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●新規加入会員                            

〔日本貨物鉄道株式会社 関西支社 金沢支店〕 
金沢支店長  酒井 洋一 様 

(業種：貨物鉄道事業) 

〒920-0005 金沢市高柳町 10-1-4 

Tel：076-251-7163 Fax：076-251-7426 
 

◆【実施】2022年 新春経済懇談会 

日 時：1月 26日(水) 15:00-16:45  

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 

申込は 12/24 締め切りました。多数のお申し込みあり

がとうございます。 

 

◆【実施】会員懇談会（富山会場） 

日 時：2月 1日(火) 14:30-17:00 

場 所：ホテルグランテラス富山（オンライン併催） 

対 象：全会員 

申込は 1/7締め切りました。 

 

◆【実施】働く女性の活躍推進セミナー 

「それってジェンダーバイアスです！」 

日 時：2月 14日(月) 13:00-14:30 

場 所：オンライン開催（zoomウェビナー） 

   後日、見逃し配信あり（1か月 YouTube限定配信） 

対 象：どなたでもご参加いただけます。 

※全会員に別途ご案内します。貴社の女性や多くの方に

ご案内下さい。 

 

◆【実施】第二回海外現地情勢報告セミナー           

（中国・インド） 

日時：2月 15日（火）13：30-15:30（日本時間） 

形式：Microsoft Teams使用 Webセミナー 

演題：『中国の最新情勢』 

第一部「中国の今」上海伊藤忠商事 

第二部「消費主導へのソフトランディングを図る 

中国経済」伊藤忠総研 

  『インドビジネスの可能性』 

第一部「駐在員が見るインドの状況」 

Toyota Tsusho India Pvt. Ltd. 

第二部「グジャラート州における活動紹介」 

 Techno Trends Auto Park Pvt. Ltd.  

対象：全会員 

申込：2月 7日（月）締切 

下の URL、又は QRコードから申込 

https://forms.office.com/r/hJQ7ViTmbG 

 ※申込者には 2月 10日（木）迄に 

視聴用 URL等を配信します。 

（担当：小島、登） 

 

◆【参加者募集】 

北陸産学技術交流会(情報交換)テーマ⑤ 

 西日本電信電話㈱北陸支店と北経連との共催

で、下記の情報交換テーマで北陸産学技術交流会

の参加者（実務者）を募集しています。 

テーマに関心のある企業実務者および大学研

究者の方のご参加をお待ちしております。 

関係ありそうな部署へのご周知をお願い申し

上げます。 

★テーマ⑤「製造業におけるデジタル変革」 

URL： 

https://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/a68

4e65dcd36683e633b62e27ba5b652.pdf 

主 査：西日本電信電話㈱北陸支店 

日 時：2022年 2月 25日（金）13:30～15:00 

場 所：NTT 出羽町ビル B1F（金沢市出羽町 4-1） 

リアル開催 

概 要：情報交換会では、製造業における DX を

テーマに、①先進的に取り組んでいる企業

の導入事例紹介（スマートグラス、設備稼

働監視・視える可、ローカル 5Gの活用 等）、

②製造業の企業が抱える課題を持ちより、

企業実務者と大学研究者とのディスカッ

ション等を通じて、導入事例の横展開、新

たなソリューション事例の創出を図る。 

対 象：北経連会員の製造業・情報系に係る企業

実務者および大学研究者 

定 員：15名［先着順］ 

申 込：下記 URLから申込フォームに入願います。 

   https://forms.office.com/r/rqg1xPYhMJ 

締 切：2月 4日(金) ※定員に達し次第締切 

（担当：坂井） 

 

◆【実施予定】第 29回北陸地域懇話会（北陸・近畿

地方整備局、北陸信越・中部運輸局との懇談会） 

日 時：3月 1日(火) 15:00-17:00 

場 所：ANAクラウンプラザホテル富山 

1月１日～15日の活動報告 

今後の行事予定 

tel:076-232-0472
http://www.hokkeiren.gr.jp/
mailto:info@hokkeiren.gr.jp
https://forms.office.com/r/hJQ7ViTmbG
https://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/a684e65dcd36683e633b62e27ba5b652.pdf
https://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/a684e65dcd36683e633b62e27ba5b652.pdf
https://forms.office.com/r/rqg1xPYhMJ
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（オンライン併催） 

対 象：理事以上、監事 

 

お知らせ 

 

■令和 3年度第 2回「いしかわ PPP/PFI地域プラッ ト

フォーム」オンラインセミナー～道路・公園等包括管

理～の開催 

「地域プラットフォーム」とは、地域の企業、金融機

関、地方自治体等が集まり、PPP/PFI事業のノウハウ

習得と案件形成能力の向上を図り、具体的な PPP/PFI

案件形成を目指した取組みです。 

PPP（Public Private Partnership：官民連携事業） 

行政と民間が連携して、お互いの強みを生かすこ

とによって、最適な公共サービスの提供を実現し、

地域の価値や住民満足度の最大化を図るもの。 
 

PFI（Private Finance Initiative 

：民間資金等活用事業） 

庁舎や公営住宅、学校、上下水道等の整備等にあ

たって、地方公共団体が設計・建設・運営等を決

め、別々に発注するのではなく、どのような設計・

建設・運営を行えば最も効率的かについて、民間事

業者に提案させ、最も優れた民間事業者を選定し、

民間事業者が資金調達、設計、運営を行う制度。 
 
【日時】 

1月 25日(火) 13:00～15:00（ZOOM配信） 

【プログラム】 

・「PPP/PFI推進の最新動向・支援制度等について」 

  国土交通省 総合政策局 社会資本整備政策課 

・「道路・公園等包括管理委託の構想について」 

  中能登町 

・「府中市が取り組む道路維持管理分野における 

包括的民間委託について」 

東京都 府中市 都市整備部インフラ 

マネジメント担当 

・「道路包括民間委託事業の受託企業の取り組み」  

前田道路株式会社 

・「PPP・PFIの自治体の取り組みと民間企業参入の 

 取り組み」 

  一般社団法人 国土政策研究会 

【申込】1月 21日(金)までに下記 URLから申込み 

http://link.hokkokubank.co.jp/mail/u/l?p=g2VK93KZ

gBM-L-ErX 

（チラシ） 

https://www.hokkokubank.co.jp/seminar/corporati

on/pdf/20220125.pdf 

【主催】 

・いしかわ PPP/PFI地域プラットフォーム事務局 

（㈱北國銀行、財務省北陸財務局、㈱日本政策投

資銀行、石川県、石川県下の 11市 8町） 

（担当：小林） 

 

■北陸環境共生会議からのお知らせ 

「使い捨てプラスチックごみ削減フェア」ﾘｱﾙ出展 

【日時】1月 29日(土)10:00～16:00 

【場所】金沢港クルーズターミナル 

【主催】石川県,いしかわ環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ県民会議 

【内容】廃棄プラスチックを使った万華鏡作り 

【URL】

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/ecofes/

plastic.html 

「エコフェスいしかわ in WEB」web出展中  

【期間】12 月 20 日(月)～2 月 28 日(月) 

【内容】ＬＥＤで光るアニマルコースターを作ろ

う！ 

【URL】https://ecofes.ishikawa.jp/index.html 

（担当：森岡） 

 

■金沢工業大学からのお知らせ 

KITリカレント教育プログラム春期集中講義

（2022年 2月～3月）の受講者募集 

「KITリカレント教育プログラム」は、企業に勤務

する社会人が学生や教員と共に学び合い、企業ニ

ーズに対応した知識の習得に加え、学生･教員との

ネットワークづくりと、習得した知識を活用した

研究・開発による企業の成長をサポートするプロ

グラムです。 

対面またはオンラインで実施いたします。多数

のご応募をお待ちしております。 

①情報技術教育プログラム（11科目） 

【URL】https://www.kanazawa-it.ac.jp/kit-

ite/index.html 

【内容】AI、IoT、データサイエンス、情報セキュ

リティに関して基礎から学ぶことができる 

【開講期間】2月 17日(木)～3月 14日(月) 

【受講料】1科目あたり 24,000円（エンベデッド

システムのみ 60,000円）※別途、検定

料必要 

【申込】1月 19日(水)17:00までに上記 URLから

申込 

 

②組織活性化と倫理プログラム（1科目） 

【URL】https://www.kanazawa-

it.ac.jp/rec/liberalarts/index.html 

【内容】ポジティブ心理学を活用した組織改革の在

http://link.hokkokubank.co.jp/mail/u/l?p=g2VK93KZgBM-L-ErX
http://link.hokkokubank.co.jp/mail/u/l?p=g2VK93KZgBM-L-ErX
https://www.hokkokubank.co.jp/seminar/corporation/pdf/20220125.pdf
https://www.hokkokubank.co.jp/seminar/corporation/pdf/20220125.pdf
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/ecofes/plastic.html
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/ecofes/plastic.html
https://ecofes.ishikawa.jp/index.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/kit-ite/index.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/kit-ite/index.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/rec/liberalarts/index.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/rec/liberalarts/index.html
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り様について基礎的な内容を学ぶことができる 

【開講期間】3月 9日(水)～3月 16日(水) 

【受講料】24,000円 ※別途、検定料必要 

【申込】1月 19日(水)17:00までに上記 URLから申込 

※詳細は上記 URLの募集要項・スケジュールをご確認

ください。 

【問合せ】金沢工業大学大学事務局 

 庶務部 共創教育推進室 TEL：076-294-6743 

（担当：坂井） 

 

■「官民ジョブサイト」について 

内閣府官民人材交流センターは、国会公務員の中

堅・シニア層（45歳以上）に特化した求人サイト（官

民ジョブサイト）を運営しています。 

これは、国家公務員が求職者として登録する求人サ

イトであり、公務で培った高い専門能力・事務能力を

持つ人材が登録しています。 

詳しくは下記 URLからご確認をお願いいたします。

https://www8.cao.go.jp/jinzai/kyuzin_jigyosya.ht

ml 

【問合せ】内閣府官民人材交流センター 

地域経済課 TEL：03-6268-7677 

E-mail：kanmin-pr.y4r@cao.go.jp 

（担当：小林） 

 

■石川県からのお知らせ 

経営戦略としての女性活躍推進の秘訣実践セミナー 

 企業の取組事例を聞き、参加企業同士が専門家のア

ドバイスを受けながら意見交換する、参加型のセミナ

ーです。 

【URL】

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/danjo/kigyou/2021ji

reikentou.html 

【日時】 2月 1日（火）13:30-16:00 

【形式】オンライン 

【対象】企業の管理職・人事労務担当者等（HPには

県内企業限定と記載がありますが、石川県以外の

企業でも参加できます） 

【概要】 

第 1部 レクチャー 

『企業の成長を加速する女性活躍』 

(株)シェヘラザード代表取締役 坂本祐央子氏 

第 2部 県内企業の取組事例紹介 

・中村住宅開発(株) 

・松本機械工業(株) 

第 3部 情報交換会 

【申込】1月 21日（金）までメールまたは FAX 

【問合せ】石川県 県民文化スポーツ部 

男女共同参画課 TEL：076-225-1378 

（担当：日野） 

 

■(独) 高齢・障害・求職者雇用支援機構からのお

知らせ 

「65歳超雇用推進プランナー・高年齢者雇用アド

バイザー」 

65歳以上の高年齢者雇用を行う上で企業にとっ

て必要なことは、昨年 10月に当会が会員企業の皆

様を対象とした「高年齢者（65歳以上）活用につ

いて」のアンケ－ト結果によると、「人事・評価・

賃金制度の見直し」、「多様な勤務形態メニュー」

の順となっています。 

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構では、65

歳以上の高年齢者雇用をお考えの企業の皆様のニ

ーズにお応えするために、「65歳超雇用推進プラン

ナー・高年齢者雇用アドバイザー」による 

・必要な環境の整備に関する専門的かつ技術的

な相談・助言 

・高齢者戦力化のための定年引上げや継続雇用

延長等の制度改定に関する具体的な提案 

などのサービスを行っています。 

本サービスの詳細についてお知りになりたい方

は、ぜひ下記までお問い合わせください。 

https://www.jeed.go.jp/elderly/employer/om5ru

80000002tur-att/q2k4vk000001kb5y.pdf 

問合せ：(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の各

支部の高齢・障害者業務課 

富山支部  TEL：0766-26-1881 

石川支部  TEL：076-267-6001 

福井支部  TEL：0778-23-1021 

（担当：落合） 

 

■日本アセアンセンターからのお知らせ 

『インドと ASEANの地政学と経済動向』開催 

インドと ASEANの地政学と経済動向に焦点を当

て、両分野に精通した研究者が地政学と経済関係

について掘り下げ、インドと東南アジア地域を考

察していきます。 

 地政学やインドと ASEANの関係性に興味がある

方々のご参加をお待ちしております。 

【日時】1月 20日（木）15:00-16:00日本時間 

【会場】オンライン 

【講演】「インドと ASEANの地政学」  

       株式会社 三井物産戦略研究所  

     「インドと ASEANの経済動向」  

        株式会社 日本総合研究所 

【申込】 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN

_5JULPTmmRkW6RydinjbhKw 

【主催】国際機関 日本アセアンセンター  

https://www8.cao.go.jp/jinzai/kyuzin_jigyosya.html
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【詳細】https://www.asean.or.jp/ja/wp-

content/uploads/sites/2/1_India-and-ASEAN-

JPN_20220120.pdf 

（担当：小島）  
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