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平成 29年度事業報告 

 

１．調査研究・情報収集 

(1) 調査研究 

・「地方創生と国際化」に関する研究成果を取りまとめ「北陸地方創生と国際化，イノベーショ

ン」（仮題）として出版 （8 月末予定） 

・研究成果の報告会としてシンポジウムを開催（ジェトロ・アジア経済研究所と共催） 

 

実施内容 効果の確認・評価 

○刊行内容 

・書名：「北陸地方創生と国際化・イノベーション」 

・刊行日：9 月 22日 

・出版社：日本評論社 

・仕様：A5 版、240 頁、定価 3,700円 

 

○開催内容 

・主催：北陸 AJEC、経済産業研究所、アジア経済研究所、

福井県立大学 

・日時：11 月 30 日 13：20～18：20 

・場所：金沢市 

・参加者：120 名 

・内容：基調講演、研究報告、パネルディスカッション、懇親

交流会 

経済産業省の企業統計や、北経連

会員企業のアンケート調査から収集

したデータを活用して、北陸地方の

製造業企業の国際化と生産性に関

する研究成果をとりまとめ、北陸経済

の活性化に資する提言を行った。 

また、企業レベルデータを用いて、全

国 9地域別に国際化、生産性の分析

を行った実証研究は本書が初出と思

われる。 

今後、研究成果の普及・啓発に努め

るとともに、北陸企業の国際化環境

向上に資する調査を検討する。 

 

 

(2) 情報収集 

・対岸諸国・ASEAN 諸国の経済情報，北陸企業の貿易額・海外進出状況，北陸港湾の貨物

取扱量等に関する統計情報の収集 

・企業の国際化への取組み，外国人留学生ＯＢ等に関する情報の収集 

・関係機関が主催するセミナー，海外派遣訪問団等への参加 

実施内容 効果の確認・評価 

○取りまとめた統計情報 

・「2016年 北陸三県貿易統計」 

・「2016年 北陸の港湾貨物取扱量実績」 

・「2016年度 北陸の空港利用状況」 

・「日本海側主要港湾 10港の国際定期コンテナ航路」 

・「2016 年 日本海側主要港湾の国際コンテナ貨物の取扱

量」 

・取りまとめた情報を機関誌「Warm
ウ ォ ー ム

 

TOPIC
ト ピ ッ ク

」の「定例報告」、「業務報告」

に掲載し、有益な情報発信を行っ

た。 
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実施内容 効果の確認・評価 

・「北陸三県企業の海外進出状況」 

 

○外国人留学生 OBの取材 

・金沢機工㈱（ベトナム人）、㈱北陸銀行（中国人）、前田 

薬品工業㈱（中国人）の留学生 OBを取材 

 

○セミナー、海外派遣訪問団等への参加 

・「アジア経済フォーラム」(福井県立大学) 

・「中国研究会」(環日本海経済交流センター) 

・「北東アジア輸送回廊ネットワーク」(NEANET) 

・「環日本海学術交流協会」 

・「富山県・ロシア沿海地方友好提携 25 周年記念「経済・ 

物流訪問団」(富山県)等へ参加  

 

 

 

２．情報発信 

(1) 機関誌「WarmTOPIC
ウ ォ ー ム ト ピ ッ ク

」による情報発信内容の更なる充実化 

・大学・研究機関の研究者，法務・税務等の専門家との連携を強化し，東アジアの政治経済情勢や 

企業の国際実務に関する情報を発信 

・調査研究成果，貿易・港湾貨物統計，海外視察報告等の情報を発信  

実施内容 効果の確認・評価 

○大学等の研究者、法務・税務の専門家からの寄稿 

 

Warm TOPIC Vol.135  (5/6 月号：4 月 17 日発行) 

・「韓国経済の現状と今後の見通し」 ジェトロ海外調査部  百本主査 

・「全人代を踏まえた中国の政策動向と日系企業の事業展開」  

名古屋外国語大学  真家教授  

・連載「わが社もグローバル企業！でもその道のりは険しい」  

堀内総合会計事務所 堀内所長 

 

Warm TOPIC Vol.136  (7/8 月号：6 月 16 日発行) 

・「ASEANの経済統合と自動車産業」 九州大学大学院 清水教授 

・「日本企業の ASEANにおける拠点再編の動き」  

国士舘大学 助川准教授 

 

Warm TOPIC Vol.137  (9/10 月号：8 月 18 日発行) 

・「日本、北陸地域とロシア、極東沿海地方の貿易」  

富山大学  森岡教授 

・「イギリスが EU 脱退で失うもの」 東洋大学  川野教授 

・講演録「習近平の中国、トランプの米国」 津上工作室 津上代表 

編集の見直しから 1年経

過し、掲載記事の充実

化・多様化、時宜を得た

情報発信に関して一定

の成果があった。 

また、地元の法務・税務

の専門家との連携により

企業実務に資する情報

発信を行うことができた。

引き続き地元大学の研

究者とのネットワーク強

化を図る。 

なお、国立国会図書館

が雑誌記事検索への採

録を決定し、11 月から

Vol.130以降の記事タイト

ル、執筆者を Web 上に

公開。 
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実施内容 効果の確認・評価 

 

Warm TOPIC Vol.138 （11/12 月号：10月 20 日発行) 

・「アジア太平洋の経済統合の行方と日本の通商戦略」  

杏林大学 馬田名誉教授 

・「中国機械産業：国際競争力の真相と将来展望」 

福井県立大学 唱教授 

・連載「海外進出・国際取引における契約書と契約交渉」 

PART1：英文契約書の基本と秘密保持契約  

清水健史総合法律事務所 清水所長 

 

Warm TOPIC Vol.139 （1/2 月号：12 月 15 日発行) 

・「アパレル小売企業の国際戦略」 富山大学 鳥羽教授 

・「習近平「一強体制」の幕開け」 防衛大学 佐々木准教授 

・連載「海外進出・国際取引における契約書と契約交渉」 

PART2：売買契約 清水健史総合法律事務所 清水所長 

 

Warm TOPIC Vol.140 （3/4 月号：2 月 19 日発行) 

・「多様性と連結性からみたマレーシア」 福井県立大学 池下教授 

・「日本の外国人材受け入れと企業の活用」  

ジェトロ海外調査部 米山課長 

・連載「海外進出・国際取引における契約書と契約交渉」 

PART3：販売店契約 清水健史総合法律事務所 清水所長 

 

○収集情報の発信（定例報告・業務報告） 

Warm TOPIC  Vol.135  (5/6月号：4月 17日発行) 

・定例報告 

・「2016 年北陸三県貿易統計」（北陸 AJEC） 

・「北陸企業で活躍する留学生 OB紹介」（金沢機工㈱） 

・「石川県の魅力と帰任の挨拶」（石川県シンガポール事務所） 

・「中国の自動車市場について」（北國上海事務所） 

・業務報告 

・「中国（上海・重慶）視察ミッション参加報告」（北陸 AJEC） 

 

Warm TOPIC  Vol.136  (7/8月号：6月 16日発行) 

・定例報告 

 ・「2016年 北陸の港湾貨物取扱量実績」（北陸 AJEC） 

・「2016年度 北陸の空港利用状況」（北陸 AJEC） 

・「チューリップの輸出再開に向けた取組」 

(富山県台湾ビジネスサポートデスク） 

・「中国の電気自動車について」（北陸銀行大連事務所） 

 

Warm TOPIC  Vol.137  (9/10 月号：8月 18 日発行) 

・定例報告 

・「日本海側主要港湾 10港の国際定期ｺﾝﾃﾅ航路」（北陸 AJEC） 
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実施内容 効果の確認・評価 

・「2016 年 日本海側主要港湾の国際ｺﾝﾃﾅ貨物の取扱量」 

（北陸 AJEC） 

・「中国が世界をﾘｰﾄﾞする！？新しい店舗の形」（福井県上海事務所） 

・「タイ病院、医薬品業界の現状」（福井銀行バンコク事務所） 

・業務報告 

・「富山県・ロシア沿海地方友好提携 25周年記念「経済・物流訪問団」

に参加して」 （北陸 AJEC） 

 

Warm TOPIC Vol.138 （11/12 月号：10月 20 日発行) 

・定例報告 

 ・「中国高齢者産業の現在について」（富山県大連事務所） 

 ・「「先を行く」中国」（北陸銀行上海事務所） 

・業務報告 

・「第 18 回北陸・韓国経済交流会議」開催報告（北陸 AJEC） 

 

Warm TOPIC Vol.139 （1/2 月号：12 月 15 日発行) 

・定例報告 

・「北陸企業で活躍する留学生 OB紹介」（㈱北陸銀行） 

 ・「最近の中国事情」（石川県上海事務所） 

 ・「商談会を活用した海外販路開拓支援」（北國銀行ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ支店） 

 

Warm TOPIC Vol.140 （3/4 月号：2 月 19 日発行) 

・定例報告 

  ・「北陸三県企業の海外進出状況」（北陸 AJEC） 

・「北陸企業で活躍する留学生 OB紹介」（前田薬品工業㈱） 

 ・「インドの２大改革」（北陸銀行シンガポール事務所） 

 ・「高級社交クラブ「Tanglin Club」にて開催した石川イベント」 

（石川県シンガポール事務所） 

・業務報告 

・「共同ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 北陸地方創生と国際化・イノベーション」開催報告

（北陸 AJEC） 
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(2) セミナーの開催等 

・関係機関と連携した海外情勢，企業の国際展開に関するセミナーの開催等 

ジェトロ・アジア経済研究所との連携セミナーの開催 

メールマガジンの発信，講師派遣、各種冊子等への寄稿 

 

 

実施内容 効果の確認・評価 

○セミナー等の開催 

 

・海外展開支援施策セミナーin 北陸 

・主催：中部経済産業局、北陸 AJEC 

・日時：6月 13 日 10:00～12:00 

・場所：金沢市 

・参加者：60 名 

・内容：北陸企業の海外展開事例、海外展開支援

制度の説明 

 

・ベトナム経済セミナーin福井～ハナム省の投資環境

について～ 

・主催：在大阪ベトナム総領事館、ベトナムハナム
省政府、北陸 AJEC 

 共催：北陸・ベトナム相互企業進出促進協会、 
北陸経済連合会 

後援：JETRO福井 
・日時：11 月 7日 14:00～16:30 
・場所：福井市 
・参加者：28名 
・内容：ベトナムハナム省関係者来訪、投資環境・イ
ンセンティブ等の説明、進出企業から事例発表、
「北陸ベトナム相互企業進出促進協会」設立に
ついて 

  
・ジェトロ・アジア経済研究所との共同シンポジウムの
開催 
 1.調査研究・情報収集（1）調査研究に記載の通り 
 

・第４回 韓国 KOTRA との共創セミナー 

・主催：KOTRA   
・共催：北陸経済連合会、北陸 AJEC 
・日時：12月 12日 15:00～18:30 
・場所：福井市 
・参加者 34名 
・内容：韓国最新経済動向、韓国人材採用支援  
施策、採用に関する注意点、採用例の発表 

 

○寄稿、講師派遣等 

 

・富山県プラスチック工業会機関誌へ寄稿 

「北陸（日本）・韓国経済交流会議について」 

 

・NEASE-net （北東アジア研究交流ネットワーク）へ

AJEC メルマガ配信先が 55 名から 72 名に

増加した。 

また、講演、寄稿要請への的確な対応をし

た。 
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実施内容 効果の確認・評価 

寄稿 

   「北陸・韓国経済交流会議」 

   「ウラジオストク最新情報」 

・日ロ沿岸市長会 担当課長会議（於：射水市）にて

講演 

「日本海新時代」 

・北東アジア経済発展国際会議（ERINA主催）イン 

新潟にて講演 

   「韓国との経済交流～北陸（日本）・韓国経済交

流会議について～」 

・富山高等専門学校にて講義 

   環日本海ビジネス演習「東アジアにおけるビジネ

スチャンス」 

 

 

 

 

３．交流事業 

(1)北陸・韓国経済交流会議の効果的な実施 

・「第 18回北陸(日本)･韓国経済交流会議」(8/27～30 安東市開催)の実施 

 

実施内容 効果の確認・評価 

第 18回 北陸（日本）・韓国経済交流会議 

・日時：8月 27 日～8 月 30 日 

・場所：韓国 慶尚北道 安東（アンドン）市 

・テーマ：「共通課題解決に向けた日韓地方間の

協力」 

・全体会議：中部経済産業局、中村留精密工業㈱、

金沢工業大学 

・専門分科会：①自治体分科会 

②イノベーション分科会 

③ビジネスマッチング 

・産業、観光視察：東レ尖端素材㈱（テグ）、慶尚

北道庁（新社屋、アンドン）、 安東河回村（ユネスコ

世界遺産、ハフェマウル） 

・参加者：日本側 52 名、韓国側 120名 

 

日韓の共通課題（一極集中化、少子高齢化

等）について全体会議を実施した。 

ビジネスマッチングを昨年度に引き続き開催、

より具体的な成果を目指し、業種・目的の近い

企業同士の商談となるようマッチングを実施し

た。 

産業視察では韓国進出の成功事例として大邱

にある東レ尖端素材株式会社を見学した。 
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(2)  海外諸国との経済交流促進 

・関係機関と連携した ASEAN との経済交流促進 

・在大阪ベトナム総領事館，政策研究大学院大学(GRIPS)，お互いフォーラム協会と連携し

たベトナム，タイとの経済交流促進     

 

実施内容 効果の確認・評価 

○「ベトナム経済交流会議 in金沢」 

・主催：在大阪ベトナム総領事館、北陸 AJEC、

JETROアジア経済研究所 

・後援：JETRO金沢、金沢商工会議所、北陸経済 

連合会、中小企業基盤整備機構北陸本部 

・日時：5月 17 日 14：00～18：30 

・場所：金沢市  

・参加者：110名 

・会議概要：ベトナム投資環境説明、進出企業による

現状報告、ベトナム企業からの発表等 

 

「第 2回ベトナム政府高官との経済交流会議 in金沢」

（GRIPS との連携） 

・主催：北陸 AJEC 

・共催：政策研究大学院大学（GRIPS）、北陸経済 

連合会、JETRO（富山、石川、福井） 

・後援：石川県商工会議所連合会、JICA 北陸、中小

企業基盤整備機構北陸本部 

・日時：10月 20日 16:00~20:00 

・場所：金沢市 

・参加者 106 名 

・会議概要：日・ベトナム経済交流の現況説明、金沢

工業大学および北陸先端技術大学院大学のベトナム

での取組紹介 

「北陸ベトナム相互企業進出促進協会」設立の発表  

 

○タイとの経済交流会議（お互いフォーラム） 

（第 2 回北陸・ASEANお互い経済交流会議） 

・先方都合により平成 30年度に延期 

海外進出先として北陸企業の注目度 1 位

「ベトナム」に関連した経済交流会議・セミナ

ーを計 3 度開催できた。これらの交流会議

が「北陸・ベトナム相互企業進出促進協会」

設立に寄与した。 

GRIPS で研修を受けるベトナム政府高官に

よる北陸へのフィールドトリップは好評につ

き、継続開催に努める。 

タイとの経済交流会議（お互いフォーラム）

はタイ工業大臣の都合により平成 30年 6月

（予定）に延期した。 
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４．関連機関との連携 

 (1)北陸経済連合会「国際交流推進委員会」への協力 

・企業の国際化に関する調査研究，関係機関と連携した海外情勢，企業の国際展開に関するセミ

ナー等の開催 

・「第 18 回北陸(日本)･韓国経済交流会議」(8/27～30 安東市開催)の実施  

・関係機関と連携した ASEAN等との経済交流促進 

 

実施内容 効果の確認・評価 

上記該当箇所に記載の通り 

 

 

(2) 北陸経済連合会「総合対策委員会」，「先端技術推進委員会」への協力 

・留学生の活用促進，グローバル人材の育成支援 

実施内容 効果の確認・評価 

ベトナムとの経済交流会議に金沢大学より 8 名、

北陸先端科学技術大学院大学より 11名のベトナ

ム人留学生を招待 

北陸の大学の留学生に対し地元企業幹部

との出会いの場を提供。留学生、企業双方

から一定の評価を得ており、引き続き取り組

む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


