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●西日本経済協議会 2022年度第 2回 国際分科会  
日 時：9日 26日（月）15：00-17：30 

会 場：金沢市 北国ビルディング 

参加者：13名 （各経連部長以下 9名、北経連 4名）  

 西日本経済協議会の 2022年度第 2回 国際分科会を 

北陸、中部、関西、四国、九州、中国の 6経連すべて

が参加し開催した。 

本分科会の目的を再確認の上、(1)各経連での本年度

事業計画での課題と対応策、(2)本分科会連携事業の取

組み状況と今後、(3)地元企業の輸出・海外展開支援・

外国人材の活用促進の 3点に関し、各経連の取組み状

況や課題に対する情報・意見交換を実施した。 

本分科会としては一年振りの対面での開催となり、

活発な意見、質疑応答を通じ各経連の事業内容への理

解が深まった。今後の各経連の活動に参考となる事業

活動や意見・発言が数多く出され、限られた時間であ

ったものの、大変有意義な分科会となった。来年度は

中部経済連合会が幹事となり、4月 14日（金）開催予

定。 

（担当：小島） 

 

今後の行事予定 

 

◆西日本経済協議会総会 
日 時：10月 17日(月)13：30-18：10 

場 所：ホテル一畑（島根県松江市） 

 北陸、中部、関西、四国、九州、中国の６つの経済連

合会で構成する西日本経済協議会の総会を開催します。 

 

◆北陸国際投資交流促進会議「北陸進出企業に学

ぶ企業誘致勉強会」 

日 時：10月 19日（水) 10:30-12:00 

形 式：オンライン開催（Teams) 

内 容： 

・講演「テクノロジー×クリエイティブで、楽しい明

日を、今日つくる！～人生 100年時代における、働き

方を探して～」 

(株)ベクターデザイン 代表取締役社長 梅澤 幻 氏 

取締役        藤﨑 麻衣 氏 

取締役         松原 孝 氏 

・自治体（富山県）より誘致にあたっての支援・サ

ポート活動など説明 

申 込：10月 13日（木）までに下の URLから申込み 

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

（担当：岩田・森岡） 

 

◆2022年度 第二回 海外現地情勢報告セミナー 

～ベトナム・タイ・シンガポール～ 

ウィズ・アフターコロナを見据え、海外市場開拓の

候補先として注目度が高いベトナムとタイから現地

進出企業の動向や抱える課題に関して、また、長期に

わたり高い経済成長率を実現しているシンガポール

から生産性向上に関する一次情報を地銀の海外拠点

から発信します。 

日 時：10 月 25 日（火）13：00-15：00（日本時間）  

形 式：オンライン（Microsoft Teams） 

内 容： 

「ベトナムに対する期待と現状認識とのギャップに

ついて」 

(株)北陸銀行 ホーチミン駐在員事務所  

所長 山田 太一 氏 

「進出企業の最新動向と抱える課題」 

(株)福井銀行 バンコク駐在員事務所 

所長 木田 浩久 氏 

「シンガポールに学ぶリスキリングによる生産性向

上策」 

CC INNOVATION SINGAPORE PTE. LTD.  

Managing Director 中村 彰秀 氏 
申 込：10 月 18 日（火）までに下記 URL から申込み

https://forms.office.com/r/mF6ts8eyRe  

※複数名の参加可能です。参加者毎に申込みください。 

詳 細：

https://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/2ae2e749b

fd5807f34c201b3ee373fe9.pdf 

問合せ：北陸 AJEC 小島・髙道  

TEL:076-231-5525 Email:ajec@hokkeiren.gr.jp 

（担当：小島・髙道） 

 

◆外国人留学生採用に関するシンポジウム 

北陸企業の労働力不足解消、生産性向上のために高

度外国人の活用が重要であり、そのためには、北陸の

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。具体的な取組みとして、留学生ＯＢの

９月16日～30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/STtAALTNFT
https://forms.office.com/r/mF6ts8eyRe
https://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/2ae2e749bfd5807f34c201b3ee373fe9.pdf
https://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/2ae2e749bfd5807f34c201b3ee373fe9.pdf
mailto:ajec@hokkeiren.gr.jp
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企業での活躍状況を紹介し、留学生採用に関して会員

企業さまにご理解いただくことを目的に、本シンポジ

ウムを開催します。人事担当、採用担当の方にも、ご案

内いただきますようお願い申し上げます。 

日 時：10月 31日（月）13：30-16：00 

場 所：金沢ニューグランドホテル４階「金扇」（先着 40

名）、オンライン併催（定員なし） 

内 容： 

・第１部 基調講演（13：35～14：20）  

  「外国人留学生の採用と活躍について」 

亜細亜大学 アジア研究所教授 九門大士 氏 

・第２部 留学生採用企業より報告（14：30～15：00） 

留学生の活躍状況等について 

㈱小矢部精機 経営企画室 谷口陸世 氏 

北菱電興㈱ 人事部人事課 谷英恵 氏  

日華化学㈱ 経営企画本部 HRイノベーション部 

次長  今井貴史 氏  

・第３部 パネルディスカッション（15：10～15：55） 

留学生の活躍、能力をうまく引き出す方法、留学生

の活躍にあたっての課題と解決策など 

<パネリスト> 

㈱小矢部精機 執行役員 北山由美 氏 

 北菱電興㈱ 取締役企画本部企画室室長 酒元一幸氏 

日華化学㈱ 経営企画本部 HRイノベーション部次長 

  今井貴史 氏 

<コーディネーター> 

亜細亜大学 アジア研究所教授  九門大士 氏 

申 込：10月 24日（月）までに下記 URLより申込み 

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

主 催：北陸環日本海経済交流促進協議会（北陸 AJEC） 

共 催：北陸経済連合会、北陸未来共創フォーラム 

問合せ：北陸経済連合会、北陸 AJEC TEL：076-231-5525 

岩田：iwata@hokkeiren.gr.jp 

髙道：takamichi@hokkeiren.gr.jp 

（担当：岩田、髙道） 

 

◆【実施】会員懇談会（石川会場） 
日 時：11月 1日（火）14:30-17:30 

場 所：ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ金沢（オンライン併催） 

対 象：全会員（案内済） 

テーマ：ダイバーシティ＆インクルージョン 

「カルビーのダイバーシティ活動の取り組み」 

カルビー(株)常務執行役員 人事総務本部長 

コーポレートコミュニケーション本部管掌 

Ｄ＆Ｉ・スマートワーク推進室管掌 武田雅子 氏  

「アンコンシャスバイアスを知る、気づく、対処する

～一人ひとりがイキイキと活躍する組織づくりをめざ

して」 

（一社）アンコンシャスバイアス研究所 代表理事 

守屋智敬 氏 

 

◆【実施予定】2022年度 第 2回人財活躍推進委

員会 
日 時：11月 25日（金）15:30-17:00 

場 所：金沢ニューグランドホテル（オンライン併催） 

対 象：委員に案内予定 

 

◆【実施予定】2022年度 第 2回新たな価値創出

委員会 
日 時：11月 30日(水) 12:00-15:00 

場 所：ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ金沢（オンライン併催） 

対 象：委員に案内予定 

 

◆【実施予定】2022年度 第 2回国際委員会 
日 時：12月 2日（金）12:00-13:30 

場 所：ホテル金沢（オンライン併催） 

対 象：委員に案内予定 

 

◆【実施予定】2022年度 第 2回観光委員会 
日 時：12月 7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：委員に案内予定 

 

お知らせ 

 

■内閣府規制改革推進室からのお知らせ 

「規制改革・行政改革ホットライン（縦割り

110番）」のご案内 
内閣府規制改革推進室では、役所の縦割り、前例

主義の是正を始めとする規制改革・行政改革の推進

にあたり、広く国民や企業および団体等の声をお伺

いして改革に結びつけるため、2020年 9月に「規制

改革・行政改革ホットライン（縦割り 110番）」を開

設し、常時、皆様からのご提案を受け付けていま

す。 

日常生活や仕事において不便を感じている、ある

いは改善を図るべきと思える国の制度がございまし

たら、ぜひ具体的な改革提案をお寄せ下さい。 

提案の提出方法等、詳細については、下記 URLの

内閣府ホームページからご確認ください。 

https://form.cao.go.jp/kokumin_koe/opinion-

0016.html 

（担当：小林） 

 

■北陸国際投資交流促進会議からのお知らせ 

『関西ものづくりワールド 2022』出展 
【日時】10月 5日(水)～7日(金) 

【場所】インテックス大阪 

https://forms.office.com/r/vwrFVPzJat
mailto:iwata@hokkeiren.gr.jp
mailto:takamichi@hokkeiren.gr.jp
https://form.cao.go.jp/kokumin_koe/opinion-0016.html
https://form.cao.go.jp/kokumin_koe/opinion-0016.html
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【出展社名】北陸地域企業誘致連絡会 

【詳細】 

https://www.manufacturing-world.jp/kansai/ja-

jp.html 

【内容】富山県、石川県、福井県、北陸電力(株)、北陸

経済連合会で構成する北陸地域企業誘致連絡会（北

陸国際投資交流促進会議）は、北陸地域への企業誘

致を目的に、企業向け助成制度、交通アクセスの向

上、北陸新幹線の延伸、住みやすさ働きやすさを紹

介する。 

（担当：森岡） 

 

■北陸環境共生会議からのお知らせ 

とやま環境フェア 2022出展 
・リアル出展 

【日時】10月 9日(日)～10日（月・祝） 

【場所】富山市民プラザ２Fアートギャラリー他 

【内容】『工作教室 廃棄プラスチックを使って万華鏡

を作ろう!!』。工作キットを用いて万華鏡を完成さ

せ、海洋プラスチックや破棄プラスチックの再利用

について考える。 

【主催】とやま環境フェア開催委員会 

【共催】北陸環境共生会議 

・ウェブ出展 

【日時】10月 7日(金)～2023年 1月 9日（月・祝） 

【詳細】https://www.eco-toyama.jp/ 

（担当：森岡） 

 

■金沢市からのお知らせ 

金沢美大デザイン講座 デザイン入門セミナー 
「サスティナブル経営に欠かせないデザイン思考」 

デザインにおいても、環境に配慮した持続性のある

製品開発が求められています。金沢美術工芸大学の先

生や大手企業の製品開発に関わる方の実例を元に分か

りやすく説明し、初めて学ぶ方でもデザインに関する

理解を深めていただけます。 

【URL】 

http://www.kanazawa-sangaku.jp/training.html 

【形式】Zoomオンライン開催 

【日時】10月 7日(金)14:00-16:00 

【講師】 

・soil㈱代表取締役社長 石動博一 氏 

・金沢美術工芸大学 製品ﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻教授 安島諭 氏 

・エイジデザイン㈱代表取締役 稲垣揚平 氏 

【対象】ものづくりに携わる企業経営者、企画開発者

など（金沢市以外の方もご参加可） 

【申込】10月 5日（水）までに上記 URLより申込み 

【主催】金沢市産学連携事業運営委員会、金沢市 

【問合せ】金沢市産学連携事業運営委員会 山下 

TEL:076-240-1934  

Email：igyousyu@city.kanazawa.lg.jp 

（担当：坂井） 

 

■北陸信越運輸局からのお知らせ 

次世代自動車シンポジウム～2050年カーボンニ

ュートラルの実現に向けて～ 
【日時】10月 20日(木)13:00-16:30 

【場所】新潟ユニゾンプラザ 2階多目的ホール 

    （オンライン併催予定） 

【内容】 

・基調講演「カーボンニュートラルに向けた自動車

技術と政策」早稲田大学名誉教授 大聖泰弘 氏 

・講演「グリーン社会の実現に向けた国土交通省の

取組み」国土交通省総合政策局環境政策課 

大井征史 氏 

・取組紹介：いすゞ自動車㈱、日産自動車㈱ 

・パネルディスカッション 

・取組事例 

【申込】10月 14日（金）までに下記 URLより申込み 

北陸信越運輸局 HP 次世代自動車シンポジウムサイト 

https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/00001_00754.html 

【主催】国土交通省 北陸信越運輸局 

【問合せ】北陸信越運輸局交通政策部環境・物流課 

渡邊・今井 TEL:025-285-9152 

Email：hrt-moushikomi@mlt.go.jp 

（担当：高畠） 

 

■(一財)中部生産性本部からのご案内 

2022年度 人と企業の活力化フォーラム 

「海図なき時代に新たな未来を描く」～DXや

GXなどの山積する課題を解決するなかで～ 
【形式】オンライン開催(Zoom) 

【日時・内容】 

全 10 回（第 1回～第 5回は上記 URL参照） 

第 6回 11月 11日(金)14:00-15:45 

｢日本の強みを活かした"しなやかで強い"組織のつ

くり方｣ 

NPO法人 NELIS代表理事 ﾋﾟｰﾀｰ D.ﾋﾟｰﾀﾞｰｾﾝ 氏 

第 7回 11月 21日(月)14:00-15:45 

｢“イマドキの若者”の能力を引き出すマネジメン

ト｣～人材が定着･活躍する組織づくり～ 

若者&組織ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究家 平賀充記 氏 

第 8回 12月 1日(木)14:00-15:45 

「管理型マネジメントを徹底排除したワクワク感

満載の働き方」  HILLTOP㈱相談役 山本昌作 氏 

第 9回 12月 5日(月)14:00-15:45 

｢仕事をする上で"運の良い人"になるための思考と

行動｣～どう判断し､どう選択しているかを科学的

https://www.manufacturing-world.jp/kansai/ja-jp.html
https://www.manufacturing-world.jp/kansai/ja-jp.html
https://www.eco-toyama.jp/
http://www.kanazawa-sangaku.jp/training.html
tel:076-240-1934
mailto:igyousyu@city.kanazawa.lg.jp
https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/00001_00754.html
mailto:hrt-moushikomi@mlt.go.jp
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に分析～ 早稲田大学ﾋﾞｼﾞﾈｽｽｸｰﾙ教授 杉浦正和 氏 

第 10回 12月 13日(火)14:00-15:45 

｢6000人の一般市民を舞台に立たせた達人に学ぶ"巻

き込み力"強化｣ 

㈱まなベル代表取締役社長 安藤悠一 氏 

【詳細・申込】 

https://www.cpc.or.jp/cpc/publics/index/189/ 

【主催】(一財)中部生産性本部（北経連他 後援） 

【問合せ】 

(一財)中部生産性本部 大澤・堤・中川 

TEL：052-221-1261  FAX：052-221-1265 

https://www.cpc.or.jp/cpc/ 

（担当：坂井） 

 

■技術交流ﾃｸﾉﾌｪｱ実行委員会からのお知らせ 

北陸技術交流テクノフェア 2022プレイベント！ 

豪華講師陣によるオンラインセミナー 
【セミナー２】もう一つの身体を手に入れる。「分身

ロボット」テクノロジー 

日時：10月 7日（金）14：00-15：00 

講師：㈱オリィ研究所 所長 吉藤オリィ 氏 

内容:「孤独を解消する」分身ロボット“オリヒメ”

を開発。新進気鋭の若手ロボット開発者。 

【セミナー３】 

中小企業だって脱炭素対応、生産性向上を実現でき

る！～楽しく競争力を向上する IoT活用術～ 

日時：10月 14日（金）13：30-14：30 

講師：旭鉄工㈱/ i Smart Technologies㈱  

代表取締役 木村哲也 氏 

内容：DXで労務費を年 4億円節減/脱炭素推進を実

現。トヨタ自動車 Tier1の中小企業社長。 

【詳細・申込】https://www.technofair.jp/seminar 

【問合せ】福井商工会議所 まちづくり・産業振興課 

TEL：0776-33-8252 FAX：0776-36-8588 

Email： technofair@fcci.or.jp 

（担当：渡辺） 

 

■技術交流ﾃｸﾉﾌｪｱ実行委員会からのお知らせ 

「北陸技術交流テクノフェア 2022」開催 
「ともに生きる、ともに進むための技術革新。」をテ

ーマに開催します。北経連は(一財)北陸産業活性化セ

ンター・富山県立大学・金沢工業大学・北陸大学の研

究室と共同でブース出展を予定しています。 

【URL】https://www.technofair.jp/ 

【日時】10月 20日(木)～21日(金)10:00-17:00 

【場所】福井県産業会館 他 

【主催】技術交流テクノフェア実行委員会 

（北経連も実行委員会に参画） 

【主管】福井商工会議所 まちづくり・産業振興課 

【内容】 

・展示会（企業、研究機関、大学等のブース出展） 

・特別企画展「これからの人・まち・暮らしを支え

るテクノロジー」 

・記念講演会「人間ロボット共生社会の未来」 

ロボット学者 大阪大学教授 石黒浩 氏 

記念講演会の詳細・申込は下記 URLを参照 

https://www.technofair.jp/seminar/#LectuireArea 

【問合せ】福井商工会議所 まちづくり・産業振興課 

TEL：0776-33-8252 FAX：0776-36-8588 

Email： technofair@fcci.or.jp 

（担当：渡辺） 

 

■ジェトロからのお知らせ 

日越オープンイノベーション促進ウェビナー 

（第 2回） ～ヘルステック編～ 
専門家によるベトナムヘルステック動向の解説に

続き、従業員向けのオンライン医療サービスを展開す

る「MEDCI」、医薬品流通関連のテクノロジーを提供す

る「SPHACY」、高齢者向けの健康管理アプリを開発・

提供する「HASU」の 3社を紹介します。 

【日時】10月 13日（木）ベトナム時間 13:30-15:10 

日本時間 15:30-17:10 

【形式】オンライン開催（Zoom） 

【定員】200名（予定） 

【言語】日本語（日越同時通訳） 

【詳細】 

https://www5.jetro.go.jp/newsletter/vha/2022/In

novationTeam/221013_annai.pdf 

【申込】10月 12日（水）正午（日本時間）まで 

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/vha/jvoi2 

【主催】計画投資省国家イノベーションセンター

(NIC)、ベトナム日本商工会議所（JCCI）、ジェトロ 

【問合せ】ジェトロ・ハノイ事務所 山梨、新居 

TEL:+84-24-3825-0630 

Email:VHA-Innovation@jetro.go.jp 

（担当：小島・髙道） 

 

■ベトナム貿易振興局からのお知らせ 

ベトナムフードエキスポ 2022展示会 
ベトナムフードエキスポ 2022はベトナム最大規模、

国外においても最大級となる食品・飲料・食品産業総

合展示会です。世界各国、ベトナム各地より関連事業

者が集まる本展示会は出展者、バイヤー、ビジターな

ど関係各位から毎年高い評価を得ております。 

在日ベトナム大使館商務部は両国企業・業者への輸

出入促進支援・ビジネスコネクションを目的として、

本展示会に出席する予定です。本展示会に出展してい

るベトナム企業・業者との直接取引のご希望等がござ

https://www.cpc.or.jp/cpc/publics/index/189/
https://www.cpc.or.jp/cpc/
https://www.technofair.jp/seminar
mailto:technofair@fcci.or.jp
https://www.technofair.jp/
https://www.technofair.jp/seminar/#LectuireArea
mailto:technofair@fcci.or.jp
https://www5.jetro.go.jp/newsletter/vha/2022/InnovationTeam/221013_annai.pdf
https://www5.jetro.go.jp/newsletter/vha/2022/InnovationTeam/221013_annai.pdf
https://www.jetro.go.jp/form5/pub/vha/jvoi2
mailto:VHA-Innovation@jetro.go.jp
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いましたら、ぜひ大使館商務部までお問い合わせくだ

さい。 

また、現地展示会視察に向けベトナム大使館商務部

との同行が可能です。ご都合がよろしければ必要事項

を入力の上、下記メールアドレスまでご連絡ください。

（ホテル代、航空チケット、その他諸経費は各自負担） 

【必要事項】企業名／役職名／お名前／電話番号 

／携帯番号／メールアドレス  

【連絡先】在日ベトナム大使館商務部 

担当：タ・ドク・ミン参事官 TEL：090-6317-6868 

  Email：taducminh@yahoo.com,jp@moit.gov.vn 

【会 期】11月 16日（水）～19日（土） 

【場 所】ベトナム-ホーチミン市 サイゴン エキシビ

ション＆コンベンションセンター(SECC) 

799 Nguyen Van Linh Str., Dist.,7, HoChiMinh 

City 

【同行の日程（予定）】 

 11月 15日 日本発～ホーチミン市着 

 11 月 16 日～19 日 開会式への参加、ブース視察、 

商談会・ビジネスフォーラムへの参加、業者との商

品取引、閉会式へ参加など 

 11月 20日 帰国 

【詳細・申込】https://foodexpo.vn/en/index.php 

【問合せ】ベトナム貿易振興局（VIETRADE） 

     Email：foodexpo@vietrade.gov.vn    

（担当：小島・髙道） 

 

■BOI東京事務所からのご案内 

WEBセミナー「タイ：ASEANの域内ハブ」開催 
ASEANに地域統括会社を持つことにより、域内の顧客

企業に近接、事業状況を把握することが容易になり、母

体企業の負担が軽減されます。アジアや広域国際市場

への交差点としての立地、近隣諸国との包括的な連結

性（コネクティビティ）、手頃なビジネスコストや優れ

た事業環境等から、タイは地域本部として最適な選択

肢であると言えます。政府からの全面的支援や、仕事と

レジャーの両方に適した生活環境もメリットです。 

本セミナーでは、タイでの地域統括拠点設立時に申

請可能な国際ビジネスセンター（IBC）を中心に、日本

企業からの申請が多いサービス業種、貿易ならびに投

資支援事務所（TISO）や国際部品調達事務所（IPO）も

含め、事業範囲や条件について説明します。 

IBC事業に対し、別途、税制上の恩典を設けている国

税局より、優遇措置の詳細について講演を頂きます。

IBC をはじめとするサービス事業で進出可能性をご検

討いただく良い機会です。最後には長めに質疑応答の

時間を設けておりますので、ぜひ疑問に思われている

質問事項を事前にお寄せください。 

【日時】10月 26日（水）15:00-16:30 

【形式】オンライン開催（Zoom、定員 500名） 

【言語】泰日同時通訳 

【申込・詳細】10月 17日（月）まで 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_oZB

qoelXQg-Z5cfbG70_tg 

【主催】タイ王国大使館経済・投資事務所（BOI東京

事務所）、タイ投資委員会（BOI）大阪事務所 

【後援】国際機関日本アセアンセンター、ジェトロ、

中小企業基盤整備機構、日・タイ経済協力協会 

（JTECS）、三菱 UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀

行、商工中金、日タイ・ビジネスフォーラム（JTBF） 

【問合せ】タイ BOI東京事務所 TEL：03-3582-1806 

Email：thaiboitokyo@gol.com 

（担当：小島・髙道） 
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