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●北陸国際投資交流促進会議            
「関西ものづくりワールド 2022」出展                
日 時：10 日 5 日（水）～７日（金） 

会 場：大阪市 インテックス大阪 

 富山県・石川県・福井県・北陸電力(株)・北経連

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、関西ものづくりワールド 2022 に

出展し、来場者に北陸の優れた立地環境や企業支援

制度を紹介した。北経連は、北陸新幹線建設促進同

盟会と連携して、北陸新幹線の開業状況や延伸状

況、大阪まで開業した場合の利便性をＰＲした。 

 

（担当：森岡） 

 

●北陸環境共生会議               
「とやま環境フェア 2022」出展          
日 時：10 日 9 日（日）～10 日（月・祝） 

会 場：富山市民プラザ２F アートギャラリー他 

北陸環境共生会議は、カエルデザイン合同会社協力

のもと「とやま環境フェア 2022」に出展し、廃棄プ

ラスチックを用いて万華鏡を作る工作教室を実施し

た。 

材料には、障害を持つ人たちが拾った海洋漂着ごみ

を利用しており、廃棄物の再利用や就労支援につい

て考えながら、約 140 組の親子が万華鏡を完成させ

た。 

北陸環境共生会議構成：富山県・石川県・福井県・

北経連、北陸電力㈱協力 

（担当：森岡） 

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） 

（担当：高畠） 

 

◆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：〆切済み  

（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

10 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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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。留学生ＯＢの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：北経連、北陸未来共創フォーラム 

問合せ：北経連、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） 

 

◆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 

（担当：渡辺） 

 

◆第 49 回北陸地方経済懇談会（経団連との懇談

会） 
日 時：11 月 17 日（木）14:00-16:00 

場 所：ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ富山（オンライン併催） 

対 象：全会員（案内済） 

（担当：小玉） 

 

◆会員懇談会（福井会場） 
日 時：11 月 24 日（木）14:30-17:30 

場 所：福井県民ホール AOSSA8 階（オンライン併催） 

対 象：全会員（案内済） 

テーマ：カーボンニュートラル 

「カーボンニュートラルに向けた取組とビジネスチ

ャンスについて」 

（国研）産業技術総合研究所 

執行役員兼エネルギー・環境領域 領域長 

小原春彦 氏  

「産総研の北陸地域における連携強化について」 

 （国研）産業技術総合研究所 理事兼執行役員 

栗本聡 氏 

「花王の脱炭素経営」 

花王(株)ESG 部門 ESG 活動推進部 部長 柴田学 氏 

（担当：渡辺） 

 

◆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 

（担当：落合） 

 

◆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） 

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
https://forms.office.com/r/vwrFVPzJat
mailto:iwata@hokkeiren.gr.jp
mailto:takamichi@hokkeiren.gr.jp
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対 象：委員に案内済 

（担当：坂井） 

 

◆新たな価値創出オンライン講演会 
 北経連では、地元の大学と経済界が更に連携を強化

し、産学官連携による新たな価値創造等に取組んでお

ります。この度は、富山大学の齋藤学長を講師に迎え、

講演会を開催します。 

日 時：11 月 30 日（水）14:00-15:00 

形 式：オンライン（Teams ライブイベント） 

演 題:「富山大学の産学連携の取り組み～北陸地域産

業との連携～」 

富山大学 学長 齋藤滋 氏 

対 象：全会員（北経連会員以外の方も参加頂けます） 

詳 細： 

https://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/8e639a9a2

a4cde638aabcb1d02400a88.pdf 

申 込：11 月 18 日（金）までに下記 URL から申込 

https://forms.office.com/r/yU2Dmvs0hV 

（担当：坂井） 

 

◆北陸産学技術交流会（情報交換） 

テーマ「製造 DX、AI 活用による新たな価値を創

出する適用分野」（主査：立山科学㈱） 
立山科学㈱と北経連の共催で技術交流会(情報交

換)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、会員大学の研究者の方のご参加をお

待ちしております。 

貴団体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。 

日 時：12 月 1 日（木）13:30-15:00 頃 

場 所：オンライン(Teams 会議) 

概 要：当社では、AI 技術を活用した外観検査システ

ム、可視化技術、データ活用技術を有している。

これにより、これまで作業員の経験に頼ってい

る工場の目視検査工程などへ適用することで、

カメラ画像と AI 技術による自動判定が可能と

なり、工程の平準化、歩留まり向上も期待でき

る。本交流会では、それぞれの課題や事例紹介

などを通じて、当該技術を活用した課題解決や

新たな価値創出、製品のアイディアなどの応用

展開について意見交換を希望します。 

対 象：テーマに関心のある会員団体の実務者等 

定 員：10 名［先着順］ 

詳 細： 

https://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/119ed5b

1e1cc1eb01a3dffaf2b2da942.pdf 

申 込：11 月 4 日（金）までに下記 URL から申込。 

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

（担当：坂井） 

 

◆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 

（担当：小島） 

 

◆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 

（担当：鳥山） 

 

◆2022 年度 第 2 回総合対策委員会 
日 時：12 月 14 日（水）12:00-14:00 

場 所：ホテル日航金沢（オンライン併催） 

対 象：委員に案内予定 

（担当：小林） 

 

◆中部・近畿経済産業局との懇談会 
日 時：12 月 6 日（火）12:30-15:00 

場 所：ザ・グランユアーズフクイ(オンライン併催) 

対 象：役員に案内予定 

（担当：宮西） 

 

お知らせ 

 

■いしかわ PPP/PFI 地域プラットフォーム運営 

事務局からのお知らせ 

石川県能登町 公共宿泊施設の有効活用に向けて

のサウンディング調査 
石川県能登町において、公共宿泊施設の有効活用

に向けたサウンディング型市場調査を行います。 

サウンディング調査（対話型市場調査）とは、

公有地などの活用方法について、公募により民間

事業者から広く意見や提案をいただく対話を通し

て、公有地等の不動産市場におけるポテンシャル

や事業者が参加しやすい公募の条件等を正確に把

握するための調査です。 

 能登町では、2020 年度に 20 年後の町の姿を見据

え、町の公共サービスや公共施設のあり方を整理

し、各施設の今後の方向性、対策の優先順位の考え

方や対策内容、実施時期等を具体化した、「第１期能

登町公共施設個別施設計画」（以下「個別施設計画」

という。）を取りまとめました。また、2016 年度に

策定した「能登町公共施設等総合管理計画」につい

ても、個別施設計画を踏まえ、昨年度に改訂を行い

https://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/8e639a9a2a4cde638aabcb1d02400a88.pdf
https://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/8e639a9a2a4cde638aabcb1d02400a88.pdf
https://forms.office.com/r/yU2Dmvs0hV
https://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/119ed5b1e1cc1eb01a3dffaf2b2da942.pdf
https://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/119ed5b1e1cc1eb01a3dffaf2b2da942.pdf
https://forms.office.com/r/SbcsbDtHyx


   北経連トピックス                    2022 年 10 月 17 日（月）No312 

 

                                

- 4 - 

 

ました。 

個別施設計画では、宿泊施設について、再編の方

向性として、民間譲渡を含めた検討や施設の集約化

等を検討することとなっています。 

全国的な課題である少子高齢化や公共施設の老朽

化等を踏まえた行財政運営を行っていくうえにおい

て、民間のアイデア、ノウハウ、資金等を効果的に

活用する必要性が高まる中、町が所有する宿泊施設

についても、利用の現状、施設維持に係る財政負担

等を踏まえ、集約化や資産の譲渡等を含めた「今後

の施設のあり方・方向性」を幅広く検討するため

に、事業発案段階において、民間事業者の「自由な

発想」による意見を求めるものです。 

【詳細】 

https://www.town.noto.lg.jp/www/info/detail.js

p?common_id=18942 

【問合せ】能登町ふるさと振興課 

TEL：0768-62-8526 

（担当：小林） 

 

■石川県からのお知らせ 

省エネ設備緊急支援事業費補助金（３次募集）の

公募について 
エネルギー価格の高騰が深刻化する中、燃料や電

力の消費抑制によるコスト削減が喫緊の課題となっ

ていることから、省エネ性能に優れた設備更新等を

支援します。 

【対象】石川県内に本社又は主たる事業所を有する

中小企業等 

 【募集期間】10 月 7 日(金)～11 月 7 日(月)16 時必着 

 【補助対象事業】 

石川県内の事業所等において、エネルギー（燃料・

電力）の消費抑制を図るために、既存の生産設備等

を省エネ設備へ更新、あるいは既存の生産設備等

に省エネ機能を付加する事業 

【補助額・補助率】 

 上限 600 万円（下限 50 万円）・補助率 1/2  

【詳細】 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/syoko/document

s/syouene.pdf 

【問合せ】 

（公財）石川県産業創出支援機構(ISICO) 

プロジェクト推進部 次世代産業支援課 

 TEL：076-267-6291 

（担当：小林） 

 

■北陸環境共生会議からのお知らせ 

｢てつどう×かんきょうフェスタ in ふくい｣出展 
【日時】10 月 22 日(土) 10:00-16:00 荒天時中止 

【場所】福井市 田原町駅 

【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廃棄プラスチックの再

利用について考える。 

【主催】福井県庁カーボンニュートラルチーム 

【協力】北陸環境共生会議 

【詳細】 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankyou/t

rain.html 

（担当：森岡） 

 

■総務省北陸総合通信局からのお知らせ 

「北陸地域 ICT イノベーションセミナー2022」

（令和 4 年度 SCOPE 成果発表会） 
【日時】11 月 2 日(水) 13:30-16:00 

【場所】KKR ホテル金沢(オンライン併催) 

【定員】会場 30 名、オンライン 50 名 

【内容】 

(1)基調講演「デジタル田園都市国家構想推進施策に

ついて」 

(2)情報通信研究機構（NICT)の産学連携の取組につ

いて 

(3)SCOPE の成果発表 

【詳細】 

https://www.soumu.go.jp/soutsu/hokuriku/press/2

022/pre221006_01.html 

【申込】10 月 26 日（水）までに申込 

【主催】北陸総合通信局（北経連後援） 

【問合せ】北陸総合通信局情報通信部 

電気通信事業課 電話 076-233-4421 

 Email：hokuriku-jigyo_seisaku@soumu.go.jp 

（担当：坂井） 

 

■北陸先端科学技術大学院大学からのお知らせ 

「Matching HUB Hokuriku 2022」の開催 
産学・産産連携に向けて、企業、公的機関、金融機

関、大学（研究者、学生）が参加するマッチングイベ

ントを開催します。ご来場をお待ちしております。 

【URL】https://matching-

web.jaist.ac.jp/portal/index.html 

【日時】11 月 17 日(木)～18 日(金) 

【場所】ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ金沢 

【主催】北陸先端科学技術大学院大学（北経連後援） 

【11 月 17 日(木)】 

13:00 オープニング  

13:30 特別講演 

  経済産業省商務情報政策局情報経済課 

   アーキテクチャ戦略企画室長 和泉憲明 氏 

https://www.town.noto.lg.jp/www/info/detail.jsp?common_id=18942
https://www.town.noto.lg.jp/www/info/detail.jsp?common_id=18942
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/syoko/documents/syouene.pdf
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/syoko/documents/syouene.pdf
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankyou/train.html
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankyou/train.html
https://www.soumu.go.jp/soutsu/hokuriku/press/2022/pre221006_01.html
https://www.soumu.go.jp/soutsu/hokuriku/press/2022/pre221006_01.html
mailto:hokuriku-jigyo_seisaku@soumu.go.jp
https://matching-web.jaist.ac.jp/portal/index.html
https://matching-web.jaist.ac.jp/portal/index.html
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  ㈱テレビ東京ホールディングス常務取締役 

   経理・ネットワーク戦略・報道統括 吉次弘志 氏 

14:40 パネルディスディスカッション 

16:10 学生ﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲﾃﾞｱｺﾝﾃｽﾄ M-BIP 最終審査 

【11 月 18 日(金)】 

10:00-17:00 パネル展示 

13:00-17:00 関係機関セミナー 

【申込】下記 URL より事前来場登録 

https://matching-web.jaist.ac.jp/matching-

entry/Mstvisitors/visapplication 

【問合せ】Matching HUB Hokuriku 2022 事務局 

Email: matching2022-info@tk.wave.jp 

（担当：坂井） 

 

■産業技術総合研究所中部センターからのお知

らせ「テクノブリッジセミナー in 石川＆イノ

ベーションシーズ講演会」 
「Matching HUB Hokuriku 2022」の関係機関セミナ

ーとして開催します。 

【URL】 

https://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/78f76f

6f5cb3ad7c7f6cf04cbd896749.pdf 

【日時】11 月 18 日(金)13:00-17:00 

【場所】ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ金沢 3 階 瑞雲の間 

（オンライン併催） 

【定員】会場 60 名、オンライン 200 名 

【内容】 

「産総研における接着関連研究と接着・接合技術コ

ソーシアムを活用した産学官連携創出について」 

接着・界面現象研究ラボ(ナノ材料研究部門接

着界面グループ上級主任研究員 田嶌一樹 氏 

「部材のトータルパフォーマンス向上のためのマル

チマテリアル化研究の紹介」 

中部センターマルチマテリアル研究部門研究部

門長 堀田裕司 氏 

【申込】Matching HUB Hokuriku 2022 ポータルサイ

トの事前来場登録から申込 

https://matching-web.jaist.ac.jp/portal/ 

【主催】国立研究開発法人産業技術総合研究所中部

センター（共催：北陸産業活性化センター

他、後援：北経連） 

【問合せ】産業技術総合研究所中部センター産学官

連携推進室 品田、中尾 TEL:052-736-7370   

E-mail： chubu-kouhou-ml@aist.go.jp 

（担当：坂井） 

 

■ジェトロからのお知らせ 

JETRO STARTUPS CONNECTING HUB - PITCH AND 

MEET IN HANOI 

日本と ASEAN 等の企業によるデジタル技術を活用

した連携を推進する「J-Bridge」の一環として、初

のリアルイベント「Startups Connecting HUB - 

Pitch & Meet in Hanoi」を開催します。本イベント

では、J-Bridge 会員企業（登録無料）を対象に、ジ

ェトロが選定したベトナムスタートアップによるピ

ッチセッション、ビジネスマッチングを実施します。

ベトナムスタートアップとの協業（業務提携・技術

提携・資本提携等）をお考えの日本企業の皆様はぜ

ひご参加ください。 

※11/22（火）には、ホーチミン市内で同イベントを

開催予定。詳細はメルマガ等でご案内します。 

【日時】11 月 9 日（水）日本時間 15:30-18:00 / 

ベトナム時間 13:30-16:00 

【場所】Showtime Coffee and Brunch 

（D-12 Giang Vo, Ba Dinh, Ha Noi） 

【主催】ジェトロ・ハノイ事務所 

【対象】ベトナム企業との協業をお考えの日本企業 

【申込】 

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

【詳細】 

https://www.jetro.go.jp/newsletter/vha

/2022/InnovationTeam/221109_annai.pdf 

【お問合せ】ジェトロ・ハノイ事務所 

(担当：新居、イェン、チャウ)  

TEL：+84-24-3825-0630  

Email：VHA-Innovation@jetro.go.jp 

（担当：小島・髙道） 

 

以 上 
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