーの開催、ECサ
イトの活用に向けた専門家派遣等を行っています。
　また、AIやビッグデータ、IoT、RPA等先端的なデジタル技術
を活用した業務の効率化や生産性向上を支援しています。

デジタル推進課 TEL.076-267-1001

　「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うほか、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。
　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
相談に対応しています。

新事業支援課 TEL.076-267-1145

　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。県及び全市町で利子助成があります。

設備導入支援課 TEL.076-267-1174

　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。
　また、受注機会の拡大のため、ビジネスマッチングのための
各種展示会への出展支援・商談会等を実施しています。

受注開拓課 TEL.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
について、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。
　また、販路拡大のため、インターナショナルギフトショーへの
出展支援や、首都圏等のバイヤーを対象とした商談会を実施
しています。

販路開拓課 TEL.076-267-1140

産業振興部

販路開拓推進部

　組織の人事管理と事業の総合調整を行っています。

　ホームページ、メルマガ、情報誌等を通したビジネス情報の
発信、企業情報データベースの閲覧サービスやビジネスDVD
などの無料貸し出しを行っています。
　また、企業の人材採用や育成、定着に関する課題解決に向
け、専任アドバイザーによる窓口相談や各種セミナーを実施し
ています。

　サイエンスパーク内の各施設の管理運営を通して、産学官
連携の促進と新産業の創出を支援しています。

総務課

企画広報課

サイエンスパークオフィス

TEL.076-267-1239

TEL.076-267-1239

　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。

TEL.0768-26-2333能登サテライト

　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。

TEL.0761-51-7100いしかわクリエイトラボ

　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。

TEL.0761-51-0122いしかわフロンティアラボ

　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、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。

TEL.0761-51-0106石川ハイテク交流センター

総務企画部
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中小企業の経営課題解決に向けた総合支援
事業承継の円滑なバトンタッチの支援
中小企業の経営改善や事業再生の支援

産学官・産業間連携、企業間連携の推進
共同研究による技術開発支援、地域資源活用商品等
の開発支援

コンサルティング事業部 プロジェクト推進部

　中小企業の各種経営課題解決に向け、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。

経営支援課 TEL.076-267-1244

　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
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や、「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が課題解決に
向けた助言、情報提供、マッチング支援等を行っています。

事業承継・引継ぎ支援センター TEL. 076-256-1031

　「中小企業の駆け込み寺」として経営に精通したアドバイザ
ーが、経営者側、銀行側に対して、公平中立な立場で、収益力
改善・事業再生・経営改善（旧経営改善支援センターによる支
援）といった問題の解決に向け、支援・アドバイスをしています。

事業活性化支援室 TEL.076-267-1189

・ 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（WEB会議）（輪島）

TEL.0761-21-1139
TEL.0767-52-1225
TEL.0768-26-2333

　多様な分野の専門家（中小企業診断士・ITコーディネータ・
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、相談内容に応じた適切な支援機関の紹介や支援機関
の相互連携をコーディネートしています。

よろず支援拠点 TEL.076-267-6711

　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、新技術や新製品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。

次世代産業支援課 TEL.076-267-6291

　農林水産品や伝統工芸品、観光資源などの産業化資源を
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。

地域産業支援課 TEL.076-267-5551

　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、新製品や新技術開発の支援を
行っています。
　また、農商工・医商工連携による取り組みも促進しています。

連携推進課 TEL.076-267-5551

　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。

管理課 TEL.076-268-2010

　石川県内企業等が開発した新商品や、県・ISICO等支援機
関の推奨品を紹介しています。
　また、全国の手づくりガラスや陶磁器、県内若手作家の工芸
品等を一堂に集めた展示会を企画、運営し、新商品企画、商
品PR、需要拡大を支援しています。

企画展示課 TEL.076-268-2010

産学官交流・人材養成の拠点
需要開拓の支援

地場産業振興センター
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県内中小企業の技術力を発信

「ビジネス創造フェア
いしかわ2022」開催

　ISICOは機械金属を中心とした優秀な加工技術や製品
の展示会「ビジネス創造フェアいしかわ」を5月19日から21
日、石川県産業展示館2号館で3年ぶりに開催し、県内製
造業各社が技術力をPRしました。
　今回は県内企業68社が出展。初日には企業ブース内で

県外発注企業を招
いての展示商談会
も行い、出展企業は
来場者に対し、自社
の優れた技術や製
品をアピールしていま
した。

公式 Facebook をご覧ください。

研究課題の解決に向けたマッチングを図る

TOPICS

編集後記

お問い合わせ

〒920-8203 石川県金沢市鞍月2丁目20番地
石川県地場産業振興センター新館

社員が働きやすい職場環境づくりを目指して

「東大先端研ラボツアー」開催

「関係性の質を高める上司・リーダーのためのコーチング実践研修」

　県とISICO、東京大学先端科学技術研究センターは、
2013年度から研究課題を抱える県内企業と同センターの
研究者が連携して取り組む共同研究に対し、助成を行って
います。
　6月10日には、県内企業と同センターの研究者のマッチン
グを進めるため、実際に研究室を見学する「東大先端研ラボ

ツアー」を実施しました。
　当日は県内企業7社
が参加し、身体情報学
や生命知能システムな
ど5つの研究室を回り、
研究内容について理解
を深めました。

　ISICOは7月7日、石川県地場産業振興セ
ンターでISICO人材マネジメント塾「関係性
の質を高める上司・リーダーのためのコーチン
グ実践研修」を開催しました。
　講師にはベンティレイト代表の安藤順子氏

を招き、県内企業約20社が参加しました。セ
ミナーでは、職場環境づくりのために上司・リ
ーダーに求められるコミュニケーションの習得
を目指し、ロールプレイングを交えながら学び
ました。

　情報誌担当4年目に突入しましたMです。ISICOでは理事長が代わり、新たな体制となりま
した。今年度も中小企業の皆様のお役に立つ情報を発信していきたいと思います。
　今回の第2特集ではハローワークの求人票を活用した事例を紹介しました。私は人材セミ
ナーの業務も兼任しているので、今回のテーマはセミナーの時から関わっているのですが、
「求人票ってこういう書き方していいんだ！？」「ハローワークで企業さんはこういうことしても
いいんだ！？」というふうにまさに目からウロコの情報ばかりで、とても勉強になりました。人
材採用に関わるすべての人にぜひご一読いただきたい記事となっております。（M）

ISICOフェイスブックで取材企業の簡単な紹介
をしております。よろしければ皆様「いいね！」
をお願いいたします。

https://www.facebook.com/isico.dgnet

［発行月］ 2022年8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］ ㈱ ダイトクコーポレーション／金沢市大野町４丁目レ40番169

環境にやさしい植物
油インキを使用して
います。

本文には見やすいユ
ニバーサルデザイン
フォントを使用してい
ます。

※ 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。

TEL. 076-267-1001
FAX. 076-268-4911
MAIL. info@isico.or.jp https://www.isico.or.jp/


