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●新春経済懇談会                               

日時：1月 26 日(水) 

場所：ANA クラウンプラザホテル金沢 

   オンライン配信併用 

参加者：来場 61名、オンライン出席 62名 

2022 年新春経済懇談会を開催した。 

冒頭、新年の挨拶に立った金井会長は、北陸の経済

状況、2022 年度事業活動方針について述べた。 

北陸の経済状況について「昨年は、全体として『コ

ロナ禍の落ち込みから回復に向かった 1 年』だった」

とし、「今後は、全体としての回復傾向は緩やかなが

らも継続するとの見方が支配的とみる」と述べた。た

だし、注意が必要な点として「コロナの感染状況」と

「原材料価格の高騰」を挙げた。 

2022 年度事業活動方針については、そのポイント

として「2022 年度も引き続き、北陸新幹線等の社会

基盤整備、企業の労働生産性の向上、多様性と一体性

の両立に着実に取り組む」と述べた。中でも「北陸新

幹線敦賀以西の 2023 年春の着工」を最重要課題に挙

げ、「2022 年度中に環境アセスメント調査を完了し、

財源見通しを確保しなければならず、今年はまさに

『正念場の１年』になる」と述べ、「関西の経済団体

や北陸の三県と緊密に連携し政府に力強く要請する

とともに、京都など関西での気運醸成に全力を尽くす」

と決意を表明した。 

特別講演では、日銀金沢支店の武田支店長が「最近

の金融経済情勢について」と題して講演した。 

なお、新年祝賀会は中止した。 

（担当：小山） 

●新規加入会員                            

〔石川ヤナセ株式会社〕 
代表取締役社長  藤澤 恵理 様 

(業種：輸入自動車販売修理) 

〒921-8005 金沢市間明町 1丁目 260 

Tel：076-292-8891 Fax：076-292-8089 

 

◆【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 

形 式：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） 

内 容： 

講演「それってジェンダーバイアスです！」 

 治部れんげ氏 

東京工業大学リベラルアーツ研究教育院准教授 

パネルディスカッション「性別を理由としたモヤモ

ヤエピソード」 

 治部れんげ氏 

 中澤宏氏 (株)北陸銀行取締役常務執行役員 

 高橋仁美氏 北菱電興(株)管理本部副本部長人

事部長 

 田中智美氏 福井県地域戦略部県民活躍課参事 

対 象：どなたでもご参加いただけます。学生・主婦

(夫)・男性も大歓迎です。 

申 込：2月 9日（水）まで 

https://ydp-try.com/program/hokukei20220214/ 

●性別を理由としてモヤモヤした気持ちになったエ

ピソードも募集しています。 

エピソード投稿：2月 9日（水）まで 

https://forms.gle/robJBo2n9LRrgsSe9 

 

◆【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）までに下の 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） 

 

◆【実施】第 12回北陸地域政策研究フォーラム 
日 時：2月 20 日(日) 15:20-17:25 

場 所：富山大学五福キャンパス 

共通教育棟 D22 番教室    

   後日録画配信あり（2週間 YouTube 限定配信） 

1 月１6 日～31 日の活動報告 

今後の行事予定 
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対 象：全会員 

テーマ：「地方圏企業における働き方改革の意義と 

労働生産性への影響を巡って」 

プログラム： 

・15：20～15：45 

「テレワークの影響と課題」  

富山大学経済学部経営学科教授 柳原佐智子 氏 

・15：45～16：10 

「企業経営における労働生産性の考え方」 

福井県立大学地域経済研究所准教授 杉山友城 氏 

・16：10～16：35 

「地域レベルの職業訓練の現状と今後の可能性」 

金沢星稜大学経済学部経営学科准教授 神崎淳子 氏 

・16：45～17：25  パネルディスカッション 

（パネリスト） 

富山大学経済学部経営学科教授 柳原佐智子 氏 

福井県立大学地域経済研究所准教授 杉山友城 氏 

金沢星稜大学経済学部経営学科准教授 神崎淳子 氏 

（モデレーター） 

関西大学総合情報学部教授 古賀広志 氏 

申込：2月 15 日(火)までに下記 URL から申込 

受付完了の返信はございませんので、ご了承くださ

い。 

録画配信ご希望の方には、2 月 21 日(月)以後に

YouTube の URL をメールにてお知らせいたします。 

会場スペースの関係上、ご来場希望者が多数になっ

た場合や、新型コロナウイルスの感染拡大により会

場に観客を入れることができない場合には、録画配

信に変更をお願いする場合がございます。 

(URL)https://forms.office.com/r/S83LTK15Ck 

（担当：小林） 

 

◆【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：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 

（オンライン併催） 

対 象：理事以上、監事 

 

◆【実施】北陸国際投資交流促進会議主催 

「北陸進出企業に学ぶ企業誘致勉強会（第３回）」 

日 時：3月 7日（月) 10:30-12:00 

形 式：オンライン開催（Teams 使用)、参加無料 

講 演：「アステナホールディングスが目指すサス

テナブルな社会」 

    アステナホールディングス株式会社 
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   企画総務部長  杉浦 稔彦氏 

説 明：自治体（石川県）より誘致にあたっての支援・

サポート活動などご説明 

申 込：https://forms.office.com/r/Tb57Psv24w 

（担当：岩田、森岡） 

 

◆【実施予定】2021 年度第 3回 国際委員会 

日 時：3月 18 日（金）12:00-14:00 

場 所：ホテル金沢（オンライン併催） 

対 象：委員へ 2月中旬にご案内予定 

 

◆【実施予定】2021 年度第 3回 社会基盤委員会 

日 時：3月 28 日(月) 12:00-14:00 

場 所：ホテル日航金沢（オンライン併催） 

対 象：委員へ 2月中旬にご案内予定 

 

◆【実施予定】2021 年度第 3回新たな価値創出委員会 
日 時：3月 29 日(火) 12:00-15:00 

場 所：ANA クラウンプラザホテル金沢（オンライン併催） 

対 象：委員へ 2月中旬にご案内予定 

 

◆【実施予定】2022 年度第 1回 人財活躍推進委員会 
日 時：4月 4日(月) 12:00-14:00 

場 所：ホテル金沢（オンライン併催） 

対 象：委員へ 3月中旬にご案内予定 

 

◆【実施予定】2022 年度第 1回 観光委員会 
日 時：4月 6日(水) 12:00-14:00 

場 所：金沢ニューグランドホテル（オンライン併催） 

対 象：委員へ 3月中旬にご案内予定 

 

◆【実施予定】2022 年度第 1回 総合対策委員会 
日 時：4月 19 日(火) 12:00-14:00 

場 所：ホテル日航金沢（オンライン併催） 

対 象：委員へ 3月中旬にご案内予定 

 

お知らせ 
■JICA 北陸主催センター 

「SDGs 入門セミナー」の開催 

【URL】 

https://www.jica.go.jp/hokuriku/event/2022/20220

121.html 

【日時】2月 10日(木) 13:30～15:50 

【形式】ZOOM によるオンライン配信 

【内容】専門家から SDGs を取り巻く情勢や中小企業の

SDGs の取組み、北陸の中小企業経営者から JICA

の「中小企業・SDGs ビジネス支援事業」を活用

し、海外展開を進めている自社の取り組みについ

て解説します。 

【プログラム】 

講演①『SDGs への取り組みによる企業価値向上』 

 講師：中村 明氏（日本工業大学大学院技術経営研

究科 専任教授） 

講演②『中小企業こそ SDGs によるブランド戦略

を！』 

 講師：松岡 貴英氏（ニューエイジ・ディー・シー

株式会社 代表取締役 CEO） 

講演③『全世界の都市を循環型未来都市へ』 

 講師：高田 実氏（株式会社エコシステム、石川県） 

JICA「中小企業・SDGs

ビジネス支援事業」活

用事例紹介『廃レンガ

等を活用した高性能舗

装 によるインフラ整

備（ボリビア国）』小規

模な企業が ODA を活用

しての SDGs 経営や海

外展開についてどのよ

うに取り組んできてい

るか、自社の経験をご

紹介します。 

【申込】お名前、ご所属、お電話番号、メールアド

レスを明記のうえ、事務局宛にメールで申込 

（E-mail）Sdgsseminar@yachiyo-eng.co.jp 

【問合せ】 

八千代エンジニヤリング株式会社 

TEL 03-5822-2742（伊藤）   

（担当：小林） 

 

■石川労働局からのお知らせ 

 改正育児・介護休業法説明会 

 4月 1日より改正育児・介護休業法が段階的に施

行されます。本改正には、「産後パパ育休」制度の

新設や育児休業の分割取得が可能になること等、

労務管理に大きな影響を与える改正が含まれてい

ます。本説明会では、法改正の内容や改正法に沿

った就業規則の整備、個別周知等の対応について

ご説明します。 

1）金沢会場（オンライン併催） 

2月 10日（木）、2月 17日（木） 

 いずれも 10:00～12:00、14:00～16:00 

2）小松会場（オンライン併催） 

2月 28日（月）13:30～15:30 

3）七尾会場（オンライン併催） 

2月 22日（火） 13：30～15：30 

※オンライン併催ですので、石川県以外の方もご

参加いただけます 

【詳細・申込】下の URLをご確認ください 

https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-
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roudoukyoku/banner/04ikukaisetsumeikai_00005.html 

【問合せ】石川労働局雇用環境・均等室 

TEL076-265-4429 

（担当：日野） 

 

■中部経済産業局北陸支局からのお知らせ 

プロジェクト DX「競争から共創へ『一緒に変わろう』」

オンラインセミナーの開催 

DX に興味のある企業・団体(業種不問)からの多数の

ご参加をお待ちしております。（参加費無料） 

【URL】

https://www.chubu.meti.go.jp/e21shinsangyo/2202d

x/projectdx.html 
【チラシ】

https://www.chubu.meti.go.jp/e21shinsangyo/2202d

x/dx0114tirasi.pdf 

①第 1回オンラインセミナー 

プロジェクト DX「一緒に変わろう！変革し続けるため

の『変革の流儀』」 

【日時】2月 7日(月)13:30-16:30 

【場所】Microsoft Teams によるオンライン配信 

【内容】DXの手法を、取り組みの経験、特にプロセス

に焦点をあてて成功の軌跡だけでなく失敗談なども

織り交ぜながら紹介します。 

【申込①】2月 3日（木）までに上記 URL から申込 

②第 2回オンラインセミナー 

プロジェクト DX「競争から共創へ、そして、共創から

協働へ」 

【日時】2月 15日(火)13:30-16:30 

【場所】Microsoft Teams によるオンライン配信 

【内容】地域のリーディングカンパニーが、「競争」

ではなく「共創」というポリシーのもと、実際にデ

ジタルツールをどのように使い企業の変革を目指し

ているのか、講演します。 

【申込②】2月 10 日(木)までに上記 URL から申込 

【定員】各回 200 名 

【問合せ】㈱社ジェック経営コンサルタント 

E-mail：projectdx@jeckc.com 

TEL：076-444-0035 

（担当：坂井） 

 

■総務省北陸総合通信局からのお知らせ 

「ビジネス」を護るサイバーセキュリティディズ 2022 

【チラシ】 

https://www.soumu.go.jp/main_content/0007

87198.pdf 

下記のとおり、1日目の①Seminar Day では経営層向

けセミナー、2 日目の②Practice Day ではセキュリテ

ィ担当者向けの実践的演習を開催します。 

貴社ご担当部署等へのご案内をお願い申し上げます。 

【URL】 

https://www.soumu.go.jp/soutsu/hokuriku

/press/2022/pre220114_01.html 

①Seminar Day（サイバーセキュリティセミナー） 

【日時】2月 24日（木）13:30-16:30 

【場所】北國新聞交流ホール(金沢市南町 2-1） 

    オンライン併催（Webex Meetings 使用） 

【内容】DX時代のビジネス環境の変化の中を勝ち抜

くために、経営者層が把握・理解すべきサイバー

攻撃のリスクと護るべきポイントを分かり易く

解説します。 

【定員】会場 40名、オンライン参加 150 名 

【申込①】2月 17 日までに下記 URL から申込（参加

無料） 

https://forms.gle/fkprsyG36qyGt1eR9 

②Practice Day（実践的演習 Micro Hardening） 

【日時】2月 25日(金) 13:00-18:00 

【場所】ITビジネスプラザ武蔵 交流室 

（石川県金沢市武蔵町 14番 31号） 

【内容】セキュリティ担当者等を対象に、提供され

た EC（electronic commerce : 電子商取引）サ

イトに対する様々なサイバー攻撃に対処するこ

とで能力の向上を図る演習で、45 分を 1 セット

とし、3セット繰り返します。 

【申込②】2月 17 日までに下記 URL から申込（参加

無料） 

https://hokurikutelecom.jp/1638950039121332

.html 

【主催】総務省北陸総合通信局、経済産業省中部経

済産業局、国立研究開発法人情報通信研究機構、

北陸経済連合会 他 

【問合せ】北陸総合通信局情報通信部 

電気通信事業課 TEL：076-233-4422  

E-mail：hokuriku-jigyo@soumu.go.jp 

（担当：坂井） 

 

■「コロナ禍における“国際物流混乱の先のＳＣ

Ｍの在り方”を探る」のご案内 

 コロナ禍の国際物流混乱が企業活動に与えてい

る影響に関する情報共有、及び持続可能で競争力

のあるサプライチェーン・マネジメントの考察等

を目的として興味深いセミナーが開催されます。 

【日時】2月 9日（水）13：00-17：30 

【開催形式】Zoom 使用による Web セミナー 

【申込】

https://jils.secure.force.com/StudyDetail?pro

ductid=a0R5F00000jUHPg 

【定員】1,000 名（定員に達し次第締切） 

【内容】 

1)「日本産業の中期見通し—向こう 5年（2022–

2026 年）の需給動向と求められる事業戦略」 
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  (株)みずほ銀行   産業調査部 総括チーム  

2)「国際物流混乱における国土交通省の取組み」 

                 国土交通省  

3)「コロナ禍の国際物流混乱が荷主の企業活動に与え

ている影響－アンケート結果報告」 

   （公社）日本ロジスティクスシステム協会  

4)「国際間コンテナ輸送の現状と課題」 

             (株)ＮＸ総合研究所  

5)「グローバルにおける SCM、物流の動向—アマゾンが

未曽有の物流混乱を回避できた理由」 

           ニューズフロント GAFA 総合研究所 

6) パネルディスカッション 

 「混乱する物流、サプライチェーンを俯瞰し、持続

可能な競争力ある SCM を実現するために必要なこと

は？」 

【主催】（公社）日本ロジスティクスシステム協会  

【後援】経済産業省、国土交通省 

【問合せ】E-mail：shien@logistics.or.jp 

（担当：小島） 

 

■北陸イメージアップ推進会議からのお知らせ 

○新しいライフスタイル「北陸ワ―ケーション」 

自然を身近に感じられる北陸。ここには非日常が味

わえる環境が整えられています。豊かな自然を楽しみ

ながら仕事ができる。そんな北陸三県のおすすめスポ

ットをご紹介しています。石川県の施設がアップされ

ましたので是非ご覧ください。 

http://www.hokuriku-imageup.org/hokuriku-

gurashi/telework/ 

（担当：高田） 

 

○北陸の素敵な写真を募集しています！  
北陸三県の魅力を紹介する広域観光ガイド「北陸物

語」の Instagram アカウント@hokurikumonogatari
では、フォロワーの皆様に投稿いただいた北陸の魅力

的な写真を随時ご紹介しています。 

12 月-1 月は「#ほくりく冬フォト」をテーマに、たくさん

の投稿をいただきました。ありがとうございました。 

2 月-3 月のテーマは「#ほくりく春じたく 」。このハッシュ

タグをつけて、春を楽しみに待つ思いとともに、こ

の時期におすすめしたいスポットやグルメなどを

ぜひ投稿してください！上記のタグが付いている

作品の中から、リポストで紹介させていただきます。 

Instagram アカウント登録がまだの方は、この機

会にぜひ登録の上、投稿してみてください♪ 

北陸の魅力を知っている皆様の投稿、お待ちして

います！ 

北陸物語 HP https://monogatari.hokuriku-
imageup.org/ 
Instagram @hokurikumonogatari 
Facebook @hokuriku.monogatari 

（担当：日野） 
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