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12月 16日～26日の活動報告 

 
●北陸新幹線敦賀駅視察            
日 時：12月 7日（火）10:30～11:30 

場 所：北陸新幹線敦賀駅および 

敦賀車両基地の工事現場  

 金井会長が鉄道・運輸機構北陸新幹線建設局の堀口

局長(福井市駐在)の案内で、工事中の北陸新幹線敦賀

駅および車両基地を視察した。敦賀駅では、工事用足

場階段を登り、高さ１０ｍの２Ｆのコンコース部分

（新幹線・在来線特急（サンダーバード・しらさぎ）

の乗り換え改札フロア）と、さらに１０ｍ登って（高

さ計２０ｍ）３Ｆの新幹線駅の床部分を視察した。屋

根の建築工事は来春以降とのことだった。 

 同行した事務局から堀口局長へ、来春以降での北経

連会員の視察会開催をお願いした。 

 

 

 

 

 

 

 

(左：敦賀駅 3F部分、右：車両基地) 

（担当：神地） 

 

●2021年度 第 3回総合対策委員会           
日 時：12月 16日（木）12:20-14:00 

場 所：ANAクラウンプラザホテル金沢 

（オンライン併催） 

出席者：17名（会場 13名、オンライン 4名） 

 稲垣委員長挨拶後、「2021

年度事業計画の実施状況と評

価・方向性」、「2022年度事業

活動方針(案)」について審議

するとともに、「労働生産性

算定のアンケート結果」「政

府に対する北陸経済界からの

要望活動」について報告し

た。 

労働生産性算定のアンケー

ト結果については、「労働生産性を北陸以外の地域と

比較することにより、北陸の立ち位置が分かるのでは

ないか」「減価償却費を多く計上する業種とサービス

業等の労働集約型産業とを比べることは無理がある」

「アンケートの目的を明確化すべきではないか」

等、また、2022年度事業活動方針(案)について

は、「カーボンニュートラルや SDGs等のキーワー

ドは入っているが、具体的な取組内容が見えな

い」「カーボンニュートラル実現に向けた取組みに

ついて勉強していく必要がある」等、活発な意見

交換が行われた。 

2022年度事業活動方針(案)については、常任理

事会で審議され、1月 26日に開催予定の新春経済

懇談会で発表する。 

（担当：小林） 

 
●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：ANAクラウンプラザホテル金沢 

（オンライン併催） 

出席者：17名（会場 9名、オンライン 8名） 

公正取引委員会中部事務所総務管理官の口ノ町

達朗氏を講師に迎え、懇談会を開催した。 

まず、公正取引委員会全体の活動状況として、

下請法の運用状況、企業結合に関する審査事例、

デジタル経済における競争政策等について紹介が

あった。また、中部事務所の活動状況として、独

禁法に関する研修会やよろず相談室の開催実績

や、下請法に関する運用状況や法規制等について

紹介があった。 

その後の自由懇談の場では、当会から「デフレ

等により日本全体が沈滞している現状について、

公取委のこれまでの取組みを踏まえた見解を聞き

たい」「劣悪な取引条件で工事を発注、受注する

ことについて、下請法との関係で問題ないのか」

等の意見が出された。口ノ町氏からは「競争政策

は、価格面だけでなく、品質、イノベーションの

tel:076-232-0472
http://www.hokkeiren.gr.jp/
mailto:info@hokkeiren.gr.jp
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観点から重要である。事業者、消費者ともに選択肢が

あることが大事である」「取引自由が原則であるが、

取引条件の一方的な変更等は、優越的地位の濫用に該

当する場合がある」旨の説明があった。 

（担当：小林） 

 
●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 

出席者：30名 

 2021 年度事業計画の実施状況と評価・方向性および

2022年度事業活動方針(案)を審議する常任理事会を 

開催した。 

 金井会長は挨拶で、今年の北陸経済について「回復に

向かった 1年」と総括し、宿泊飲食についても現在は 

相当程度戻っていると述べた。コロナ感染状況以外に

心配な点として「原材料価格の高騰」を指摘した。北陸

新幹線については金沢・敦賀間の工事は順調に進んで

いると述べ、敦賀以西の 2023年度当初の着工について

は課題が山積しているが、引き続き関係機関に力を入

れて要請をしていくと述べた。 

 その後の審議で 2022年度事業活動方針(案)が承認 

された。次に「労働生産性算定

のアンケート結果」「政府に 

対する北陸経済界からの要望

活動」について報告された。ま

た、「北陸未来共創フォーラム」

を紹介し、会員募集と 1/17 の

キックオフシンポジウムを案

内した（詳細は後記「お知らせ」

欄をご覧ください）。 

（担当：小山） 

 
●北経連ホームページが新しくなりました！   

12月 23日、北陸経連合会のホームページをリニュ

ーアルしました。 

＜リニューアルの主な内容＞ 

・「北経連の活動」のページでは第五次中期アクショ

ンプランの事業項目ごとに、「委員会活動」のペー

ジでは委員会ごとに、事業活動を写真画像と併せて

掲載することにより、活動内容をより見やすくし

た。 

・トップページで「北陸は一つ」というメッセージを

打ち出すとともに、「新着情報」「お知らせ」「今後

の主な行事予定」を見やすいレイアウトに変更。知

りたい情報を簡単に探せるようにした。 

 

2022年 3月末には、「北陸近未来ビジョン」のイメ

ージを会員及び一般の皆様によりご理解いただくため

の動画を作成し、トップページでご覧いただける

ように準備を進めています。 

今後はホームページにて、よりタイムリーな情

報発信に努めて参ります。当会ホームページをぜ

ひご利用ください。 

（担当：落合） 

 

今後の行事予定 
 

◆【実施】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 

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：2022年 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：2022年 1月 7日（金）まで 

 

◆【実施予定】SDGsに関するセミナー（仮称） 

日 時：2022年 2月 9日(水) 14:00-16:00 

場 所：ホテル日航金沢（オンライン併催） 

対 象：全会員 

※公益財団法人中部圏社会経済研究所との共催で

す。詳細は後日お知らせします。 

 

◆【参加者募集中】北陸産学技術交流会(情報交換) 

主査（北陸電機製造㈱）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。 

加熱設備を扱う部署等や加熱に関心がありそう

な部署へのご周知をお願い申し上げます。 

詳 細： 

http://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/859375

bd646a7161acf53fc19b975be7.pdf 

★テーマ④「ＩＨ加熱技術の適用が可能な分野・生

産設備」 

主 査：北陸電機製造㈱ 

日 時：2022年 2月 17日（木）13:30-15:00頃 

場 所：オンライン開催（Teams） 

概 要：政府が宣言した「2050年カーボンニュート

ラル、脱炭素社会の実現」に向け、産業界に求め

http://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/859375bd646a7161acf53fc19b975be7.pdf
http://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/859375bd646a7161acf53fc19b975be7.pdf
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られる"脱炭素化ものづくり"のカギとなるのは『電

化』であり、化石燃料を使用した生産設備の多くは

今後、電化が進むものと想定されます。電化に関連

する技術として当社はＩＨ加熱技術を有しており、

今回は当該技術が適用できる製品・生産設備のアイ

ディアや応用展開について幅広く意見交換を行い

たいと思います。 

※電化（IH化）したい設備・装置が有る、現有設備

に問題があり改善を検討しているなど 

対 象：加熱設備を所有する製造業等の設備担当、Ｉ

Ｈ加熱に関心のある技術者の方（会員企業の実務者、

大学の研究者）全会員へ案内済 

定 員：10名［先着順］ 

申 込：2022年 1月 12日(水)までに下記 URLから申

込※定員に達し次第締切 

https://forms.office.com/r/7v5qBdGLAY 

 

お知らせ 
 

 

■労働生産性算定に関するアンケート調査結果につい

て 

10月に会員企業の皆さまにお願いしました労働生産

性の算定に関するアンケート調査の結果がまとまりま

した。調査結果につきましては、年明けに会員企業の

皆さまに郵送させていただくとともに、当会のホーム

ページにも掲載いたします。 

ご協力いただきありがとうございました。 

（担当：小林） 

 

■「北陸未来共創フォーラム キックオフ・シンポ ジ

ウム」の開催 

【URL】 https://hokuriku-mirai.jp/ 

【主催】金沢大学、富山大学、福井大学、北陸先端科

学技術大学院大学、北陸経済連合会 

【日時】2022年 1月 17日(月) 13:00-16:00 

【メイン会場】金沢市文化ホール(オンライン併催） 

 併催：産業分野別ポスター展示ブース＆個別説明会 

【サテライト会場】 

・福井大学文京キャンパス アカデミホール 

・富山大学五福キャンパス 黒田講堂ホール 

【内容】 

・主催者挨拶 金井 豊氏（北経連会長、フォーラム会長） 

・特別講演 

「北陸の産学官金が連携・協力する意義」(仮) 

第一生命ホールディングス㈱ 

取締役会長 渡邉 光一郎氏 

・パネルディスカッション、質疑応答 

渡邉 光一郎氏 

金井 豊氏 

寺野 稔氏（北陸先端科学技術大学院大学学長） 

【申込】下記 URLから事前申込（参加無料） 

https://forms.gle/Gr6GwM1pdToMGiQv9 

【問合せ】キックオフシンポジウム運営事務局 

㈱コンベンションリンケージ Linkage北陸 

TEL:076-222-7571    FAX:076-222-7572 

E-mail: hokuriku-mirai@c-linkage.co.jp 

 

北陸未来共創フォーラム会員募集 

詳細は、北陸未来共創フォーラムの Webサイト（下

記 URL）でご確認願います。会費無料。 

【URL】https://hokuriku-mirai.jp/ 

（担当：小林） 

 

■北陸環境共生会議からのお知らせ 

「エコフェスいしかわ in WEB」出展中 

【期間】12月 20日(月)～2月 28日(月) 

【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】ＬＥＤで光るアニマルコースターを作ろう！ 

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

「とやま環境フェア 2021 in Web」出展中 

【期間】10 月 1 日(金)～1 月 16 日(日)  

【主催】富山県、(公財)とやま環境財団ほか  

【共催】北陸環境共生会議ほか  

【内容】ＬＥＤで光るアニマルコースターをつくろう！ 

【URL】https://www.eco-toyama.jp/ 

（担当：森岡） 

 

■(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構からのお

知らせ「高年齢者活躍企業コンテスト」参加企業

募集 

高年齢者がいきいきと働くことのできる創意工

夫の事例を募集する「高年齢者活躍企業コンテス

ト」を実施します。 

https://forms.office.com/r/7v5qBdGLAY
https://hokuriku-mirai.jp/
https://forms.gle/Gr6GwM1pdToMGiQv9
mailto:hokuriku-mirai@c-linkage.co.jp
https://hokuriku-mirai.jp/
https://ecofes.ishikawa.jp/index.html
https://www.eco-toyama.jp/
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当コンテストは、優秀企業等の改善事例と実際に働

く高年齢者の働き方を社会に広く周知することによ

り、企業等における雇用・就業機会の確保等の環境整

備に向けて具体的な取組の普及・促進を図り、生涯現

役社会の実現に向けた気運を醸成することを目的とし

ています。応募のあった事例のうち優秀事例について

は、2022年 10月に表彰を行う予定です。 

高年齢者雇用に取り組む企業様の、多数のご応募を

お待ちしております。 

【URL】

https://www.jeed.go.jp/elderly/activity/r4_koyo_bos

hu.html 

【応募】3月 31日(木)当日消印有効 

指定の応募書類を各都道府県支部へ提出 

【主催】厚生労働省、(独)高齢・障害・求職者雇用支援

機構 

【問合せ】(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 各

都道府県支部 高齢・障害者業務課 

（担当：落合） 

 

■中部経済産業局北陸支局からのご案内 

「高機能新素材×意匠オンラインセミナー」の開催 

【URL】 

https://www.chubu.meti.go.jp/e21shinsangyo/

211214/chizai_211214koukinou.html 

【日時】2022年 1月 28日(金)13:30-15:45 

【場所】オンライン（Teams） 

【内容】 

 北陸３県の高機能新素材分野や、ものづくり企業

を主な対象として知財の戦略的な活用方法や実例を

紹介するとともに、高機能新素材分野における「意

匠」のメリットや先進事例など、最新の市場動向等

も含めて解説します。 

【参加費】無料 

【申込】2022年 1月 24日までに上記 URLから申込 

【問合せ】中部経済産業局 電力・ガス事業北陸支局 

地域経済課 TEL：076-432-5518 

E-mail：hokuriku@meti.go.jp 

（担当：坂井） 

 

■北陸新幹線早期全線開業実現大阪協議会、リニア中

央新幹線早期全線開業実現協議会からのお知らせ 

「北陸新幹線＆リニア中央新幹線開業エールお菓子

づくりコンテスト」の開催 

【URL】https://kaigyoyell.com/ 

【募集期間】2021年 12月 17日(金)から 

2022年 1月 31日（月）まで 

【内容】 

北陸新幹線・リニア中央新幹線の大阪までの早期全

線開業に向けた機運を盛り上げるため、両新幹線

や PR動画キャラクターをモチーフとしたお菓子の

写真を募集します。 

お菓子づくりを通じて、広く一般の方に両新幹線

の大阪までの早期全線開業を応援し、期待を高め

ていただくコンテストです。 

【問合せ】北陸新幹線＆リニア中央新幹線開業エ 

ールお菓子づくりコンテスト事務局 

     E-Mail：info@kaigyoyell.com 

 

（担当：神地） 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年も、会員の皆様には、大変お世話になり 

ありがとうございました。 

 

来年も、事務局一同、頑張ってまいりますので、

よろしくお願いいたします。 

 

どうぞよいお年をお迎え下さい。 

 
北陸経済連合会事務局一同 
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