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●三経連要望活動 

10月 14日、第 24回三経連経済懇談会決議に基づき、

久和会長が北海道・東北経済連合会会長とともに要望

活動を実施した。 

要望先は次のとおり。 

内閣府（少子化対策 地方創生）坂本 哲志 大臣 

農林水産省          野上 浩太郎 大臣 

与党整備新幹線建設推進ＰＴ  細田 博之 座長 

経済産業省          佐藤 啓 大臣政務官 

自由民主党          二階 俊博 幹事長 

内閣官房           加藤 勝信 官房長官 

自由民主党         下村博文政務調査会長 

国土交通省          赤羽 一嘉 大臣 

公明党            井上 義久 副代表 
 
＊要望書は当会ＨＰに掲載しております。 

http://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/53557a0586

59b3463c500c34df2f8e0f.pdf 

（担当：小山） 
 

●女性の就業意識に関する実態調査結果について                

 ８月に「女性の就業意識に関する実態調査」を実施し、

10月 15日に結果概要を公表した。 

【調査目的】 

北陸から東京圏への流出人口について、男性よりも

女性の方が多い状況にある。 特に若い女性の進学・ 

就職を機とする流出が顕著であり、出生率が低い東京

に若い女性の流出が続くと、人口減少に拍車がかかる

ことを問題視。地元で就職する若い女性を増やすため

には何が必要かを探る。 

【調査対象および回答数】 

北陸三県出身の女性 

北陸三県在住者 1,304人、首都圏在住者 213人 

【結果概要】 

北陸在住者は、結婚出産してもずっと働くことを 

優先し、また満足度も高い。一方、首都圏在住者は、

「希望の職種があること」や「やりがいのある仕事」、

「男女平等賃金」を重視している。管理職への昇進に

も積極的である。北陸在住者は安定志向の傾向があり、

首都圏在住者はチャレンジ志向の傾向がある。 
 

この結果を踏まえ、北陸地域の各企業が更なる女性

活躍に積極的に取り組むことにより、若い女性がチャ

レンジできる魅力ある職場・会社を数多く作るととも 

に、子育てを地域社会全体で支援することにより、 

「北陸は女性が働きやすい地域」と言われるブラン

ドづくりを進めていく。 

 今回のアンケート調査にご協力頂いた会員企業様、

および女性の皆様に感謝申し上げます。 
 
＊詳細は当会ＨＰに掲載しております。 

http://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/7bf9fcd

b7f1876b3889db74d3947ad39.pdf 

（担当：高田） 
 

●第 62回 西日本経済協議会総会 

 

●自民党 予算・税制等に関する政策懇談会 

  来年度の予算編成、税制改正に向け、各経済団体

からの要望をヒアリングする場として、自民党の商

工・中小企業関係団体委員会と経済産業部会の合同

で、「予算・税制等に関する政策懇談会」が 10月 28

日に自民党本部で開催され、当会からは山下専務理

事と小林義が出席した。北陸新幹線について「金沢・

敦賀間の 2022年度末までの確実な開業」と「環境ア

セスメントの早期完了、安定的財源確保による敦賀・

大阪間の敦賀開業からの切れ目ない着工と 2030 年

頃までの一日も早い全線整備」を強く訴えた。    

（担当：小林義） 

西日本の６経済連合会で構成する「西日本経済協
議会総会」が「コロナ禍からの復興と地域の持続的
成長に向けて～西日本が拓く新たな未来～」を統一
テーマとして、10月 20日に松山市で開催された。会
議には約 180名、当会からは 10名が参加した。 

 総会では、各経済連合会の代表が、地域の重点施
策や課題について意見を発表した。また、日本全体
と各地域における経済活性化や様々な課題について
発言した。 
 久和会長は、北陸近未来ビジョンの概要を説明す
るとともに、東京一極集中打破について「コロナ禍

は東京一極集中を打破する絶好の機会。若者や女性
に北陸を選んでもらえる施策に取り組んでいく」、北
陸新幹線について「2022年度末予定の敦賀開業から
切れ目のない敦賀・新大阪間着工、2030年頃までの
一日も早い全線開業に向けて、引き続き取り組んで
いく」と述べた。 

 総会の最後に、「地方への人・企業の新たな流れの
創出と多核連携型の国づくり」、「社会全体のデジタ
ルトランスフォーメーション(ＤＸ)の推進」などを
政府に求める決議を採択した。各経済連合会の代表
は、11月 19日、政府への要望活動を実施する。 
 なお、来年は九州経済連合会が幹事となって開催
される予定(開催地は未定)。 

（担当：高畠） 

2020年１０月 1５日～１０月３１日 

５日の行事 
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●新規加入会員                            

〔株式会社小矢部精機〕 
代表取締役社長  藤田 淳二 様 

(業種：産業機械製造業) 

〒932-0137 小矢部市渋江 2020 

Tel：0766-69-8131 Fax：0766-69-8121 

 

〔アドバンスコンポジット株式会社〕 
代表取締役  庄司 隆敏 様 

(業種：非鉄金属製造業) 

〒417-0801 静岡県富士市大渕 2259番地 9 

Tel：0545-32-7904 Fax：0545-32-7905 

 

今後の行事予定                  
◆【実施】１１月４日（水） 

 2020年度第３回総合対策委員会女性部会 

16時 30分～17時 30分 

   場所：オンライン会議 

   対象：女性部会メンバーにご案内済 

◆【実施】１１月１６日（月） 

  会員懇談会（福井会場） 14時 30分～17時 

  場所：福井県民ホール（AOSSA8階） 

  対象：全会員にご案内済 

◆【実施】１１月２５日（水） 

2020年度第１回広域観光推進委員会 12時～15時 

場所：金沢ニューグランドホテル 

  対象：広域観光推進委員会委員にご案内済 

◆【実施】１１月２５日（水） 

講演会「With/Afterコロナにおける取り組みと今後

の展望」13時 30分～15時 

（講師）（一社）中央日本総合観光機構 

    常務理事 兼 事務局長 荻野 光貴氏 

（講師）北陸先端科学技術大学院大学 

        地域連携推進センター長 

    教授 敷田 麻実氏 

  場所：オンライン（Microsoft Teams） 

  対象：全会員 

◆【実施】１１月２７日（金） 

  経団連との第４７回北陸地方経済懇談会  

  場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル富山 

対象：全会員にご案内済 

◆【実施】１１月３０日（月） 

  社会基盤整備委員会 12時～14時 

  場所：ホテル日航金沢 

  対象：社会基盤整備委員会委員にご案内済 

  ※ＰＰＰ(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ)に関す

る講演があります。講演部分(13:20～14:00) 

のみを、全会員対象にオンライン配信します。 

 

◆【実施予定】１２月８日（火） 

  第 27回中部・近畿経済産業局との懇談会 

12時 30分～15時 

  場所：ホテルグランテラス富山 

  対象：理事以上 

◆【実施】１２月７日（月） 

  国際交流推進委員会 14時～15時 30分 

  （北陸 AJEC企画部会と合同開催） 

  場所：金沢ニューグランドホテル 

  対象：国際交流推進委員会委員にご案内済 

◆【実施予定】１２月１１日（金） 

  先端技術推進委員会 12時～15時 

  場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢 

  対象：先端技術推進委員会委員 

◆【実施予定】１２月１６日（水） 

    2020年度第３回総合対策委員会  12時～14時 

    場所：ホテル日航金沢 

◆【実施予定】１２月１６日（水） 

  セミナー「国際社会貢献センター(ABIC)の概要と 

具体的活動事例の紹介」14時 30分～15時 30分 

場所：ホテル日航金沢 

対象：全会員（オンライン配信あり） 

 

お知らせ                  
■「いしかわ環境展」いしかわの里山里海 PR展開催 

【期間】10月 27日(火)～11月 4日(水)10:00～20:00 

【場所】石川県庁 19階「展望ロビー」※入場無料 

（担当：森岡） 

 

■「北陸技術交流テクノフェア 2020 on the Web」 

開催 

北陸から発信する ものづくりテクノロジー 

【会場 URL】http://www.technofair.jp 

【期間】11月 1日(日)～11月 30日(月) 

【場所】出展および講演等も全てオンラインでの開催 

【申込】・記念講演会、特別セミナーの事前申込受付中 

・展示閲覧は開催期間中でも Web来場登録可 

【問合せ先】福井商工会議所まちづくり・産業振興課 

℡：0776-33-8252 

      E-mail： technofair@fcci.or.jp 

（担当：坂井） 

 

■「産業技術総合研究所 イノベーションシーズ講演 

（産総研石川サイト開所４周年記念講演会）」開催 

産学官金連携マッチングイベント「Matching HUB 

Kanazawa 2020」における関係機関セミナーとして開

催いたします。皆様のご参加をお待ちしております。 

【案内チラシ URL】 

http://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/1d5cd3af31

f50e13c2ee9db530b7c1f5.pdf 

http://www.technofair.jp/
mailto:technofair@fcci.or.jp
http://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/1d5cd3af31f50e13c2ee9db530b7c1f5.pdf
http://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/1d5cd3af31f50e13c2ee9db530b7c1f5.pdf
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【日時】11月 6日(金) 13:00～15:00 

【場所】ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢 

（来場およびオンライン配信） 

【申込】下記 URL「Matching HUB Kanazawa 2020」ポータ

ルサイトからお願いします。  

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

【問合せ先】 

産業技術総合研究所中部センター産学官連携推進室 

℡：052-736-7063 

  E-mail：chubu-kouhou-ml@aist.go.jp 

（担当：坂井） 
 

■北陸発の産学官金連携マッチングイベント 

「Matching HUB Kanazawa 2020」開催 

【日時】11月 5日(木) 13:00～18:00 

       11月 6日(金) 10:00～17:00 

【場所】ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢 

【主催】北陸先端科学技術大学院大学 

【申込】下記 URL の「Matching HUB Kanazawa 2020」ポ

ータルサイト から、「事前来場登録」、「オンライ

ン配信視聴予約」をお願いします。                                      

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

（担当：坂井） 
 

■「第 11回 北陸地域政策研究フォーラム」開催 

【案内チラシ URL】 

http://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/0bfe1b820a40ea

0467aca0682e6ab34e.pdf 

【日時】11月 8日(日) 10:00～16:30 

【開催方法】Web(Zoom)による遠隔視聴 

【主催】福井大学・福井県立大学 

【申込】hokuriku2020@yahoo.co.jp 11月 6日(金)締切 

   （担当：岩田） 
 

■「北陸産業活性化フォーラム」開催 

～健康寿命の延伸・健康長寿社会の実現～ 

【案内 URL】 

http://www.hiac.or.jp/news/details/20201118.html 

【日時】11月 18日(水) 13:30～16:00 

【場所】ホテル日航金沢 4階「鶴の間 A」 

    （来場またはオンライン配信で聴講できます） 

【共催】(一財)北陸産業活性化センター、北陸経済連合会 

【申込】開催案内 URL参照(参加無料)  

11月 13日(金) 締切 

【問合せ先】(一財)北陸産業活性化センター 

TEL: 076-264-3001 Mail：sanka@hiac.or.jp 

（担当：坂井） 
 
 
 
 
 
 

■「５Ｇ時代における電波の安全性に関する説明会」

開催 

【案内チラシ URL】 

http://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/a7f3aef94c18d

7c11815917aa10c1f57.pdf 

【日時】12月 11日(金) 14:00～15:40 

【場所】協同組合富山問屋センター流通会館 

【主催】総務省北陸総合通信局 

【申込】事前登録要 12月 10日(木)〆切 

（案内チラシ参照） 

【問合せ先】株式会社 AStar 担当：萩原 

 E-mail：hagiwara@astarnet.jp 

（担当：坂井） 
 

以 上 
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