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9月 1日～15日の活動報告 

 

●三経連共同要望に係る意見交換               
日 時：9月 14日（火）15:30-16:30 

場 所：オンライン会議 

 今年、三経連経済懇談会は仙台市で開催を予定して

いたが、コロナの感染状況に鑑み、残念ながら、実開催

中止のやむなきに至った。しかし、三経連共同要望は実

施したいと考え、要望を取りまとめるため、三経連各会

長を結んでオンライン会議を開催した。 

 冒頭、3会長の挨拶があり、金井会長は北陸の経済状

況について製造業は持ち直しているが、コロナにより

社会・経済活動が制約されており、特に飲食・観光業は

厳しいので、経営を支援する施策は引き続き必要と指

摘した。北陸新幹線は敦賀開業が 1 年遅れ、2024 年春

になった。新大阪までの延伸に向けては 2023年度当初

の着工が当面の最大の目標であり、その上で 2030年頃

までの全線開業を求めていると述べた。コロナ禍によ

りテレワークが普及すると、働くために人が東京に集

中する必要がなくなるので、第五次中期アクションプ

ランでは北陸の魅力を高め、この新しい人の流れの受

け皿となるための様々な方策を進めると結んだ。 

 そのあと各経連の取り組みを紹介しながら意見交換

を行った。北経連からは金井会長が「多様な働き方・多

様な人材の活躍」について、「北陸の企業もテレワーク

をやり始めているが、ソフト面では、在宅での業務の評

価が難しく、業務管理が難しいという問題がある。ハー

ド面では特に中小企業でイントラネットへの接続設備

やセキュリティ確保のための設備改造が必要であるた

め、それへの支援を要望している。」と述べた。また、

女性活躍の面では、「北陸の若者は一度外に出ると、男

性は戻るが、女性は戻らない特徴がある。そのため、会

員企業に、女性が働きやすい職場を作るようお願いし

ている。女性が働きやすい職場ということは、男性にと

っても、全ての従業員が働きやすい職場だと言える。行

動計画作成・提出やえるぼし取得の支援をしたい。」と

述べた。「デジタル化、その先の DX」については「北陸

DXアライアンス」の取り組みを説明した。 

 要望は次の 5項目で構成されている。 

１．新型コロナウイルスの感染収束、実効性のある 

地域経済対策の推進 

２．多様な働き方・多様な人財の活躍推進 

３．地域産業の競争力強化・魅力ある産業の創出 

 

４．地域のさらなる成長を支える社会資本整備の 

促進 

５．持続的な経済成長に向けたエネルギー政策の 

推進 

 要望活動については当初 10 月 13 日を予定してい

たが、政治状況、コロナの状況を見ながら 11月下旬

以降に延期することとなった。 

（担当：小山） 

 

今後の行事予定 
 
◆【実施】第一回 海外現地情勢報告セミナー（韓国・

ベトナム） 

日 時：9月 17日（金）13：00-15：00 

場 所：ホテルグランテラス富山（オンライン併催） 

演 題： 

「半年後に迫る大統領選挙の焦点と日韓関係の行方」 

三菱商事株式会社／韓国三菱商事 

「注目高まるベトナムが抱える課題」 

三井物産戦略研究所／ベトナム三井物産有限会社

（ハノイ支店）  

 

◆【変更実施】第 8 回北陸産学連携懇談会 

日 時：9月 28日(火) 10:00-12:00 

場 所：オンライン開催（Teams使用） 

対 象：会員大学学長、会長、副会長、委員長 

 

◆【変更実施】福井県立大学見学会 

日 時：9月 28日(火) 13:00-15:00 

場 所：オンライン開催（Zoom使用） 

対 象：北陸産学連携懇談会出席者、総合対策委員

会・新たな価値創出委員会の委員  

 

◆【実施】会員懇談会（石川会場） 

日 時：10月 18日(月) 14:30-17:00 

場 所：ホテル日航金沢（オンライン併催） 

tel:076-232-0472
http://www.hokkeiren.gr.jp/
mailto:info@hokkeiren.gr.jp
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対 象：全会員 

 

◆【実施】西日本経済協議会第 63 回総会 

日 時：10月 20日(水) 13:30-17:10 

場 所：熊本市 

対 象：全会員 

 

◆【実施予定】第 48回北陸地方経済懇談会 

       （経団連との懇談会） 

日 時：11月 18日(木) 14:00-16:00 

場 所：ANAクラウンプラザホテル金沢 

（オンライン併催） 

対 象：全会員 

 

◆【実施予定】2021年度 第 2回人財活躍推進委員会 

日 時：11月 24日(水) 10:30-11:30 

場 所：ホテル日航金沢（オンライン併催） 

対 象：人財活躍推進委員会委員に案内予定 

 

◆【実施予定】2021年度 第 2回国際委員会 

日 時：11月 25日(木) 12:00-14:00（昼食付） 

場 所：金沢ニューグランドホテル（オンライン併催） 

対 象：国際委員会委員に案内予定 

 

◆【実施予定】中部・近畿経済産業局との懇談会 

日 時：11月 30日(火) 12:30-15:00 

場 所：ANAクラウンプラザホテル金沢 

（オンライン併催） 

対 象：会長、副会長、常任理事、理事、監事 

 

◆【実施予定】2021年度 第 2回観光委員会 

日 時：12月 6日(月) 12:00-14:00  

          （12:00-12:20は昼食） 

場 所：金沢ニューグランドホテル（オンライン併催） 

対 象：観光委員会委員に案内予定 

 

◆【実施予定】会員懇談会（福井会場） 

日 時：12月 7日(火) 14:30-17:00 

場 所：福井県民ホール（オンライン併催） 

対 象：全会員 

 

◆【実施予定】2021年度 第 2回新たな価値創出委員会 

日 時：12月 9日(木) 12:00-14:00  

          （12:00-12:20は昼食） 

場 所：ANAクラウンプラザホテル金沢 

（オンライン併催） 

対 象：新たな価値創出委員会委員に案内予定 

 

◆【実施予定】2021年度 第 2回社会基盤委員会 

日 時：12月 10日(金) 12:00-14:00  

          （12:00-12:20は昼食） 

場 所：ホテル日航金沢（オンライン併催） 

対 象：社会基盤委員会委員に案内予定 

 

◆【実施予定】2021年度 第 3回総合対策委員会 

日 時：12月 16日(木) 12:00-14:00  

          （12:00-12:20は昼食） 

場 所：ANAクラウンプラザホテル金沢 

（オンライン併催） 

対 象：総合対策委員会委員に案内予定 

 

◆【実施予定】公正取引委員会中部事務所との懇談会 

日 時：12月 16日(木) 14:00-15:00 

場 所：ANAクラウンプラザホテル金沢 

（オンライン併催） 

対 象：全会員に案内予定 

 

お知らせ 

■最低賃金の引上げ等に伴う不当なしわ寄せ防止に

向けた中小事業者等取引公正化推進アクションプ

ランの公表 

公正取引委員会は、最低賃金の引上げ等に伴い、

買いたたき、減額、支払遅延などといった中小事業

者等への不当なしわ寄せが生じないよう、取引の公

正化を一層推進するため、「中小事業者等取引公正

化推進アクションプラン」を取りまとめ（相談対応

のためのフリーダイヤルの設置を含みます）、対策

の強化に取り組みます。 

詳しい内容は、以下の URLからご確認ください。 

【URL】 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/20

21/sep/210908.html 

（担当：小林） 

 

■石川県労働局からのご案内 

「改正女性活躍推進法対応説明会」開催 

2022年 4月 1日より、女性活躍推進法に基づく

一般事業主行動計画策定・届出等の義務の対象が

「常時雇用する労働者が 301 人以上の事業主」か

ら「常時雇用する労働者が 101 人以上の事業主」

へと拡大されます。新たに義務の対象となる事業

主に対し、今後企業に求められる対応について説

明します。また、同じく 2022年 4月 1日より中小

企業に義務付けられる、ハラスメント防止対策に

ついて併せて説明します。 

【URL】 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2021/sep/210908.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2021/sep/210908.html
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https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-

roudoukyoku/banner/03jokatsusetsumeikai.html 

【日時】9月 24日(金)13:30-15:00 

    9月 28日(火)14:30-16:00 

【会場】金沢駅西合同庁舎 6 階 共用第一会議室（オ

ンライン併催） 

【主催】石川労働局 

【申込】上記 URLより申込。石川県外企業もオンライン

で参加可。 

（担当：日野） 

 

■富山県からのご案内 

「IoT・AI チャレンジ塾(応用コース(第 1 回)/IoT 等導

入企業事例発表）」 

【URL】https://www.toyama-iot.jp/?tid=100157 

【日時】9月 27日(月)13:30-15:00 

【会場】オンライン開催(Zoom) 

【内容】 

講演：「モノづくりの現場にみる AI・IoTデータ活用の

今そしてこれから」 

株式会社 EBILAB(三重県伊勢市) 

取締役 常盤木 龍治 氏 

事例紹介：田中精密工業株式会社 

【主催】富山県 IoT推進コンソーシアム 

㈱富山県総合情報センター 

【申込】下記 URLより申込（参加無料） 

富山県外企業も参加可 

https://www.toyama-tic.co.jp/iotai-

seminar/seminar/20210927.html 

【問合せ】㈱富山県総合情報センター 

TEL:076-432-1116 

E-mail: info-k@toyama-tic.co.jp 

（担当：坂井） 

 

■(一財)中部生産性本部からのご案内 

「人と企業の活力化フォーラム」 

ＶＵＣＡ時代を切り拓く新たなチャレンジ 

～カーボンニュートラルやＤＸなどの山積する課題

解決に向けて～ 

【URL】 

https://www.cpc.or.jp/cpc/publics/index/189/ 

【形式】オンライン開催（Zoom） 

【日時・内容】全 10回 

第 1回 10月 7日(木)14：00-16：00 

 「2035年の未来予測」 

   ㈱アクアビット 代表取締役 田中栄 氏  

第 2回 10月 22日(金)10：00-11：30 

 「2050 年カーボンニュートラルの衝撃 SDGs 時代の

環境問題最前線」㈱NHKエンタープライズ ｴｸﾞｾﾞｸﾃ

ｨﾌﾞ･ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ 堅達京子 氏 

第 3回 10月 28日(木)14：00-15：30 

 「世界が注目する“ペロブスカイト太陽電池”」 

  桐蔭横浜大学 医用工学部特任教授 宮坂力 氏 

第 4回 11月 2日(火)14：00-15：30 

「車の後始末を徹底し、資源循環型社会へ貢献する」 

   会宝産業㈱ 代表取締役社長 近藤高行 氏 

第 5回 11月 5日(金)14：00-15：30 

 「仲間と一緒に新しい世界へ！途上国から世界に

通用するブランドをつくる」 

㈱マザーハウス 代表取締役副社長 山崎大祐 

氏 

 （第 6回～第 10回は上記 URLを参照ください。） 

【申込】上記 URLから申込（参加無料） 

【主催】(一財)中部生産性本部（北経連他 後援） 

【問合せ】(一財)中部生産性本部 担当：大澤・上田 

         TEL：052-221-1261 FAX：052-221-1265 

         https://www.cpc.or.jp/cpc/ 

（担当：坂井） 

 

■日本アセアンセンターからのご案内 

「生産拠点としてのベトナムの魅力に迫る～最新の

工業団地の紹介と解説」 

将来的な生産拠点として大きな可能性を秘めるベト

ナムの各都市とオンラインで繋ぎ、最新の工業団地が

紹介されます。また、新型コロナを見越した日越投資促

進や、現在のベトナム経済展望についても解説されま

す。 

【URL】 

https://www.asean.or.jp/ja/wp-

content/uploads/sites/2/Viet-Nam-Japan-Online-

Business-Promotion-Meeting_20210922.pdf 

【日時】9月 22日（水）第一部 10:00-12:00（講演） 

           第二部 15:00-17:00（商談） 

【形式】オンライン開催 

【主催】国際機関 日本アセアンセンター 

【共催】ベトナム貿易振興庁(VIETRADE)、駐日ベトナム

大使館商務部、ジェトロ 

【言語】日本語・ベトナム語(逐次通訳有) 

【申込】第一部：9月 21日（火）17:00  

    第二部：9月 17日（金）17:00 

【問合せ】国際機関日本アセアンセンター貿易投資 

クラスター 田邉宙大 

E-mail:info_ti@asean.or.jp/mtanabe@asean.or.jp 

TEL: 080-4947-1262、03-5402-8006 

FAX: 03-5402-8007 

（担当：小島） 

 

 

■アジア・アントレプレナーシップ・アワード運営委

https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/banner/03jokatsusetsumeikai.html
https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/banner/03jokatsusetsumeikai.html
https://www.toyama-iot.jp/?tid=100157
https://www.toyama-tic.co.jp/iotai-seminar/seminar/20210927.html
https://www.toyama-tic.co.jp/iotai-seminar/seminar/20210927.html
mailto:info-k@toyama-tic.co.jp
https://www.cpc.or.jp/cpc/publics/index/189/
https://www.cpc.or.jp/cpc/
https://www.asean.or.jp/ja/wp-content/uploads/sites/2/Viet-Nam-Japan-Online-Business-Promotion-Meeting_20210922.pdf
https://www.asean.or.jp/ja/wp-content/uploads/sites/2/Viet-Nam-Japan-Online-Business-Promotion-Meeting_20210922.pdf
https://www.asean.or.jp/ja/wp-content/uploads/sites/2/Viet-Nam-Japan-Online-Business-Promotion-Meeting_20210922.pdf
mailto:info_ti@asean.or.jp
mailto:mtanabe@asean.or.jp
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員会・ジェトロからのご案内 

「アジア・アントレプレナーシップ・アワード 2021」 

アジア最先端のテクノロジーに出会える「アジア・アン

トレプレナーシップ・アワード（AEA）2021」にスタートア

ップ 30 社が出場します。日本企業の協業に向けたマッチ

ングの機会も提供しています。 

【URL】 https://aea.events/j/ 

【日時】10月 27日（水）、10月 28日（木） 

 13:00-19:00（日本時間） 

【形式】オンライン開催（無料） 

【言語】英語 

【申込】 https://aea2021online.peatix.com/ 

【主催】AEA運営委員会 

【共催】ジェトロ他 

【問合せ】ジェトロ イノベーション促進課 

担当：大谷、植田、吉田 E-mail：IID@jetro.go.jp 

（担当：小島） 
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