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5月 17日～31日の活動報告 
 

●北陸地域経済研究者シンポジウム 

「北陸の将来を考える～労働生産性の向上～」 

日 時：5月 21日(金) 14:00～16:30 

場  所：ANAクラウンプラザホテル金沢 

出席者：92名（会場 27名、オンライン 65名） 

弊会は、北陸地域の人文社会系専門家とのネットワ

ークを構築し、北陸地域が抱える諸課題について一緒

に議論し、解決に向けた道筋を探っていきたいと考え

ており、今回そのキックオフとして、労働生産性の向

上をテーマに、北陸地域の３大学の先生を招いてシン

ポジウムを開催した。 

久和会長は開会挨拶の中で、「私は以前から地域が

抱える課題を解決するためには、東京のコンサルタン

ト等に頼るのではなく、地域の人間が自ら考え自ら立

案できるようになることが必要ではないかと考えて

いた。地域の研究者と、経済、行政に直接携わる人達

との意見交換の場、ネットワークを構築したいと考え

ており、今回はそのキックオフである。会員の皆様方

には、労働生産性の向上がなぜ必要なのか、また、労

働生産性の向上のためにはどうすればよいのか等を

一緒に考え、実際に取り組んでいただきたい。」旨を

話された。 

第 1部では、富山大学経済学部教授 小柳津英知氏

より、「なぜ、今、日本に労働生産性の向上が求めら

れているのか？－北陸の労働生産性の推移から考え

る－」と題して基調講演があり、マクロ経済の観点か

ら、「GDPは労働投入量と労働生産性の掛け算であり、

少子高齢化により労働投入量が減少していく中、成長

するためには労働生産性を高めるしかない」、「労働生

産性を高めるためには、イノベーションが必要」、「北

陸の労働生産性は高くなく、設備投資に見合った売上

が実現していないことに原因がある」等の話があった。 

第 2部では、「北陸企業における労働生産性向上の

あり方」をテーマとして、北陸経済研究所 浅林孝志

氏をモデレーターに、富山大学経済学部教授 小柳津

英知氏、金沢大学人間社会学域教授・先端観光科学研

究センター長学長補佐（社会共創推進担当）佐無田光

氏、福井県立大学地域経済研究所客員研究員 中里弘

穂氏によるパネルディスカッションが行われた。小柳

津氏からは、「優秀な人材を獲得するにためには、特

に製造業の場合、魅力ある職場環境、人材育成プロセ

スを整備することが重要。」、「サービス業では、提供

したサービスに見合う対価を収受することが重要。」、

佐無田氏からは、「ローカル企業の生産性向上のため

には、人材こそが決定的な要素。企業単位ではな

く、社会的な人材育成システムの創出に成功した

地域が生き残る。」、中里氏からは「女性が管理職

として活躍できる新たなロールモデルが必要。」、

「大学、自治体も含め、北陸全体で人材を育てる

仕組みが必要。」等の話があった。 

今回のシンポジウムを踏まえ、今後、会員の皆

様を対象に、労働生産性に関するアンケート調査

を実施したいと考えておりますので、ご協力をお

願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
（担当：小林義） 

 

今後の行事予定 
 
◆【実施】2021年度第 2回総合対策委員会女性部会 

日 時：6月 3日(木) 8:30～9:30 

オンラインで実施 

対 象：総合対策委員会女性部会メンバー 

  

◆【実施】第 106回・第 107回理事会ならびに 

2021年度定期総会・特別講演 

日 時：6月 9日(水) 12:00～16:30 

・第 106回理事会 12:20～13:20 

会場：ANAクラウンプラザホテル金沢 

・2021年度定期総会 13:40～14:40 

  会場：石川県立音楽堂コンサートホール 

・第 107回理事会 14:40～14:45 

  会場：石川県立音楽堂コンサートホール 

・特別講演 15:00～16:30 

  会場：石川県立音楽堂コンサートホール 

  講師：一橋大学名誉教授 野中 郁次郎 氏 

  演題：ヒューマナイジング・ストラテジー 

※今回、懇親パーティーは開催しません。 
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◆【実施】2021年度 政府予算等に対する要望検討 

ワーキング（第 2回） 

日 時：6月 17日(木) 10:00～11:30 

オンラインで実施 

対 象：ワーキングメンバーに案内済 

 

◆【実施予定】第 49回三県知事との懇談会 

日 時：8月 24日(火) 午後 

場 所：ホテル日航金沢（オンライン配信併催） 

対 象：全会員 
 

お知らせ 
 

■福井県からのご案内 

福井県のＤＸ関連補助金(3 件)の募集等についてお

知らせします。 

①「IoT･AI･ロボット等導入促進事業補助金」の募集 

【URL】https://www.fisc.jp/subsidy/iot_ai_robo-r3/ 

【補助内容】企業の生産性向上等に資する取組みを 

促進するため、IoT・AI・ロボット等導入に要する

経費の一部を補助 

【対者象】福井県内中小企業者等 

【補助率】2分の 1 

【補助上限額】 

・IoT普及枠：2百万円 

・AI等活用先進型モデル枠：10百万円 

・ロボット導入枠：10百万円 

【募集期間】4月 15日～6月 11日 

②「5G通信環境を活用した実証事業補助金」の募集 

【URL】 https://www.fisc.jp/subsidy/5g-r3/ 

【補助内容】5G 通信環境を活用した新しい製品（ソフ

トウェアを含む）やサービスの開発・実証を支援 

【対者象】福井県内中小企業者等 

【補助率】2分の 1以内 

【補助上限額】10百万円 

【募集期間】4月 15日～6月 11日 

③「IT導入支援事業補助金」の募集予定 

【URL】 https://www.fisc.jp/subsidy/itshien-r3/ 

【補助内容】国が実施する「サービス等生産性向上 IT

導入支援事業」に採択された事業に上乗せ補助を行

い、生産性向上に資する IT ﾂｰﾙの導入を支援 

【対者象】国の IT導入補助金の採択を受けた福井県内

中小企業等 

【補助率等】補助率・補助上限額等は上記 URL参照 

【募集期間】6月 15日～9月 30日（予定） 

【上記①②③に関する問合せ先】 

(公財)ふくい産業支援センター新産業支援部 

ＤＸ推進グループ 

TEL:0776-67-7416  FAX:0776-67-7439 

E-mail: dx-g@fisc.jp 

（担当：坂井） 

 

■北投促 動画公開のお知らせ 

【Engine of growth HOKURIKU  

企業を成長させるチカラ、北陸にあり。】  

北陸国際投資交流促進会議（略称：北投促、構成：

北陸三県・北陸電力・当会）は、北陸地域への企業の

進出を奨励するため、立地条件・自然環境・住みや

すさを紹介するＰＲ動画を制作しました。 

企業立地に係る様々な特長をインフォグラフィッ

クで明瞭に説明し、北陸地域の魅力や強みを再発見

できる内容となっています。是非ご視聴ください。 

http://www.hokkeiren.gr.jp/CEIEIRD/index.html 

 ▷動画をクリックしてご覧いただけます。 

（担当：森岡） 

 

■令和 3年度第 1 回「いしかわ PPP/PFI地域プラッ

トフォーム」、「ふくい地域プラットフォーム」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。 
 
【開催期間】 

6月 16日(水)～22日(火)  

（開催期間中は自由に閲覧可能） 

【内容】 

１．講演 

 (1)「地域プラットフォームを通じた公有資産

利活用に向けて」 

(株)日本政策投資銀行 北陸支店 調査役 

中村 怜介 氏 

(2) 「公有資産利活用事例のご紹介」 

(株)日本経済研究所 公共マネジメント本部長     

足立 文 氏 

https://www.fisc.jp/subsidy/iot_ai_robo-r3/
https://www.fisc.jp/subsidy/5g-r3/
https://www.fisc.jp/subsidy/itshien-r3/
mailto:dx-g@fisc.jp
http://www.hokkeiren.gr.jp/CEIEIRD/index.html
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２．案件紹介 

    (1) 地域や社会のニーズに対応した国有地の活用 

                    財務省 北陸財務局 管財部 

(2) 県営住宅町屋団地における未利用地の活用 

                    福井県 土木部 建築住宅課 

    (3) 町営住宅跡地等の活用 

                    中能登町 土木建設課 

【申込方法】 

6月 11日(金)までに下記サイトからお申込み 

ください。（北國銀行様のホームページとなります）     

https://www.hokkokubank.co.jp/seminar/index.html 

【チラシ URL】 

https://www.fukuibank.co.jp/seminar/20210616062

2/pdf/seminar.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） 

・ふくい地域プラットフォーム事務局 

（㈱福井銀行、㈱福邦銀行、財務省北陸財務局、 

㈱日本政策投資銀行、福井県、福井市） 

（担当：小林義） 

 

■公正取引委員会中部事務所「よろず相談室」の開設  

公正取引委員会中部事務所は、下請法，消費税転

嫁対策特別措置法、独占禁止法に関して、事業者が

気軽に相談できる「よろず相談室」を以下の日程で

開設します。費用無料で、下請事業者、親事業者い

ずれも参加可能です。 

【日時】 

(1) 6月 15日(火) 

①14:00～14:50、②15:00～15:50、 

③16:00～16:50 

(2) 6月 16日(水) 

①14:00～14:50、②15:00～15:50、 

③16:00～16:50 

いずれの日時もオンラインで対応します。 

【対象事業者】 

6月 15日は石川県の事業者、6月 16日は富山県の

事業者が対象です。なお、福井県の事業者は公正取

引委員会近畿事務所の管轄となるため、対象外とな

ります。 

【申込方法】 

6月 10日(木)までに、以下の URLからお申込み 

ください。 

https://www.jftc.go.jp/regional_office/chubu/y 

orozu_index.html 

（担当：小林義） 

■一般社団法人 JAIST支援機構から 

「Deザインスクール 2021」参加募集のご案内 

【URL】

https://www.jaistso.or.jp/jiagccf/empowerment_

seminar/design_school_2021/ 

【正式名称】JAIST産学官共創フォーラム・地域共

創研究会・企業内大学研究分科会 

【座長】北陸先端科学技術大学院大学 産学官連携

本部 地域連携推進センター長 敷田麻実 

【目的】個々の企業内部にある職業専門知の伝承を

助け、さらに新たな職業専門知を生み出す

「企業内大学」のありかた、創出方法を複

数の企業が協働で研究する共創の場を設け

ること 

【内容】専門家による講習・事前課題に基づくディ

スカッション・社内で協働する事後課題か

ら成る。日程等は上記 URLから参照くださ

い。 

【対象人材】教育・人事に携わるまたは関心のある

マネージャー等 

【募集期間】2021年 5月 24日～6月 11日 

【募集定員】30名(オンライン参加含む) 

【参加費用】全 6回税込 1万円（1社あたり） 

【問合せ】北陸先端科学技術大学院大学 産学官連

携本部 地域連携推進センター 

TEL：0761-51-1713（赤穗）、1712（敷田） 

E-mail: learn-jaist@ml.jaist.ac.jp 

（担当：坂井） 
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