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●第 108回理事会                

日 時：6月 8日(水) 12:50-13:30 

場  所：ANAクラウンプラザホテル金沢 

出席者：51名 

2022 年度定期総会に提出する議案を審議し、3 議案

を原案どおり総会に提出することが承認された。 

（担当：小山） 

 

●2022年度定期総会                 

日 時：6月 8日(水) 13:40-14:30 

場  所：ANAクラウンプラザホテル金沢 

出席者：187名(会場 133名・オンライン 54名） 

冒頭、金井会長は挨拶で次の通り述べた。 

「北陸の経済状況はコロナによる社会制約が緩和さ

れ、経済社会活動が正常化に向かう中で、「持ち直しつ

つある」と捉えるのが一般的だ。一方、各種の資源高

と円安については、注意が必要であり、当会が取りま

とめた会員アンケートでも先行きに不安を感じてい

る割合が増加している状況を踏まえ、資源高、物価高

などについて政府への要望活動の中で対策を求めて

いく」 

「北陸新幹線敦賀開業まで、２年を切り、北陸地域の

プロモーションに着手する時期になった。2024年秋に

北陸デスティネーションキャンペーン開催が決定し

た。敦賀開業時には、金沢開業時と同じように再び北

陸への関心や認知度が高まるよう取り組んでいく」 

「敦賀・新大阪間については、何としても 2023 年度

当初には着工していただきたい。そのためには、8 月

の概算要求、12月の政府原案に予算を盛り込む必要が

あり、今年はまさに「正念場の１年」である。加えて、

2030 年頃までの 1 日も早い大阪までの全線開業を求

めていく必要がある。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していく」 

この後、金井会長を議長とし、議事に入った。 

第 1号議案 2021年度事業報告および決算承認(案) 

第 2号議案 2022年度事業計画案および収支予算（案） 

第 3号議案 役員選任(案) 

 第 3 号議案の役員選任(案)では金井会長の再任、

福井大学上田学長、富山大学齋藤学長の理事新任、

加賀製紙中島社長、東田現北陸電力石川支店長

(6/28 付)の交代による理事就任を決定した。また、

北川常務理事は 5 月 25 日付で辞任したことが報告

された。 

 3 議案は全て原案の通り承認された。定期総会で

の決議事項は当会 HPに掲載している。 

          （担当：小山） 

 

●第 109回理事会              

日 時：6月 8日(水) 14:30-14:35 

場  所：ANAクラウンプラザホテル金沢 

出席者：60名(会場 51名、オンライン 9名） 

2022 年度定期総会に引き続き第 109 回理事会を

開催した。議長は金井会長が務め、副会長、専務理

事、常務理事、常任理事、参与を承認した。 

副会長 6名は全員再任された。 

6月 28日付で山下専務理事が退任し、東田現北陸

電力石川支店長に交代する。また、新開理事・事務

局長は常務理事・事務局長に就任する。 

常任理事 45名、参与 9名の再任が承認された。 

（担当：小山） 

 

●特別講演                 

日 時：6月 8日(水) 14:50～16:20 

場  所：ANAクラウンプラザホテル金沢 

出席者：178名(来場 123名･オンライン 55名） 

 講師に元東京大学総長で、政治学、政治学史がご専

門の佐々木 毅 氏を招き、「分断の時代の政治経済を

考える－転機としてのコロナ禍とウクライナ侵攻－」

と題して講演会を開催した。 

6月 1日～15日の活動報告 

tel:076-232-0472
http://www.hokkeiren.gr.jp/
mailto:info@hokkeiren.gr.jp


   北経連トピックス                    2022 年 6 月 16 日（木）No304 

 

                                

 講演内容については今夏発行予定の会報で紹介しま

す。 

（担当：小山） 

 

●2022 年度第 2 回政府予算等に対する要望検討ワ

ーキング                    
日 時：6月 15日（木）10:00-11:30 

場 所：ホテル金沢（オンライン併催） 

参加者：28名（会場 11名、オンライン 17名） 

 今年度の「政府に対する北陸経済界からの要望書」の

作成に向け、幅広い業種の会員企業の実務者クラスの

方で構成する第 2 回目のワーキングを開催し、前回の

ワーキングでいただいた意見を踏まえ、事務局が作成

した要望書案について議論を行った。 

ワーキングメンバーからは「地方空港活性化のため

には国際線の早期再開が必要」、「地方鉄道の苦境は、コ

ロナだけでなく、人口減少等の社会構造の変化にもあ

ることにも触れるべきではないか」、「特定技能外国人

の受入れのハードルが高いと感じており、制度を改善

できないか」などの多くの意見が出された。 

今回の議論を踏まえ、事務局が修正した要望書案を

各委員会で審議後、常任理事会で決定する。また、8月

9日(火)に政府、与党への要望活動を実施する予定。 

（担当：小林） 

 

 

◆【実施】2022年度第 1回人財活躍推進委員会 
日 時：7月 4日(月) 13:30-14:30 

形 式：オンライン開催 

対 象：委員に案内済 

 

◆【実施】2022年度第 1回社会基盤委員会 
日 時：7月 5日(火) 13:30-14:30 

形 式：オンライン開催 

対 象：委員に案内済 

 

◆【実施】2022年度第 1回観光委員会 
日 時：7月 6日(水) 12:20-14:00 

場 所：金沢ニューグランドホテル（オンライン併催） 

対 象：委員に案内済 

 
◆【実施】2022年度第 1回新たな価値創出委員
会 
日 時：7月 7日(木) 13:30-14:30 

形 式：オンライン開催 

対 象：委員に案内済 

 

◆【実施】2022年度第 1回国際委員会 
日 時：7月 8日(金) 13:00-14:00 

形 式：オンライン開催 

対 象：委員に案内済 

 

◆2022 年度 第一回海外現地情勢報告セミナー

（タイ・インドネシア） 
ウィズ・アフターコロナを見据え、海外市場開拓

の候補先としてタイ、及びインドネシアの最新政治

経済情勢、事業展開の実例、並びに今後のビジネス

展望に関する現地一次情報を総合商社の海外拠点

から発信します。 

日 時：７月 11日（月）13：00-15：00（日本時間）  

形 式：オンライン（Microsoft Teams） 

内 容： 

【演題】「タイの最新情勢とビジネスの展望」 

＜第一部＞「政治経済情勢」  

住友商事グローバルリサーチ株式会社 国際部 

シニアアナリスト 石井 順也 氏  

＜第二部＞「社会経済情勢の変化を踏まえた 

企業の動向と今後のビジネス展望」  

タイ住友商事会社 社長 福田 康 氏          

【演題】「インドネシアビジネスの可能性」 

＜モデレーター＞ 

丸紅インドネシア会社 取締役財務担当役員  

BAグループ長 中野 耕次 氏 

＜冒頭挨拶＞ 

丸紅株式会社 北陸支店 支店長 大西 英一 氏 

＜第一部＞「インドネシアにおけるヘルスケア・ 

メディカル事業の取組みと今後の展開」  

丸紅インドネシア会社 次世代事業開発部 

部長 徳井 健次 氏  

＜第二部＞「MM2100工業団地について」 

PT.Megalopolis Manunggal Industrial Development  

社長 須藤 一夫 氏 

対 象：全会員  

申 込：7月 4日（月）までに下の URL、または QR コ

今後の行事予定 
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ードから申込  

https://forms.office.com/r/YZxeh0Fqiw 

※申込者には 7月 8日（金）迄に視聴

用 URL等を配信します。  

※複数名の参加可能です。参加者毎に

申込みをお願いします。 

問合せ：北陸ＡＪＥＣ 小島・髙道  

TEL:076-231-5525 

メール: ajec@hokkeiren.gr.jp 

 

◆【実施】2022年度第 1回総合対策委員会 

日 時：7月 14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） 

対 象：委員に案内済 

 

◆【実施】労働生産性向上と一人当たり域内総生産
(GRP)との関係性に関する勉強会 

日 時：7月 14日(木) 14:10-15:00 

形 式：オンライン開催 

内 容：企業の労働生産性向上というミクロの取り  組

みが、域内総生産というマクロ指標とどのように関

係しているのかをテーマとした勉強会です。 

詳 細： 

https://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/79237d4b70

371c4ef8744d4a6de7af5b.pdf 

講 師：（一財）北陸経済研究所 

調査研究部 総括研究員  倉嶋 英二 氏 

対 象：全会員 

申 込：7月 1日(金)までに下記 URLまたは右の QRコー

ドから申込。申込受付完了の返信はありませんので、

ご了承ください。7月 12日(火)目途に配信 URL、資

料を送付します。 

https://forms.office.com/r/9DqK4GN8Vd 

（担当：小林） 

 

◆【実施】第 354 回常任理事会 
日 時：7月 22日(金) 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：副会長、常任理事に案内済 

 

◆【実施予定】三県知事との懇談会 
日 時：8月 24日(水) 14:00-16:30 

場 所：ホテル日航金沢（オンライン併催） 

対 象：全会員に案内予定 

 

◆【実施予定】北陸産学連携懇談会（学長懇） 

日 時：8月 30日(火) 10:00-12:00 

場 所：福井工業大学 

対 象：大学学長、会長、副会長、委員長へ案内予定 

 

◆【実施予定】福井工業大学見学会 

日 時：8月 30日(火) 13:00-15:30頃 

場 所：福井工業大学 

対 象：大学学長、会長、副会長、委員長、総合対策

委員会委員、新たな価値創出委員会委員へ案

内予定 

 

◆「実務者向けデジタル人材育成講座」受講者
募集 

【募集チラシ】 

https://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/b8a38a

a7a64987a3dcbe77299ffbd26b.pdf 

昨年 5月に開催し好評を得たオンライン講座「実

務者向けデジタル人材育成講座」、今年度も下記の

とおり開講します。 

データサイエンスの全体像を知ることを目的し

た入門者向け講座で、事前知識は不要で日常的にＰ

Ｃを使っている方なら参加可能です。文系・理系を

問わず、多くの実務者の皆さんのご参加をお待ちし

ております。 

＜参考＞昨年度の受講者アンケート結果 

https://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/d3d

rr9104d9db89529d8c233dafe54a052.pdf 

講 師：富山大学学長補佐・特別研究教授 

 中川 大 氏 

形 式：オンライン（Zoom） 

（当日受講できなかった方へ録画

配信予定） 

日 程：7月 6日(水)～8月 10日(水) 

毎週水曜日（全 6回） 

講義 14:30-15:50 演習 16:00-

17:20 

会員受講料： 

講義のみ \24,000 

受講選択した演習 1回あたり\4,000を加算 

全演習受講時\44,000 

定 員：80名（先着順） 

申 込：6月 17日(金)までに下の URLより申込み 

https://ds-hokuriku.com/entry.html 

主 催：北陸経済連合会、(一財)北陸産業活性化ｾﾝﾀ

ｰ 

問合せ：講座事務局 info@ds-hokuriku.com 

（担当：坂井） 

 

◆2022年度 ベトナム企業とのオンラインビ

ジネスマッチングに関する調査 

https://forms.office.com/r/YZxeh0Fqiw
tel:076-231-5525
mailto:ajec@hokkeiren.gr.jp
https://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/79237d4b70371c4ef8744d4a6de7af5b.pdf
https://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/79237d4b70371c4ef8744d4a6de7af5b.pdf
https://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/b8a38aa7a64987a3dcbe77299ffbd26b.pdf
https://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/b8a38aa7a64987a3dcbe77299ffbd26b.pdf
https://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/d3d9104d9db89529d8c233dafe54a052.pdf
https://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/d3d9104d9db89529d8c233dafe54a052.pdf
https://ds-hokuriku.com/entry.html
mailto:info@ds-hokuriku.com
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国際委員会では、2022 年度中に、ベトナム企業との

オンラインビジネスマッチングの開催を検討しており

ます。 

2021 年 10 月に実施した「第 46 回 北陸経済連合会 

会員アンケート調査」の国際化に関する調査結果にお

いて、ベトナムは今後 5年間で「市場」及び「生産拠点」

として有望な国の第 1 位となっており、会員の皆様の

関心・注目度が高い国と推察されます。 

また、2023年は日越外交関係樹立 50周年の記念の年

であり、同国民間企業とのオンラインビジネスマッチ

ングを開催することで、ベトナムに関する情報収集、販

路開拓等、会員の皆様における国際化促進の一助とし

て頂ければと考えております。 

本事業検討にあたり、会員の皆様におけるベトナム

民間企業とのオンラインビジネスマッチングに向けた

ニーズ・関心度合等を把握することを目的にアンケー

トを実施させていただきます。 

ご多用のところ大変恐縮ですが、下記

の QR コードもしくは URL から、７月８

日（金）迄にご入力頂けますよう、ご協

力のほど何卒よろしくお願い申し上げ

ます。 

回答 URL：https://forms.office.com/r/5yQPEYAUZa 

※アンケート結果に基づき、個別にご相談させていた

だきます。 

※回答時間は 3分程度です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ： 

問合せ：北陸経済連合会 担当：小島・髙道 

小島 メール：kojima@hokkeiren.gr.jp  

髙道 メール：takamichi@hokkeiren.gr.jp 

Tel：076-231-5525 

 

お知らせ 

 

■とやま地域プラットフォーム運営協議会からの
お知らせ 
「令和 4年度第 1回とやま地域プラットフォーム」 

「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。 
 
【日時】6月 29日(水) 14:00-16:00  

【会場】新川文化ホール 1階 104会議室（オンライ

ン併催） 

【内容】 

第 1部：セミナー 

Ⅰ．「公園からはじまる公民連携の新たなカタチ」 

講師：・(一財)かかみがはら未来文化財団  

事業推進グループ長  廣瀬 真一 氏 

・飛騨五木(株)サービスデザイン戦略部 

部長  渡邊 杏奈 氏 

Ⅱ．「植村直己冒険館機能強化事業の取組み」 

講師：・豊岡市地域コミュニティ振興部 

生涯学習課  藤本 正行 氏 

・アドバンス(株)大阪支店  

支店長 樋口 正輝 氏 

第 2部：事業説明・意見交換会 

Ⅲ．「新川こども施設整備事業」 

説明：富山県地方創生局ワンチームとやま推進室

地方創生・移住交流課 

Ⅳ．建設予定地見学（新川文化ホール敷地内） 

【申込】6月 22日(水)までに下の URLから申込 

https://pro.formmailer.jp/fms/7eb5ab33257464 

【チラシ URL】

https://www.city.toyama.toyama.jp/data/open/c

nt/3/16317/1/R4.1.toyamaPFkaisaiannai.pdf?202

20602151127 

【主催】財務省北陸財務局、富山市、㈱日本政策投

資銀行、北陸銀行 

（担当：小林） 

 

■経済産業省北陸支局からのお知らせ 

オンラインビジネスマッチングのイメージ 

 ※内容は、アンケート結果等に基づき、今後変更に 

なる可能性がございます。 

 

主  催：北陸経済連合会、ベトナムの現地行政機関等 

開催方法：オンライン 

参加企業：（日  本） 

北陸経済連合会会員企業の皆様（10社程度） 

（ベトナム） 

ご参加いただいた日本側企業に適したマッチ

ング相手企業について、ベトナムの現地行政

機関等を通じて複数社ご紹介 

そ の 他：通訳付き・参加費無料 

https://forms.office.com/r/5yQPEYAUZa
mailto:kojima@hokkeiren.gr.jp
mailto:takamichi@hokkeiren.gr.jp
https://pro.formmailer.jp/fms/7eb5ab33257464
https://www.city.toyama.toyama.jp/data/open/cnt/3/16317/1/R4.1.toyamaPFkaisaiannai.pdf?20220602151127
https://www.city.toyama.toyama.jp/data/open/cnt/3/16317/1/R4.1.toyamaPFkaisaiannai.pdf?20220602151127
https://www.city.toyama.toyama.jp/data/open/cnt/3/16317/1/R4.1.toyamaPFkaisaiannai.pdf?20220602151127
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デジタル人材育成プラットフォーム「マナビ DX

（デラックス）」 
経済産業省では、企業・産業のＤＸの実現に向けてデ

ジタル人材の育成を推進するため、デジタル知識・能力

を身につけるための実践的な学びの場として、デジタル

人材育成プラットフォーム「マナビ DX（デラックス）」

を開設しております。 

「マナビ DX」では、初心者でもスタート可能な入門

／基礎講座から、企業研修での活用やキャリアアップに

もおすすめの実践的講座まで、無償・有償の学習コンテ

ンツを多数提供しています。 

【URL】https://manabi-dx.ipa.go.jp/ 

（担当：坂井） 

 

■(独)福祉医療機構からのお知らせ 

「子育て・介護と仕事の両立支援情報ポータル」

を開設しました 
福祉保健医療の総合情報サイト「ＷＡＭ ＮＥＴ」に

おいて、「子育て・介護と仕事の両立支援情報ポータル」

を開設しました。子育て支援・介護離職防止・障害児支

援ごとにサービス・手続き・相談窓口等様々な情報を提

供しています。 

企業・団体等における従業員や人事労務担当、管理職

の皆様にお役に立つ情報を分かりやすく掲載していま

すので、ぜひご活用ください。 

 両立に関する制度の紹介や、介護離職防止のための

介護支援プランナー個別企業支援事業、助成金などの

情報が掲載されています。 
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/bowa

c/ 
（担当：日野） 

 

■北陸先端科学技術大学院大学（JAIST）からの

お知らせ 

北陸観光コア人材育成スクール受講生募集 
北陸三県の観光系ミドルマネージャーを育成するス

クールです。変化に対応できる「柔軟な専門性」をもち、

コロナ禍によるパラダイム・シフトに対応できるレジ

リエンス能力をもつリーダー育成です。 

【期間】2022 年 10 月～2023 年 2 月（15 日間 19 講義 

平日開催） 

【会場】北陸 3県各所（JAIST金沢駅前オフィス、JAIST

石川オフィス、グランディア芳泉、富山県民共生セ

ンターサンフォルテ） 

【対象】観光事業に携わる企業のマネージャー、幹部候

補者、観光事業への進出を目指す企業の担当者、起

業希望者、北陸三県にわたって広く人的ネットワー

クを築きたいマネージャー、DMOなどの団体のマネ

ジメント人材 

【定員】20名 

【受講料】80,000円＋教材費 7,000円程度（実

費） 

給付金・助成金の支給については、詳細をご覧

ください 

【申込】8月 3日（水）までに応募書類を提出 

【詳細】https://www.ces-jaist.com/ 

【問合せ】北陸先端科学技術大学院大学 北陸観光

コア人材育成スクール事務局 

TEL：0761-51-1771 

 メール：info_ces@ml.jaist.ac.jp 

（担当：日野） 

 

■タイ投資委員会（BOI）よりご案内 

「タイでの地域統括拠点設置にかかるロケー

ション戦略＆制度セミナー」 
ジェトロでは 2022年 1月にタイ投資委員会（BOI）、

東部経済回廊（EEC）事務局と日系企業の投資促進を

目的とした覚書を締結しました。この覚書をもとに

「タイでの地域統括拠点設置にかかるロケーショ

ン戦略＆制度セミナー」を実施します。 

今回製造業を中心として日系企業が集積してい

るタイで、地域統括拠点の持つべき機能やタイに地

域統括拠点を設置するべきか等を三菱 UFJコンサル

ティンググローバルコンサルティング部マネージ

ャー 吉田崇氏より講演をしてもらいます。 

次に、地域統括拠点をタイに設置する場合に活用

可 能 な 恩 典 で IBC(International Business 

Center)、IPO(International Procurement Office)、

TISO(Trade and Investment Support Office )につ

いて BOI投資促進部上級投資促進官ワラコーン・ナ

トコシット氏より講演をしてもらいます。 

多くの日系企業が活用できる恩典と考えていま

すので、関心がある方は是非お申し込みください。 

【日時】6月 22日（水）12：30-14：00（日本時間） 

10：30-12：00（タイ時間） 

【形式】オンライン開催（Zoom） 

【対象】タイに地域統括拠点設置を考えている日系

企業の皆様 

【主催】ジェトロバンコク事務所,タイ投資委員会 

【言語】日本語（タイ語から日本語への同時通訳） 

【申込】6月 20日（月）正午までに下の URLから申

込 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.asp

x?id=Ii60CHc670ClGzcQSUbeBYqhNo7Eo-

xChgD89wPhO_RUMk9JQjRJTFEwNTBFWlhaTDdMU0dYRDc4S

S4u&wdLOR=c892E7C8E-2E38-40CF-A288-7D02A8E9BB0F 

【定員】100名（先着順） 

【内容】 

10：30−10：35 主催者挨拶 開会・プログラム説明 

10：35−11：00 タイでの地域統括拠点設置にかかる

https://manabi-dx.ipa.go.jp/
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/bowac/
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/bowac/
https://www.ces-jaist.com/
mailto:info_ces@ml.jaist.ac.jp
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ii60CHc670ClGzcQSUbeBYqhNo7Eo-xChgD89wPhO_RUMk9JQjRJTFEwNTBFWlhaTDdMU0dYRDc4SS4u&wdLOR=c892E7C8E-2E38-40CF-A288-7D02A8E9BB0F
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ii60CHc670ClGzcQSUbeBYqhNo7Eo-xChgD89wPhO_RUMk9JQjRJTFEwNTBFWlhaTDdMU0dYRDc4SS4u&wdLOR=c892E7C8E-2E38-40CF-A288-7D02A8E9BB0F
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ii60CHc670ClGzcQSUbeBYqhNo7Eo-xChgD89wPhO_RUMk9JQjRJTFEwNTBFWlhaTDdMU0dYRDc4SS4u&wdLOR=c892E7C8E-2E38-40CF-A288-7D02A8E9BB0F
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ii60CHc670ClGzcQSUbeBYqhNo7Eo-xChgD89wPhO_RUMk9JQjRJTFEwNTBFWlhaTDdMU0dYRDc4SS4u&wdLOR=c892E7C8E-2E38-40CF-A288-7D02A8E9BB0F
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ロケーション戦略 

 三菱 UFJコンサルティング 

グローバルコンサルティング部 

マネージャー 吉田 崇 氏 

11：00−11：25 BOI恩典 IBC、IPO、TISO の説明 

BOI投資促進部 上級投資促進官 

ワラコーン・ナトコシット 氏 

11：25−11：50 Q＆A 

【問合せ】ジェトロバンコク事務所（亀田、今泉） 

メール：bgk-brief@jetro.go.jp 

（担当：小島・髙道） 
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