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2019 年１１月１８日 (金)～ 

 
１１月 7日（木） の活動 

 

●総合政策委員会女性部会 

１０月１８日（金）            金沢市 

2019年度第４回総合対策委員会女性部会を ANAクラ

ウンプラザホテル金沢にて開催、浅野部会長、森田副

部会長をはじめ、計 8名の委員等が出席した。 

ひとり親家庭の北陸移住推進をテーマに様々な活動

を実施してきており、今年度は、実際にひとり親がどう

いうサポートを必要としているのかを聞くため東京に

て交流会を実施することとし、年度内の開催に向け、情

報収集を行っていくこととした。       

  （担当：高田） 

                          

 
●「北陸新幹線全線開業前倒しによる経済波及 
効果」についての記者会見 

１０月２１日（月）            大阪市                                     

 久和会長は関西経済連合会の松本会長、大阪商工会

議所の尾崎会頭と共に、大阪で記者会見を開き、北陸新

幹線全線開業前倒しによる経済波及効果を公表した。 

 冒頭、松本会長のご挨拶で経済波及効果について説

明があり、「国の公表スケジュールである 2046年から、

我々の目指す 2030 年度頃に 16 年前倒しした場合の経

済波及効果額は全国で 16年間合計 4.3兆円、年間平均

2,700億円となった。こうした数字を紹介しながら、早

期全線開業の重要性について、多くのご理解を頂きた

い。」と発言された。 

 久和会長は「今回の調査によって北陸新幹線の優れ

た経済効果があらためて確認された。国土強靭化の観

点からも、新幹線によるループを完成しなければなら

ない。1日も早く大阪まで全線開業させるために、北経

連としても関西の皆様と連携し、強力に運動を進めて

いく」と発言された。 

 尾崎会頭は「北陸新幹線早期全線開業実現大阪協議

会」の設立など、大阪商工会議所の取り組みを紹介しな

がら、「北陸新幹線の早期全線開業に向けて引き続き取

り組んでいく」と発言された。 

（担当：橋本） 

 

 

 

●第 4回 ベトナム国幹部との経済交流会議 

１０月２４日（木）          富山市 

 ベトナム国の共産党・外務省・財務省などの局

長・副局長級の 25人と、北陸三県の企業関係者等

115人が参加して、富山電気ビルディングで経済交

流会議を開催した。北陸 AJECと政策研究大学院大

学(GRIPS)が 2016年から開催している会議で、富山

県での開催は今回が初めて。 

 久和会長が「今後ともベトナム・日本両国は、

様々な分野で密接に協力し合う関係にならなければ

ならない」と述べ、続いて工藤年博 GRIPS教授、山

崎康至富山県副知事が挨拶した。 

 訪問団代表のファム・ビエット・ズン氏は「日本

企業が進出しやすい環境づくりに努力している。北

陸の企業とも多くのビジネスチャンスがあると確信

している」と両国の一層の経済交流に期待を込め

た。 

 会議では、中部経済産業局の新藤公人地域経済部

次長がベトナムと北陸の経済交流の現状について、

森 雅志富山市長が富山市のスマートシティの取り

組みについて、廣貫堂の済木育夫取締役がベトナム

におけるビジネス展開について、それぞれ発表し

た。また、北陸ベトナム相互企業進出促進協会の活

動概要を三谷充会長が報告した。 

 会議終了後の交流会には、ベトナム国幹部を含め

て約 110人が参加し、ビジネスに関する情報交換が

活発に行われた。また、うち 14名は、富山大学・

富山国際大学で学んでいるベトナム人留学生で、北

陸企業関係者との交流を深めた。   

   （担当：高畠） 

                          

●北陸技術交流テクノフェア２０１９ 

１０月２４日（木）～２５日（金）    福井市 

 福井県産業会館で北陸技術交流テクノフェアが開

催された。北経連ブースでは、シェアトップ１５０

を配布するとともに、「次世代ロボット研究会」（事

務局：北経連）メンバーである金沢工業大学：鈴木

研究室のＶＲチェアスキー体験や遠隔操作ロボット、

金沢美術工芸大学：安島・根来研究室の医療現場向

け歩行車の製品化プロジェクト等の研究内容を紹介

した。 

（担当：小林） 
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●会員懇談会（富山会場） 

１０月２９日（火）            富山市 

 2019 年度会員懇談会（富山会場）を富山第一ホテル

にて開催し、会員約 100名が出席した。 

 懇談会では、久和会長の挨拶の後、「ＭａａＳ：マー

ス（Mobility as a Service）」をテーマとして講演会

を行った。 

最初に国土交通省総合政策局モビリティサービス推

進課長 重田裕彦氏より「日本版ＭａａＳの推進に向け

て」と題して、地域公共交通の課題と、それを解決する

ためのＭａａＳや国土交通省の取り組みにつき講演い

ただいた。 

次に東急㈱交通インフラ事業部次世代インフラ担当

課長 森田創氏より「伊豆における観光型ＭａａＳの取

り組みについて」と題して、2019年 4～6月に伊豆で行

った観光型ＭａａＳの実証実験の取り組みと課題につ

いて講演頂いた。 

続いて富山大学副学長 中川大氏より「富山型Ｍａａ

Ｓの可能性‐地方における公共交通政策先進県・富山

からの発信‐」と題して、富山県のもつ公共交通機関の

ポテンシャルの高さと富山でのＭａａＳ導入の可能性

について講演い頂いた。 

講演後、辻川常任理事よりご意見、稲垣副会長より総

評を頂き、講演会終了後懇親会を実施した。 

（担当：小林） 

                          

●経団連とのマッチングワークショップの開催 

１０月３０日（水）             東京 

 経団連との連携協定に基づくマッチングワークショ

ップを経団連会館で開催。昨年 12月に続く第 2回目で、

従来の北経連、四経連に加え新たに道経連が参加した。 

本会議の冒頭、経団連地域経済活性化委員長の浅野

委員長（箔一会長）が開会の挨拶をされ、経団連と地方

の中小企業を近づけることに努めてこられたこと、そ

の一つがこのマッチングワークショップで、こういっ

た交流の重要性を説明された。 

各経連より 5名が発表、北経連より北陸先端大、立山

科学㈱（富山）、ホクショー㈱(石川)、㈱ほっとリハビ

リシステムズ（福井）、鯖江市が発表した。 

経団連企業関係者約 100 名が参加、発表と同時に隣

の会議室内のブースにて個別面談を実施。約 40件の個

別面談が行われ、今後のビジネス連携の可能性や事業

化などに対する意見交換が行われた。 （担当：杉山） 

●富山県ものづくり総合見本市２０１９ 

１０月３１日（木）～１１月２日（土）   富山市 

 富山産業展示館にて開催された富山県ものづくり

総合見本市に北経連も出展した。北経連ブースでは

シェアトップ 150 の配布を中心に、北陸のものづく

り企業の紹介を行った。     

        （担当：小林） 

                          

 

●羽田空港旅客ターミナルでの北陸のＰＲ 

および北陸３空港羽田便利用促進事業 

１１月２日（土）～３日（日）       東京 

北陸経済連合会と北陸 3 県・北陸電力で構成する

北陸イメージアップ推進会議は、羽田空港国内線第

２旅客ターミナルのイベントスペースにおいて、京

急電鉄と連携して、北陸３県の魅力ＰＲおよび北陸

の３空港（富山きときと空港、のと里山空港、小松

空港）の羽田便の利用促進のためのイベントを実施

した。 

このイベントは 5 回目、北陸三県のＰＲパンフレ

ット配布や、北陸のイメージなどに関するアンケー

トを実施し、約 930名の方にご回答頂いた。 

併せて、同スペースで北陸３県のマスコットキャ

ラクター（きときと君、ひゃくまんさん、ラプト）の

パネルを設置した。 

さらに、全国各地から羽田空港を乗り継いで北陸

３空港を利用して頂くために「羽田乗継割引運賃」

のＰＲを大型パネルを使って行うなど、首都圏居住

者はもちろん、羽田空港を利用する全国からの旅行

客に対して北陸の魅力をアピールした。 

京急電鉄のマスコットキャラクター「けいきゅん」

も登場し、京急電鉄や今回協賛頂いたＡＮＡのノベ

ルティの進呈などにより、期間中ブースは大いに賑

わった。                 

（担当：落合） 
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お知らせ 

 

■「先端技術講演会」 

【日時】11月 29日（金）15：00～16:10 

【会場】ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ金沢 3階「鳳」 

【講演】学校法人金沢工業大学 

医工融合技術研究所長 新谷 一博 氏 

「壊し，つくる骨代謝 

～工学分野から見た骨再生戦略～」 

【主催】北陸経済連合会 

【参加費】無料（定員 80名） 

【問合せ先】担当：坂井・小林佑 

 電話：076-232-0472 

 

■「ｾｷｭﾘﾃｨ･ﾐﾆｷｬﾝﾌﾟ in石川」 

【日時】11月 29日（金）13:00～17:00 

【会場】金沢大学ｻﾃﾗｲﾄ･ﾌﾟﾗｻﾞ集会室 

【内容】ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨに関する講演会 

【主催】金沢工業大学、金沢大学、 

北陸先端科学技術大学院大学他 

【参加費】無料（定員 100名） 

【問合せ先】金沢工業大学連携推進課（担当：中山） 

 電話：076-294-6740 

 

■「北陸地方企業のための韓国人材採用セミナー」 

【日時】12月 5日（木）14:00～16:50 

【会場】ホテル日航金沢 3F孔雀の間 B 

【内容】これからの日韓経済関係、韓国人材採用支援 

事業、外国人雇用支援制度、韓国人材採用事例等 

【主催】大韓貿易投資振興公社（KOTRA） 

【後援】北陸 AJEC 

【参加費】無料 

  

今後の活動予定 

 

11月 15日（金）北陸産学技術交流会 

        「企業見学会 澁谷工業㈱」 

11月 20日（火）第 46回北陸地方経済懇談会 

11月 29日（金）先端技術推進委員会 

12月 4日 （水）中部・近畿経済産業局との懇談会 

12月 10日（火）会員懇談会（石川会場）  
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