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平成 30年度 事業計画 

 

北陸 AJEC は、「調査研究」、「情報発信」、「交流事業」を活動の 3 本柱として北

陸地域・企業の国際化の促進に取組む。 

「調査研究」については、ジェトロと共同で外国人材の採用・活用に関する調査

を実施し北陸企業の海外ビジネス展開を支援・促進する。 

「情報発信」については、機関誌「Warm
ウ ォ ー ム

 TOPIC
ト ピ ッ ク

」の更なる充実化および関係機

関と連携したセミナーの開催等により有益な海外情報を発信する。 

「交流事業」については、第 19回北陸・韓国経済交流会議を 8月に福井市で開

催する。ASEAN との交流については、関係機関と連携しベトナム、インドネシア、

タイとの交流を促進する。    

 

１．調査研究・情報収集 

(1)調査研究 

   ・「北陸企業の外国人材の採用・活用」に関する調査の実施（ジェトロとの共同 

調査）     

 

(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 
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２． 情報発信  

 (1)機関誌 「Warm
ウ ォ ー ム

 TOPIC
ト ピ ッ ク

」 による情報発信の更なる充実化 

・大学・研究機関の研究者等との連携を強化し、東アジアを中心にグローバル

な政治経済情報を発信 

・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  

 

 (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 

     環日本海（極東ロシア、東北三省、朝鮮半島）に着目したセミナーの開催等  

     メールマガジンの発信、講師・寄稿の承諾 

 

３． 交流事業 

 (1)北陸・韓国経済交流会議の効果的な実施 

 ・「第 19回北陸(日本)･韓国経済交流会議」(8/26～29福井市開催)の実施 

 

  (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、お互いフォーラム協会等 

と連携したベトナム、インドネシア、タイとの経済交流促進     

  

４．関連機関との連携 

北陸経済連合会の委員会活動への協力・支援 

(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 
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 ・「第 19 回北陸(日本)･韓国経済交流会議」(8/26～29 福井市開催)の実施 

 ・関係機関と連携したASEANとの経済交流促進 

    

 (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 

 

以 上  

 



 

 

 

調査研究「北陸企業の外国人材の採用・活用」について 
 

1.背景、ねらい 
  
 ・日本企業が海外ビジネスを展開する上で、人材の確保が最大の課題となっている。ジェトロの「日本
企業の海外事業展開に関するアンケート調査(2016 年度)」において海外ビジネスの課題を尋ねた
ところ「海外ビジネスを担う人材の確保」を挙げる企業が 55.3％と最も多くなった。 

   【海外ビジネスの課題】 
①海外ビジネスを担う人材 55.3% 
②現地でのビジネスパートナー（提携相手） 52.1% 

③海外の制度情報（関税率、規制・許認可等） 48.9% 
④現地市場情報（消費者の嗜好・ニーズ等） 48.6% 
⑤現地販売網の拡充 45.2% 
(出所)ジェトロ「日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査-2016年度-」 

 
・こうした中、日本における外国人労働者数の推移を見ると 2017年 10月末で 127.8万人と 2008年
の 48.6万人に比べ倍増以上のペースで増えている。北陸においても同期間で 1.2万人から 2.6万
人へと全国と同様な傾向で推移しており、今後、生産年齢人口の減少が続く中、外国人材活用の
重要性は一層増すものと考えられる。 
・このような情勢を踏まえて、本調査は、外国人材の採用・活用の在り方や方策を提言し北陸企業 
の海外ビジネス展開の促進を図ることにより、北陸経済の活性化に資することを目的とする。 
【外国人労働者数の推移】               
   

2017/10末 2008/10末 
年平均 
増加率 

就業者に 
占める比率 

高度人材 
比率 

技能実習 
比率 

全 国 127.8万人 48.6万人 11.3% 1.9% 18.6% 20.2% 

北 陸 2.6万人  1.2万人  9.0% 1.7%  9.3% 46.1% 

    (出所)厚労省「外国人雇用状況の届出状況表一覧」（各年版） 
 
2.調査内容（スケルトン案） 
  
Ⅰ.外国人材の採用・活用の現状、あり方（マクロ） 

   政府等の統計、企業アンケート調査（ジェトロ、北経連等）、関連文献 
    
 Ⅱ.企業(需要側)、大学(供給側)における状況（ミクロ） 
   採用・活用についての企業の意識、取組み（企業ヒアリング） 
   外国人留学生の就職について大学の意識、取組み（事例、留学生就職の現状） 
 
 Ⅲ.外国人材の採用・育成・定着の課題 
   現状の政策、支援策の整理と問題点の抽出 
   政策含意（企業・大学の意識改革、マッチングのプラットフォーム） 
 
3.調査体制、期間 
  
・調査体制 AJEC とジェトロとの連携研究、研究会を年 5回程度開催（第 1回は 6/13、金沢で開催） 

      <研究会委員> 
        ・AJEC：丸屋（AJEC委員長）、池下(福井県大教授)、九門(亜細亜大教授)、 

小林常務、白又、下口、北経連（外国人留学生担当）  
・ジェトロ：松尾主査 他 

 
 ・調査期間 2018年度、2019年度（1.5年程度を目途）  

・1年目～2年目前半：調査、執筆、取り纏め 
        ・2年目：調査結果を踏まえたシンポジウム開催（ジェトロと共催） 

以上 



海外との経済交流会議等の計画 

 

１．韓国 

  １） 「第 19回 北陸(日本)・韓国経済交流会議」   

 ・会議のテーマ：『日韓 新ステージにおける地域間連携』（仮題） 

・日程： 

平成 30年 8月 26日（日） 小松空港着 午後 福井県内観光視察 

27日（月） 福井県国際交流会館にて 

  Am ・全体会議  

  Pm ・セッション（１） 

「幸福度ランキングの意味するもの」 

 ・セッション（２） 

「日韓 新ステージにおける地域間連携」（案） 

  

              28日 (火) 産業視察 

              29日（水）小松空港より仁川へ 

 

２） 「第 5回  韓国 KOTRAとの共創セミナー」 （場所 未定） 

・日時(予定)：平成 30年 12月頃 

・主催（案）： KOTRA、 共催・後援： AJEC,北経連 

  ・在名古屋の KOTRAとの連携事業。テーマは都度決めている。韓国の工業団地の 

   紹介や韓国若手人材の北陸企業での採用などが今まではテーマに。 

 

２．ベトナム 

  １）「ベトナム－日本 貿易・投資セミナー in 富山」 

   ・日程：平成 30年 5月 25日(金) 16:00～18:30 

・開催場所：パレブラン高志会館 

・主催：富山県、在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館 

   ・共催：北陸 AJEC、北陸・ベトナム相互企業進出促進協会 

   ・後援：JETRO富山、富山県新世紀産業機構、富山県国際経済交流推進協議会 

       北陸経済連合会 

   ・富山県はベトナム計画投資省と覚書を締結済。今回は計画投資省外国投資庁 

    チュン副長官による貿易・投資環境の最新事業や、昨年発足した「北陸・ベトナ

ム相互企業進出促進協会」より 7月のベトナムミッションの説明など。 

   ・18:45～20:00 交流会 、 富山大、富山国際大のベトナム留学生を招待 

 



２） 第１回 ベトナムミッション【ハノイ近郊】 

   ・日程：平成 30年 7月 10日（火）～15日（日） 

・北陸・ベトナム相互企業進出促進協会主催によるミッションの派遣（AJECは顧問） 

   ・中部経済産業局/貿易研修センターとの連携も決定 

 

３）「第 3回 ベトナム政府高官との経済交流会議」（GRIPSとの連携事業） 

・GRIPS(政策研究大学院大学)との連携事業 

・平成 30年 10月～11月開催予定（中部経済産業局・貿易センターとの連携も決定） 

・ベトナムの政府高官が GRIPS(東京)で研修を受けた後、フィールドトリップで 

北陸を訪問。地方経済や地方創生の実態などを学ぶ機会を提供すると同時に 

北陸企業との連携、北陸の大学で学ぶベトナム留学生との交流の場を提供。 

 

  ４）第２回 ベトナムミッション【ホーチミン近郊】 

・北陸・ベトナム相互企業進出促進協会主催によるミッションの派遣（AJECは顧問） 

・日程： 平成 31年 1月～3月予定 

   ・本年度は協会発足初年度で、ハノイとホーチミン２回のミッションを派遣予定。 

        

３．タイ 

「タイとのビジネス交流会議」【初】   

・開催日時：平成 30年 6月 13日（水） 

・主催：富山県 タイ王国工業省 

・協力：JETRO富山 

・後援：北陸 AJEC、北陸経済連合会、富山タイ協会、富山県新世紀産業機構、 

    富山県国際経済交流推進協議会 

   ・富山県はタイ工業省とMOU締結済。今回同国ウッタマ工業大臣、パッサコーン

産業促進戦略部長をお迎えし、富山で開催。(昨年度予定したが、本年に延期) 

 

４．インドネシア 

「第１回 インドネシア行政官との経済交流会議」【初】（GRIPSとの連携事業） 

・日時：平成 30年 9月 2日（日）～4日（火） 

・場所：金沢 

・主催（案） ：GRIPS, 北陸 AJEC 、共催： 北経連、 JETRO 

・インドネシア行政官が GRIPS(東京)で研修を受けた後、フィールドトリップで 

北陸を訪問。地方経済や地方創生の実態などを学ぶ機会を提供すると同時に北陸

企業との連携の場を創出。 

以上 


