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１ 石川の食品需要開拓推進事業
１．石川の食品に関するアンテナショップ事業
（１）「食品王国いしかわ」展示・商談会の開催
（名称変更：食品王国いしかわ百万石マルシェ）の開催
事業概要
平成 23 年度から実施してきた「食品王国いしかわ」展示・商談会は、10 回目の節目を
迎えるにあたり、石川県、（公財）いしかわ農業総合機構の「地産地消受注懇談会」と同時
開催することから名称を「食品王国いしかわ百万石マルシェ」と開催日の 10 日前に改め
た。
コロナ禍の中、年度当初 8 月 25 日に開催予定を 10 月 12 日に変更し、ＡＮＡクラウン
プラザホテル金沢で開催した。
開催にあたり、（一社）日本展示会協会の指針を基に、新しい生活様式に沿い、次の対策
を講じた。
① 密を避けるため、出展者数を約３割減に６３社（昨年 85 社）、会場面積を５割増しした。
② 来場者は事前登録を推奨。
③ 会場入口に非接触型体温計（サーモグラフィ）及び手指消毒液を設置。
④ 来場者全員、入場前に手指消毒を実施。
⑤ 出展者はフェイスシールド、マスク必ず着用。
⑥ 展示ブースは十分に間隔を空け、飛沫感染防止のビニールシートを設置。
⑦ 展示会場の試食、試飲は自粛。
⑧ 個別商談会場は、アクリル板の衝立を設置。
コロナ禍であるため、首都圏バイヤ-等で、金沢に来県が難しいバイヤーとの商談について、
（株）日庄の協力を得て、オンライン商談を同時開催した。
また、例年どおり（公財）石川県産業創出支援機構と共催して、県外等から「こだわりの食品」
を求める流通バイヤーとの個別商談会も同時開催した。
◆日
◆場
◆共

時：令和２年１０月１２日（火）10 時～16 時
所：ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢 3 階 鳳、瑞雲、2 階セラヴィ
催：（公財）いしかわ農業総合支援機構、石川県
（公財）石川県産業創出支援機構
首都圏商社等個別商談会 同時開催（招聘バイヤー20 社）
◆出展規模：63 社（昨年 86 社、一昨年 82 社）
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◆来場者数：121 社 346 名（昨年 121 社 293 名）
◇ 首都圏等バイヤー個別商談会を同時開催
◆県外招聘バイヤー
・通信販売（４社）：スマイルサークル㈱、㈱世界文化社リティリング、㈱フェリシモ、
（株）郵便局物販―ビス
・製造・小売業（１社）：㈱フードアンドパートナーズ
・高級・こだわりスーパー（２社）：㈱紀ノ國屋、㈱スーパーまるおか
・卸売業（１社）：㈱五味商店
計8社
◆（公財）石川県産業創出支援機構 招聘バイヤー
10 社
◆オンライン商談 参加バイヤー
１９社
地元参加企業
２５社
◇出展者 地元食品製造業者等（６３社）
分類
社数
菓子
6社
飲料
8社
農産物・農産加工・乳製品

４社

調味料

５社

業種
水産加工
加工食品

社数
１０社
１６社

農業生産者

１４社
計

６３社

来場者
業種
スーパー・ＣＶＳ・小売店
百貨店・通販
卸売り・商社
外食・中食
その他
合計

来場社数・人数
94 名
18 名
118 名
23 名
138 名
121 社
346 名

◇サポートデスクの設置
食品表示等に関する個別相談サポートデスク
ＨＡＣＣＰ等に関する個別相談サポートデスク
地産・地消に関する個別相談サポートデスク
AI・IOT 等に関する個別相談サポートデスク
〈成

果〉令和３年３月末現在（未回答企業：３社）
名刺交換件数： 1,149 件
商談件数：
340 件
成約件数：
89 件
成約金額：
23,784 円
■成約件数：集計中

石川県健康福祉部薬事衛生課
食品安全対策室
（一財）石川県予防医学協会
石川県農林水産部生産流通課
（一社）石川県情報システム工業会
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（会場風景）

（２） 第１６回こだわり食品フェア出展について
◆会 期：令和３年２月１７日（水）～１９日（金）
◆場 所：幕張メッセ(１１ホール)
◆主 催：一般財団法人食品産業センター
◆出展企業：㈱Ante、㈱ウフフ、㈱オハラ、㈱加賀麩不室屋、加賀味噌食品工業協業
組合、㈱加賀守岡屋、笠井食品㈱、㈱金沢大地、㈱キャラバンサライ、
㈱銭福屋、㈱茶のみ仲間、佃食品㈱、天狗中田産業㈱、直源醤油㈱、
㈱ヤマト醤油味噌、ワールド㈱、計１６社
◆来場者数：26,385 名（昨年 80,428 名）※前回比▲67.2％
〈成 果〉
(参考)
名刺交換件数
９６８件
1,634 件
商談件数
300 件
380 件
成約件数
59 件
94 件
成約金額
30,700 千円
24,760 千円
（令和３年３月末現在）（未回答 3 社） （令和２年３月末）未回答 9 社）

（３）「食品オンライン商談での不安・疑問を解消するセミナー」の開催（オンライン ZOOM）
日時：令和３年 1 月 28 日（木）13：30～15：30
会場：オンライン ZOOM、 石川県地場産業振興センター 新館２階 第１０研修室
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ｾﾐﾅｰ：「食品オンライン商談での不安・疑問を解消するセミナー」
講師： マーケティング・セバスチャン（株） 代表取締役 久積 正道氏
協力：（株）日庄
参加者：WEB 参加者７名、会場参加者５名

計 12 名

（4）石川の食品ブラッシュアップ事業について
◇参加企業募集時期： 8 月 28 日（水）～9 月 6 日（金）
◇モニタリング期間：１0 月 22 日（木）～10 月 29 日（木）
◇ZOOM で行うブラッシュアップ会議（「専門家との懇談会」の開催）
日 時：11 月 4 日（水）13 時～16 時 開催
場 所：オンラオン Zoom 会議室（石川県食品協会 事務局）
◇参画企業：笠井食品㈱、㈱銭福屋、㈱四十萬谷本舗、佃食品㈱、直源醤油㈱ （5 社）
◇専門家（アドバイザー）について
①食品コンサルタント(石川県ブランド食材プロデューサー)
(有)良品工房 代表取締役 白田典子 氏
②首都圏百貨店バイヤー
（株）三越伊勢丹 食品レストラン MD 部
新宿食品 他階催事担当 フロアマネージャー 高橋純平 氏
③高級スーパーバイヤー
（株）紀ノ国屋 商品本部 次長 中野暢彦 氏
④地元販路開拓アドバイザー
いしかわ・もの百科（株） 代表取締役 金森紀夫 氏
⑤地元流通商社
カナカン(株) 新規事業開発担当兼地域・行政担当 山本 清人氏

２

首都圏食品商社個別商談会開催事業

（１）三井食品（株）との連携
①三井食品主催の展示会への出展
②三井食品のバイヤー招聘
③三井食品営業力強化セミナーの開催
④三井食品業務用展示会

コロナ禍のため、事業中止

（２）（株）五味商店との連携
五味商店と連携した伴走型商品ブラッシュアップ支援事業
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首都圏等での販路開拓強化に向けて、商品の開発・改良から、販売促進や経営方針等の
中長期計画作成に至るまで、年度を通した伴走型の支援でサポートする。
※ コロナ禍のこともあり、個別相談会は全てオンライン Zoom 会議とした。
①第 1 回個別相談会（オンライン Zoom 会議）
日 時：９月１７日（木）、１８日（金）（地場産業振興センター第５特別会議室）
参画企業（７社）：㈱加賀麩不室屋、㈱金沢大地、キャラバンサライ㈱、㈱越山商店、
三徳屋㈱、㈱ヤマト醤油味噌、㈱和平商店

②五味商店主催の展示会出展・・・コロナ禍のため、開催中止で出展なし
③五味商店のバイヤー招聘
日 時：１０月１２日（月） (ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢 3 階 鳳の間）
④第 2 回個別相談会（オンライン Zoom 会議）
日 時：１１月２６日（木）（石川県地場産業振興センター本館 1 階 第 5 特別会議室）
参画企業（７社）：㈱加賀麩不室屋、㈱金沢大地、キャラバンサライ㈱、㈱越山商店、
三徳屋㈱、㈱ヤマト醤油味噌、㈱和平商店

⑤SMTS2020 内 五味商店「こだわり商品コーナー」への出展
日 時：２月１７日（水）～１９日（金）
出展企業（５社）：㈱金沢大地、㈱越山商店、三徳屋㈱、㈱ヤマト醤油味噌、㈱和平商店
※㈱加賀麩不室屋、キャラバンサライ㈱の２社はこだわり食品フェア
「食品王国いしかわ」ブースで出展
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⑥五味商店事業参加者 振り返り懇談会（オンライン Zoom 会議）
日 時：３月８日（月）（石川県地場産業振興センター本館 1 階 第 5 特別会議室）
参画企業（７社）：㈱加賀麩不室屋、㈱金沢大地、㈱キャラバンサライ、㈱越山商店、
㈱三徳屋、㈱ヤマト醤油味噌、㈱和平商店

３ 基幹産業新分野参入・展開支援事業
(1)令和２年度健康食市場展開支援事業
近年、消費者の食に対する「健康」「安全」志向や国産食品へのニーズが非常に高まって
いる。そこで、当協会では、成長市場である健康食市場をターゲットに、本県の強みである、
能登や加賀の豊かな食材や発酵技術等を活用した新商品開発に対し支援を行う。
採択企業：１社（（有）わくわく手づくりファーム川北）
(2)健康食市場展開オンラインセミナーの開催

近年、食品について消費者ニーズの多様化が進み、とりわけ食による「健康」・「安全」や
国産食材の使用を求める声が高まりつつあります。今回、新型コロナウイルス感染症拡大も
踏まえた・国内健康食市場の最新トレンドについて解説する。
■時 期：令和３年３月１１日（木）
■場 所：石川県地場産業振興センター本館 1 階第 5 特別会議室（Zoom 会議）
■講 師：株式会社矢野経済研究所
フードサイエンスユニット 主席研究員 飯塚 智之氏
■講演内容：「近年の食品・健康食分野の市場動向」
・食品全体の市場動向
・健康食分野、機能性表示食品の市場動向
・機能別、素材、成分別でみた消費者需要
「ウィズコロナ・アフターコロナ時代における将来展望」
・コロナ禍での市場変化、今後の市場予測
■参加者：１７名（Zoom 会議参加１５名、会場参加２名）

４ 海外販路開拓促進事業
（１）東アジア
① 香港の著名レストランにおける県産食品等のＰＲ
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現地著名レストラン等が開催を予定している、県産食品等を使用した特別料理を提供する
イベント「北陸フェア（石川フェア）」において、県産食品等ＰＲコーナーを設置し、石川県の食
文化を総合的に発信した。
■時
期：令和２年１１月～令和３年１月
■場
所：香港市内レストラン（千両寿司）
■参加企業：3 社
（２）欧州
① バイヤーとの商談会の開催
フランス大使館のシェフ及びコーディネーター／デザインコンシェルジュを東京から招へい
し、県内食品企業との商談を実施した。
■時 期：令和２年１１月２６日（木）～２８日（土）
■訪問企業数：１２社
■商談件数：８
■成約件数：５件
② 欧州とのオンライン商談会及び現地プロモーションの実施
欧州（フランス）のバイヤーと販路開拓に意欲のある県内企業との間で事前マッチング制の
オンライン商談会を開催した。あわせて現地オンラインサイト及び現地複合施設「メゾン・ド・
サケ」において、テスト販売を実施し、県産食品等のプロモーションを実施した。
■時
期：令和２年１２月１日（火）～令和 3 年３月３１日（水）
■出展企業：直源醤油、柚餅子総本家中浦屋など計９社
■商談件数：8 件
■成約件数数：４件（見込含）

（４）地域横断
① オンライン商談環境の整備
海外バイヤーとのオンライン商談に必要な設備（タブレット、集音設備等）を導入した。
② ＰＲ動画等の制作
海外アンテナショップ出品食品企業のＰＲ動画の制作及び海外でのフェアやイベント時に
来場者に配布するノベルティを製作し、食品企業をＰＲした。

今年度の主な補助金事業について（追加）
①「働き⽅改⾰推進⽀援助成⾦事業」について
協会会員企業の従業員の労働条件の改善ために「販路拡⼤等の実現を図るための
展⽰会開催及び出展の事業」（１０項⽬のうち⼀つ）を助成する制度があり、令和
2 年度採択を得ることができた。
協会事業のうち、「⾷品王国いしかわ百万⽯マルシェ」、「こだわり⾷品フェア」の
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経費の⼀部及び協会アドバイザーとして（株）いしかわ・もの百科 代表取締役 ⾦森
紀夫⽒に年間を通してバイヤーとの連絡、調整を委託する経費について、助成いただ
いた。
助成⾦額︓ ９，５９４千円

②

⽯川県感染拡⼤防⽌対策⽀援⾦について

新型コロナウイルス感染拡⼤の防⽌の観点から主に顧客と対⾯型の営業を⾏う事業者が、
営業継続に向け導⼊する感染拡⼤防⽌のための遮蔽のためのビニールカーテンや衝⽴の
設置等への⽀援として、50 万円（補助率 4/5）の補助をいただいた。
「⾷品王国いしかわ百万⽯マルシェ」展⽰会でのブースとの⾶沫防⽌ビニールシート、
消毒⽤アルコール等の経費⼀部に充当した。

③

バイヤー向けサイト（ifa-connect）の構築
コロナ感染症の拡⼤より、⾷品の展⽰・商談会の中⽌が相次ぎ、⾷品企業しての
事業活動が⼤きく制約を受ける状況が続いた。会員企業の商品情報をどのようにし
て発信し、商談に繋げていくか模索していたところ、⾦沢市の「新しい企業活動実
践⽀援事業」補助⾦の採択を受けることができ、バイヤー向けに情報発信するサイ
トを構築することとした。
補助⾦額︓１６７万円（補助率 4/5）
今後の予定としては、4 ⽉中にサイトに掲載を希望する会員企業の情報を募集し
た後、5 ⽉中に登録情報の整理、動作確認など最後のチェック後、6 ⽉の総会に於
いて公開し、運⽤開始とする。
情報登載については、希望会員から「掲載申込書」をいただいた後、個別 ID 番
号を付与し、⾃社情報については、追加、修正（画像、動画も可）できることとな
る。
協会としては、バイヤーあてに ifa-connect への閲覧を勧誘し、WEB 商談に
繋げていきたい。
「ifa-connect」登録説明会の開催
日 時：令和３年３月２４日（水）15 時（オンライン Zoom）
場 所：石川県地場産業振興センター 新館５階 第１３研修室
説明者： 高桑美術印刷㈱
参加者︔会場 ８名、オンライン 14 名 計 22 名
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５ 単独事業
１．市場開拓推進事業
（１）海外展開セミナーの開催
日時：7 月１５日（水）
場所：ANA クラウンプラザホテル金沢 2 階 セラヴィ
演題：「With コロナ時代を迎え、今改めて考える国内外食品流通の針路」
講師：（株）轍 代表取締役 江口 慎一氏
参加者： 12 名
（２）オンライン（ZOOM）商談の実施
① 阪急オアシス（株）との商談会
バイヤー指名によるオンライン商談の実施
日時：11 月１６日（月）
参加企業：１２社
② ８th 沖縄大交易会 2020（オンライン版）に参加
事前マッチングによる個別商談形式及び自由度の高いフリー商談
日時：10 月上旬～11 月３０日（月）
参加企業：3 社 （石川県としては 9 社）
２．食の安全・安心推進事業
（１）人材育成研修
経営者・品質管理責任者向け食品安全マネジメント 認証/適合証明導入事例セミナー
～HACCP 制度化 その先を見据えてみませんか～
令和３年 6 月の HACCP に沿った衛生管理の完全施行に伴い、HACCP 第 3 者認証が
事業者間の取引、輸出への対応や消費者の PR に重要な意味を持つことになります。
今回、最新の法律の改正、HACCP 第３者認証について、今後の企業経営、販売戦略を
踏まえ、認証/適合証明の導入が自社にとって必要事項あることを確認しながら、説明した。
また、既に取り組みされた会員企業の事例紹介も行った。
日時：１月２１日（木）
場所：石川県地場産業振興センター新館５階第１３研修室
講演内容と講師
① 法律改正について
講師：石川県健康福祉部薬事衛生課
② ＪＦＳ/Ｂについて
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講師：一般財団法人石川県予防医学協会
③ 導入事例紹介
講師：（有）わくわく手作りファーム川北
参加者：10 名

３．食品文化交流事業
①通常総会での懇親会の開催 無
②会員交流新年会の開催
日 時：１月２６日（火）
会 場：ＡＮＡクラウンプラザ金沢 3 階 鳳
参加者： 58 名（うち、来賓 1 名）
４．協会表彰並びに顕彰事業
通常総会の席上、本県食品産業の振興及び各企業の発展に功績のあった方々を表彰・
顕彰。
優良従業員
3名
優秀技術者（匠賞）該当なし
顕彰者
該当なし
授賞式
日 時：１月２６日（火） 会員交流新年会 開催前に開催。
会 場：ＡＮＡクラウンプラザ金沢 3 階 鳳
５．広報・情報提供事業
①協会機関紙「食品王国いしかわ」第８１号 令和３年３月発行（ＨＰ掲載）
②協会ホームページの運営、スマホ対応
③会員企業へメール、ＦＡＸでの情報提供
④第４１回 石川の農林漁業まつりに出展参加
日 時：１０月１７日（土）～１８日（日）
場 所：石川県産業展示館４号館
テーマ：『ふるさとの魅力再発見。みんなで繋ごう石川の農林漁業』
※今年は新型コロナウイルス感染症予防の中で新しい生活様式に沿い、会場内では
試食無し。三密を遵守し、販売と展示のみの形で開催というところから、 『食品王国
いかわ お楽しみ袋』の販売を行った。
お楽しみ袋は会員企業の皆様から、安価でご提供いただきました商品を詰合せ
来場者に販売した。
協賛企業・品目：21 社 38 商品
企業名：すぎ省水産㈱、㈱ウフフ、㈱ぶどうの木、（有）お菓子処美福、㈱森こん、
荒井商店、カナカン㈱、㈱スギヨ、㈱アサダヤコーポレーション、山本食品㈱
加賀味噌食品工業協業組合、近岡屋醤油㈱、㈱長池製菓、天狗中田産業㈱、
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笠井食品㈱、㈱中石食品工業、（有）加賀かきもち丸山、㈱銭福屋、カタニ
産業㈱、㈱金谷酒造店、佃食品㈱

⑤石川県地場産業振興センターでの展示事業
【食品王国いしかわ～おもてなし展】
※コロナ禍のこともあり、夏のおもてなし展及び秋冬のおもてなし展は中止とした。
⑥ほっと石川なにわ館で石川の食品を展示紹介
■「いしかわの味」石川の食品を関西地区でアピール
期 日：令和２年４月 1 日(水)～令和３年３月３１日（水）
場 所：ほっと石川なにわ館
（石川県大阪事務所内：大阪市北区西天満 4-14-3 ﾘｿﾞｰﾄﾄﾗｽﾄ御堂筋ﾋﾞﾙ）
商品数：８社１１品
出展企業：（有）織元すみや、うずまき酢㈱、能登ワイン㈱、㈱ハチバン、
㈱アサダヤコーポレーション、キャラバンサライ㈱、近岡屋醤油㈱、
加賀味噌食品工業協業組合 (8 社)
■ほっと石川なにわ館「いしかわの食フェア」開催
期 間：３月２日（月）～３月３１日（火）
場 所：ほっと石川なにわ館
主 催：石川県大阪事務所
協賛企業・品目：１５社５７商品
企業名：加賀味噌食品工業協業組合、能登ブランド開発、根上屋、(株)麩金、
ケービーエフ、（有）加賀かきもち丸山、(有)長池製菓、（株）中石食品
工業、金澤やまぎ養蜂場、笠井食品(株)、(株)加越、(株)ビッグサンタ、
能登ワイン(株)、やちや酒造(株)、天狗中田産業(株)

６. 会員増強運動
協会基盤の強化に向け『食品王国いしかわ』の理念の趣旨に賛同する会員加入を行った。
7．事務局運営
◇ 第３７回通常総会
期 日：令和２年６月２３日（火）
場 所：石川県地場産業振興センター本館２階 第１研修室
出席状況 実出席者数 ９４名
委任状行使者数
１６６名
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２６０名
２７０名

議

案
議案第１号 平成３１年〈令和元年〉度事業報告及び収支決算について
平成３１年〈令和元年〉度監査報告
議案第２号 令和 ２年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
議案第３号 一時借入金について
議案第４号 役員の改選について

報告事項
報告第１号 協会表彰者並びに顕彰者について
報告第２号 新規会員の加入申込みについて
結 果
全ての議案が承認された。
表彰式並びに顕彰式（令和２年度）
【優良従業員】
3名

◇ 第１回理事会（書面表決）
決議日：令和２年６月４日（木）
議 事：
議案第１号 第３７回通常総会の日時及び場所について
議案第２号 平成３１年（令和元年）度事業報告及び収支決算について
議案第３号 令和２年度事業計画(案)及び収支予算(案)について
議案第４号 一時借入金について
議案第５号 役員の選任(案)について
議案第６号 新規会員の加入について
議案第７号 協会表彰者並びに顕彰者について
結

果

議案について承認された。

◇ 第２回理事会
期 日：令和２年６月２３日（火）
場 所：石川県地場産業振興センター本館２階 第１研修室
出席した理事 ２１名
出席した監事
２名
議 事
議案第 1 号 代表理事会長、副会長、専務理事の選任について
結果

議案について承認された。

No.
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◇ 第３回理事会（書面表決）
決議日：令和２年７月２７日（月）
議 事
議案第１号 令和２年度役員改選に伴う「部会並びに委員会」の役員構成に
ついて
結 果 議案について承認された。

【各委員会の開催状況】
総務企画委員会
《第 1 回》（書面表決）
決議日：令和３年４月２８日（火）
議 題：
１．第３７回通常総会 及び 令和２年度第１回理事会への上程議案及び報告
事項について
（１）平成３１年（令和元年）度事業報告及び収支決算について
（２）令和２年度事業計画(案)及び収支予算(案)について
（３）一時借入金について
（４）役員の選任(案)について
（５）新規会員の加入について
２．協会表彰者並びに顕彰者について
３．その他
広報・情報交流委員会
統括マネージャー、委員長打合せ会
日 時：令和２年１２月２１日（月）
場 所：㈱ぶどうの木
議 題：１．Ifa-Connect の構成、運営等について

日
場
議

時：令和２年１２月 25 日（金）
所：やちや酒造㈱
題：１．Ifa-connect の構成、運営等について

マーケティング委員会
第１回正・副委員長打合せ会
日 時：令和２年４月１８日（木）
場 所：オンライン（Zoom 会議）
議 題：１．令和２年度マーケティング員会の担当する事業について
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（１）「食品王国いしかわ」展示・商談会 IN KANAZAWA2020
（２）石川の食品ブラッシュアップ事業
（３）第 16 回こだわり食品ア 2021 事業
（４）首都圏商社等商談会事業
２．その他
第２回正・副委員長打合せ会
日
場
議

時：令和３年３月 24 日（水）
所：オンライン（Zoom 会議）
題：１．令和２年度事業報告
（１）「食品王国いしかわ」展示・商談会 IN KANAZAWA2021
（２）石川の食品ブラッシュアップ事業
（３）第 16 回こだわり食品ア 2021 事業
（４）首都圏商社等商談会事業
２．その他

第 1 回 マーケティング委員会
日 時：令和２年６月２６日（金）
場 所：オンライン（Zoom 会議）
議 題：１．令和２年度マーケティング員会の担当する事業について
（１）「食品王国いしかわ」展示・商談会 IN KANAZAWA2020
（２）石川の食品ブラッシュアップ事業
（３）第 16 回こだわり食品ア 2021 事業
（４）首都圏商社等商談会事業
２．その他
第２回 マーケティング委員会の開催
日 時：令和３年３月１９日（金）
場 所：石川県地場産業振興センター 新館５階 第１３研修室
議 題： １．今年度事業の報告について
2．次年度事業について
３．その他
海外展開委員会
第１回
日 時：７月１５日（水）
場 所：ＡＮＡクラウンプラザ金沢 2 階 セラヴィ
議 題：１．セミナーの開催
（重複掲載）
演 題：「With コロナ時代を迎え、今改めて考える国内外食品流通の針路」
講 師：（株）轍 代表取締役 江口 慎一氏
参加者：12 名
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○会員の表彰受賞
【令和２年度 秋の叙勲】
◆藍綬褒章
髙﨑 憲二 殿【北陸製菓株式会社 代表取締役会長】
（一社）石川県食品協会 理事
【令和２年度 石川県農林水産業功労者知事表彰】
◆流通・加工部門 （流通業界の発展）
吉田 隆一 殿【株式会社 吉田酒造店 取締役会長】
（一社）石川県食品協会 理事
道越 克彦 殿【株式会社金沢豆冨 代表取締役社長】
（一社）石川県食品協会 幹事
（第４２回石川の農林漁業まつり 会場に於いて表彰）
【令和２年度 金沢市産業功労賞】
安宅 建樹 殿【株式会社 北國銀行 相談役】
（一社）石川県食品協会 顧問
福光 松太郎 殿【株式会社 福光屋 代表取締役社長】
（一社）石川県食品協会 理事
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