
技術課題解決から企業価値向上を図る
「経営企画・戦略支援事業」

のご提案

一般財団法人 地域未来創生機構
https://www.biztechfinter.or.jp/

企業経営者の方々へ

https://www.biztechfinter.or.jp/


組織概要・活動目的

地方銀行、信用金庫に地方証券会社を加えた地域金融連合体を組成し、中小・ベンチャー企業の技術課題から
経営課題解決に至るまで一貫した支援を可能にする産学官金連携モデルの確立と稼働を目指します。
幅広いネットワークや情報・ノウハウを駆使した“人・もの・金・情報”にかかる企業支援はもとより、地域
をマネジメントしながら、その分野の産業育成をリードする社会共創プロデューサー人材（Biztechfinter）の
育成を全国的な展開事業として推進することで地方創生に貢献します。

地方銀行や信用金庫に証券会社を加えた
産学官金連携モデルを構築し、地域企業
支援や産業育成に貢献する。

金融機関と共に企業の成長支援を行い、
地域をマネジメントできる社会共創プ
ロデューサーを育成する。

＜目的＞

＜ビジョン＞

＜組織構成＞

評 議 員 和澤 吉治郎（山田修路参議院議員公設秘書）
評 議 員 瀧 浩輔 （北陸学院大学社会連携コーディネータ―）
評 議 員 笠原 暁 （gyo LIGHTHOUSE 代表取締役社長）

代表理事 中黒 茂司（現在の三菱UFJモルガン・スタンレー証券、（独）中小機構、
北陸先端科学技術大学院大学産学連携/地域連携URA 勤務後現在に）

理 事 坂井 貴行（神戸大学大学院 科学技術イノベーション研究科教授）
理 事 清 剛治 （富山高等専門学校国際ビジネス学科准教授）

技術顧問 上村 渉 （東北大学大学院歯学研究科 口腔器官解剖学分野研究員）
※前 北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科

マテリアルサイエンス系特任准教授

監 事 土井 敏哉（公認会計士・税理士）

〒921-8836
石川県野々市市末松三丁目570番
いしかわ大学連携インキュベータ213号
℡ 076-256-2406 📠 076-256-2407

＜拠点＞



地域金融機関との適切な事業性評価に基づく技術・経営課題解決を支援

経営企画・戦略支援知財金融への対応



経営課題

市場調査

販路拡大

市場創出

企業間

連携

資金調達

その他

企業価値向上への支援アプローチ

企業

技術課題

研究シーズ

発掘

産学連携

技術調査

その他経営課題

販路拡大のための
技術に関するヒアリング

技術課題解決のための
技術に関するヒアリング

（訪問）

（雑談）

「ソリューション調査事業」と「経営企画・戦略支援事業」で対応

IPO（？）

ポイント：経営相談であっても技術的観点からヒアリング
理 由：自社製品やサービスの差別化要素を再認識



・新規事業参入を検討している
・技術課題解決や向上のため産学連携を検討している
・既に新製品やサービスはあるがセールスポイントがない
・自社の強みとして製品やサービスのエビデンスが欲しい
・新市場創出にチェレンジしたい
・出資による資金調達を考えている
・資本政策を考えたい
・新たな販路を模索しているが方向性が見えない
・地域で新産業育成を目指しているが関係機関とのコネクションがない
・もっと事業のブランディングを図りたい
その他

ソリューション調査事業（調査までの事業）

このような課題に取組みます

まずは、お話をお聞かせ下さい
何気ない一言が解決への糸口です



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ヶ月間

経営企画・戦略支援事業（調査と並行し事業化に向けた全面支援事業）

経営企画・戦略支援

ソリューション調査 ※調査・報告書提出のみ

※調査・報告に加え、

相手先との基礎交渉、産学官金連携関係構築による事業創出、
販路拡大、資金調達などの経営企画・戦略全般に関する支援

クライアント単体を支援するだけでなく、地域の中心的企業や組織と位置付けるための取巻きを作ります。
そして、その地域で新産業を構築する（インダストリアル・コントラクション）業務を展開することで、ク
ライアントの価値向上を目指します。

本支援事業はソリューション調査事業とは異なり、貴社の経営企画・戦略担当者としての意識を持ち、事
業発展を目的にあらゆる関係機関の新規開拓、調査、そして基礎交渉、更には販路拡大のための営業支援、
資金調達等の経営企画・戦略支援業務を「産学官金連携関係」を構築し実行します。

報告
打合せ

「産学官金」連携による
地域一体型支援体制確立へ

調査活動 基礎交渉 連携構築 販路拡大 資金調達

報告
打合せ

報告
打合せ

報告
打合せ

報告
打合せ

（企業価値向上支援）

企業側立場での活動を徹底



当法人ネットワークをフル活用した支援体制

産

学

官

金

産

学

官

金
大学とのコネクションが強い地域

九州

北海道

産

学
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金融機関とコネクションが強い地域

産

学

官

金

産

学

官

金

関東

関西

全国にまたがる大学と金融機関との連携、これらをフル活用した支援が特徴

北陸

全国に及ぶ大学、行政機関、都市銀行、地方銀行、信用金庫、地方証券会社、投資育成会社、ベン
チャーキャピタル等とのネットワークをフルに活用し、実現に向けてあらゆる課題に取組みます。



事業化

産学連携

研究シーズ

レイターミドル

アーリー

スタート

アップ

当法人支援先企業のステージ（新事業創出等のアーリーステージが中心）

事業承継・M&A後の新規事業参入時など

ミドル企業の新規事業参入

ベンチャー（大学発含む）設立

A社
B社

研究シーズ

産学連携

事業化

スタート

アップ
アーリー

ミドル

レイター

事業承継

M&A

研究シーズ 産学連携 事業化 スタートUP アーリー ミドル



・アニサキス検出並びに駆除技術

・水道自動検針における通信技術

・極細金属糸加工時における高付加価値化技術

・家畜の長寿化

・性能を最大限発揮させる脱磁装置設計条件の最適化

・食肉加熱時の収縮防止技術

・コントロール燃焼技術ともみ殻の利活用

・LED照射光と蜘蛛の巣との相関性

・放牧豚の肉質分析及び市場創出・ブランディング

・赤色LEDが与える睡眠効果と美肌効果

・畜産現場における鳥獣撃退方法の確立と装置化

・「氷見市・名城大学連携協議会」事業化コーディネート業務

・能登SDGsラボ連携研究員 その他

主なソリューション調査並びに経営企画・戦略支援事業の実績

あらゆる企業や業種の経営企画・戦略業務を支援するため、対象とする専門分野は特定していません。但し、
当法人設立以降これまでの実績では農林水畜産、食品関連企業からの相談が多くなっています。
具体的な支援方法については、まず自社の強みを示す根拠（エビデンス）を得るための技術調査を実施しま

す。そして得られたエビデンスをもとに差別化を図った戦略を立案し、販路や資金調達、企業間連携を支援し、
将来の企業価値向上に向けた活動を展開します。

農水畜

工 学

機 械

環 境

行政支援



北海道 東北 関東 中部 関西 中国・四国 九州

帯広畜産大学 東北大学 東京大学 信州大学 神戸大学 広島大学 九州大学

北見工業大学 山形大学 群馬大学 名城大学 神戸女子大学 岡山大学 九州工業大学

はこだて未来大学 宮城大学 慶応大学 名古屋大学 近畿大学 徳島大学 大分大学

旭川医科大学 鶴岡高専 麻布大学 岐阜大学 その他 愛媛大学 佐賀大学

札幌医科大学 その他 筑波大学 金沢大学 高知大学 長崎大学

札幌市立大学 茨城大学 石川県立大学 松山大学 熊本大学

小樽商科大学 千葉大学 金沢工業大学 徳山高専 宮崎大学

室蘭工業大学 千葉工業大学 北陸大学 その他 鹿児島大学

北海道大学 筑波技術大学 静岡大学 熊本県立大学

北海大学 東京農工大学 北陸学院大学 その他

酪農学園大学 中央大学 富山高専

北海道科学大学 東京都立大学 石川高専

苫小牧高専 電気通信大学 その他

旭川高専 その他

情報受発信または連携した大学等研究機関（間接的な情報発信先機関含む）

・国立研究開発法人 科学技術振興機構
（マッチングプランナーとのコネクション）

・独立行政法人 中小企業基盤整備機構
（登録専門家とのコネクション）

・国立研究開発法人 理化学研究所

公的支援機関

大学等

・三菱UFJフィナンシャルグループ（代表理事出身母体）
・地方銀行
・信用金庫
・地方証券会社
・投資育成会社、ベンチャーキャピタル等

金融機関



一般財団法人地域未来創生機構

〒921-8836
石川県野々市市末松三丁目570番
いしかわ大学連携インキュベータ 213号室
℡ 076-256-2406
📠 076-256-2407

https://www.biztechfinter.or.jp/

ご検討の程、宜しくお願い申し上げます

貴社に寄り添い、そして企業価値を高めるため、
経営企画・戦略業務全般を支援します


