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10 月 1 日～15 日の活動報告
●修学旅行お出迎え
日 時：10 月 4 日（月）10:00
場 所：金沢駅
東京都内の中学校が修学旅行で北陸へ来た。北陸三
県の観光連盟や北経連が参加している「北陸三県修学
旅行誘致推進プロジェクト」では、新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため大きなイベントは控え、金沢駅
にて関係者でささやかながら中学生を歓迎した。
コロナの影響等で修学旅行の行先を見直す学校が増
えている。当プロジェクトでは北陸への修学旅行誘致
を行うとともに、修学旅行で来た生徒たちが北陸の自
然、文化、食といった様々な魅力に触れて、北陸を再
訪してもらえることを目指している。

（担当：日野）

●岸田新内閣発足に関する会長コメント
日 時：10 月 4 日（月）
このたびの新内閣の発足にあたり、首相および各大
臣の今後のご活躍を心よりご期待申しあげます。
現在の喫緊の課題である新型コロナウイルスの感染
再拡大の防止と、経済の早期回復を両立させる、力強
い政策の推進を期待します。
コロナ対策では、1 日も早い希望者全員へのワクチ
ン接種に向けた体制整備、治療薬の早期確保により、
国民不安の解消に努められるとともに、大きな影響を
受けた各業界への支援に万全を期していただきますよ
うお願いいたします。
更に、ポストコロナの時代を見据え、我が国の国土
構造の改革、新しい社会システムの構築を進め、社
会・経済活動の展開、均衡ある国土の発展、地方創生
による東京一極集中の是正に努めていただきますよう
希望します。
特に、北陸地域の社会基盤整備の最重要課題であり
ます北陸新幹線の整備につきましては、2023 年度末ま
での金沢・敦賀間の開業、2023 年度当初の敦賀・大阪

間の着工、2030 年頃の全線開業を強く要望いたしま
す。

今後の行事予定
◆【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）
対 象：全会員（申込〆切済み）
◆【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（申込〆切済み）
◆【実施】観光委員会主催・インバウンド勉強会
日 時：11 月 5 日(金) 13:30-16:00
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
会員（オンライン参加のみ）
◆【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（昼食付）
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
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◆【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
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◆【実施予定】2022 年 新春経済懇談会
日 時：2022 年 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

お知らせ
◆【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) 12:00-15:00
（12:00-12:20 は昼食、14:00-15:00 は講演会）
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】新たな価値創出講演会
日 時：12 月 9 日(木) 14:00-15:00
場 所：オンライン開催
対 象：全会員
◆【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) 14:10-15:00
場 所：オンラインのみで開催
対 象：全会員に案内予定
◆【実施予定】第 352 回常任理事会
日 時：12 月 22 日(水) 15:00-16:30
場 所：金沢ニューグランドホテル
対 象：会長、副会長、常任理事

■「第 49 回三県知事との懇談会」の開催時期につい
て
新型コロナウイルス感染拡大により 8 月から延期し
ております「第 49 回三県知事との懇談会」につきま
して、三県と開催に向けて日程調整しておりました
が、調整が整わなかったため、今年度中の開催はやむ
なく見送り、来年夏を軸に改めて調整いたします。
ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
（担当：小林）

■令和 3 年度第 2 回
「とやま地域プラットフォーム」
富山市では、内閣府の支援によるモデル事業とし
て、北陸財務局、株式会社北陸銀行、株式会社日本
政策投資銀行とともに、富山県内における PPP/PFI
の活用（官民連携）を推進するため、「とやま地域
プラットフォーム」を設立しています。
本プラットフォームは、地域の関係者間のネット
ワークづくりやノウハウ共有、案件形成能力の向
上、官民対話等を行う基盤を構築するとともに、民
間における新たなビジネス機会の創出や民間投資の
喚起を図るため、県内の地方公共団体や地域金融機
関、民間事業者等の参画を得ながら開催するもので
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】10 月 27 日(水) 14:00-16:30
【会場】富山市民プラザ 4 階アンサンブルホール
（オンライン併催）
【内容】
第 1 部：セミナー
Ⅰ「学校整備を中心とした公共施設再編のあり方」
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講師：千葉大学大学院工学研究院
ハウを活用して有効利用を図るために実施されま
教授 柳澤 要 氏
す。
Ⅱ「瀬戸市における学校跡地の利活用の検討について
https://www.city.toyama.toyama.jp/zaimubu/kanz
～官民連携エリアプロデュースの実践～」
aika/shiyuchibaikyaku_3_1.html
講師：(株)価値総合研究所 執行役員
（担当：小林）
パブリックコンサルティング第三事業部長
主席研究員 小沢 理市郎 氏
■富山県からのご案内「煌めく+本音トーク」開催
第 2 部：オープン型サウンディング
企業等の女性リーダーが、部下とのコミュニケーシ
Ⅲ「富山市水橋地区統合校整備事業」
ョンやチームのまとめ方について話し合う座談会を開
説明：富山市教育委員会事務局学校再編推進課
催します。講演会はどなたでも参加できます。
【参加費】無料
【日時】10 月 21 日（木）13：00-16：00
【申込】10 月 20 日(水)ウェブより申込
【場所】サンフォルテ 307 会議室（講演会はオンラ
https://pro.form-mailer.jp/fms/a742af0b237340
イン）
【URL】
【内容】
https://www.city.toyama.toyama.jp/data/open/cnt/
講演会（オンライン） 13：30-14：45
3/16317/1/R3.2.toyamaPFkaisaiannai.pdf?202110011
「男女脳差理解による組織力アップセミナー」
42415
黒川伊保子（株）感性リサーチ代表取締役
【主催】とやま地域プラットフォーム事務局
座談会（リアル） 15：00-16：00
（財務省北陸財務局、富山市、㈱日本政策投資銀行、 ※座談会は、富山県内に事業所を持つ企業に勤務す
㈱北陸銀行）
る女性のみ
（担当：小林） 【申込】10 月 18 日（月）ウェブより申込
https://www.pref.toyama.jp/101703/20211019.html
■北陸環境共生会議 勉強会
【問合せ】富山県知事政策局女性活躍推進課
「プラスチックごみ削減に向けた行政と企業の取り組
TEL：076-444-3328
み」
（担当：日野）
【日時】10 月 29 日(金)14:00-16:00
【場所】ボルファートとやま ４階 琥珀
■「北陸技術交流テクノフェア 2021」開催
（オンライン併催）
【URL】https://www.technofair.jp
【定員】会場 40 名／参加無料
【日時】10 月 21 日(木)・22 日(金)10:00-17:00
【内容】
【場所】福井県産業会館 他
・講演（オンライン）
【主催】北陸技術交流テクノフェア実行委員会
「海洋プラスチックごみ問題の最近の動向」
（北経連は実行委員会に参画）
環境省 水・大気環境局 水環境課 海洋プラスチッ 【主管】福井商工会議所 まちづくり・産業振興課
ク汚染対策室 室長 中島慶次 氏
【内容】
・事例紹介（会場）
・展示会（企業、研究機関、大学等ブース出展）
「プラスチック資源の循環型社会へ コカ・コーラの
・特別企画展「ニューノーマル時代の新技術」
取組み」北陸コカ・コーラボトリング株式会社 グ
・記念講演会「水素社会の実現に向けて」
ループ広報部 部長 桃野弘毅 氏
岩谷産業㈱ 代表取締役社長執行役員 間島寛 氏
【申込専用フォーム】
【申込】ウェブより来場者事前登録
https://forms.office.com/r/5Zfe5u8GHz
https://www.technofair.jp/regist/?m=1
（担当：森岡）
北経連は、(一財)北陸産業活性化センターおよび
石川県立大学・北陸大学・金沢工業大学の研究室と
■富山市有財産売却のお知らせ
共同でブース出展を予定しています。
富山市は、市有地の有効活用を図る目的で、一般競争
（担当：渡辺）
入札による市有地の売却を行います。詳細は以下の URL
からご確認ください。
■中部経済産業局北陸支局からご案内
本件は、PPP の手法により、富山市所有の未利用地
知財の力を活かす！ブランディング・セミナー・ワー
を民間事業者に売却し、民間事業者のアイデア、ノウ
クショップ・北陸地域の事業者とサービスエリア等の
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オンラインマッチング会
(1)知的財産流出のリスクと対策、地域ブランドを活
用したブランディングセミナー
【日時】10 月 27 日(水)14:00-16:30
【場所】オンライン開催
【対象】北陸地域近辺の食品や伝統的工芸品等の地域資
源活用に取り組む事業者
(2)ブランド力発信強化ワークショップ
【日時】11 月 19 日(金)14:00-16:30
【場所】オンライン開催
【対象】(1)のセミナー参加者
(3)北陸地域周辺のサービスエリア・パーキングエリ
アとのマッチング会
【日時】2022 年 1 月 26 日（水）10:00-16:00
【場所】オンライン開催
【対象】(1)セミナーと(2)ワークショップの両方の参
加者
【URL】
https://www.chubu.meti.go.jp/e43noshoko/osirase/210
924keieiryokukyouka.html
【申込】10 月 22 日（金）17:00 までメール申込
E-mail：gyosei@chunichi-adnet.go.jp
【主催】経済産業省中部経済産業局電力・ガス事業北
陸支局他
【問合せ】
「知財活用による経営力強化支援事業」事
務局（株式会社中日アド企画 名古屋本社内）
TEL：052-239-1222
（担当：新開）
■T-Messe2021 富山県ものづくり総合見本市（バーチャ
ル展示会）開催
新型コロナウイルス感染症
の拡大状況を踏まえ、
「リアル
展示会」を中止し、
「バーチャ
ル展示会」をより充実して実
施します。
【URL】https://www.toyama-tmesse.jp/
【日時】10 月 28 日(木)～11 月 30 日(火)10:00-17:00
【主催】富山県ものづくり総合見本市実行委員会
（北経連は運営委員会に参画）
【関連行事予定】
・基調講演(10 月 28 日(木)13:15～14:15 ライブ配信）
『デジタル変革（DX）にどう向き合うか？
～富士通をケースに考察する～』
富士通㈱執行役員常務 CIO(兼)CDXO 補佐 福 田譲 氏
・IoT セミナー、環境セミナー
・国内・海外バイヤーとの商談会
・海外投資環境セミナー
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・出展企業によるプレゼンテーション
・ミニ四駆 Toyama Cup
【申込】ウェブより来場者登録(無料)
https://v-messe.jp/visitor/TTM09812/login
【問合せ】TEL: 076-411-5790（平日 10：00～17：00）
Mail: info@toyama-tmesse.jp
（担当：渡辺）

■北陸先端科学技術大学院大学主催
「Matching HUB Hokuriku 2021」開催のご案内
産学・産産連携に向けて、企業、公的機関、金融
機関、大学（研究者、学生）が参加するマッチング
イベントを開催します。
【URL】https://matching-web.jaist.ac.jp/portal/
【日時】11 月 11 日（木）～12 日（金）
【場所】ANA クラウンプラザホテル金沢
【主催】北陸先端科学技術大学院大学
（後援：北経連 他）
【11/11 主な内容】
13:00～ オープニング、特別講演、パネルディス
カッション 他（金井会長が来賓挨拶、特
別講演で久和名誉会長が登壇予定）
【11/12 主な内容】
・10:00～17:00 パネル展示
・10:15～17:00 関係機関セミナー
【申込】ウェブより事前来場登録
https://matching-web.jaist.ac.jp/matchingentry/Mstvisitors/visapplication
【問合せ】Matching HUB Hokuriku 2021 事務局
Mail: matching2021-info@tk.wave.jp
（担当：坂井）
■産業技術総合研究所イノベーションシーズ講演会
＆ 中部イノベネット産業技術の芽シーズ発表会 in
石川 合同開催『地域をつなぐモビリティ』
北陸先端科学技術大学院大学主催「Matching HUB
Hokuriku 2021」関係機関セミナーで開催します。
【URL】
http://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/004c7534e
bf2001e7fe7bd4e28fc07f0.pdf
【日時】11 月 12 日（金）13:00-15:00
【場所】ANA クラウンプラザホテル金沢 3F 瑞雲の間
（オンライン併催）
【主催】国立研究開発法人 産業技術総合研究所 中
部センター 中部イノベネット／一般財団法人 北
陸産業活性化センター（後援：北陸経済連合会）
【内容】
＜基調講演＞
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「CASE 時代のカーエレクトロニクス」
株式会社デンソー執行幹部（フェロー）
技術企画部長 川原伸章 氏
＜モビリティ関係技術シーズ発表(5 件)＞
①GaN 半導体を用いたワイヤレス給電
②車載用デバイスの製造に資する、エッチング装置・
薬液を必要としない酸化物薄膜の微細加工技術
③次世代車両構造用の炭素繊維強化プラスチック
（CFRP）シート開発に向けた樹脂浸透性に及ぼす因
子の解明
④次世代モビリティの熱利用効率を高める環境発電製
品のデジタルエンジニアリング
⑤中部イノベネット事業ご紹介
【定員】来場：60 名 オンライン：200 名
【申込】ウェブより申込
https://matchingweb.jaist.ac.jp/portal/p01.html#s2
【問合せ】E-mail: cis@cstc.or.jp
（担当：坂井）
■「北陸産学技術交流会(情報交換)」参加者募集
北経連と主査会社の共催で、テーマ③の北陸産学技
術交流会(情報交換)の参加者を募集します。
テーマに関心のある実務者の方の参加をお待ちして
おります。
【URL】
http://www.hokkeiren.gr.jp/activity/committee/ad
vanced_technology/1318.html?year=2021
★テーマ③「製造業におけるＡＩ活用等による検査工
程の自動化」
【主査会社】朝日印刷㈱
【日時】12 月 8 日（水）13:30～15:00 頃
【形式】オンライン開催（Teams）
【概要】当社では印刷物検査に検査エンジンを使用し
て欠陥を検出していますが、一部で人が画像を見て
識別する作業が発生しています。製造業の各業種に
おける検査工程の自動化に関心のある方にご参加頂
き、機械検品の課題、工程改善へのフィードバック
方法、ＡＩの活用事例など、どの様な取り組みが実
施されているかを紹介し合い、幅広く情報交換を行
いたいと思います。
【対象】各業種の検査工程担当の方。画像解析、AI ソ
フトウェアに関する情報を有する企業、大学研究者
の方（※当社取引先、同業他社の参加は御遠慮願い
ます。）
【定員】5 名［先着順］参加無料
【申込】11 月 5 日（金）ウェブより申込
https://forms.office.com/r/Mhkbb3FR2W
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前号にてご案内した下記の２テーマについても参加
者を募集しています。
★テーマ①「カーボンニュートラルに向けた北陸の
施策」
【主査会社】日華化学㈱
【日時】11 月 19 日（金）14:00-16:00
【場所】日華化学㈱ NICCA ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ
【申込】10 月 20 日(水)ウェブより申込（参加無料）
https://forms.office.com/r/zynVwEbEqF
★テーマ②「印刷技術を活用した RF-ID 技術と新
規事業への可能性」
【主査会社】立山科学㈱
【日時】11 月 17 日（水）13:30-15:00 頃
【形式】オンライン開催（Teams 使用)
【申込】10 月 22 日(金)ウェブより申込（参加無料）
https://forms.office.com/r/EQY8hJB8gd
（担当：坂井）
■関西経済連合会からのご案内
「第 13 回韓国・関西経済フォーラム～スタートアッ
プを通じた韓日協力～」
【URL】http://www.hokkeiren.gr.jp/news/1331.pdf
【日時】10 月 28 日（木）15:00-17:00
【場所】ホテルニューオータニ大阪 鳳凰の間
（オンライン併催）
【申込】10 月 21 日(木) 参加無料
【問合せ】駐大阪大韓民国総領事館 業務支援室
Tel：064256-2473 Mail：jekim83@mofa.go.kr
（担当：小島）
■ジェトロからのご案内
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」開催
今年のテーマは「ヘルスケア」
「ワーク＆ライフスタ
イル リフォーム」
「サステナビリティ」です。
【URL】https://aea.events/j/
【日時】10 月 27 日（水）
・28 日（木）13:00－19:00（日
本時間）
【主催】AEA 運営委員会
【共催】ジェトロ、東京大学産学協創推進本部他
【形式】オンライン（無料） 英語
【申込】 https://aea2021online.peatix.com/
【問い合わせ】ジェトロ イノベーション促進課 (大谷、
植田、吉田）E-mail：IID@jetro.go.jp
（担当：小島）
■ジェトロからのご案内
「グローバル・イノベーション・フォーラム Osaka
（GIF）

北経連トピックス
2021」開催
日本企業とのパートナーシップを望む世界中のスタート
アップが出展する国際的ビジネスイベントです。
【詳細・申込】https://gif.osaka.cci.or.jp/
【日時】2021 年 10 月 27 日（水）～29 日（金）
【形式】オンライン（無料）
【主催】大阪商工会議所、大阪外国企業誘致センター
【共催】ジェトロ大阪本部他
【問合せ】大阪商工会議所 国際部（竹島、舘林、長尾）
Mail: intl@osaka.cci.or.jp
（担当：小島)
■ジェトロからのご案内
英国大学発スタートアップによる「クライメットテック
（気候変動対策に資する技術）
」オンラインピッチ
【URL】
https://www.jetro.go.jp/events/ldn/4582b508aaaac6e9
.html
【日時】10 月 29 日（金）16:30－18:15（日本時間）
【形式】オンライン（無料） 英語・日本語
【内容】
(1)基調講演：
「クライメットテック分野における
三菱ケミカル HD の取組とスタートアップとの協業
について」浦木史子氏、三菱ケミカル HD、技術・
事業開発部門ベンチャー室長
(2)英国スタートアップ 5 社プレゼンテーション
【申込】10 月 27 日（水）17:00（JST）
【主催】ジェトロ・ロンドン事務所
【問い合わせ】ロンドン事務所・対日投資チーム（配島、
恒川）E-mail: LDN_invest@jetro.go.jp
（担当：小島）
■日・タイ経済協力協会からのお知らせ
「タイの最新の政治状況：政界再編の動きと経済への影
響」
【URL】https://www.asean.or.jp/ja/wpcontent/uploads/sites/2/Political-Situation-inThailand_1029.pdf
【日時】10 月 29 日（金）15:00-16:30
【形式】オンライン（無料）
【主催】一般社団法人日・タイ経済協力協会
【共催】株式会社国際経済研究所
【後援】国際機関日本アセアンセンター
【講師】法政大学法学部国際政治学科教授
浅見靖仁氏
【申込】https://forms.office.com/r/1nmGjQc80C
【問合せ】一般社団法人日・タイ経済協力協会
Tel:(03)3946-0841 Mail：seminar@jtecs.or.jp
（担当：小島)
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