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●第 29 回北陸地域懇話会                               

日 時：3 月 1日（火）15:00-17:00 

形 式：オンライン開催 

参加者：55名（北経連:39名、国交省:16名） 

第 29回北陸地域懇話会をオンラインで開催し、国土

交通省から北陸信越運輸局の平井局長、北陸地方整備

局の岡村局長をはじめ 16名、当会からは金井会長をは

じめ 39名が出席した。  

金井会長は挨拶で、交流人口の増加や国土強靭化の

観点から社会基盤のさらなる整備が必要、その中でも

北陸新幹線は最重要課題とし、「敦賀以西については何

としても 2023年度当初には着工していただきたい。そ

の為には残り時間は短く、今年はまさに『正念場の１年』

である。関西の経済団体や北陸三県と緊密に連携し政

府に力強く要請するとともに、関西特に京都での機運

醸成に全力を尽くしていく」と述べた。また観光につい

ても「北陸の観光資源の国内外への PR、ワーケーショ

ン誘致等を進めるとともに、労働生産性の向上や人材

育成による北陸の観光産業の発展に向けて取り組みた

い。」と述べた。 

話題提供では国交省からは、北陸各地の社会インフ

ラ整備状況や地域観光推進等に関する施策の紹介等が

あった。当会からは、髙木副会長が「北陸新幹線」につ

いて、稲垣副会長が「観光」について、取り組み状況等

を紹介した。 

自由懇談では、北村常任理事から国際海上コンテナ

輸送逼迫について、光野常任理事から北陸港湾利用の

促進について、齊藤常任理事から幹線道路の整備促進、

雪害対策について、米沢常任理事からインバウンド誘

客について、髙木副会長から宇奈月温泉の廃旅館の活

用についての質問・要望を行う等、活発な意見交換が行

われた。 

 

 
 

（担当：神地） 

 

 

●北陸国際投資交流促進会議主催       

第 3回北陸進出企業に学ぶ企業誘致勉強会   
日 時：3月 7日（月）10:30-12:00 

場 所：オンライン開催 

参加者：92名 

今年度第 3回勉強会は、石川県珠洲市に進出され

たアステナホールディングス㈱

常務執行役員 社長室長 清水 

雅楽乃
う た の

氏より、「アステナが取り

組むサステナブル戦略」と題し

て、ご講演いただいた。 

清水氏からは、最初に、アステ

ナホールディングス㈱の会社概

要、事業内容等について説明があり、2017 年には、

それまでの卸売業主体の体制から製造業主体の体

制へと事業ポートフォリオを大転換し、産業・技術・

社会のサステナビリティを高めることを基本戦略

とする企業集団となったこと。2021年 6月には、持

ち株会社体制への移行を機に、イワキ㈱からアステ

ナホールディングス㈱に社名を変更、本社機能の一

部を珠洲市に移転するなど、創業 108年目のベンチ

ャー企業として、新たな戦略を始めたことについて

紹介があった。その後、誠実・信用・貢献を信条に、

社会活動解決アプローチ手法を整備し、能登 SDGS新

事業プロジェクト研究を行ったり、社会問題解決型

ビジネスに投資するファンドを設立したことなど

の説明があった。最後に、人口減、高齢化の進む地

域を活性化させるための取り組みとして、「歩くふ

るさと納税」（企業版ふるさと納税）等について紹介

があった。能登地域の活性化につながる、ご苦労話

しもあわせ興味深い話しを伺った。 

清水氏の講演に続き、石川県商工労働部産業立地

課専門員の濱崎貴史氏から石川県における誘致に

あたっての支援・サポート活動についてもご説明頂

いた。 

ご講演や、その後の質疑応答内容等を踏まえ、今

後の北投促の活動に取り組んでいくこととなった。 

（担当：岩田） 

 

●北陸３県修学旅行オンライン説明会      

日 時：3月 10日（木）10:00～16:00 

形 式：オンライン 

参加者：旅行会社 60社、北陸観光関係者 61団体 

 北陸 3県、JR西日本、北経連が連携して進める

「北陸 3県修学旅行誘致推進プロジェクト」は、

首都圏・関西・中京等の旅行会社の教育旅行担当

者を対象に、北陸３県の修学旅行に関するプレゼ

３月1日～15日の活動報告 

tel:076-232-0472
http://www.hokkeiren.gr.jp/
mailto:info@hokkeiren.gr.jp
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ンテーションや、市町・観光関連事業者との商談会等

を通じて、北陸の修学旅行に関する情報を一度に紹介

するオンライン説明会を開催した。 

 初めてのオンライン開催となったが、大きなトラブ

ル無く進行し、参加者からは「商談時間が短かった」

といった声が上がるなど、盛り上がりを見せた。ま

た、オンラインの利点を生かして、遠方からは山陽地

方の旅行会社の参加があり、北陸への関心の高さが伺

われた。 

 2021年度はコロナ感染状況の影響で、多数の学校が

修学旅行で北陸を訪れた。来年度以降も、北陸が引き

続き目的地として選ばれるよう、プロジェクトは誘致

活動に取り組んでいく。 

（担当：日野） 

 

●石川県知事選挙結果に関する会長コメント            
日 時：3月 14日（月） 

馳氏の石川県知事選挙でのご当選に対し、心よりお

祝い申し上げます。 

 馳氏には、その豊富なご経験と卓越した政治手腕に

より、今後の石川県の発展に大いにご尽力されるもの

と期待しております。 

 今、地方創生と東京一極集中の是正が強く求められ

ております。そのためには、高速交通体系などの社会基

盤の整備、少子高齢化対策、デジタル化の推進、観光の

振興などをとおして魅力ある地域造りが不可欠であり

ます。中でも北陸新幹線の大阪までの全線整備は大変

重要な課題と認識しております。 

新知事におかれましては、是非これらの課題にご尽

力いただきますようお願い申し上げますとともに、北

陸経済連合会といたしましても、全面的にご協力いた

してまいります。 

以 上 

 

●女性活躍推進の取り組みをホームページに掲載

しました                   

 昨年 12月に会員企業の皆さまに女性活躍推進につ

いてアンケート調査し、ご回答いただいた 75社の取

り組みについてホームページに掲載しました。ご協力

いただき、ありがとうございました。掲載開始したと

ころ新聞やテレビで報道され、女性活躍推進に対する

社会の関心の高さが感じられました。 

 「北陸は女性が働きやすい地域」とのブランド作りに

向けた取組として、ホームページに掲載することによ

り、北陸の企業が女性活躍に取り組んでいることを、学

生など多くの方に知って頂き、北陸が働く場として選

ばれることを目指しています。各社の事例を紹介して

いますので、ぜひご覧いただき、自社の取り組みに活用

して頂きたいと思います。 

 今後も随時更新してまいります。新規掲載をご希望

される場合や、掲載内容に変更がある場合は、ぜひ

事務局へお知らせ下さい。 

https://www.hokkeiren.gr.jp/project/diversity/ 

 

 

 

 

 

（担当：日野） 

 

●新規加入会員                            

〔エア・ウォーター東日本株式会社 中部支社〕 
常務執行役員 中部支社長  西村 浩和 様 

(業種：産業・医療・エネルギー関連事業) 

〒459-8001  

愛知県名古屋市緑区大高町坊主山 3番地 4 

Tel：052-621-4166 Fax：052-623-4775 

 

 

◆【実施】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：委員へ案内済 

 

◆【実施】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：委員へ案内済 

 

◆【実施】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：委員へ案内済 

 

◆【実施】新たな価値創出オンライン講演会 

チラシ：  

https://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/8

0cd3cbe877ca69e70cea6b9e06e64ab.pdf 

日 時：3月 29日(火) 14:00-15:00 

場 所：オンライン開催(Teamsライブ配信) 

対 象：会員団体および関係団体会員等 

今後の行事予定 

https://www.hokkeiren.gr.jp/project/diversity/
https://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/80cd3cbe877ca69e70cea6b9e06e64ab.pdf
https://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/80cd3cbe877ca69e70cea6b9e06e64ab.pdf
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演 題：「北陸地域の活性化と人材育成への北陸先端大

の取り組み」 

講 師：北陸先端科学技術大学院大学 

学長 寺野 稔 氏 

要 旨：北陸先端大が進めています北陸地域の活性化と

人材育成への取り組みにつきまして、オープンイノ

ベーションイベントの「Matching HUB」を中心に、

経産省の大型プロジェクトの採択に基づく「北陸DX

アライアンス」と地域企業のデジタル化人材の育成

を目的とした「デジタル化支援センター」の活動内

容をご紹介いたします。 また、北陸先端大の最近の

研究成果につきましてもご紹介いたします。 

申 込：3月 18日（金）までに下記 URLから申込 

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

（担当：坂井） 

 

◆【実施】2021年度第 3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：委員へ案内済 

 

◆【実施】2021年度第 3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】2021年度第 4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：委員へ案内済 

 

お知らせ 

 

■PPP活用事例の紹介 

民間資金を活用する官民連携（PPP）事業として、

富山市新桜町に複合施設「Toyama Sakuraビル」が建

設され、2021年 4月から開業しています。ビルは富山

市庁舎北側に位置し、㈱ホクタテを代表企業とする特

定目的会社「PPP新桜」が維持管理しています。1階

に保育園、2階に自習室とフィットネスクラブ、3、4

階に民間企業のオフィス、5～8階には富山市教育委員

会が入居しており、「とやま地域プラットフォーム」

(※)の取り組みから事業化された第 1号案件です。事

業スキームは下図のとおりです。 

(※)内閣府の支援によるモデル事業として、富山

市、北陸財務局、株式会社北陸銀行、株式会社

日本政策投資銀行により、富山県内における

PPP/PFIの活用を推進するため設立した組織。 
 

 

 

（出典）株式会社日本政策投資銀行「PPP/PFIの概要と活用事例に

ついて」講演資料（2020年 11月 30日） 

（担当：小林） 

 

■加賀市が「デジタル田園健康特区（仮称）」に指定

されました。 

3 月 10 日に、「国家戦略特区諮問会議」が開催さ

れ、茨城県つくば市と大阪市が「スーパーシティ型

国家戦略特区」に、加賀市と岡山県吉備中央町と長

野県茅野市が「デジタル田園健康特区（仮称）」に指

定されることが決定しました。 

「デジタル田園健康特区（仮称）」とは、デジタル

技術の活用によって、地域における健康、医療に関

する課題の解決に重点的に取り組む複数の自治体を

まとめて指定し、地域のデジタル化と規制改革を強

力に推進することを目的に創設される国家戦略特区

です。 

加賀市は、個人が所有する医療データを、本人同

意のもと、医療機関で連携される「医療版情報銀

行」の仕組みや、免許返納などの個人の状況に応じ

て交通運賃が変動する仕組みの提案が評価され、今

後、市長をはじめ、地方創生担当大臣や専門家等で

構成する、「（仮称）デジタル田園健康特別区域会

議」において具体的な計画を策定する予定です。 

（担当：小林） 

 

■北陸環境共生会議からのお知らせ 

 パンフレット「海の未来を考えよう」英語版 

海洋プラスチックごみ問題啓発パ

ンフレット「海の未来を考えよう」

の英語版を作成しました。 

ご希望の方に配布いたします。 

 

 ＨＰをリニューアルしました！ 

https://www.hokkeiren.gr.jp/kankyo/top.html 

（担当：森岡） 

 

https://forms.office.com/r/YrNqAEsMSD
https://www.hokkeiren.gr.jp/kankyo/top.html
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■北陸信越運輸局からのご案内 

第 44 回ＥＳＴ創発セミナーin 黒部〔北陸信越〕 

【日時】3月 20 日(日)13:30-16:30  

             （13:00 受付開始） 

【会場】ホテルアクア黒部 ２階「大宴会場」等 

富山県黒部市天神新 353-1 TEL 0765-54-1000 

 ※感染拡大の状況に応じて、WEB 開催に変更する可

能性もあります。 

【定員】80 名（先着順） 

【主催】国土交通省北陸信越運輸局、黒部市、ＥＳＴ

普及推進委員会 、公益財団法人交通エコロジー・

モビリティ財団 

【申込】以下 URLより申込 

http://www.estfukyu.jp/sohatsu69.html 

また、YOUTUBEでのライブ配信も併せて行いますの

で、以下 URLよりアクセスください。 

https://youtu.be/k-QcfMaY6HA 

（担当：神地） 

 

■経産省（中部経産局）からのお知らせ 

「繊維産業における外国人技能実習制度理解促進セミ

ナー」の開催 

【日時】3月 30日（水）14:00-15:30 

【会場】 

（名古屋会場）中部経済産業局 ２階大会議室 

  名古屋市中区三の丸二丁目五番二号 

（富山会場）中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局

(富山地方合同庁舎５階会議室） 

  富山市牛島新町 11番 7号 

【オンライン】Microsoft Teams 

【プログラム】 

１．繊維産業における外国人技能実習制度に関する現

状と課題 

  経済産業省製造産業局 生活製品課長 永澤 剛 

２．外国人技能実習制度の概要と適正化に向けた課題等 

  厚生労働省 海外人材育成担当参事官室 

  技能実習監理官 宮崎 千晶 

３．「技能実習生の在留に関する取組」について 

  名古屋出入国在留管理局 入国審査官 渡辺 啓 

４．「外国人技能実習制度活用好事例の紹介」について 

  責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム 

５．質疑応答 

【定員】名古屋 15名、富山 30名、オンライン 200名 

【参加費】無料 

【申込】以下のサイトからお申し込みください。 

https://www.chubu.meti.go.jp/c31seizo/seni/index

.html 

【問合せ】 

●セミナーに関する問合せ 

経済産業省製造産業局生活製品課 花等、園 

連絡先 03-3501-0969（直通） 

●申し込みに関する問合せ 

中部経済産業局産業部製造産業課 吉田、井上 

連絡先 052-951-2724 (直通） 

メールアドレス：chb-seizo@meti.go.jp 

（岩田、高道） 

 

■経産省（中部経産局）からのお知らせ 

「企業変革のきっかけに」攻めのグローバル経営 

セミナー 経産省チャンネルにて配信中  

3月 11日に開催しました本セミナーが経済産業

局 METIチャンネルに掲載されましたので、是非、

ご高覧願います。 

【チラシ】

https://www.hokkeiren.gr.jp/infos/1416.pdf 

【視聴 URL】 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcRmz7

bR5W3nEHkRP56lPJpD3vQcp-E59 

【配信期限】3月末まで 

（担当：小島・高道） 

 

■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「金属熱処理基礎教育プ

ログラム」（2022年 4月-6月）の受講者募集 

金属熱処理の基礎を習得することを目的に、高

等学校卒業以上の方で入社からの年数が浅く、金

属材料・熱処理を初めて学ぶ方を対象とした講座

です。理論･実験･演習･発表を織り交ぜた講座で、

関係する工業・力学・設計製図の基礎も学習しま

す。本プログラム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。 

【URL】 

https://www.kanazawa-it.ac.jp/rec/kinzoku/ 

【内容】金属熱処理基礎教育プログラム（128時間） 

・金属材料と熱処理（99時間） 

・材料力学（21時間） 

・e ﾗｰﾆﾝｸﾞ「日常生活の安全と製品の安全」(8時間) 

※授業はオンラインで実施いたします。 

※110時間以上（eラーニング学習時間は除く）

の出席で履修証明書を交付します 

【開講期間】4月 19日(火)～6月 23日(木)の間の

20日間開講 

【受講料】1名あたり 90,000円 

※テキスト代として 1名あたり別途 10,000円程

度が必要 

【申込】上記 URLから企業様ごとに指定の申込書に

参加希望者全員の情報をまとめて申込ください。

（※個人での申込不可） 

【申込締切】3月 31日(木)17:00まで 

【定員】30名（先着順） 

【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 

http://www.estfukyu.jp/sohatsu69.html
https://youtu.be/k-QcfMaY6HA
https://www.chubu.meti.go.jp/c31seizo/seni/index.html
https://www.chubu.meti.go.jp/c31seizo/seni/index.html
https://www.hokkeiren.gr.jp/infos/1416.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcRmz7bR5W3nEHkRP56lPJpD3vQcp-E59
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcRmz7bR5W3nEHkRP56lPJpD3vQcp-E59
https://www.kanazawa-it.ac.jp/rec/kinzoku/
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（担当：坂井） 

 

■国際機関日本アセアンセンターからのお知らせ 

 『「経済安全保障（日本における検討及び日 ASEAN間ビ

ジネスへの影響）」に関するウェビナーセミナー』 

【日時】3月 30日（水）15:00－16:30（JST） 

【形式】オンライン（Zoom） 

【プログラム】 

  ゲスト講師 ジョーンズデイ法律事務所 

 弁護士 佐野 忠克氏 

 ゲストコメンテーター  

経団連 国際経済本部長 和田 照子氏 

【主催】日本アセアンセンター 

【対象】経済安全保障に関心のある日本と ASEANの企業

及び政府機関など 

【言語】英語及び日本語 (同時通訳あり) 

【参加費】無料 

【詳細】https://www.asean.or.jp/ja/trade-

info/20220307/ 

【申込】

https://data.asean.or.jp/form/seminar/app_semina

r.aspx?id=44923528 

（担当：小島） 

 

■ジェトロからのお知らせ 

Well-being・ヘルスケアスタートアップピッチ  

― 米国大学発企業に学ぶグローバル化 ―のご案内 

Well-Beingやヘルスケアにご興味のある企業、 

大学関係者の皆様のご参加をお待ちしています。 

【詳細】

http://www.jetro.go.jp/events/iid/5eb6b85950188d

67.html 

【日時】3月 24日（木） 10:00－11:30 

【主催】東京大学未来ビジョン研究センター、 

ジェトロ、住友生命 

【言語】日本語・英語（英語ピッチは同時通訳） 

【形式】オンライン（Zoom） 

【申込】3月 23日（水）まで 

http://www.jetro.go.jp/events/iid/5eb6b85950188d

67.html 

【問合せ】ジェトロ・イノベーション促進課 

（担当：植田、山崎）E-mail： iid@jetro.go.jp 

（担当：小島） 

 

■北経連事務局の人事異動 

 

高道 郁人 調査役 

(株)北國銀行より着任（3月 1日

付） 

 

 

 

以 上 

 

 

 

 

北陸のために日々全力で業務に励

みます！ 

https://www.asean.or.jp/ja/trade-info/20220307/
https://www.asean.or.jp/ja/trade-info/20220307/
https://data.asean.or.jp/form/seminar/app_seminar.aspx?id=44923528
https://data.asean.or.jp/form/seminar/app_seminar.aspx?id=44923528
http://www.jetro.go.jp/events/iid/5eb6b85950188d67.html
http://www.jetro.go.jp/events/iid/5eb6b85950188d67.html
http://www.jetro.go.jp/events/iid/5eb6b85950188d67.html
http://www.jetro.go.jp/events/iid/5eb6b85950188d67.html

