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㊾(株)北陸グリーンサービス 
 (金沢市) ※ﾘｻｲｸﾙﾓﾃﾞﾙ 
竹林の伐採を請け負い、 
竹酢液製造や竹チップ 
利用商品の開発及び伐 
採跡地で農業を展開 
◆放置竹林の再生と竹を使った商品開発 

⑫ 宮地校下景観保全推進協議会 
（能登町）※景観創造 
黒瓦や白壁等昔ながら 
の農村集落の家並みや 
里山景観を地域ぐるみ 
で保全・再生 
◆里山農村景観の保全・再生 

いしかわ里山創成ファンド採択事業一覧（Ｈ23～2５年度） 

② (株)OkuruSky 
（穴水町） 
里山里海の地域資源を 
活用した、子供や企業 
向けの多様な自然体験 
プログラムの開発 
◆自然・農業体験による交流人口の拡大 

③ (株)金沢大地 
（輪島市、珠洲市） 
耕作放棄地を開墾し、地 
元産の原料にこだわった、 
新しい能登ブランド商品の 
開発 
◆能登そば等新たな特産品づくり 

⑪ 松尾栗園 
（輪島市）                                                                                                                                                                                                                                 
焼き栗の賞味期限を延 
ばすためのパッケージ 
の開発と新たな販路の 
拡大 
◆能登栗の新商品開発 

⑥ 農事組合法人のうきゃ 
（珠洲市） 
漢方残渣を活用した土 
づくりと里山里海の恵み 
を活かした「おにぎり」の 
商品化 
◆おにぎり等新たな特産品づくり 

⑨ (株)ひまわりほーむ 
（輪島市） 
主にマイホーム建築希 
望者を対象とした、能登 
ヒバの加工体験ツアー 
による県産材の普及 
◆県産材の利用促進による里山保全 

① 奥能登棚田ネットワーク協議会 
（珠洲市） 
棚田米ブランドの確立 
及び都市住民との交流 
による棚田保全活動の 
実施 
◆棚田米の産地化 

⑧ 農事組合法人能登ふれあいガー
デン（能登町） 
里山の自然素材を活用 
した商品の開発と販売、 
並びに里山づくりを担う 
指導員の養成 
◆里山保全の普及啓発 

⑬ 石川県漁業協同組合すず支所 
（珠洲市） 
漁場管理計画の策定に 
よる岩がき資源の保全、 
並びに誘客促進のため 
のＰＲ活動の実施 
◆岩がき産地の育成 

⑯ 大野製炭工場 
（珠洲市） 
良質なお茶炭の生産技 
術の確立及び能登のお 
茶炭のブランド化 
◆炭産地の育成 
 
 
 
 

⑲ 金蔵あかり会 
（輪島市） 
金蔵みそを使った加工 
品の商品化、及び訪問 
者に提供する郷土料理 
メニューの開発 
◆金蔵ブランド商品の特産化 
 

㉗ (有)能登ワイン夢一輪館 
（能登町） 
能登を代表する究極の 
産物（魅力）を丸ごと巻 
き込む「能登巻き」の開 
発・販売 
◆昆布巻き等の特産品づくり 
 

㉚ 上黒丸ステキな散歩道実行委員会 
 (珠洲市) ※ｲﾍﾞﾝﾄ支援  
 四季のウォーキングイベ 
 ントを通じて、里山資源 
 と伝統文化を利活用し 
 た地域づくり 
◆イベントによる交流人口拡大 

㉞(株)角永商店 
（白山市） 
加賀地域の広葉樹を用 
いた燃焼効率が高い薪 
の製造開発、販路開拓 
◆薪のブランド化による 
加賀地域の里山森林資源の再生 

奥能登 

中能登 

⑦ 能登榊振興協議会 
（珠洲市） 
栽培技術の向上とＰＲ、 
休耕地を活用した生産 
拡大に取り組み、「能登 
榊」のブランド化を促進  
◆能登榊の産地化 

⑩ 二子山牧場(有) 
（能登町） 
里山の体験・ふれあい 
スポットの整備・開放、 
並びに自家製乳製品の 
開発・販売 
◆アイスクリーム等新たな特産品づくり 

㉒ 春蘭の里実行委員会 
（能登町） 
蜜源植物の植栽と養蜂 
を活用した商品づくり、 
並びに飼養オーナー制 
度による交流促進 
◆養蜂を活用した特産品づくり 
 

⑳ 金沢市農業協同組合 
（金沢市） 
ビタミンや鉄分、アントシ 
アニンが豊富な加賀野 
菜である金時草の健康 
飲料青汁の商品化 
◆金時草青汁の商品化 

㉖ ＮＯＴＯ高農園 
（七尾市） 
能登島赤土野菜に高付 
加価値を付けた販売を 
目指し、“能登ブランド“ 
を首都圏に広める 
◆能登島赤土野菜の新産地の育成 
 

Ｈ２３年度採択(１２件)：①～⑫ 
Ｈ２４年度採択(１８件)：⑬～㉚ 
Ｈ２５年度採択(１９件)：㉛～㊾ 

石川中央 

㊼里山自然学校 こまつ滝ヶ原 
（小松市） 
築100余年の石橋など石 
文化の継承･発展のため 
ストーンシンポ等石にま 
つわる企画を実施 
◆｢石文化｣を活用した交流拡大イベント 

南加賀 

㊸三谷地区活性化推進協議会 
（加賀市） 
山菜･山野草の販売量を 
増やすため、休耕田で 
野セリ等の育成及び未 
使用山菜の利用を提案 
◆休耕田を利用した山野草の栽培、販促 

㊶白山麓わさび生産振興会 
（白山市） 
すりおろすと粘りが強い在 
来種「もちわさび」の特性 
分析と栽培拡大、及び乾 
燥粉末加工品の商品化 
◆白山麓わさびのブランド化のり組み 

㊱興津を元気にする会 
（津幡町） 
興津独自の新品種カボ 
チャの加工品開発及び 
彼岸花オーナー制実施 
◆独自のカボチャ栽培 
と彼岸花オーナー制による地域づくり 

⑭エキスパートトレーディング(株) 
（金沢市） 
能登ヒバの造作用集成 
材の開発及び既製品の 
構造用集成材と併せた 
販路開拓 
◆県産材の需要喚起による里山保全 

㉜奥能登原木しいたけ活性化協議 
会（穴水町） 
生しいたけとして評価の 
高い原木しいたけ「のと 
てまり」を乾燥し、商品開 
発等により周年で販売 
◆｢のとてまり｣等の乾燥化による年間販売 

㊹(株)吉岡機販 
（金沢市） 
能登ヒバの建材以外の 
消費拡大に向け、能登 
ヒバ抽出樹液入り入浴 
剤の改良と新商品開発 
◆能登ヒバ活用商品の開発、販路開拓 

⑱ 加賀押しずし研究会 
（能美市） 
「加賀おしずし」のイベ 
ントや講習・交流会等を 
通じたＰＲ活動によるブ 
ランド化の推進 
◆加賀押しずしの特産品ブランド化 
 

④ 里山資源の特産品ビジネス実行
委員会（白山市） 
伝統的農法｢焼畑づくり｣ 
の再生と、焼畑で収穫さ 
れる「ナナギ大根」の漬 
物を特産品として販売 
◆ナナギ大根を使った特産品づくり 

㉕ 高松紋平柿生産組合 
（かほく市） 
紋米柿の規格外品を利 
用した食品素材（乾燥 
柿）の加工技術の確立 
と商品開発 
◆紋平柿産地の育成 
 

㉙ 湯涌かぶら利用拡大実行委員会
（金沢市） 
特産野菜（湯涌かぶら）の 
生産振興と魅力的な商品 
作り等による地区の活性化 
◆かぶらのピューレ等特産 
品づくり 

㉔ (株)スギヨファーム 
（七尾市） 
カステラやせんべい等 
「能登野菜」を用いた 
加工品の商品開発及び 
販路開拓 
◆能登野菜を用いた新商品の開発 

⑰ 顔の見える能登の食材市場流通推進   
協議会(輪島市､珠洲市､穴水町､能登町) 
山菜、きのこ等能登の里 
山資源を活用した魅力 
ある１次加工品の商品化 
◆塩蔵品等の新たな特 
産品づくり 

㉘ 山木食品工業(株) 
（小松市） 
安宅漁港で水揚げされ 
る水産物を具材とした、 
特長ある新商品の開発 
と販路開拓 
◆安宅の関のブランド商品の開発 
 

㊴(株)しら井 
（七尾市） 
伝統食「巻鰤」の、パッ 
ケージ開発など販売促 
進及び「いしり」を加えた 
商品開発 
◆七尾の伝統食｢巻鰤｣の伝承と販路開拓 
 

⑤ (有)トラベルセンター能登 
（七尾市） 
定置網で獲れた魚の陸 
揚げ作業等を見学し、 
朝市で地元の人達との 
交流体験ツアーを実施 
◆里海体験ツアーによる交流人口の拡大 

⑮ (有)大根音松商店 
（七尾市） 
地元高校生との連携に 
よる能登なまこを利用し 
たスイーツの商品開発 
及び販売 
◆なまこ商品の特産品化 

㉓ すぎ省水産(株) 
（七尾市） 
「能登ふぐ」ブランドの 
確立、並びに稚魚の放 
流など里山資源の保全 
活動の実施 
◆能登ふぐの産地化 

㉑ シシクアドクライス(株) 
（七尾市） 
休耕田を活用したドジョ 
ウやゴリの養殖試験、及 
び佃煮など加工食品の 
商品化 
◆ドジョウの産地化 

㉛小池赤土野菜組合 
（金沢市） 
耕作放棄地を整備し、 
さつまいも等野菜生産 
を行い、菓子業者等と 
連携して加工品を開発 
◆小池産赤土野菜のブランド化 

㉟上林金沢茶舗 
（七尾市） 
能登島で良質な和紅茶 
製造の可能性大と確認 
し、商品化に向け研究 
◆能登島の耕作放棄地を利用した能登
紅茶の商品化 

㊷(株)神子の里 
（羽咋市） 
神子原ロゴやラベル等 
の制作、ＩＴ環境整備、 
及び米、くわい等に続く 
育成作物を開発 
◆神子原ブランドの創出と新商品の開発 

㊽ 能登株わかば農業協同組合 
(七尾市)  ※ﾘｻｲｸﾙﾓﾃﾞﾙ 
粉砕かき殻を施用して 
水稲を栽培し、環境に 
優しい能登米づくり確立 
◆養殖かきの殻を利用 
した環境にやさしい能登米づくり 

㉝かあさんの学校食堂 
（穴水町） 
廃校の小学校を拠点に、地元食材を 
農村女性グループが地 
元食材でメニュー開発 
◆地域食材を活用した 
食堂運営によるにぎわいの創出 
 

㊺輪島・海美味工房 
（輪島市） 
輪島産海産物の消費拡 
大に向け、乾燥した海藻 
の糠漬け等、日持ちする 
新商品を開発 
◆輪島産の海藻を活用した商品開発 

 
 

㊵能登マツタケ復活･里山再生運
動の会（能登町） 
所有林をモデル園にした 
勉強会の開催及び適地 
にマツタケ胞子を播種し 
て成育状況を調査 
◆能登マツタケの再生に向けた取り組み 

㊲国重柿農園[西中農園] 
（能登町） 
自社の柿を活用して乾燥チ 
ップ「花柿」を商品化し、今 
後、能登町産野菜の乾燥食 
品や粉末食品の開発に着手 
◆能登の農産物利用乾燥食品の商品化 

㊳山菜ファーム・穴水 
（穴水町） 
町内の食品製造業者と 
連携し、紫わらびの茎や 
根を活用してスイーツ、 
洋菓子等を開発 
◆紫わらびのブランド化向けた商品開発 

㊻上町公民館（能登町） 
 ※ｲﾍﾞﾝﾄ支援 
「あえのこと」や地区の史 
実の認識を深めるため、 
「宝暦義民」劇上演や紙 
芝居制作等を実施 
◆伝統文化の継承に向けたイベント 
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