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2019年８月１6日 (金)～ 
 
９月５日（木） の活動 
 
 

○ 関西・北陸おちかづき街道 

旅行商品化プロモーション会議   

８月２２日（木）          京都府 

 

○ いしかわ環境フェア 2019             

８月２４(土)～２５日(日)     金沢市 

○ 第６回産学連携懇談会・ 

石川県立大学見学会 

８月２７日（火）        野々市市 

 

 

金沢ホテル懇話会が主催する「関西・北陸おちか

づき街道旅行商品化プロモーション会議」が、京都

市内の京都ホテルオークラで開催された。 

 

 本会議は、北陸と関西の経済、行政関係者約 110 

名が参加。 

 2023年春の北陸新幹線敦賀延伸とその後の大阪全

線開業、2025年の大阪・関西万博や統合型リゾート

（ＩＲ）誘致を控え、両地域が周遊観光を促し、イ

ンバウンドなどの受け皿拡大を図る方針を確認。 

 冒頭、主催者・共催者として、金沢ホテル懇話会

の庄田正一会長、石川県観光連盟の小田禎彦理事長

より挨拶。 

開催市として、京都市の門川大作市長からの挨拶

では、会議時間中に熱戦が繰り広げられている甲子

園の決勝戦、星稜（石川）と履正社（大阪）の試合

中の結果が発言されるなど一同が湧く場面もあり、

その後の出席者からも甲子園関連の話題が多かっ

た。 

 来賓として、久和会長は、「関西地域はインバウン

ド観光客の増加で、賑わっていると聞く。一方、北

陸地域では、まだまだインバウンド客はそれほど多

くなく、積極的に取り組んでいきたい。関西と北陸

は、昔からつながりが深い地域であるが、４年前の

北陸新幹線金沢開業により、大阪より東京の方が近

くなってしまった。昔から縁のある京都・大阪まで

北陸新幹線を早く繋げなければなりません。引き続

き、北経連としても、京都も含めた関西経済界と強

く連携し、早期開業への機運を高め、2030年頃まで

の一日も早い大阪までの全線開業を求める。」等の挨

拶をした。 

 また、関西経済連合会松本正義会長は、「北陸新幹

線の新大阪までの 2030年頃の延伸はとても厳しいが

努力していきたい。関西と北陸の歴史的なつながり

を強固にしていく。」等の挨拶があった。 

  (担当：狩野) 

いしかわ環境フェア 2019は、石川県産業展示館

で開催された。 

北陸経済連合会と富山県・石川県・福井県で構成

する北陸環境共生会議は、親子を対象とした科学

実験教室「手作り電気で遊んで学んで省エネ実験」

を出展。 

約 200 組の親子が、太陽光発電で鳴らすメロデ

ィカードの作成、手回し発電で動くミニカーの作

成を通して、発電のしくみやエコについて学んだ。 

（担当：森岡) 

 会員大学との連携の一環として毎年実施してい

る北陸産学連携懇談会を石川県立大学にて開催し

た。 

 

懇談会には石川県立大学 西澤学長をはじめ 11

大学の学長等と、久和会長をはじめ当会役員等 11

名が参加した。石川県公立学校法人 宮本理事長の

挨拶後、事務局より、北陸近未来ビジョンの説明、

北経連の産学連携活動実績や産学連携の新たな交

流の場として大学・企業見学会の計画等を報告し、

大学側、企業側からの意見を伺った。その後、「学

生、留学生の北陸域内就業促進」をテーマに自由懇

談を行った。懇談では、これからの産学金官連携の

あり方や、学生の地域企業への定着について大学

側と企業側の参加者同士、様々な観点から活発に

意見を述べ、双方の理解が深まった。 

また、午後からは石川県立大学見学会を開催し

た。見学会には、総合対策委員会、先端技術推進委

員会のメンバーも加わり、35 名が参加した。西澤

学長による大学の概要説明に引き続き、石川県立

大学でスタートしたコース制の紹介、各研究者に

よる研究紹介、産学官連携活動の紹介を行い、その

場で質疑応答した。 

その後、石川県立大学のＬＥＡＦラボ、水耕栽培

施設、附属生物資源工学研究所、中小企業基盤整備

機構のいしかわ大学連携インキュベータ （i―Ｂ

ＩＲＤ）の見学を行った。               

(担当：小林) 
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○インドネシア行政官との経済交流会議  

  

９月２日（月）           金沢市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

「第 2 回 インドネシア行政官との経済交流会議 

in金沢」を金沢ニューグランドホテルで開催した。 

 

東京の政策研究大学院大学（GRIPS）で 1 年の研修

を終えたインドネシアの行政官 23名が参加。総勢 120

名の経済会議と 80 名参加の交流会の二部構成で北陸

AJEC主催、GRIPS、北経連、JETRO,JICAとの共催で実

施。 

久和会長は開会挨拶で、インドネシアが 2.6憶人の

アセアン最大の人口を抱える国であること、過去 10

年の GDP の伸び率が平均 5%を超える安定した成長を

続けていること、北経連のアンケート調査「市場とし

て有望な国・地域」で中国に次いで第 2位となってい

ることなどを説明した。 

一方インドネシア工業省行政官からは 

「Making Indonesia4.0」というインドネシアが

2030年に世界の 10大経済国になるためのロードマッ

プや力点を置く５つの産業（自動車、エレクトロニク

ス、化学、食品、繊維・衣料）について説明。日本と

の連携を一層進めたいとの発表があった。 

交流会では、菱沼副会長が、「若い頃に何十回とイ

ンドネシアに営業活動で訪問した。親日的なインドネ

シアは、とても好きな国の一つ。経済的にも大きな可

能性を持っている国であり、今後も深い交流を図り、

双方で視聴していけることを願っている」と挨拶し

た。 

本会議・交流会には北陸で学ぶインドネシア留学生

を招待。金沢大学から 14 名、アリス学園から 5 名が

参加した。産業視察では高岡のタカギセイコー社、 

金沢の津田駒工業社を訪問、行政官から多くの質問も

あり有意義な北陸フィールドトリップを提供できた

と考えている。 

今後もインドネシア行政官との経済交流会議が続

けていけるよう尽力していきたい。 

 

(担当：杉山) 

○ 新規加入会員 

（敬称略） 

 

〔北陸電力ビズ・エナジーソリューション株式会社〕 

代表取締役社長  尾島 志朗 

(業種：その他のサービス業) 

〒930-0858富山市牛島町 15-1 

Tel：076-443-1536 Fax：076-443-1537 

 

〔株式会社ジェスコ〕 

代表取締役社長  江田 明孝 

(業種：機密・保存文書の機密消滅・リサイクル処理) 

〒939-2745富山市婦中町広田 3978 

Tel：076-466-0766 Fax：076-466-0767 

 

〔株式会社三国〕 

代表取締役  坂本 和彦 

(業種：一般貨物自動車運送事業) 

〒913-0031坂井市三国町新保 40-6 

Tel：0776-81-3600 Fax：0776-82-7883 

 

〇9月 18日（水）15：30～20：30 旭川市 

 第 23回三経連経済懇談会 

 

〇10月 11日（金）13：30～18：10 京都市  

西日本経済協議会 第 61回総会 

 

〇10月 16日（水）金沢市内  

関東地区大学理工系就職研究会 

「企業と大学の情報交換会」 

 

〇10月 29日（火）富山市内  

会員懇談会 富山会場 
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お知らせ 

 

お知らせ 

お知らせ 

 

お知らせ 

 

お知らせ 

 

「北陸産業活性化フォーラム」開催のご案内 

日時：10月 8日（火）13:30～17:00 

会場：北陸先端科学技術大学院大学 他 

 

産学連携活動の一環として、北陸産業活性化セ

ンター主催で開催される北陸先端科学技術大学

院大学の見学会とナノテクノロジーに関する講

演会に共催します。 

 

【問合せ先】 

 担当：坂井・小林 電話 076-232-0472 

 

『地方創生人材支援制度』に関するご案内 

（内閣府・内閣官房からのお知らせ） 

 

内閣府・内閣官房では、「地方創生人材支援制度」 

（平成 27年度創設）に基づき、地方創生に積極的に

取り組む市町村に対して、民間人材を市町村長の補

佐役として派遣しています。 

現在、令和２年度の民間からの派遣者を募集中で

すが、経団連を通じて本制度の周知要請がありまし

たので、会員の皆様にご案内いたします。 

※制度の詳細については、当会ＨＰ（お知らせ：地方

創生人材支援制度に関するご案内）または下記サイ

トをご覧下さい。 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/about/ji

nzai-shien/index.html 

 

【問合せ先】 

内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局 

内閣府地方創生推進室  鈴木、瀬川 

電話  03-6257-1873（内線：37133、37127） 

令和元年度 高年齢者雇用推進セミナー 

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 

 

＜福井＞10月 16日（水）13：30～16:00 

    福井市研修センター101号室 

「生涯現役社会の実現に向けて」 

 参加費無料 定員 60名 

【問合せ先】福井支部 高齢・障害者業務課  

      電話 0778-23-1021 

 

＜石川＞10月 24日（木）13：20～16:00 

    ポリテクセンター石川 本館 203教室 

「高齢者を活かす雇用・働き方を考える」 

 参加費無料 先着 40名様限定 

【問合せ先】石川支部 高齢・障害者業務課  

電話 076-267-6001 

 

＜富山＞10月 25日（金）13：00～16:00 

    ANAクラウンプラザホテル富山 

「人生 100年時代高齢社員戦力化へのアプローチ」 

 参加費無料（先着 150名様） 

【問合せ先】富山支部 高齢・障害者業務課  

      電話 0766-26-1881 

 

『SDGｓによる企業価値向上ワークショップ』 

～開催のご案内～ 

日時：10月 25日（金）14:00～17:00 

会場：ＴＫＰ金沢新幹線口会議室 ４Ｂ 

 

講師：慶応義塾大学大学院  

政策・メディア研究科 教授 蟹江憲史氏 

参加費：無料 10月 4日（金）までに参加 

申込書をお送り下さい。 

定員：ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 30名＋講演のみ 20名程度 

  

【問合せ先】 

 （公財）中部圏社会経済研究所 

企画調査部 石橋 電話 052-212-8790 

 

働き方改革セミナーｉｎ 富山 

～『働く、が変わる』テレワーク～ 

日時：10月 2日（水）13:00～16:00 

会場：富山県民会館 611号室 

定員：80名 参加料：無料 

 

【問合せ先】 

一般財団法人日本テレワーク協会 

担当 荒木、諸橋、井上  

 電話 03-5577-4572 

 E-mail：hatarakikata@japan-telework.or.jp 
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