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【相談・その他】

制度名

問い合わせ先

建設業サポート
デスク

・石川県土木部 監理課
建設業振興グループ
TEL：076-225-1712 FAX：076-225-1714
本 業 の 経営強 化、新 分 野 進 出、雇 用管 ・南加賀土木総合事務所
TEL：0761-21-3333 FAX：0761-21-7080
理、元請・下請間のトラブルなどの課題に
対し、ワンストップで応じる相談窓口です。 ・石川土木総合事務所
TEL：076-272-1188 FAX：076-272-1870
また、専門的な助言が必要な場合は、経
営コンサルタントなどの専門家を無料で派 ・県央土木総合事務所
TEL：076-241-8201 FAX：076-244-0915
遣し、経営診断や経営計画策定などの支
・中能登土木総合事務所
援を行います。
TEL：0767-52-5100 FAX：0767-52-5104
・奥能登土木総合事務所
TEL：0768-22-0567 FAX：0768-22-2144

石川県建設新技術
認定・活用制度

石川県内の建設関連企業で創出された新
技術
（工法、材料、製品）を公共工事で活
石川県土木部 監理課 技術管理室
用し、安 価で質の高い社会 資本整 備や、
TEL：076-225-1787
FAX：076-225-1788
県内企業の育成と技術力向上を図ること
http://www.pref.ishikawa.jp/gijyutsu/
を目的としています。認定を受けた新技術
singijyutu/index3.html
については石川県が行う公共工事で積極
的に活用します。

農業参入サポート
デスク
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制度の概要

農業参入に関するワンストップ相談窓口
として、制度や手続き等の説明、各種相
談活動を行い、受け入れる市町・集落と
企業とのマッチングを行います。

農業参入総合支援
プログラム

誘致から農地の確保・斡旋、技術・経営
両面からの営農支援まで、参入から定着
までの一貫した総合的な支援を行います。

農業人材
マッチング
推進事業

農業者の育成だけでなく多様な人材が農
業に参画し、県民全体が応援するという
農業が発展する仕組みづくりを推進する
ため、農業人材に関するワンストップ窓
口を設置し、幅広い農業人材の確保・育
成に努めます。

いしかわ耕稼塾
運営事業

プロ農業者から農業の応援団まで幅広い
人材の養成を行う
「いしかわ耕稼塾」にお
いて、目指す農業のタイプや段階に応じた
コースを設置し、意欲にあふれた優秀な本
県農業の担い手や理解者を育成します。

農業参入サポートデスク
TEL：076-225-1613 FAX：076-225-1618
（石川県農林水産部 農業政策課 農業参入・経営戦略推進室内）
・南加賀農林総合事務所 企画調整室
TEL：0761-23-1707 FAX：0761-23-1207
・石川農林総合事務所
企画調整室
TEL：076-276-0528 FAX：076-276-2745
・県央農林総合事務所
企画調整室
TEL：076-204-2100 FAX：076-268-9014
・中能登農林総合事務所 企画調整室
TEL：0767-52-2583 FAX：0767-52-3151
・奥能登農林総合事務所 企画調整室
TEL：0768-26-2320 FAX：0768-26-2331
公益財団法人いしかわ農業総合支援機構
TEL：076-225-7621 FAX：076-225-7622
石川県農林水産部 農業政策課
農業参入・経営戦略推進室
TEL：076-225-1613 FAX：076-225-1618
公益財団法人いしかわ農業総合支援機構
TEL：076-225-7621 FAX：076-225-7622
URL：http://www.inz.or.jp/
E-mail：info@inz.or.jp

公益財団法人いしかわ農業総合支援機構
TEL：076-225-7621 FAX：076-225-7622
URL：http://www.inz.or.jp/
E-mail：info@inz.or.jp
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生産者や流通・販売業者からの地産地
消に関する各種相談をワンストップで受
け付ける窓口を設置し、供給者側と需要
者側とのマッチングを行います。

・石川県農林水産部 生産流通課 企画普及グループ
TEL：076-225-1622 FAX：076-225-1624
・南加賀農林総合事務所 企画調整室
TEL：0761-23-1707 FAX：0761-23-1207
・石川農林総合事務所
企画調整室
TEL：076-276-0528 FAX：076-276-2745
・県央農林総合事務所
企画調整室
TEL：076-204-2100 FAX：076-268-9014
・中能登農林総合事務所 企画調整室
TEL：0767-52-2583 FAX：0767-52-3151
・奥能登農林総合事務所 企画調整室
TEL：0768-26-2320 FAX：0768-26-2331

企業ドック制度

企業経営を取り巻く環境が変化する中、
自社の置かれている経営状 況等を正し
く認識し、経営内容が健全なうちに、早
め早めに、将来に向けた的確な対策や
戦略を立案しようとする中小企業に対し
て、外部専門家の派遣を通じて支援しま
す
（企業負担なし）
。

金沢商工会議所 076-263-1151
小松商工会議所 0761-21-3121
七尾商工会議所 0767-54-8888
輪島商工会議所 0768-22-7777
加賀商工会議所 0761-73-0001
珠洲商工会議所 0768-82-1115
白山商工会議所 076-276-3811
石川県商工会連合会 076-268-7300
石川県中小企業団体中央会 076-267-7711
（公財）石川県産業創出支援機構 076-267-1244
石川県商工労働部 経営支援課 経営支援グループ
TEL：076-225-1525 FAX：076-225-1523
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/
kigyoudock.html

中小企業再生・
事業転換支援事業

金沢商工会議所 076-263-1151
小松商工会議所 0761-21-3121
七尾商工会議所 0767-54-8888
輪島商工会議所 0768-22-7777
加賀商工会議所 0761-73-0001
珠洲商工会議所 0768-82-1115
再生や事業転換に取り組む企業の相談か
白山商工会議所 076-276-3811
ら計画算定までを支援します( 企業負担な
石川県商工会連合会 076-268-7300
し）。
石川県中小企業団体中央会 076-267-7711
（公財）石川県産業創出支援機構 076-267-1244
石川県商工労働部経営支援課 経営支援グループ
TEL：076-225-1525 FAX：076-225-1523
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/
kinyuu/program15.html

石川県
エコ・リサイクル
製品認定制度

県内のリサイクル産業の育成、リサイクル
製品の利用促進を図るために、県内で製造 石川県環境部 廃棄物対策課
された再生品のうち、一定の基準を満たす
循環型社会推進グループ
ものを
「石川県エコ・リサイクル認定製品」
TEL：076-225-1471 FAX：076-225-1473
として、積極的な利用とPRをしています。

地産地消サポート
デスク

介護保険制度の
事業者指定
（居宅サービス）に
関する相談
認可外保育施設の
開設に関する相談

介護サービス事業を実施するために必要
な介護保険 法上の各基準についての情
報提供と実際に事業を始められる方には
事前相談を受け付けています。

石川県健康福祉部 長寿社会課
在宅サービスグループ
TEL：076-225-1417 FAX：076-225-1418
金沢市内で介護サービス事業を実施予定の場合は、
金沢市介護保険課
（ TEL：076-220-2264）までお問
い合わせください。

認可外保育施設を開設する際の設置基準
や、設置届出の手続きについての情報提
供や相談を受け付けています。

石川県健康福祉部 少子化対策監室
子育て支援課 保育グループ
TEL：076-225-1421 FAX：076-225-1423
金沢市内で認可外保育施設を設置予定の場合は、金
沢市こども政策推進課
（ TEL：076-220-2299）まで
お問い合わせください。
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障害福祉サービス
等の事業者指定に
関する相談

障害者に対する介護や就労の場を提供す
る障害福祉サービス事業を実施する際の
職員の配置基準や、指定申請の手続きに
ついての情報提供や相談を受け付けてい
ます。

石川県健康福祉部 障害保健福祉課
企画推進グループ
TEL：076-225-1428 FAX：076-225-1429
金沢市内で障害福祉サービス事業所を開設予定の
場合は、金沢市障害福祉課
（ TEL：076-220-2291）
までお問い合わせください。

【融資】
制度名

問い合わせ先

経営体育成
支援事業

地域の話し合いで決定した、今後地域の
中心となる経営体等が農業経営の発展・
改善を目的として、農業機械や施設を融
資を使って導入する場合、融資残額の自
己負担金に対して、事業費の最大で３／
10 まで助成します。

農業参入サポートデスク
TEL：076-225-1613 FAX：076-225-1618
（石川県農林水産部 農業政策課
農業参入・経営戦略推進室内）

農業近代化資金

農業へ参入しようとする一般企業が、営
農活動に必要な資金を取扱融資機関
（農
協・銀行・信用金庫）から、低利で借り
受ける農業制度資金です。

最寄りの農協等取扱融資機関
石川県農林水産部 農業政策課
団体指導グループ
TEL：076-225-1615 FAX：076-225-1634

経営体育成強化
資金

農業へ参入しようとする一般企業が、営
農活動に必要な資金を日本政策金融公
庫から、低利で借り受ける農業制度資金
です。

日本政策金融公庫金沢支店
( 農林水産事業 )
農業食品課
（石川県担当）
TEL：076-263-6472
最寄りの農協等取扱融資機関
石川県農林水産部 農業政策課
団体指導グループ
TEL：076-225-1615 FAX：076-225-1634

林業・木材産業
改善資金

林業・木材産業へ参入しようとする企業
等が、林業・木材産業に取り組むにあた
り必要な資金を無利子で借り受ける制度
資金です。

石川県農林水産部 森林管理課
県産材利用促進グループ
TEL：076-225-1643 FAX：076-225-1645

経営革新等
支援融資

（経営革新支援分・
格差対策分）

地域商工業活性化
融資（一般分）
事業転換支援融資

（一般分・格差対策分）

経営安定支援融資

（一般分、再生支援分、
緊急経営安定支援分）

経営安定支援融資

（資金繰り支援分）
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制度の概要

知事等の承認を受けた経営革新計画に
基づき経営革新をする方に対する低利の
融資制度です。

設備投資をする方に対する低利の融資制
度です。
新たに違う業種に進出する方
（事業転換・
多角化）に対する低利の融資制度です。
売上高が減少している方等に対する運転
資金の低利の融資制度です。
保証協会の保証付き融資の借り換えをさ
れる方に対する低利の融資制度です。

石川県商工労働部 経営支援課 金融グループ
TEL：076-225-1522
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/
kinyuu/youkou.html
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石川県環境保全
資金融資制度

公害防止施設の整備やリサイクル施設の
整備等、環境保全のための施設を整備す
る中小企業者並びにその団体に対する融
資です。

石川県地球温暖化
対策支援融資制度

省エネ設備の導入など中小企業者が取り
組む地球温暖化対策に必要な設備投資
に対する融資です。

石川県産業廃棄物
処理施設整備資金融資制度

産業廃棄物処理施設を整備する中小企
業者並びにその団体に対する融資です。

石川県環境部 環境政策課 循環型社会推進グループ
TEL：076-225-1471 FAX：076-225-1473

石川県
バリアフリー施設
整備促進融資制度

公益的施設のバリアフリー化を推進する
ため、民間事業者がバリアフリー条例に
基づいて施設の整備を行う場合、整備に
必要な資金を融資します。

石川県健康福祉部 厚生政策課 地域福祉グループ
TEL：076-225-1419 FAX：076-225-1409
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kousei/
bariafree-yuusi.html

石川県環境部 環境政策課 企画管理グループ
TEL：076-225-1463 FAX：076-225-1466

【助成】
制度名

農業機械施設整備
支援事業

（企業参入型）

いしかわ農業参入
支援ファンド事業

制度の概要
農業参入する企業に対し、営農に必要な
機械・施設の整備に要する経費を助成し
ます。

問い合わせ先
農業参入サポートデスク
TEL：076-225-1613 FAX：076-225-1618
(石川県農林水産部 農業政策課内 )
石川県農林水産部農業政策課
農業参入・経営戦略推進室
TEL：076-225-1613 FAX：076-225-1618

条件不利地域など担い手が不足する地域
において、一定 規模 以 上の耕作 放 棄地
の再生等に取り組む企業や農業法人に対
公益財団法人いしかわ農業総合支援機構
し、営農が軌道に乗るといわれる５年間、
TEL：076-225-7621 FAX：076-225-7622
経営を下支えする支援を行います。
URL：http://www.inz.or.jp/
E-mail：info@inz.or.jp

耕作放棄地
再生利用緊急対策
交付金

荒廃した耕作放棄地を引き受けて作物生
公益財団法人いしかわ農業総合支援機構
産を再開する農業者、農業者組織、農業
TEL：076-225-7621 FAX：076-225-7622
参入 法人等が行う再生作業や土づくり、
URL：http://www.inz.or.jp/
作付・加工・販売の試行、必要な施設の
E-mail：info@inz.or.jp
整備等の取り組みを総合的に支援します。

いしかわ産業化
資源活用推進
ファンド事業

産業化資源を活かした新商品・新サービ 県：石川県商工労働部 産業政策課
競争力強化推進グループ
スの開発と販路開拓を支援します。また、
TEL：076-225-1512 FAX：076-225-1514
農業者と商工業者の連携による新たな商
品・サービスの開発、異業種からの農業 公益財団法人石川県産業創出支援機構
（ ISICO）地域振興部
参入といった農商工連携の取組に対して
TEL：076-267-5551 FAX：076-268-1322
も支援します。
国：独立行政法人中小企業基盤整備機構
北陸本部 連携支援課
TEL：076-223-6100 FAX：076-223-5762
県：石川県商工労働部 産業政策課
競争力強化推進グループ
TEL：076-225-1512 FAX：076-225-1514
公益財団法人石川県産業創出支援機構
（ ISICO）地域振興部
TEL：076-267-5551 FAX：076-268-1322

中小企業地域資源
活用プログラム

産業化資源を活用して新商品や新サービ
スを開発する中小企業者に対して、補助
金・低利融資などにより総合的な支援を
行います。

いしかわ里山創成
ファンド事業

里山里海の資源を活用した生業
（なりわ いしかわ里山づくり推進協議会
い）の創出や里山里海地域の振興に係る （石川県農林水産部 里山振興室）
事業を支援します。
TEL：076-225-1648 FAX：076-225-1618
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