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組合活性化情報

中小企業地域資源活用プログラムについて
石川県における中小企業の労働事情
下請中小企業の最近の動向
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名 称 地域産業資源に係る地域

加賀野菜
金沢市､ 七尾市､ 小松市､ 加賀市､ 羽咋市､ かほく市､ 白山市､ 能
美市､ 川北町､ 野々市町､ 津幡町､ 内灘町､ 宝達志水町､ 中能登町

能登野菜 県全域

能登大納言小豆 県全域

ルビーロマン 県全域

加賀丸いも 金沢市､ 小松市､ 白山市､ 能美市

金沢青かぶ
金沢市､ 七尾市､ 珠洲市､ 羽咋市､ かほく市､ 白山市､ 野々市町､
津幡町､ 宝達志水町､ 中能登町､ 穴水町､ 能登町

能登栗
金沢市､ 七尾市､ 輪島市､ 羽咋市､ かほく市､ 津幡町､ 内灘町､ 志
賀町､ 宝達志水町､ 中能登町､ 穴水町､ 能登町

石川米 県全域

能登牛
金沢市､ 七尾市､ 輪島市､ 珠洲市､ 羽咋市､ かほく市､ 津幡町､ 内
灘町､ 志賀町､ 宝達志水町､ 中能登町､ 穴水町､ 能登町

αのめぐみ
(機能性豚肉)

金沢市､ 七尾市､ 小松市､ 加賀市､ 羽咋市､ かほく市､ 白山市､ 能
美市､ 津幡町､ 内灘町､ 志賀町､ 宝達志水町､ 中能登町､ 穴水町､
能登町

烏骨鶏 金沢市､ 白山市､ 津幡町

原木しいたけ

金沢市､ 小松市､ 加賀市､ かほく市､ 白山市､ 能美市､ 川北町､ 津
幡町

七尾市､ 輪島市､ 珠洲市､ 志賀町､ 穴水町､ 能登町
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能登ヒバ (アテ)
金沢市､ 七尾市､ 小松市､ 輪島市､ 珠洲市､ 加賀市､ 羽咋市､ かほ
く市､ 白山市､ 能美市､ 川北町､ 野々市町､ 津幡町､ 宝達志水町､
志賀町､ 中能登町､ 穴水町､ 能登町

カレイ
金沢市､ 七尾市､ 小松市､ 輪島市､ 珠洲市､ 加賀市､ 羽咋市､ かほ
く市､ 白山市､ 能美市､ 内灘町､ 宝達志水町､ 志賀町､ 穴水町､ 能
登町

サヨリ
金沢市､ 七尾市､ 小松市､ 輪島市､ 珠洲市､ 加賀市､ 羽咋市､ かほ
く市､ 白山市､ 能美市､ 内灘町､ 宝達志水町､ 志賀町､ 穴水町､ 能
登町

イカ
金沢市､ 七尾市､ 小松市､ 輪島市､ 珠洲市､ 加賀市､ 羽咋市､ かほ
く市､ 白山市､ 能美市､ 内灘町､ 宝達志水町､ 志賀町､ 穴水町､ 能
登町

アマエビ
金沢市､ 七尾市､ 小松市､ 輪島市､ 珠洲市､ 加賀市､ 羽咋市､ かほ
く市､ 白山市､ 能美市､ 内灘町､ 宝達志水町､ 志賀町､ 穴水町､ 能
登町

ブリ
金沢市､ 七尾市､ 小松市､ 輪島市､ 珠洲市､ 加賀市､ 羽咋市､ かほ
く市､ 白山市､ 能美市､ 内灘町､ 宝達志水町､ 志賀町､ 穴水町､ 能
登町

加能ガニ
(ズワイカニ)
コウバコガニ

金沢市､ 七尾市､ 小松市､ 輪島市､ 珠洲市､ 加賀市､ 羽咋市､ かほ
く市､ 白山市､ 能美市､ 内灘町､ 宝達志水町､ 志賀町､ 穴水町､ 能
登町

ナマコ 七尾市､ 珠洲市､ 穴水町､ 能登町

名 称 地域産業資源に係る地域

白山の伏流水 金沢市､ 白山市､ 能美市､ 川北町､ 野々市町

能登海洋深層水
金沢市､ 七尾市､ 小松市､ 輪島市､ 珠洲市､ 羽咋市､ かほく市､ 白
山市､ 能美市､ 川北町､ 野々市町､ 津幡町､ 内灘町､ 志賀町､ 宝達
志水町､ 中能登町､ 穴水町､ 能登町

河北潟の乳製品 金沢市､ かほく市､ 津幡町､ 内灘町

海藻加工品 七尾市､ 輪島市､ 珠洲市､ 志賀町､ 穴水町､ 能登町

水産練製品
金沢市､ 七尾市､ 小松市､ 輪島市､ 珠洲市､ 加賀市､ 羽咋市､ 白山
市､ 津幡町､ 志賀町､ 宝達志水町

干物
金沢市､ 七尾市､ 小松市､ 輪島市､ 珠洲市､ 加賀市､ 羽咋市､ かほ
く市､ 白山市､ 川北町､ 野々市町､ 津幡町､ 志賀町､ 宝達志水町､
穴水町､ 能登町

かぶら寿し
金沢市､ 七尾市､ 小松市､ 加賀市､ 羽咋市､ かほく市､ 白山市､ 能
美市､ 川北町､ 野々市町､ 内灘町､ 津幡町､ 宝達志水町､ 中能登町､
穴水町

魚の糠漬け・粕漬け
金沢市､ 七尾市､ 小松市､ 輪島市､ 珠洲市､ 加賀市､ 羽咋市､ かほ
く市､ 白山市､ 能美市､ 川北町､ 野々市町､ 津幡町､ 宝達志水町､
志賀町､ 穴水町､ 能登町

いしり (いしる等) 輪島市､ 珠洲市､ 志賀町､ 穴水町､ 能登町

ころ柿 志賀町､ 中能登町

加賀みそ 金沢市､ 小松市､ 加賀市､ 白山市､ 能美市､ 津幡町

大野醤油 金沢市､ 白山市
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和菓子 県全域

堅豆腐・半堅豆腐 白山市

金沢佃煮 金沢市､ かほく市､ 津幡町

加賀麩 金沢市､ 内灘町

清酒
金沢市､ 七尾市､ 小松市､ 輪島市､ 珠洲市､ 加賀市､ 羽咋市､ 白山
市､ 能美市､ 野々市町､ 津幡町､ 宝達志水町､ 中能登町､ 穴水町､
能登町

加賀茶
金沢市､ 小松市､ 加賀市､ かほく市､ 白山市､ 能美市､ 川北町､ 野
々市町､ 津幡町､ 内灘町

化学繊維紡績糸
金沢市､ 七尾市､ 小松市､ 加賀市､ 羽咋市､ かほく市､ 白山市､ 能
美市､ 津幡町､ 宝達志水町､ 中能登町､ 穴水町､ 能登町

ねん糸
かさ高加工糸

金沢市､ 七尾市､ 小松市､ 輪島市､ 珠洲市､ 加賀市､ 羽咋市､ かほ
く市､ 白山市､ 能美市､ 川北町､ 野々市町､ 津幡町､ 内灘町､ 宝達
志水町､ 志賀町､ 中能登町

絹織物 県全域

化合繊織物 県全域

ニット生地
金沢市､ 小松市､ 加賀市､ 羽咋市､ かほく市､ 白山市､ 能美市､ 川
北町､ 野々市町､ 津幡町､ 内灘町､ 宝達志水町､ 志賀町､ 中能登町

レース
金沢市､ 小松市､ 羽咋市､ かほく市､ 白山市､ 能美市､ 川北町､ 野
々市町､ 津幡町､ 内灘町､ 宝達志水町､ 志賀町

組ひも
金沢市､ 七尾市､ 小松市､ 輪島市､ 加賀市､ 羽咋市､ かほく市､ 白
山市､ 津幡町､ 宝達志水町､ 志賀町､ 穴水町

細幅織物
七尾市､ 小松市､ 加賀市､ 羽咋市､ かほく市､ 白山市､ 能美市､ 川
北町､ 野々市町､ 津幡町､ 内灘町､ 宝達志水町､ 中能登町

田鶴浜建具 七尾市

割り箸 金沢市

塩 輪島市､ 珠洲市､ 能登町

ガラス工芸品
金沢市､ 七尾市､ 小松市､ 加賀市､ 羽咋市､ かほく市､ 白山市､ 能
美市､ 川北町､ 野々市町､ 津幡町､ 内灘町､ 宝達志水町､ 中能登町

珪藻土
金沢市､ 七尾市､ 輪島市､ 珠洲市､ 羽咋市､ かほく市､ 白山市､ 能
美市､ 津幡町､ 志賀町､ 宝達志水町

珪藻土製品
金沢市､ 七尾市､ 輪島市､ 珠洲市､ 羽咋市､ かほく市､ 白山市､ 能
美市､ 津幡町､ 志賀町､ 宝達志水町

木炭
金沢市､ 小松市､ 能美市､ 白山市､ 津幡町

七尾市､ 輪島市､ 珠洲市､ 穴水町､ 能登町

伝統的工芸品

(九谷焼) 金沢市､ 小松市､ 加賀市､ 白山市､ 能美市､ 川北町､ 野々市町

(加賀友禅) 金沢市

(輪島塗) 輪島市

(山中漆器) 加賀市

(金沢仏壇) 金沢市

(金沢箔) 金沢市､ 津幡町

(七尾仏壇) 七尾市､ 中能登町
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(金沢漆器) 金沢市､ 野々市町､ 内灘町

(牛首紬) 白山市

(加賀繍) 金沢市､ 白山市､ 能美市

(和紙) 金沢市､ 白山市､ 川北町､ 野々市町

(美川仏壇) 小松市､ 白山市､ 能美市

(珠洲焼) 珠洲市

������ !"#$%&"'()*������+,-./)�01)+,23.�45$6

名 称 地域産業資源に係る地域

白山国立公園 白山市

能登半島国定公園
七尾市､ 輪島市､ 珠洲市､ 羽咋市､ 志賀町､ 宝達志水町､ 中能登町､
穴水町､ 能登町

越前加賀海岸国定公園 加賀市

犀川 金沢市

浅野川 金沢市

木場潟 小松市

鶴仙渓 加賀市

手取渓谷 白山市

獅子吼高原 白山市

内灘海岸 内灘町

宝達山 宝達志水町

のとキリシマツツジの
植栽地

七尾市､ 輪島市､ 珠洲市､ 羽咋市､ 志賀町､ 宝達志水町､ 中能登町､
穴水町､ 能登町

兼六園 金沢市

金沢城公園 金沢市

金沢の茶屋街 金沢市

長町武家屋敷跡 金沢市

尾山神社 金沢市

寺町寺院群 金沢市

大乗寺 金沢市

一本杉通りの伝統的な
商家群

七尾市

那谷寺 小松市

安宅の関 小松市

白米の千枚田 輪島市

大本山總持寺祖院 輪島市

時国家 輪島市

橋立地区重要伝統的建
造物群

加賀市

気多大社 羽咋市

妙成寺 羽咋市
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白山比�神社 白山市

喜多家住宅 野々市町

倶利迦羅不動尊 津幡町

ボラ待ちやぐら 穴水町

真脇遺跡 能登町

伝統的工芸品の工房

(九谷焼) 金沢市､ 小松市､ 加賀市､ 白山市､ 能美市､ 川北町､ 野々市町

(加賀友禅) 金沢市

(輪島塗) 輪島市

(山中漆器) 加賀市

(金沢仏壇) 金沢市

(金沢箔) 金沢市

(七尾仏壇) 七尾市､ 中能登町

(金沢漆器) 金沢市

(牛首紬) 白山市

(加賀繍) 金沢市､ 白山市､ 能美市

(和紙)
金沢市､ 白山市､ 川北町

輪島市

(美川仏壇) 小松市､ 能美市､ 白山市

(桐工芸) 金沢市

(檜細工) 白山市

(珠洲焼) 珠洲市

(加賀毛針) 金沢市､ 白山市

(大樋焼) 金沢市

(加賀竿) 金沢市

(木彫(加賀獅子頭)) 金沢市､ 白山市

(加賀象嵌) 金沢市

(加賀提灯) 金沢市

(加賀水引細工) 金沢市

(金沢表具) 金沢市

(金沢和傘) 金沢市

(郷土玩具) 金沢市

(琴) 金沢市

(三弦) 金沢市

(太鼓) 白山市

(竹細工) 金沢市

(茶の湯釜) 金沢市

(鶴来打刃物) 白山市

(手捺染型彫刻) 金沢市

(銅羅) 金沢市
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(七尾和ろうそく) 七尾市

(能登上布) 羽咋市､ 中能登町

(能登花火) 宝達志水町

あめの俵屋 金沢市

すず塩田村 珠洲市

青柏祭 七尾市

お熊甲祭 七尾市

お旅まつり 小松市

御陣乗太鼓 輪島市

山代大田楽 加賀市

白山地区の祭り 白山市

手取の火まつり 川北町

能登のキリコ祭り 七尾市､ 輪島市､ 珠洲市､ 志賀町､ 穴水町､ 能登町

山中温泉 加賀市

山代温泉 加賀市

片山津温泉 加賀市

粟津温泉 小松市

辰口温泉 能美市

白山温泉郷 白山市

湯涌温泉 金沢市

和倉温泉 七尾市

輪島温泉郷 輪島市

近江町市場 金沢市

輪島朝市 輪島市

加賀料理を提供する施
設

金沢市､ 小松市､ 加賀市､ かほく市､ 白山市､ 能美市､ 川北町､ 野
々市町､ 津幡町､ 内灘町

加賀の伝統芸能
金沢市､ 小松市､ 加賀市､ かほく市､ 白山市､ 能美市､ 川北町､ 野
々市町､ 津幡町､ 内灘町

能登の伝統芸能
七尾市､ 輪島市､ 珠洲市､ 羽咋市､ 志賀町､ 宝達志水町､ 中能登町､
穴水町､ 能登町

能登の里山里海
七尾市､ 輪島市､ 珠洲市､ 羽咋市､ 志賀町､ 宝達志水町､ 中能登町､
穴水町､ 能登町

加賀の里山 金沢市､ 小松市､ 加賀市､ かほく市､ 白山市､ 能美市､ 津幡町
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�����¸�ÔÕÖ×yØ%tu

�	
������������������
G|������Ù��
G|Ç

M=�Ú9Û��
Ü�6Ö×yØ"ÝÞ<ß¸�ÔÕyØ%¸�àá�â�§�HIJ

KL;MNOPQãäå����¸�ÔÕÖ×yØ \]Q ĉbacpdaÓcod
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― 石川県における中小企業の労働事情 ―
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― 下請中小企業の最近の動向 ―
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