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北経連トピックスは、おかげさまで発行 300 号を迎え

ました。これからも会員の皆さまに、わかりやすくタイム

リーに情報をお届けできるよう、取り組んでまいります。 

●2021年度 第 3回人財活躍推進委員会                               

日 時：4月 4日（月）12：20－14：00 

場 所：ホテル金沢（オンライン併催） 

参加者：14名（会場 7名、オンライン 7名） 

 開会のあいさつで八木委員長は、新入社員に県外出

身者が多数いたことに触れた。どこで働くかよりも、そ

の企業で働くことが自身の成長や、学んできたことの

具現化、社会貢献につながるかということが重視され

た結果、地縁のない北陸の企業が選ばれた。そうした挑

戦の場として選ばれたということは、その企業がチャ

レンジできる環境でなければ、すぐに見切りを付けら

れてしまうことも明白であり、各企業が魅力的であり

続けなければならないとも述べた。 

 委員会では「2021 年度事業計画の実施状況と評価・

方向性」「2022年度事業計画（案）」について審議した。

委員からは、副業・兼業などの柔軟な働き方によって、

北陸地域の内外にいる新しい人材と出会える可能性や、

オフサイトなど多様な働き方は女性やシニアの活躍に

も資するなど、活発な意見交換がなされ、北陸企業の

「ダイバーシティ＆インクルージョン」ブランド化に

向けて有効であるとの方向性を見出した。また、女性活

躍推進の取組みが優良な企業を厚労省が認定する「え

るぼし認定」について、積極的に取得を推奨していくこ

とも確認した。 

 
 

（担当：日野） 

 

●2021年度 第 3回観光委員会        
日 時：4月 6日（水）12:20-14:00 

場 所：金沢ニューグランドホテル 

参加者：20名 

 米沢委員長より、馳石川県知事が就任し北陸三県の

知事が揃った。北経連が考える「北陸は一つ」というテ

ーマで取組んでいただけることを期待しているとし、

観光委員会としても事業計画をとりまとめていきたい

と挨拶した。 

委員会では、「2021年度事業計画の実施状況と評価・

方向性」、および「2022 年度事業計画(案)」につい

て審議した。 

 委員からは、北陸新幹線の福井・敦賀開業を見据

えた北陸ディスティネーションキャンぺーンによ

る誘客に大いに期待する。また、観光文化都市を目

指すことの重要性や北陸三県広域での SNSを活用し

た情報発信への取組み強化、観光客の実数や行動の

データを計測・分析できる観光人材の必要性と育成

への期待、「北陸」の認知度向上への取組みについて

など多くの意見が出された。 

審議終了後、北陸経済研究所 調査研究部担当部

長 藤沢氏より「インバウンド誘客に向けて」として、

データに基づき、広域エリアとして捉えた「北陸」

のポテンシャルについて示唆に富んだご講演をい

ただいた。 

      

（担当：高田） 

 

●企業誘致説明会              

日 時：4月 7日（木）14:00-15:00 

北陸国際投資交流促進会議（北陸三県、北陸電力、

北経連）は、北陸地域への企業進出に関心のある企

業を対象に、各県の企業立地に関するアピールポイ

ント等を説明することにより、北陸地域への企業誘

致につながるよう取り組んでいる。今回、コールセ

ンターの開設を考えている大手印刷会社を対象に

オンライン説明会を開催した。 

各県からは、自県の企業誘致に関する様々な支援

制度や誘致実績等について説明がなされた後、質疑

応答では活発なやりとりが行われた。今後は、各県

が企業にアプローチし、企業誘致に向けて努力して

いく。 

（担当：小林） 

 

●「北陸近未来ビジョン」のイメージ動画を北

経連 WEBサイトにて公開しました           
3 月 31 日に、当会の「北陸近未来ビジョン」の

イメージ動画「北陸近未来ビジョン～2030 年代中

頃の北陸のありたい姿～ スマートリージョン北

陸」を WEBサイトのトップページにて公開いたしま

した。 

4月 1日～15日の活動報告 
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当会が目指す「2030年代中頃までの北陸のありたい

姿」を、会員及び一般の皆さまに、より知っていただ

くために制作いたしました。ぜひご覧ください。 

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

 
（担当：落合） 

 

◆【実施】2021年度第 4回 総合対策委員会 

日 時：4月 19日(火) 12:20-14:00 

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】常任理事会 

日 時：5月 19日(木) 12:20-14:00 

場 所：金沢ニューグランドホテル 

対 象：会長、副会長、常任理事へ案内済 

 

◆「新たな価値創出オンライン講演会」録画動画配信 

 3月 29日(火)に開催した「新たな価値創出オンライ

ン講演会」の録画動画を下記のとおり YouTube にて配

信します。 

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 

配信 URL： https://youtu.be/2bZqCVq_aP8  

配信期間：4月 18日(月)～4月 22日(金) 

産学連携や人材育成の取組み等について分かりやす

くご紹介いただきました。貴社の研究開発部門等の方

にもご案内いただき、ぜひご視聴いただきますようお

願いいたします。 

なお、本動画の視聴は北経連会員限定で、配信 URLの

社外への転送、動画の二次利用等は禁止とさせていた

だきます。 

（担当：坂井） 

 

◆「北陸産学技術交流会」の情報交換テーマ募集 

【募集チラシ URL】 

https://www.hokkeiren.gr.jp/committee/advance

d_technology/1472.html?year=2022 

 新たな価値創出委員会では、会員団体のオープンイ

ノベーション促進の契機としていただくべく、昨年度

に引き続き、本年度も情報交換・交流の場として

「北陸産学技術交流会」（以下、交流会）を開催致

します。  

【参考】2021年度実績とアンケート結果 

https://www.hokkeiren.gr.jp/committee/a

dvanced_technology/1318.html?year=2021 

つきましては、交流会を開催いただける会員企

業・会員大学様から、下記要領にて情報交換テー

マを募集します。 

募集内容：会員の企業実務者・大学研究者等が参

加する交流会の主査となり、交流会を

開催いただける方から、情報交換テー

マを募集します。 

応募方法：募集チラシの情報報交換テーマ提案書

に記載の上、下記応募先までメールで

送付をお願いします。 

応募先： sakai@hokkeiren.gr.jp 

募集期間：5月 20日(金)まで 

募集件数：5件（先着順） 

 会員企業の技術開発・事業開発部門等の関係者、

会員大学の産学連携部門等の方へもご周知いた

だきますようお願い申し上げます。 

（担当：坂井) 

 

お知らせ 

 

■経済産業省からのお知らせ 

女性リーダー育成研修事業 Women’s Initiative for 

Leadership 2022年度第７期募集 
企業経営を担う女性リーダー人材の育成を目的と

した企業横断的なネットワーク構築と勉強機会の提

供のため、女性リーダー研修を実施しています。 

【対象】所属企業が経営幹部候補として推薦する

女性社員（部長級相当） 

幅広い地域・規模の企業の参加歓迎 

【募集人数】14名程度（1社につき 1名） 

【開催期間】2022年 6月～2023年 1月（予定） 

【形式】集合形式とオンラインの併催 

【内容】➀政府関係者、経営者、有識者等を講師

に招いた勉強会➁グループ別政策研究 

【申込】4月 28日（木）17:00までに参加申込書

に必要事項を記入し、メールで申込 

【詳細】

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/

wil/index.html 

【主催】経済産業省 

【問合せ】経済産業省 経済産業局 経済社会政策室 

TEL：03-3501-0650 メール：WIL@meti.go.jp 

（担当：日野） 

今後の行事予定 
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■北陸情報通信協議会からのお知らせ 

「2022年度定期総会 特別講演」（オンライン） 

【チラシ URL】 

https://hokurikutelecom.jp/materials/16493005

6724101.pdf 

【内容】 

「次世代スマートコンストラクションが創る未来」 

㈱小松製作所 執行役員 ｽﾏｰﾄｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ推進本部長 

兼 ㈱EARTHBRAIN 代表取締役会長 

 四家千佳史（しけ ちかし）氏 

【日時】4月 28日(木) 15:30-16:30 

【場所】オンライン（Microsoft Teams) 

【定員】100名（会員以外も聴講可） 

【申込】4月 22日（金）までに下記 URLより申込 

https://hokurikutelecom.jp/1648515874123074.html 

【主催】北陸情報通信協議会、総務省北陸総合通信局、 

北経連 

【問合せ】北陸総合通信局電気通信事業課 

 TEL:076-233-4421 

 メール: hokuriku-jigyo_seisaku@soumu.go.jp 

（担当：坂井） 

 

■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」 

福井県のワーケーション施設を掲載しました。ぜひ

ご覧ください。 

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

gurashi/telework/ 

（担当：高田） 

 

 

以 上 
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