概要版

５つの重点施策
重点施策１

将来の産業人材の育成

市内ものづくり産業の強みを活かして、長期的な視野に立った産業人材の育成に向
けて子供たちの科学技術教育を推進します。

本市経済は、人口減少に伴う国内需要の縮小、ボーダレス化等、変化する経済環境への対応戦略が求められています。
「加賀市産業振興行動計画」は、ものづくり産業をはじめとした本市産業の「成長」と「創造」を目指すため、
「加賀市産
学官連携円卓会議」での議論を踏まえ、平成27年度から平成33年度の７年間の産業振興に向けた基本方針や取り組む
べき主な施策等を定めたものです。今回、加賀市を取り巻く経済環境の変化に対応すべく後期4年間（平成30年度〜33

主な事業

❶産業人材の裾野拡大事業
小学校段階からの論理的思考力や創造性、
問題解決能力等の育成のため民間団体と連携し、
市
内小中学生にプログラミングの楽しさを体感してもらい基本技術の習得を目指します。
更に、
若
年層を対象としたハッカソン等も実施することで 幅広い年齢層の産業人材育成を行います。
❷ロボット産業人材育成事業
産業人材の育成を図るため、科学技術教育の一環として、小中高生を対象としたロボット国
際教育プログラムである「ロボレーブ国際大会」を開催します。

重点施策2

計画策定の背景

若者・女性などの産業人材としての活用促進と確保

地域内外の多様な人材から市内企業が必要とする人材の育成・発掘・確保を推進します。

年度）の計画の見直しを行ったものです。
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主な事業

❶産業人材育成事業
市内経済団体と協力し、女性就労支援研修や女性対象の創業塾の開催、高校生への国家技能
検定取得支援等を行い市内人材の育成を図ります。
❷産業人材確保事業
南加賀三市と連携した大学生向け合同就職説明会等の開催、
大学生インターンシップ事業、
若年
U・Iターン者雇用奨励事業等を行い、
若者の市外への流出を防ぐとともに市外からの人材獲得を図
ります。

重点施策3

加賀市産業振興行動計画
前期

主な事業

市長あいさつ

〜イノベーション先進都市を目指して〜

加賀市は、
ものづくり企業を中心に約3900の事業所が立地している産業都市です。
更に持続可能なものづくり技術の集積を図るため、
魅力ある企業と地域の
「成長」
と
「創造」
を

市内中小企業者が輸出を検討するにあたり、販売先の確保や法規制、商習慣などさまざまな
課題を解消する取り組みの支援やグローバルにビジネスを展開できる人材を育成すること
で、輸出を促進するとともに、国内の展示会・見本市への出展を支援し、生産活動の強化、企業
収益の増加を促し地域の活性化につなげます。

産業人材・ベンチャー企業の誘致

ベンチャー企業・研究開発型企業等を誘致し、市内のイノベーションを推進します。

目指し、
平成27年10月に平成27年度から33年度までの7カ年を計画期間とする
「加賀市産業
振興行動計画」
を策定いたしました。
しかしながら策定から３年が経過した現在、
産業界では目まぐるしいスピードで第４次産業
革命の技術革新が進んでおります。
また
「人手不足」
感の高まりや人口減少等より国内市場の縮小が予想されるなど社会情勢が
大きく変化していることから、
これらに対応すべく平成30年4月1日より、
本計画を改訂いたし

主な事業

❶産業人材・ベンチャー企業の誘致
IT関連企業やベンチャー企業の誘致に重点的に取り組み、新産業の創出と地域の産業の発
展を図ります。また、IoT技術者等を誘致することで地域産業の活性化を図ります。

ました。

❷企業立地支援制度の拡充
産業人材やベンチャー企業の誘致の促進を図るため、支援制度の新設・拡充を図ります。

として、
「イノベーション先進都市」
を目指してまいります。

重点施策5

後期

市内産品の国内外への販路開拓の推進

伝統工芸や地場産品等の市内の優れた産品の国内外への販路開拓を推進します。

重点施策4

計画期間
見直し

新産業団地の整備

今後、
この行動計画に掲げた施策の推進に全力を挙げて取り組み、
本市の目指す未来都市像

最後に、
今回の策定にあたり貴重なご意見をいただいた産業界、
事業者並びに市民の皆様に
心から感謝申し上げます。
平成30年4月1日

企業誘致の受け皿として、立地用地等の調査を進め、新たな産業団地の整備を促進します。

加賀市長

主な事業

❶新産業団地の整備
産業集積地となり得る用地の調査を基に、
候補地を決定し、
新たな産業団地の整備を進めます。
❷民間用地の活用
市民や不動産事業者等からの用地情報の収集に努め、
企業立地の多様なニーズに対応します。
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２つの最重点施策（第４次産業革命の地域への浸透）
最重点施策１

第4次産業革命技術 を活用できる人材 の育成

近年技術発展が著しい第４次産業革命コア技術と言われるIoT（AI、ビッグデータ、ロボット等含む）を活用し、
市内事業所の生産性の向上や革新的な取組等を行える人材を育成し、IoT関連の新規事業・創業から経営安定まで
行える仕組みづくりを行います。更には、産業人材の定着を図ります。
主な事業
（１）人材育成事業
❶IoT講習事業
市内企業を対象に、連携協定締結大学や民間企業の協力を得て、IoT技術などに
関する座学や実技講習などを行い、IoT技術を利活用した業務改善や新たな事業
分野に進出するなどの革新的な取組を行える人材を育成するとともに、新たに
IoT関連の創業を行える人材を育成します。
❷経営・創業支援事業
IoT講習事業で育成した人材を中心に、ものづくりスペースの提供、入居者同士
の交流・マッチング、融資相談、経営指南などを行います。
さらに、市内外の企業や連携協定締結大学等のネットワーク、市・金融機関・商
工会議所等で構成する加賀市創業応援ネットワーク等を活用し、人的・物的サ
ポートによる創業から安定経営までの支援を行います。
（２）拠点整備事業
第４次産業革命の地域への浸透を効率・効果的に行うために、活動拠点を整備
します。なお、整備にあたっては、空き公共施設等の既存施設を活用します。

最重点施策2

第４次産業革命技術 の市内産業 への 実装支援

加賀市産業振興行動計画（改訂版）〜イノベーション先進都市を目指して〜 概要
本計画は、人材育成を施策の柱として、技術革新の進歩が著しい「第４次産業革命技術」のコア技術と言われるＩｏＴ、ＡＩ、ビッグデータ、ロボット等を地域経済へ浸透させるとともに、成長産業やベンチャー企業などの新たな産業群の創造を重
点的に行い、魅力ある企業や地域の創造を図るものです。そして本市の未来都市像として、魅力ある企業が集積し多様な人々がいきいきと暮らせる都市を目指します。

計画の趣旨等

●
「第１次加賀市総合計画」
及び
「第２次加賀市総合計画」
の産業分野別計画としての位置付け

１．加賀市産業の現況

２．加賀市産業の特徴・強み等

人口等

約7万人の南加賀地域の中核都市 、高齢化の進展（高
齢化率約33％）、人口減少傾向

工業

最大集積は製造業（就業者約31％）、大きな雇用機会
を提供

伝統工芸
商業・
サービス業

自転車リム（製造発祥地）
・チェーン等のニッチトップ企業、世界的
ニッチトップ・
独自技術の企業立地 な高度技術を有する立地企業の集積
多彩な伝統工芸、
地域産業資源

世界に誇る
「九谷焼」
、
生産額日本一の
「山中漆器」

温泉・歴史文化

商店数・従業者数・販売額とも減少傾向、加賀温泉郷の
有数の観光資源、
観光入込客数は約200万人
（ピーク時
から半減）

雇用情勢

有効求人倍率、女性就業率の高さ等

立地動向

大手企業の主要工場が立地、市の工場団地が完売のた
め民間用地を活用

豊かな自然
女性就業の高さ
事業環境の
ポテンシャル

（１）
実証事業
【農業分野】
生産性向上の実現を図るため、土壌等にセンサーを設置し、データ分析・活用に
よる精度の高い生産管理を行うなどのモデル事業を行います。
【中小製造業分野】
中小製造業(金属加工業等)へのIoT導入を促進し生産性向上を図るため、
生産工
程ライン等にセンサーを結び付け、
ラインを刷新するなどの実証実験を行います。
【その他の分野】
菓子製造業や観光分野など加賀市の特徴的産業や地元商店街へのIoT導入を普
及・拡大し、
またブロックチェーンなどの技術を新たな産業分野へ導入促進するこ
とで、
市内産業全体の活性化を図ります。

伝統的工芸品（九谷焼、山中漆器）、食料品（和菓子、土産菓子）、繊維
工業等
泉質の異なる3つの温泉、加賀橋立（北前船主集落日本遺産認定）
・
加賀東谷の重要伝統的建造物群保存地区、石川県九谷焼美術館、九
谷焼・山中漆器の工房はじめ多くの歴史文化施設等
ラムサール条約登録湿地片野鴨池、越前加賀海岸国定公園、山中・
大日山県立自然公園等
石川県（全国２位）の平均に迫る高い女性就業率

労働力不足

女性・若者などの産業人材育成
生産年齢人口の流出減・流入促進

国際競争力の
確保

海外へビジネス展開ができる人
材の育成
海外の中間層・富裕層の取り込み

市内企業の
生産性の向上

経営改善できる人材の育成
経営基盤の革新

新商品・
サービスの
開発・提供

イノベーション人材の育成・獲得
技術開発の強化

災害リスクが少ない、北陸新幹線金沢敦賀間延伸（平成34年度加
賀温泉駅新幹線停車）による期待等

未来都市像：魅力ある企業が集積し多様な人々がいきいきと暮らせる都市
【人材育成】を施策の柱として
Ⅰ地場産業の強靭化 〜第４次産業革命の地域への浸透〜
人材の育成・確保

Ⅱ 地域資源の活用 〜国内外市場への戦略的アプローチ〜

企業の革新・強化

(1)第４次産業革命技術を活用できる
人材の育成
【最重点】
(2)将来の産業人材の育成
【重点】
(3)伝統産業の担い手育成

技術開発の強化

(1)企業訪問相談と民間人材の活用
(2)創業や経営革新への支援強化
(3)ものづくり企業の広域交流の促進
(4)店舗立地の支援による商業集積の
促進

Ⅲ 新産業の創出 〜新たな価値を生み出す人材・企業の集積〜
イノベーション人材の誘致

人材の活用
(1)若者・女性などの産業人材としての活用促進と確保
【重点】

地域資源の戦略的活用
(1)６次産業化の推進
(2)地域資源を活用した新商品・新サービスの開発強化
(3)市内産品の国内外への販路開拓の推進
【重点】

ブランド戦略の強化

(1)第４次産業革命技術の市内産業への
実装支援
【最重点】
(2)新製品の開発強化
(3)大学との連携強化

(1)顕彰・表彰制度の浸透・定着
(2)坂網鴨などの食のブランド化の推進
(3)伝統工芸のブランド化の推進

（２）
普及啓発事業
IoTの重要性・必要性を、市民及び市内の企業や団体等へ広く理解してもらい、
IoTを利活用する企業や分野の普及・拡大を図っていくために周知啓発活動を行い
ます。
（３）
ロボット研究の推進
市内企業の作業効率化・品質改善などの職場環境や生産性の向上を図るため、
最
新ロボット研究の把握、先進導入事例視察、セミナー等を行い、市内企業の二ーズ
に合ったロボット技術の活用を促進します。

●計画期間：平成30年度〜平成33年度
（4年間）

３．主な課題

「ものづくり産業」の集積 はん用・産業用機械・金属製品等の基盤技術型企業の集積

市内中小企業の強靭化のために、市内各産業分野へのIoT導入を進める実証を行い、広い分野でのIoT活用によ
る地域産業の活性化を図ります。
主な事業

●
「中小企業振興基本条例」
「企業立地促進条例」
、
と連動

命
産業革
第４次
長
成
を
（第４次産業革命技術等の専門家・研究開発型企業等） 技術
ンに！
エンジ

(1)産業人材・ベンチャー企業の誘致
【重点】

新たな産業群の創造・戦略的企業誘致

(1)成長産業分野の企業誘致
（ＩＴ関連、
健康・医療・福祉・介護関連、
環境・エネルギー関連、
航空・宇宙関連、
自動車関連）
(2)新産業団地の整備
【重点】

７つのリーディング・プラン
♦第４次産業革命技術を
活用できる人材の育成
（市内企業の付加価値創出）

♦第４次産業革命技術の
市内産業への実装支援
（市内企業の生産性向上）

♦将来の産業人材
の育成
（産業人材の裾野拡大）

♦若者・女性などの
産業人材としての
活用促進と確保
（多様な労働力の確保）

♦市内産品の国内外
への販路開拓の推進
（伝統工芸や地場産品の国内
外販路開拓）

♦産業人材・ベンチャー
企業の誘致
（IoT技術等の専門家や研究
開発型企業等の誘致）

♦新産業団地の整備
（企業誘致の受け皿となる
用地の整備）

（４）
拠点整備事業
（再掲）

本計画の進め方▶▶▶

スピード感を持った政策の実行

PDCAによる計画的な推進

経済環境の変化等に応じた適宜見直し

産学官金による連携・協働等

