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●第 354回常任理事会                  
日 時：7月 22日（金）12:20-13:20 

場 所：金沢ニューグランドホテル(オンライン併用) 

参加者：28名（会場 21名、オンライン 7名） 

審議事項 

① 役員の補充選任(案) 

② 政府に対する北陸経済界からの要望書（案） 

 

 挨拶で金井会長は、要望をまとめるにあたっての課

題認識を述べた。「エネルギー価格の高騰は簡単に収ま

りそうもない。また、電力の需給逼迫が度々起きている

が、原子力発電が十分に稼働していないことや、高経年

の火力設備の休廃止により、ベースとなる電源が少な

くなっている。解決策として原子力の再稼働を早める

ことが大事。北陸新幹線の敦賀・新大阪間は 2023年度

当初に着工するために 8 月の政府予算の概算要求、12

月の政府原案の決定が必要。当会もこれに向け、積極的

に要望していく」と述べた。 

① 役員の補充選任(案) 

 6 月 8 日の定期総会以降に代表者変更の申出があり、

役員の補充を実施する。（以下、敬称略） 

常任理事 2名 

森島 貴代治 中日本高速道路㈱金沢支社長 

（片岡慎一氏から交代） 

松村 智巳 ㈱日本政策投資銀行北陸支店長 

（板橋史明氏から交代） 

理事 2名 

西原 正人 ジェイ・バス㈱代表取締役副社長 

（山中明人氏から交代） 

髙橋 将樹 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ北陸代表取締役社長 

（池田佳子氏から交代） 

監事 1名 

浜田 満広 富山県信用保証協会会長 

（寺林 敏氏から交代） 

② 政府に対する北陸経済界からの要望書（案） 

要望書（案）は原案通り承認された。 

要望日は 2022年 8月 9日(火)  

（担当：小山） 

今後の行事予定 

 

◆【視聴案内】外国人留学生と留学生ＯＢとの

意見交換会 
北陸企業の労働力不足・生産性向上のために、高

度外国人の活躍が重要であり、そのためには、北陸

地域の大学に在籍する外国人留学生の北陸企業へ

の就職支援が必要です。留学生に北陸の企業を知っ

ていただくこと等を目的に、「外国人留学生と留学

生ＯＢとの意見交換会」を開催します。 

日 時：8月 10日（水）13：30-16：00  

形 式：オンライン（Teams） 

※会員企業の方にはオンラインで配信します 

テーマ：「北陸の企業に就職した留学生の就活のコ

ツ」 

13:30～13:45 開会等 

13:45～14:35 意見交換会（1回目） 

14:50～15:40 意見交換会（2回目） 

15:45～16:00 総括、閉会 

出席者： 

・留学生（富山大学､金沢大学､北陸先端大､北陸大学､

金沢星稜大学、福井大学 6大学） 

・留学生ＯＢ（地元 11企業等） 

＜富山県＞㈱小矢部精機､五洲薬品㈱､㈱新日本

コンサルタント、ＹＫＫ㈱ ＜石川県＞㈱金沢ア

ドベンチャーズ、㈱東振精機、㈱のうか不動産、

北菱電興㈱ ＜福井県＞越前町教育委員会、㈱Ｔ

ＯＰ、日華化学㈱ 

・出席大学事務局、出席留学生ＯＢ企業関係者  

対 象：全会員  

申 込：8月 3日（水）までに下の URLから申込み  

https://forms.office.com/r/70C8tgPfQB 

※申込者には 8月 8日（月）までに視聴用 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。 

（担当：岩田・髙道） 

 

◆【実施】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：全会員に案内済 

 

◆【実施】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、委員長へ案内済 

 

7月 16日～31日の活動報告 

tel:076-232-0472
http://www.hokkeiren.gr.jp/
mailto:info@hokkeiren.gr.jp
https://forms.office.com/r/70C8tgPfQB


   北経連トピックス                    2022 年 8 月 1 日（月）No307 

 

                                

◆【実施】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 福井キャンパス 

対 象：総合対策委員会委員、新たな価値創出委員会委

員へ案内済 

 

◆【参加者募集】北陸国際投資交流促進会議主催 

「北陸域外での進出企業に学ぶ企業誘致勉強会」 

日 時：9月 2日（金) 10:30-11:30 

形 式：オンライン開催（Teams 使用) 

講 演：「地方のアドバンテージと世界進出」 

株式会社ＦＪコンポジット 代表取締役 津島 栄樹氏 

申 込：8月 29日（月）までに下の URLから申込 

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

（担当：岩田・森岡） 

 

◆【参加者募集】人財活躍推進セミナー 

「10年後の労働市場の状況と今から始めるべき企

業の対応策」 
さらに人手不足が深刻になっていく労働市場の 10年

先の状況と、企業は今からどのような対応をしていか

なければならないのか、また、その解決策の一つとして

の兼業・副業人材の受入れの重要性・メリットについて、

皆さまと一緒に考えてまいります。 

日 時：9月 12日(火) 14:00-16:40 

場 所：金沢ニューグランドホテル（オンライン併催） 

内 容： 

第 1部「労働市場の未来推計 2030から見えた課題と対

策」 

 中央大学 経済学部教授 阿部 正浩 氏 

第 2部「北陸域外からの兼業・副業による『プロフェ

ッショナル人材』の受入れの重要性・メリット

は？」 

演題１「北陸地域における『新しい人材シェア』の

あり方について」 

(株)日本政策投資銀行 北陸支店 

  企画調査課副調査役 宮原 吏英子 氏 

演題２「地域労働市場の将来像と企業の対応策〜共

創型企業・人材展開プログラムからの教訓」 

金沢大学 融合科学系教授 融合学域観光ﾃﾞｻﾞｲﾝ学

類長 学長補佐(社会共創推進担当) 佐無田 光 氏 

主 催：北陸経済連合会 

後 援：（一社）富山県経営者協会、（一社）石川県経営

者協会、福井県経営者協会 

詳 細：https://www.hokkeiren.gr.jp/news/1543.html 

申 込：9月 2日（金）までに下の URLから申込 

https://forms.office.com/r/PgX3AECmb4 

（担当：落合・日野） 

◆【参加者募集】北陸産学技術交流会(見学会) 

テーマ①「研究設備の外部利用と利用支援サー

ビス」（主査：金沢大学） 
金沢大学と北経連の共催で下記の見学会の参加者

を募集します。本テーマに関心のある会員企業の実

務者の方のご参加をお待ちしております。 

貴社で関係ありそうな部署へのご周知をお願い申

し上げます。 

主 査：金沢大学 先端科学・社会共創推進機構 

日 時：9月 15日（木）14:10－16:00頃 

場 所：金沢大学角間キャンパス 自然科学本館 

（金沢市角間町）リアル開催 

概 要：オープンイノベーションがさけばれるな

か、本学では保有する研究機器・設備を産学連

携や社会共創に役立てるために学外の方の利用

を受け入れています。本交流会では、外部利用

可能な研究設備等の見学と説明会形式をとり、

本学で提供する研究支援サービスを紹介すると

ともに、個別相談にも対応する予定です。 

＜外部利用可能な設備等＞ 

https://skrs.adm.kanazawa-u.ac.jp/portal 

対 象：テーマに関心のある会員団体の実務者等 

定 員：20名［先着順］ 

詳 細：

https://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/5c858b90

c3be91bf5b727ba06bb0c3e8.pdf 

申 込：下の URL から申込ください。 

https://forms.office.com/r/akksYvnWy7 

締 切：8月 9日(火) ※定員に達し次第締切 

（担当：坂井） 

 

 

■北陸環境共生会議からのお知らせ 
いしかわ環境フェア 2022出展 
【日時】8月 20日（土）-21日（日）9:30-16:30 

【場所】石川県産業展示館４号館 

【内容】廃棄プラスチックを使って万華鏡を作ろ

う!! 

【主催】（公社）いしかわ環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ県民会議 

【URL】https://www.eco-

partner.net/information/environ-fair 

いしかわ環境フェア映画上映会 
【日時】8月 20日（土）13:30-16:00 

【場所】石川県地場産業振興センター本館 大ホ

ール 

【内容】映画「ある町の高い煙突」上映 

【申込】8月 5日（金）締切、詳細は URL参照 

お知らせ 

https://forms.office.com/r/KZqmQBZKdU
https://www.hokkeiren.gr.jp/news/1543.html
https://forms.office.com/r/PgX3AECmb4
https://skrs.adm.kanazawa-u.ac.jp/portal
https://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/5c858b90c3be91bf5b727ba06bb0c3e8.pdf
https://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/5c858b90c3be91bf5b727ba06bb0c3e8.pdf
https://forms.office.com/r/akksYvnWy7
https://www.eco-partner.net/information/environ-fair
https://www.eco-partner.net/information/environ-fair
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【主催】石川県 

【URL】

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kankyo/r4eiga.h

tml 

（担当：森岡） 

 

■厚生労働省からのお知らせ 
「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目とな
りました 
2022年 7月 8日に女性活躍推進法に関する制度が改

正され、常時雇用する労働者が 301人以上の事業主に

対して、「男女の賃金の差異」の情報公表が義務付け

られることになりました。 

常時雇用する労働者が 101名以上 300名以下の事業

主は、「男女の賃金の差異」を含む 16項目から任意の

1項目以上の情報公表が必要です。 

 改正内容をご確認いただき、ご準備をお願いいたし

ます。 

【詳細】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/00

00091025.html 

（担当：日野） 

 

■中部経済産業局からのお知らせ 
経験値活用型サポート人材交流会 
中部経済産業局では、多様な経営課題を持つ中小企業

等と、豊富な実務経験に基づく専門知識やノウハウを持

つ人材とをマッチングし、中小企業等が適切な外部人材

を確保することで、経営課題を解決し、企業の付加価値

や労働生産性等を向上させるため「経験値活用型サポー

ト人材確保事業」を行っています。 

今年度は、富山県および石川県において実施します。

ご興味をお持ちの方は、ぜひご参加ください。 

【富山会場】高岡市生涯学習センター 

11月 8日（火）13:30 

【石川会場】石川県地場産業振興センター 

10月 6日（木）13:00 

【詳細】https://www.hokkeiren.gr.jp/news/1544.html 

（担当：日野） 

 

■デジタル庁からのお知らせ 
2022年「デジタルの日」賛同企業・団体を募集 
デジタル庁では、10月 2日(日)と 3日(月)を「デジ

タルの日」、10月を「デジタル月間」として設け、国民

の皆様にデジタルに触れる“きっかけ”をつくる取組

を推進しています。 

2022年「デジタルの日」にご賛同いただき、デジタ

ル化を推進する取組を行って頂ける企業・団体を募集

しております。 

北陸経済連合会も賛同団体として申請しました。 

北経連の会員の皆さまも賛同企業・団体として、

申請頂ければ幸いです。詳細につきましては、下記

リンクよりご確認ください。 

【URL】 

https://www.digital.go.jp/news/ec432ea1-

22ac-4d2c-8b13-5418598e5cf6/ 

【申請】下記フォームより申請願います。 

https://krs.bz/digital-days/m/entry 

賛同申請において費用等は一切かかりません。 

【締切】10月 31日（月） 

（担当：坂井） 

 

 

■北経連事務局の人事異動 
 

専務理事 東田隆一 

北陸電力(株)より着任（6 月 28

日付） 

 

 

 

 

 

 

副部長 鳥山倫彦 

北陸電力(株)より着任（7 月 1

日付） 

 

 

 

 

 

 

調査役 小玉陽介 

（株）福井銀行より着任（7月 11日付） 
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