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6月 16日～30日の活動報告 
 

●政府予算等に対する要望検討ワーキング（第 2回） 

日 時：6月 17日(木) 10:00～11:30 

出席者：25名（オンライン開催） 

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、「エネルギー関係の要望

に関して、低炭素社会の文言が脱炭素社会に置き換わ

っているが、脱炭素社会を目指すステップとして、また

経済的な影響も大きいため、低炭素社会の文言も併記

した方がよいのではないか」、「今回の要望項目には入

っていないが、今後、ダイバーシティの観点から、LGBT

に関する要望（理解促進、生活しやすい環境整備等）を

入れてはどうか」、「女性活躍に関する要望のリード文

に、誤解を招く可能性がある表現があるため、修正すべ

きではないか」などの多くの意見が出された。 

今回の議論を踏まえ、事務局で要望書案を取り纏め、

各委員会で審議後、総合対策委員会、常任理事会で要望

書を審議、決定し、8 月 19 日(木)に政府、与党への要

望活動を実施する。 

（担当：小林） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の行事予定 
 
◆【実施】2021年度第 1回国際委員会 

日 時：7月 2日(金) 13:00～15:00 

オンラインのみで開催 

対 象：国際委員会委員に案内済 
 
 
 
 
 

◆【実施】2021年度第 1回観光委員会 

日 時：7月 6日(火) 10:00～11:00 

場 所：金沢ニューグランドホテル 

（オンライン併催） 

対 象：観光委員会委員に案内済 
 

◆【実施】2021年度第 1回人財活躍推進委員会 

日 時：7月 6日(火) 13:30～14:30 

場 所：金沢ニューグランドホテル 

（オンライン併催） 

対 象：人財活躍推進委員会委員に案内済 
 

◆【実施】2021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 

オンラインのみで開催 

対 象：新たな価値創造委員会委員に案内済 
 

◆【実施】2021年度第 1回社会基盤委員会 

日 時：7月 9日(金) 12:00～14:00 

オンラインのみで開催 

対 象：社会基盤委員会委員に案内済 
 

◆【実施】2021年度第 2回総合対策委員会 

日 時：7月 15日(木) 12:00～14:00 

場 所：ホテル日航金沢（オンライン併催） 

対 象：総合対策委員会委員に案内済 
 

◆【実施予定】第 351回常任理事会 

日 時：7月 20日(火) 12:00～14:00 

場 所：金沢ニューグランドホテル 

対 象：会長・副会長・常任理事 
 

◆【実施予定】第 49回三県知事との懇談会 

日 時：8月 24日(火) 午後 

場 所：ホテル日航金沢（オンライン配信あり） 

対 象：全会員 

 

◆【実施予定】第８回北陸産学連携懇談会 

日 時：9月 28日(火) 午前 

場 所：福井県立大学 永平寺キャンパス 

対 象：会員大学学長、会長、副会長、委員長 

 

◆【実施予定】福井県立大学見学会 

日 時：9月 28日(火) 午後 

場 所：福井県立大学 永平寺キャンパス 

対 象：北陸産学連携懇談会出席者、総合対策委員

会・新たな価値創出委員会の委員  
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お知らせ 
 

■「情報通信月間記念講演会」のご案内 

【URL】 

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

021/pre210603_01.html 

【日時】7月 9日(金) 15:00～16:15   

【場所】金沢商工会議所大会議室 

    オンライン併催（Webex Meetings利用） 

【内容】講演題目「楽天モバイルの挑戦～国民生活の利

便性向上とデジタル社会の推進～」 

楽天モバイル㈱代表取締役副社長 松井房樹 氏 

【定員】会場：40名、オンライン：200名（先着順） 

【参加】聴講無料、申込 URLは下記(〆切 7月 5日)  

 https://hokurikutelecom.jp/kouenkai_r3.html 

【主催】総務省北陸総合通信局、北陸情報通信協議会 

【後援】北陸経済連合会 他 

【問合せ】北陸総合通信局 電気通信事業課 

TEL :076-233-4421 

Email: hokuriku-jigyo@soumu.go.jp 

（担当：坂井） 

 

■石川県からのご案内 

デジタル化実践道場＜需要予測編＞「基礎コース」

参加者募集 

【URL】 

https://www.isico.or.jp/event/dgnet/d31155302.html 

【対象企業】小売･飲食現場等におけるデジタル技術

活用に関心のある石川県の企業 

【募集期間】6月 8日(火)～7月 30日(金) 

【実施日】8月 27日､9月 3日､9月 10日､9月 17日  

（全 4回） 

【内容】過去の来客数や天候等の情報を元に分析した

需要予測(AI) 

【募集人数】40人 ※1社あたり 2名程度 

【講師】㈱EBIRAB（URL： https://ebilab.jp/ ） 

【費用】無料 

【申込】下記 URLより申込ください。 

  https://forms.gle/UtyfdryUqU1rNVwu9  

【問合せ】石川県商工労働部産業政策課  大村 

 TEL：076-225-1519 

 MAIL：a-omura@pref.ishikawa.lg.jp 

（担当：坂井） 

 

■福井県からのご案内 

福井県の DX関連補助金(3件)の募集等についてお知

らせします。 

①「IoT･AI･ロボット等導入促進事業補助金」の 2次

募集 

【URL】https://www.fisc.jp/subsidy/iot_ai_robo-r3/ 

【対者象】福井県内中小企業者等 

【補助内容】企業の生産性向上等に資する取組みを

促進するため、IoT・AI・ロボット等導

入に要する経費の一部を補助 

【補助率】２分の１ 

【補助上限額】 

・IoT普及枠：2百万円 

・AI等活用先進型モデル枠：10百万円 

・ロボット導入枠：10百万円 

【募集期間】6月 21日(月)～7月 30日(金) 

②「５Ｇ通信環境を活用した実証事業補助金」の 2

次募集 

【URL】https://www.fisc.jp/subsidy/5g-r3/ 

【対者象】福井県内中小企業者等 

【補助内容】５Ｇ通信環境を活用した新しい製品

（ソフトウェアを含む）やサービスの

開発・実証を支援 

【補助率】２分の１以内 

【補助上限額】10百万円 

【募集期間】6月 21日(月)～7月 30日(金) 

③「IT導入支援事業補助金」の募集 

【URL】https://www.fisc.jp/subsidy/itshien-r3/ 

【補助内容】国が実施する「サービス等生産性向上

IT導入支援事業」に採択された事業に

上乗せ補助を行い、生産性向上に資す

る ITツールの導入を支援 

【対者象】国の IT導入補助金の採択を受けた福井

県内中小企業等 

【補助率等】補助率、補助上限額は上記 URL参照 

【募集期間】6月 15日(火)～9月 30日(木) 

【上記①②③に関する問合せ先】 

（公財）ふくい産業支援センター新産業支援部 

DX推進グループ 

TEL:0776-67-7416 FAX:0776-67-7439 

E-mail: dx-g@fisc.jp 

（担当：坂井） 

 

■「北陸のシェアトップ 150」を関西経済連合会 

設立の ABCプラットホーム HPに掲載 

関西経済連合会との連携の一環として、同連合会

が 2019年に ASEAN7 ｶ国の商工会議所と連携し創設

した Asia Business Creation Platform (ABCプラ

ットフォーム)の HPに北陸 3県で画期的な技術を有

し、高い市場占有率を獲得している企業「シェアト

ップ 150」の日本語版/英語版を掲載した。ビジネ

スパートナー探し、日本進出を検討する ASEAN企業

https://www.soumu.go.jp/soutsu/hokuriku/press/2021/pre210603_01.html
https://www.soumu.go.jp/soutsu/hokuriku/press/2021/pre210603_01.html
https://hokurikutelecom.jp/kouenkai_r3.html
mailto:hokuriku-jigyo@soumu.go.jp
https://www.isico.or.jp/event/dgnet/d31155302.html
https://ebilab.jp/
https://forms.gle/UtyfdryUqU1rNVwu9
mailto:a-omura@pref.ishikawa.lg.jp
https://www.fisc.jp/subsidy/iot_ai_robo-r3/
https://www.fisc.jp/subsidy/5g-r3/
https://www.fisc.jp/subsidy/itshien-r3/
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とのビジネス連携のより一層の促進を図ります。 

[Hokuriku Economic Federation] Introduction of 

150 Hokuriku manufacturing companies boasting 

high market share | Asia Business Creation 

Platform (abc-pf.org) 

(担当：小島) 

 

■「第 2回 インドネシア-関西 スタートアップ商談会」 

 のご案内 

【URL】https://www.abc-

pf.org/ja/report/?db=206&lang=ja&no=192 

【日時】7 月 15 日(木) 13:00～17:00 

(第 1部 13:00-14:15、第 2部 14:30-17:00) 

【内容と申込み方法】 

第 1部：インドネシアと関西のスタートアップのオ

ンラインピッチイベント(ZOOM) 

申込〆切日：7月 12日(月) 

https://questant.jp/q/2ndIKSMpitch 

第 2部：興味をもった企業同士の 1対 1の 

オンライン個別商談会(ZOOM)  

申込〆切日：7月 7日(水) 

https://questant.jp/q/2ndIKSMmeeting 

【主催】関西経済連合会 ABC プラットフォーム 

    在大阪インドネシア領事館 

【参加費】無料 

【問合わせ】関西経済連合会 国際部 

 TEL：06-6441-0104  

E-mail: abcplatform＠kankeiren.or.jp 

(担当：小島) 

 

■北欧のエコシステムセミナー 

北欧のスタートアップは、日本企業がニーズを持つ、ス

マートシティ関連のテック、フィンテック、ヘルステック、

グリーンテック等の技術やソリューションに強みを持ち、

近年、日本から北欧企業への投資や、日本企業と北欧スタ

ートアップとの協業が増加しております。  

北欧のスタートアップ・エコシステムにご関心がある

方、北欧のスタートアップとの協業・連携に関心のある

方は、是非ご参加ください。 

【URL/申込み】

http://www.jetro.go.jp/events/iid/e7d8eeb009ca9af2.

html 

【日時】7月 6日(火) 17:00～18:15（日本時間） 

オンライン(Zoom) 

【申込締切日】7月 5日(月) 

【主催】ジェトロ 

【共催】ノルディックイノベーションハウス東京 

    イノベーション・ラボ・アジア 

【問合せ】ジェトロ・イノベーション促進課 

 （担当 森、大谷、植田） 

      TEL：03-3582-5543 

      E-mail：IID@jetro.go.jp   

（担当：小島） 

 

■中国・深圳エコシステムの変化と日本企業の 

ビジネスチャンスセミナー 

「ハードウェアのシリコンバレー」に成長した深

圳のエコシステムは裾野を大きく広げ、リテールテ

ックやアグリテックなど「新経済」と呼ばれる新た

な産業、ビジネスモデルを誕生させています。本セ

ミナーでは、特に注目を集めるカーボンニュートラ

ル、ライフサイエンスにフォーカスし、スタートア

ップをはじめとする日本企業にどのようなビジネス

チャンスがあるかが解説されます。 

【URL/申込み】 

https://www.jetro.go.jp/events/pcg/2c7b453bdfa

46ddc.html 

【日時】7月 9日(金) 15:00－17:00 （日本時間） 

 オンライン(Zoom) 

【申込締切日】7月 8日(木) 

【主催】ジェトロ・広州事務所 

【問合せ】ジェトロ・広州事務所 

（担当 周、汪、小野） 

         TEL：86-20-8752-0060 

         E-mail：PCG@jetro.go.jp 

 （担当：小島） 

 

■北経連事務局の人事異動 

・狩野禎久部長：出向元の中日本高速道路株式 

会社に帰任（6月 22日付） 

・小林真常務理事：退任（6月 30日付） 

・杉山正樹部長：退職（6月 30日付） 

・小林佑一郎主席調査役：出向元の前田建設株式

会社に帰任（6月 30日付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（左から、小林常務理事、杉山部長、小林主席調査役） 

 

以 上 
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