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 石川県知事 馳 浩 

「成長する産業づくりに向けて」 

 

明けましておめでとうございます。令和５年の新春を迎え、皆様には、謹ん

でお慶び申し上げます。また、日頃から県政の推進にご理解とご協力を賜って

おりますことに、心から感謝申し上げます。 

 

本県経済は、全体としては持ち直しているものの、長引くコロナ禍や物価高騰、最低賃金の引

き上げ、さらにはエネルギーコスト上昇など、幅広い業種において、経営への影響が深刻化する

ことが懸念されております。また、デジタル化やグリーン化への対応など、経営課題が高度化・

複雑化しており、事業者に寄り添った「伴走支援」の強化が求められています。 

このため、県では、中小企業庁等との間で、全国初となる「伴走支援に関する連携協定」を昨

年８月に締結したほか、省エネ設備の導入支援や、賃上げに取り組む企業への県独自の支援など、

様々な取り組みを行っております。 

 県内中小企業は、本県経済の基盤をなす地場産業を支えるとともに、多くの雇用を創出し、地

域社会の担い手としても重要な役割を果たしていただいており、引き続き、関係機関と連携し、

しっかりと後押ししてまいります。 

 

 この新しい年が皆様にとりまして、明るい展望の持てる年となるよう心からお祈り申し上げま

すとともに、県政に対する一層のご支援、ご協力をお願い申し上げ、新年のご挨拶といたします。 

 

金沢市長 村山 卓 

「地域経済の持続的な成長と発展に向けて」 

 

新年あけましておめでとうございます。皆様におかれましては、新しい年

を健やかにお迎えのことと心よりお慶び申し上げます。また、日頃より市政

の推進にご理解とご協力を賜り、心から感謝申し上げます。 

 

さて、本市の企業を取り巻く環境は、長期化する新型コロナウイルス感染症への対応やエネル

ギーの安定供給確保などの様々な課題に直面する中、急速に進んだ円安や資源価格の高騰などの

影響により、大きな転換期を迎えております。 

このような状況下において、本市では、地域経済の再生と活性化に向けて、次代で活躍する人

材の育成や地場企業のデジタル化・脱炭素化の促進、付加価値の高い新製品開発や海外展開を見

据えた新たな市場開拓への支援等を行うとともに、新しい働き方への対応やイノベーションの促

進などを通じて、未来へ繋げる地域経済の持続的な成長・発展に尽力してまいります。 

 

結びに、新しい年が、本格的に回復を感じられ、貴組合及び組合員の皆様にとりまして、明る

く幸多き年となりますようお祈り申し上げ、年頭のご挨拶といたします。 
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北陸鉄工協同組合 理事長 小 林 靖 典 

（㈱小林製作所・代表取締役社長） 

 

新年あけましておめでとうございます。組合員の皆様には、良き年をお迎え

のこととお慶び申し上げます。 

 

さて、今年もまた新しい年が始まります。新しい年は、新しい時代に向けて私たちが挑戦していく年

になると思います。とくに中小企業においては DX 化の必要性が言われていますが、DX 化によってさ

まざまなデータがコンピュータに蓄えられ、それらが結び付けられていく中で新たな問題解決の方法

が見つかり、よりよい社会に向かっていくことでしょう。 

私たち工場経営者も、その大きな変化の流れの中にあります。これまでも「働き方改革」などの変革

が求められてきましたが、今年はインボイス制度の導入や電子帳簿保存法の開始など、デジタル化に

よるさらなる大きな変革が求められています。そしてこの DX 化という変革は、人と人とのネットワ

ークにも影響を与えます。コロナ禍で失われた「対面での人と人の絆」をもとに、情報の共有を再構築

する時代になるのです。 

2020 年から始まった「まさか」と思うような世界的な大きな変化の中では、従来の「改革・改善」

だけでなく、本当に求められているものは何かを自ら考え行動して生きること、すなわち目標に向か

って自ら答えを出していくことが求められます。ただ受け身でいたのでは、時代に翻弄されてしまっ

て変化に対応できません。誰かの答えを待つのではなく、より良き未来のために、自らが未来を創る側

の視点に立って行動する必要があるのです。そうした意味でも、今年は新たな時代に向け、さまざまな

問題を解決していく年になると思います。 

 

一方で、今年は世界的な経済の打撃を受け、日本経済が停滞する可能性も指摘されています。しかし

その先には、これまで長期にわたって停滞してきた日本の経済が、新冷戦下での「世界の工場」の一翼

を担う形で復活するという可能性もあるのです。これまでも政府は積極的な財政支出を続け、日銀も

大規模な金融緩和を続けることで経済の復活を図ってきました。私自身も経営者として、会社の将来

にとって良い基盤を創る年として、この一年を歩んでいきたいと思っています。 

 

中小企業は「人が集まり力を合わせて」が原点です。多くの皆様と力を合わせ、新たな時代に向かっ

ていきたいと思います。日本の社会も、コロナの感染状況を見ながらではありますが、ウィズコロナと

して感染防止に気を付けながら、厳しすぎた規制を見直しコロナ前のような経済活動や人の交流を取

り戻し、人間らしい社会を取り戻していくことでしょう。 

 

北陸鉄工協同組合は、工場を持った製造業が主体ですが、製造業は工場を中心に、多くの人が協力し

てものづくりを行う組織です。組合としてもコロナ前に行っていた各種研修制度を再開し、新しい時

代へと向かいたいと願っています。 

最後になりましたが組合員の皆様と従業員の皆様の健康とご多幸をお祈りし、年頭のご挨拶とさせ

ていただきます。 
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新しい年を迎えるにあたって ～役員からのメッセージ～ 

 

 専務理事 米澤 卓也（暁化学工業㈱） 

２０２３年が明けました。ウクライナの戦火も収束を迎える

兆しはなく、エネルギー高、資源高、為替の乱高下など環境

は決して良いとはいえない中ですが我々の業界自体は他の

業界に比べるとまだまだ恵まれた状態で年を越せたのでは

ないかと思います。 

年末には皆で『ブラボー』といえるよう、知恵を出し汗をか

いていきましょう。 

 

 常務理事 小林輝與彦（㈱小林太郎鉄工所） 

明けましておめでとうございます。 

新型コロナ感染症もなかなか沈静化しません、人流も増える

中心配です。 

ロシアによるウクライナ侵攻、これに伴う石油や物の高騰、

また、ロシアの戦略的な世界の食料危機と米国経済の動向

で、日本経済の先行きが不安です。 

が、心配や不安を思うより、元気一番で行きましょう。 

 

 常務理事 金森和治（㈱金森合金） 

昨年のサッカーのワールドカップでは、日本人の誇りと自信

を頂きました。今年も不透明な一年ですが「高み」を目指し

て、個々の力を磨き研鑽を続けてワンチームになるように頑

張りましょう。 

兎のようにホップ・ステップ・ジャンプと「新しい景色」が

見える一年になりますように、ご祈念申し上げます。 

 

 常務理事 小池田康秀（㈱北都鉄工） 

この一年でコロナに対する向き合い方がだいぶ変わってき

ましたが、まだまだ経済は疲弊したままです。今年こそはコ

ロナとの闘いに終止符を打たなければなりません。コロナに

よって世の中も一変しました。今年はコロナ後を見据えた会

社の運営、仕事のやり方、働き方をきちんと定着させていく

大事な年だと思います。このコロナ禍を機にそれぞれが大き

く変わるチャンスと捉えて今年も前向きに頑張っていきま

しょう！ 
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理事 明石隆史 （株式会社明石合銅・代表取締役専務） 

新年明けまして、おめでとうございます。 

世の中の変化のスピードは勢いを増すばかりですが、会員企業の皆

さまと密に情報交換をしながら、変化に取り残されない様、新しい

ことにどんどんチャレンジして参りましょう！ 

 

 

 

 

 

理事 岡田 等 （オカダ合金株式会社・代表取締役社長） 

あけましておめでとうございます。 

with コロナも浸透してきて、ようやく不自由な生活から解放されそ

うですね。サッカーワルドカップ日本代表チームの活躍に勇気づけ

られました。我々もコロナ禍の「守備」から「攻撃」へ切り替えて

反撃して参りましょう。 

 

 

 

 

 

理事 木地治三郎 （株式会社木地リード・代表取締役社長） 

あけましておめでとうございます！！！ 

良い一年になるよう頑張りましょう！！ 

 

 

 

 理事 北 健一 （株式会社北製作所 代表取締役社長） 

北陸鉄工協同組合と青年部が共催した講演会で、メンタルコーチの

飯山晄朗氏は「夢を実現する秘訣は、寝る前のプラス思考のイメー

ジ、感謝の気持ち、そしてワクワクしながら誰かのためにチャレン

ジすること」とおっしゃいました。これからおとずれる新時代の新

しい景色を見るためにワクワクチャレンジしていきましょう！今

年もよろしくお願いします。 

 理事 黒川真一郎 （黒川工業株式会社・代表取締役社長） 

息を潜めている感があるコロナだけども、まだまだ侮れない。 

さらに、ここに来て「電気代」なるお化けも現れてきた・・・ 

難局続きの昨今、皆様のお役に立てる HOT でありますように、 

心してまいります。 まずは懇親会から！ 

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

理事 鈴木信孝 （株式会社鈴木精機・代表取締役社長） 

あけましておめでとうございます。 

コロナ第８波・・・・いつまで続くのやら。 

でもでもいつまでも続けられません。 

今年こそはマスクもアクリル板も 

全部取っ払って、元気に前へ進みましょう。 

本年も宜しくお願い致します。 
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理事 高林秀樹 （株式会社高林製作所・代表取締役社長） 

あけましておめでとうございます。昨年は、これまでの新型コロナ

ウイルスの影響とロシアのウクライナ侵攻の影響が重なって、かつ

てないほどの物価の高騰に見舞われました。次々と歴史的なことが

起きていますが、乗り越えれば企業はまた成長して強くなれるかと

思いますので頑張っていきましょう。今年も宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 

理事 竹田 悟 （株式会社竹田栄鉄工・代表取締役社長） 

新年あけましておめでとうございます。新型コロナが流行してから

4 年目、昨年から徐々に行動制限が緩和されてきました。今年はコ

ロナ前に戻れますように。我々の鉄工業界は、エネルギー、物価高、

ウクライナ、人手不足と様々な問題を抱えていますが、北陸鉄工ワ

ンチームで頑張って行きましょう。本年も宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

理事 前川 要 （富士精機株式会社・取締役工場長） 

人口構造・社会構造の変化など我々を取り巻く不確実な環境変化に

適応しつつ、一人ひとりの多様性が尊重され、将来に希望の持てる

業界づくりしていかなければならないとひしひしと感じておりま

す。コロナ禍での気づきを、今後の社会へ活かしていくことも不可

欠です。今年も一緒に業界を盛り上げていきましょう。 

 

 

 

 

 

理事 松井孝憲 （株式会社松井製作所・代表取締役社長） 

新年あけましておめでとうございます。今年の干支「癸卯（みずの

とう）」にはこれまでの努力が花開き、実り始めるとの縁起の良い意

味があるそうです。今年は新型コロナ、ウクライナ戦争などマイナ

スな状況から脱し、卯が大きく跳び跳ねるような飛躍の年になれば

と思います。組合員皆様にとって明るく飛躍の一年となりますよう

祈念申し上げます。 

 

 

 

 

 

理事 宮崎克洋 （加賀電化工業株式会社・代表取締役社長） 

2023 年の干支は「癸卯(みずのとう)」。「癸」は静かで温かい大地を

潤す恵みの水を表し、「卯」は兎のように跳ね上がる意味で、この二

つの組み合わせにより、「これまでの努力が実を結び、勢いよく成長

し飛躍するような年」になると考えられております。私も携わる方

皆様が豊かになれるよう尽力してまいります。組合員の皆様の実り

ある一年を祈念します。 

 

 

 

 

 

 

理事 森 浩明 （株式会社森工業・代表取締役社長） 

明けましておめでとうございます。 

今年もウイズコロナで色々な対策を取り入れながら活動して行く年に

なるかと思いますが、組合活動を通して組合員皆様が大きく飛躍出来

る一年になることを願っております。 

本年も宜しくお願い致します。 
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監事 塩谷栄治 （石川可鍛製鉄株式会社・代表取締役社長） 

新年あけましておめでとうございます。昨年に引き続き、エネルギ

ー費高騰、円安による物価上昇と厳しい状況が続いておりますが、

これ以上は悪くならない事を願い、今後戦略を練っていく年とした

いです。本年もよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

監事 多川裕満 （株式会社多川製作所・代表取締役社長） 

新年あけましておめでとうございます。ロシアによるウクライナ侵

攻に終わりが見えず、また、中国による台湾侵攻の現実味が増して

きております。もしかしたら第 2 次冷戦の始まりかもしれません。 

先の見通せない世の中ですが、これまでも厳しい環境を乗り越えて

こられた皆様にとって飛躍の年になるよう祈念しております。 

 

 

 

 

 

監事 吉田陽平 （株式会社吉田機械・代表取締役社長） 

新年、明けましておめでとうございます。昨年も海外出張ゼロでし

た。しかしながら、新年 1 月から、いよいよスタート予定です。ま

た、4 年に 1 回の国際繊維機械展がミラノで開催予定です。4 年前

の展示会とは大きな変化があると想定します。会社と個の特徴を最

大限発揮できる年になればと思います。 

 

【備考】西村理事はご都合によりご寄稿がありませんが、皆様によろしくお伝えくださいとのこ

とです。 
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令和４年度 研究施設見学会 

新型コロナウイルスの感染拡大から３年、社会的・経済的な活動が制約されてきましたが、最

近は多くの活動が再開され始めています。そうした社会の流れの中で、当組合青年部でも今年度

事業の一つとして石川県工業試験場の施設・設備等の見学会を実施しました。 

 

日頃は何かのご用事で県工業試験場を訪ねることはあっても、全体の施設・設備を説明付きで

見学したり、意見交換ができたりする機会はあまりありません。２時間ほどの見学会でしたが、

工業試験場の方だけでなく当組合青年部員の間での交流もでき、楽しい時間となりました。 

【日時】令和４年１１月２９日（火）14：00～16：00 【会場】石川県工業試験場  

青年部活動報告 
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株式会社新家製作所（加賀市） 

 

Ｍ＆Ａで事業承継 

平野：大企業に勤めておられたのに、どうして石川県のものづくり企業を引き継ごうと思われた

のですか？ 

山下：勤めていた会社（総合重機大手ＩＨＩ）社内でライフプランセミナーがあり、それを機に

これからの生き方を考えたんです。自分がもう少し長く社会の中で働くことを考えた時、

サラリーマンでは限界があると思いました。そこで社会的な課題に関わり、役に立てるこ

とをしたいと考えたのですが、それが中小企業の事業承継問題です。自分のスキルで、危

機にある会社を今の時代に近づけることができれば、一つの課題解決になると。ＩＨＩで

ずっとものづくりに携わってきたので、新家製作所では自分の知識や経験を生かせるし、

新しい分野の開拓もできると思ったんですね。 

平野：個人での事業承継（Ｍ＆Ａ）には不安はありませんでしたか？ 

山下：実際、会社の経営は厳しい状況でしたし、中でも前経営者の個

人保証の付いた借入金をどうするかということが一番の問題

でしたね。当然、リスクを懸念しましたが、後継者が経営者保

証なしで借り換えできる県信用保証協会の特別保証制度がち

ょうどそのころスタートし、これを利用できました。この制度

は、事業承継を決断する要因の一つになりましたね。 

 

生産性の向上 

平野：事業承継された後は、社内の生産性向上のために様々な取り組みをしておられますね。 

組合員訪問 

北陸鉄工協同組合には現在、104 社（ほかに賛助会員として高松機械工業㈱）の組合員企業

があり、北陸のものづくりを支えるお仕事をしておられます。 

その組合員の中から、今回は大企業の社員から心機一転、Ｍ＆Ａで加賀市にある㈱新家製作

所を事業承継した山下公彦さんを訪問。お話を伺いました。 

 

会 社 名 株式会社 新家製作所 

代 表 者 代表取締役 山下 公彦 

所 在 地  石川県加賀市宇谷町ヤ-1-28 

TEL：0761-76-2526 FAX:0761-77-3347 

会社設立 昭和 41 年（1966 年）7 月 1 日 

資 本 金 1,000 万円 

従業員数 19 名（男 17 名･女 2 名） 

主要製品 コンベアチェーン金属部品 

 及び 建設機械部品等 

山下公彦さん 



 9 

山下：事業承継後、まずＩＴ化が全然進んでいなかったの

に驚きました。取引先とのやり取りにメールすら使

っていなかったのです。こうしたメールの導入から

始め、受注情報を社内で共有し生産データと突き合

わせることで進捗管理を行うという、「工程管理の見

える化」にも取り組んでいます。そうした活動の中

で生産性も向上し、おかげさまで私が事業承継して

以降、売上は順調に伸びるようになりました。今後

は現場の管理ボード（ホワイトボード）の情報をデジタル化し、それ以外の情報も一元管

理できるＤＸ化を徹底的に進めていく計画です。 

平野：新しい設備の導入にあたっては、いろいろな補助金も活用しておられるのですか？ 

山下：ちょうど新型コロナの感染拡大の時期にぶつかったこともあって、「新分野チャレンジ緊急

支援費補助金」や「コロナ時代に適応する設備導入支援事業」などに採択されました。そ

のほかにも「ものづくり補助金」や「事業再構築補助金」などにチャレンジして採択され

ましたので、工場内のいろんな設備機械の導入に使わせていただきました。 

 

人材の採用 

平野：新しい設備や機械を導入して生産性の向上を図っておられるのですね。 

   ところで、それに必要な人材の採用についてはいかがでしょうか？ 

山下：実際、新しい設備や機械を導入しても、それを使いこなせる人材の確保が大変です。当社

もハローワークなどを通じて求人活動を行っていましたが、加賀市は石川県の隅っこです

し、必要な人材の確保には苦労しました。 

平野：それをどうやって乗り越えたのですか？ 

山下：試行錯誤の結果、コンサルタントに依頼し、人材採

用について支援を受けることにしたのです。費用は

かかりましたが、効果的な求人を行うためのノウハ

ウを学ぶことができました。おかげさまでその後の

求人にも応募者が増え、半年で 30～40名の応募があ

り、毎週のように面接できるまでになりましたね。 

 

新事業分野の開拓 

平野：そのほかにも、新しい事業分野の開拓をしておられるとお聞きしましたが。 

山下：私は一昨年、ISICO（石川県産業創出支援機構）が開催した『Session石川』というプログ

ラムに参加したんです。このプログラムは全７回にわたって行われる講座で、「自社の事業

や商品を見直し、十分に分析し、商品のイメージや方向性を考える。そして実際に自社の

強みを再定義し、新商品や自社のブランディングの企画をつくる」というものなのですが、

とてもいい刺激になりました。 

平野：そこで新しい事業を考えたのですか？ 
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山下：そのプログラムを通じて、「究極のコーヒー・グラインダー」（ミル）の開発を考えたので

す。ＩＨＩの同期で、数年前に会社を辞めてフリーをしている友人にＣＡＤでの設計を依

頼し、３Ｄプリンタでの試作にもトライしたりもしました。 

平野：どうしてコーヒーミルを思いついたのですか？ 

山下：ＢtoＣ（消費者向け）商品に参入しようと思ったのです。自分が航空エンジンを手がける

ＩＨＩ出身なこともあって、新家製作所の金属加工技術を生かした

ものを検討する中で、自身のバックグランドであるＩＨＩの回転体

の技術も生かした製品ということで、マーケットリサーチを進める

中でコーヒーミルを開発、商品化できないかと。 

新家製作所がこれまでやってきた加工受託だけでは成長に限界があ

ると思うし、商品力次第で顧客を早く開拓できるＢtoＣへの参入を

考えたんです。異分野の事業を育てることができれば、景気の影響を

受けづらい経営ができるんではないか・・・新型コロナの影響で、コ

ーヒーも店内で飲む機会は減少したけど、豆を買ってきて自宅で豆

を挽いて飲む需要が増えていると思ったんです。 

 

今後の展望 

平野：これからの夢はどんなことですか？ 

山下：後継者難に悩んでいる地域のものづくり企業と連携して、新しい価値を生み出す仕事をや

っていきたいです。新家製作所やそのほかの製造業を結びつけて、新しいものを作り出し

ていければいいと思っています。 

平野：すごい夢ですね。「ものづくり企業」が集まってい

る当組合の皆さんとも、何か一緒に事業ができれ

ばいいですね。 

山下：私も北陸鉄工協同組合の組合員企業の皆さんとも、  

いろんな形で協力していければうれしいです。 

 

 

山下社長には今回はお忙しい中にもかかわらず、貴重なお時間を頂きインタビューをさせてい

ただくことができました。今後は北陸鉄工協同組合の皆様とも、いろいろな形でコラボレーショ

ンしていただければ幸いです。 

 

【プロフィール】山下公彦（やました・きみひこ） 

1964 年、金沢市生まれ。金沢桜丘高校、立命館大大学院理工学研究科修了。89 年、石川島

播磨重工業（現ＩＨＩ）に入社。航空機エンジンを中心に生産技術、製造、品質管理などの

業務を担当。新生産拠点の開設にも関わる。2020 年 6 月、早期退職。後継者のいなかった加

賀市の新家製作所を、親族や従業員でもない「個人による事業承継」として経営を引き継ぐ。 

 

開発中のコーヒーミル 



 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竹林正樹氏に関する詳細は、公式ＨＰをご覧ください。 

北陸鉄工協同組合 

〒920-8203 石川県金沢市鞍月 2 丁目 3 番地 

（石川県鉄工会館内） 

TEL 076-267-1955／FAX 076-267-0720 

Mail hot@m2.spacelan.ne.jp 

～編集後記～  

新型コロナウイルスに加えインフルエンザと

の同時流行も懸念されています。どんなに対策

を講じても感染を防ぐことは難しくなってきて

いますね。感染しても症状が軽く済むように、

体調を整えておくことが大切なのでしょうか。 

さて、今年度は通常総会、青年部主催の人材

育成講演会や工業試験場見学会と少しずつ活動

を再開することが出来ました。そして、今年は

３年ぶりで組合の新年会も開催します。皆様是

非ご出席ください。お待ちしています。（小林） 

 

第 2 回 人材育成講演会・懇親会 

【会場】金沢東急ホテル（金沢市香林坊 2-1-1） 

【日程】令和 5 年 2 月 22 日（水）16：30～20：00 

  

 16：30～18：00 人材育成講演会  5 階エクセレントルーム 

講師：青森大学客員教授 竹林正樹 氏 

      演題：「ナッジで人を動かす」 

～相手が望ましい行動をするには？～ 

   

18：10～20：00 懇親会  5 階ボールルーム C 

   
説得をしても、褒美や罰則を与えても、相手が望ましい行

動をしない場面、よくありますよね。 

そんな時、心理特性に沿って自発的に動きたくなるように

促す方法が「ナッジ」です。 

皆様にナッジの魅力が伝わるように、 

今から万全の準備を重ねています。 

お会いできるのが楽しみです。 

←ナッジの説明は QR コードからも

ご覧いただけます 


