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●永原名誉会長ご逝去の報に接して            
当会名誉会長の永原 功様（昭和 23年６月１日生、

満 74歳）が６年 25日(土)午後に逝去されました。衷

心よりご冥福をお祈り申し上げます。 

 

＜会長コメント＞ 

 永原名誉会長のご逝去の報に接し、心より哀悼の意

を表します。 

永原さんは、北陸電力の社長、会長在任時を通じ

て、2007年の能登半島地震をはじめとした、安定供給

を揺るがす幾多の困難な局面においても、群を抜く指

導力を発揮され、電力の安定供給にご尽力頂きまし

た。 

 また、北陸経済連合会会長として北陸新幹線の金沢

開業に向けて「北陸フォーラム」等を通じた北陸への

企業誘致・イメージアップ活動に強力なリーダーシッ

プを発揮されました。 

それに加え、「北陸ライフサイエンスクラスター」等

の産学金官連携による産業振興など北陸地域の発展に

尽力されました。 

偉大な先師を失い、誠に残念でなりません。ここに

永原さんを偲び、その輝かしいご功績を称えつつ、謹

んでご冥福をお祈りいたします。 

 

北陸経済連合会 会長 

北陸電力株式会社 取締役会長 

金 井  豊 

 
 

●北陸新幹線敦賀駅・敦賀車両基地視察            
日 時：6月 14日（火）13:30-15:00 

場 所：北陸新幹線敦賀駅および 

敦賀車両基地の工事現場 

 久和名誉会長が鉄道・運輸機構北陸新幹線建設局の

案内で、工事中の北陸新幹線敦賀駅および車両基地を

視察した。 

敦賀駅では、外観の説明を受けた後、2階のコンコー

ス（新幹線・在来線特急サンダーバード・しらさぎの

乗り換え改札フロア）、3階の新幹線ホームを視察し

た。 

 その後、敦賀車両基地へ移動し、仕業検査庫（3

編成分）、折返しや待機を行う着発収容庫（7編成

分）について説明を受けた。 

 

（左：新幹線ホーム、右：敦賀車両基地） 

（担当：神地） 

 

●2022年度北陸新幹線小浜・京都ルート建設促

進同盟会総会                       

日 時：6月 18日(土) 11:00-12:00 

場  所：小浜市文化会館 

 総会には同盟会会長の松崎小浜市長、杉本福井県

知事、与党北陸新幹線敦賀・新大阪間整備委員会の

髙木毅委員長、県内の市町長、北経連からは新開常

務理事・事務局長が金井会長の代理で、関西経済連

合からは西村部長が松本会長の代理で出席し開催

された。 

 松崎小浜市長は、「敦賀開業を控え、関西や北陸と

連携を強化し、一日も早い全線開業の実現に取り組

んでいきたい」と挨拶した。 

 髙木委員長からは、太平洋側での災害発生時にお

ける北陸新幹線の重要性について、「北陸新幹線が

大阪に繋がっていることが日本にとってどれくら

い大事なことか。」と述べた後、すべての沿線地域で

環境影響評価を着手したことにも触れ、「とにかく

一日も早く大阪につなげること」について強調した。 

 総会では以下内容について決議された。 

一．敦賀・新大阪間の環境影響評価を沿線地域の意

見を踏まえながら、迅速かつ着実に進め、2022年

末までに終了すること。 

一．敦賀・新大阪間の建設財源を 2022 年末までに

確保するなど、着工５条件の早期解決を図り、令

和５年度当初から整備を進め、2030年度末頃まで

に新大阪までの全線開業を実現すること。 

一．ＪＲ小浜線は特急が運行されておらず、新幹線

開業により旅客輸送量が著しく低下する路線で

はないため、経営分離される並行在来線には該当

しない旨、国の考えを確認すること。 

6月 14日～30日の活動報告 

tel:076-232-0472
http://www.hokkeiren.gr.jp/
mailto:info@hokkeiren.gr.jp
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（担当：神地） 

 

◆【実施】2022年度第 1回人財活躍推進委員会 
日 時：7月 4日(月) 13:30-14:30 

形 式：オンライン開催 

対 象：委員に案内済 

 

◆【実施】2022年度第 1回社会基盤委員会 
日 時：7月 5日(火) 13:30-14:30 

形 式：オンライン開催 

対 象：委員に案内済 

 

◆【実施】2022年度第 1回観光委員会 
日 時：7月 6日(水) 12:20-14:00 

場 所：金沢ニューグランドホテル（オンライン併催） 

対 象：委員に案内済 

 
◆【実施】2022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 

形 式：オンライン開催 

対 象：委員に案内済 

 

◆【実施】2022年度第 1回国際委員会 
日 時：7月 8日(金) 13:00-14:00 

形 式：オンライン開催 

対 象：委員に案内済 

 

◆2022 年度 第一回海外現地情勢報告セミナー 

（タイ・インドネシア） 
ウィズ・アフターコロナを見据え、海外市場開拓の候

補先としてタイ、及びインドネシアの最新政治経済情

勢、事業展開の実例、並びに今後のビジネス展望に関す

る現地一次情報を総合商社の海外拠点から発信します。 

日 時：７月 11日（月）13：00-15：00（日本時間）  

形 式：オンライン（Microsoft Teams） 

内 容： 

【演題】「タイの最新情勢とビジネスの展望」 

＜第一部＞「政治経済情勢」  

住友商事グローバルリサーチ株式会社 国際部 

シニアアナリスト 石井 順也 氏  

＜第二部＞「社会経済情勢の変化を踏まえた 

企業の動向と今後のビジネス展望」  

タイ住友商事会社 社長 福田 康 氏          

【演題】「インドネシアビジネスの可能性」 

＜モデレーター＞ 

丸紅インドネシア会社 取締役財務担当役員  

BAグループ長 中野 耕次 氏 

＜冒頭挨拶＞ 

丸紅株式会社 北陸支店 支店長 大西 英一 氏 

＜第一部＞「インドネシアにおけるヘルスケア・ 

メディカル事業の取組みと今後の展開」  

丸紅インドネシア会社 次世代事業開発部 

部長 徳井 健次 氏  

＜第二部＞「MM2100工業団地について」 

PT.Megalopolis Manunggal Industrial Development  

社長 須藤 一夫 氏 

対 象：全会員  

申 込：7月 4日（月）までに下の URL、または QR コ

ードから申込  

https://forms.office.com/r/YZxeh0Fqiw 

※申込者には 7月 8日（金）までに視

聴用 URL等を配信します。  

※複数名の参加可能です。参加者毎に

申込みをお願いします。 

問合せ：北陸ＡＪＥＣ 小島・髙道  

TEL:076-231-5525 

メール: ajec@hokkeiren.gr.jp 

 

◆【実施】2022年度第 1回総合対策委員会 

日 時：7月 14日(木) 12:20-14:00 

場 所：ANAクラウンプラザホテル金沢 

（オンライン併催） 

対 象：委員に案内済 

 

◆【実施】労働生産性向上と一人当たり域内総
生産(GRP)との関係性に関する勉強会 

日 時：7月 14日(木) 14:10-15:00 

形 式：オンライン開催 

内 容：企業の労働生産性向上というミクロの取り  

組みが、域内総生産というマクロ指標とどのよう

に関係しているのかをテーマとした勉強会です。 

詳 細： 

https://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/79237d4

b70371c4ef8744d4a6de7af5b.pdf 

講 師：（一財）北陸経済研究所 

今後の行事予定 

 

https://forms.office.com/r/YZxeh0Fqiw
tel:076-231-5525
mailto:ajec@hokkeiren.gr.jp
https://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/79237d4b70371c4ef8744d4a6de7af5b.pdf
https://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/79237d4b70371c4ef8744d4a6de7af5b.pdf
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調査研究部 総括研究員  倉嶋 英二 氏 

対 象：全会員 

申 込：7 月 1 日(金)までに下記 URL から申込。申込受

付完了の返信はありませんので、ご了承ください。

7月 12日(火)目途に配信 URL、資料を送付します。 

https://forms.office.com/r/9DqK4GN8Vd 

（担当：小林） 

 

◆【実施】第 354 回常任理事会 
日 時：7月 22日(金) 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：副会長、常任理事に案内済 

 

◆【実施予定】三県知事との懇談会 
日 時：8月 24日(水) 14:00-16:30 

場 所：ホテル日航金沢（オンライン併催） 

対 象：全会員に案内予定 

 

◆【実施予定】北陸産学連携懇談会（学長懇） 

日 時：8月 30日(火) 10:00-12:00 

場 所：福井工業大学 

対 象：大学学長、会長、副会長、委員長へ案内済 

 

◆【実施予定】福井工業大学見学会 

日 時：8月 30日(火) 13:00-15:30頃 

場 所：福井工業大学 福井キャンパス 

対 象：総合対策委員会委員、新たな価値創出委員会委

員へ案内予定 

 

◆2022年度 ベトナム企業とのオンラインビジネ

スマッチングに関する調査 
国際委員会では、2022 年度中に、ベトナム企業との

オンラインビジネスマッチングの開催を検討しており

ます。 

2021 年 10 月に実施した「第 46 回 北陸経済連合会 

会員アンケート調査」の国際化に関する調査結果にお

いて、ベトナムは今後 5年間で「市場」及び「生産拠点」

として有望な国の第 1 位となっており、会員の皆様の

関心・注目度が高い国と推察されます。 

また、2023年は日越外交関係樹立 50周年の記念の年

であり、同国民間企業とのオンラインビジネスマッチ

ングを開催することで、ベトナムに関する情報収集、販

路開拓等、会員の皆様における国際化促進の一助とし

て頂ければと考えております。 

本事業検討にあたり、会員の皆様におけるベトナム

民間企業とのオンラインビジネスマッチングに向けた

ニーズ・関心度合等を把握することを目的にアンケー

トを実施させていただきます。 

ご多用のところ大変恐縮ですが、下記の QRコードも

しくは URLから、７月８日（金）迄にご入力頂けま

すよう、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げ

ます。 

回答 URL：

https://forms.office.com/r/5yQPEYAUZa 

※アンケート結果に基づき、個別にご相談させてい

ただきます。 

※回答時間は 3分程度です。 

 

 

 

問合せ：北陸経済連合会 担当：小島・髙道 

小島 メール：kojima@hokkeiren.gr.jp  

髙道 メール：takamichi@hokkeiren.gr.jp 

Tel：076-231-5525 

 

お知らせ 

 
■石川県からのお知らせ 
「省エネ設備緊急支援事業のお知らせ」 

原油等のエネルギー価格の高騰が長期化する中、

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。詳細は以下の URLからご確

認ください。 

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

ts/syouene.pdf 

【対象者】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】 

6月 22日(水)～7月 27日(水)午後４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 

オンラインビジネスマッチングのイメージ 

 ※内容は、アンケート結果等に基づき、今後変更に 

なる可能性がございます。 

 

主  催：北陸経済連合会、ベトナムの現地行政機関等 

開催方法：オンライン 

参加企業：（日  本） 

北陸経済連合会会員企業の皆様（10社程度） 

（ベトナム） 

ご参加いただいた日本側企業に適したマッチ

ング相手企業について、ベトナムの現地行政

機関等を通じて複数社ご紹介 

そ の 他：通訳付き・参加費無料 

https://forms.office.com/r/5yQPEYAUZa
mailto:kojima@hokkeiren.gr.jp
mailto:takamichi@hokkeiren.gr.jp
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/syoko/documents/syouene.pdf
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/syoko/documents/syouene.pdf
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【補助額・補助率】 

上限 600万円（下限 50万円）・補助率 1/2 

【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 

https://www.isico.or.jp/site/setsubi/shoene.html 

（担当：小林） 

 
■厚生労働省からのお知らせ 
女性活躍推進アドバイザーによる相談・個別企業

訪問支援 
女性活躍を進めるにあたり、何から始めればいいの

か、どのように取り組めばいいのか、悩んでいません

か。アドバイザー（社労士等）による無料の支援サー

ビスをご活用ください。一般事業主行動計画の策定等

の支援や、課題解決・目標達成に向け、専任のアドバ

イザーがオンライン・電話・メール・訪問などにより

支援します。 

【対象企業】 

・女性活躍を促進するための取組みが進まない、専門

知識やノウハウが不足している等課題を抱えている企

業 

・女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定や

えるぼし認定・プラチナえるぼし認定の取得を検討し

ている企業 

【詳細・申込】https://joseikatsuyaku.com/ 

【問合せ】女性活躍推進センター0120-982-230 

○北経連では、えるぼし認定の取得を推奨していま

す。ぜひご活用ください。 

（担当：日野） 

 

■厚生労働省からのお知らせ 

女性活躍推進説明会・相談会 
「なぜ、女性活躍推進が必要なのか」、「取り組むメリ

ット」などを交え、行動計画の策定や行うべき手続き

等、女性活躍推進を具体的にどのように取り組めばよ

いのかをご説明します。 

【対象】事業主、人事労務担当者など 

【会場・日時】 

オンライン開催：8月 2日～11月 29日 全 29日程 

会場開催：10月 26日（水）14：00-16：00 

     石川県女性センター 大会議室 

※その他全国各地で開催。北陸三県は 10月 26日のみ 

【内容】第 1部：説明会 

第 2部：個別相談会（事前予約制） 

【詳細・申込】https://joseikatsuyaku.com/ 

【問合せ】女性活躍推進センター0120-982-230 

（担当：日野） 

 
■金沢工業大学からのご案内 
KITリカレント教育プログラム夏期集中講義

（2022年 8月～9月）の受講者募集 
「KITリカレント教育プログラム」は、企業に勤

務する社会人が学生や教員と共に学び合い、企業

ニーズに対応した知識の習得に加え、学生･教員と

のネットワークづくりと、習得した知識を活用し

た研究・開発による企業の成長をサポートするプ

ログラムです。対面またはオンラインで実施いた

します（科目により異なります）。多数のご応募を

お待ちしております。 

【開講プログラム】 

・情報技術教育（12科目） 

 URL：https://www.kanazawa-it.ac.jp/kit-

ite/index.html 

・ポジティブ心理学と組織活性化（1科目） 

 URL：https://www.kanazawa-

it.ac.jp/rec/liberalarts/index.html 

【開講期間】8月 22日(月)～9月 16日(金) 

※詳細は上記 URLの「募集要項」、「スケジュー

ル」をご確認ください。 

【受講料】1科目あたり 24,000円 

※別途、検定料必要。履修証明プログラムコー

スも別途ご用意しています。  

【申込】7月 1日(金)～7月 19日(火) 

※上記 URLの「申込み」から申込願います。 

【問合せ】金沢工業大学大学事務局 

共創教育推進室 TEL：076-294-6743 

(担当：坂井) 

 

■北陸新幹線建設促進同盟会からのお知らせ 

 公式 SNSサイトの開設について 
北陸新幹線建設促進同盟会の公式 SNSアカウント

として Twitter、Instagram、Facebookを開設しまし

たのでお知らせいたします。 

北陸新幹線建設促進同盟会に関する活動やイベ

ント情報、北陸新幹線全線開業のメリットなどを広

く情報発信していく予定ですので、是非ご覧くださ

い。 

【Twitter】 

https://twitter.com/hokurikudoumei 

【Instagram】 

https://www.instagram.com/hokurikudoumeikai/ 

【Facebook】 

https://www.facebook.com/%E5%8C%97%E9%99%B8%E

6%96%B0%E5%B9%B9%E7%B7%9A%E5%BB%BA%E8%A8%AD%E

https://www.isico.or.jp/site/setsubi/shoene.html
https://joseikatsuyaku.com/
https://joseikatsuyaku.com/
https://www.kanazawa-it.ac.jp/kit-ite/index.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/kit-ite/index.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/rec/liberalarts/index.html
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（担当：神地） 

 

■BOIウェビナー 「再生可能エネルギー:世界の潮

流とタイにおける投資のチャンス」 
再生可能エネルギーは、カーボンニュートラル実現

の原動力です。タイのエネルギー政策は、可変的代替エ

ネルギーの支援により、エネルギー安全保障を強化、天

然ガスへの依存を減らすことに主眼を置いています。 

タイ投資委員会（BOI）は、企業の皆様に、ぜひ 

タイで再生可能エネルギー投資へのチャンスを見つけ

ていただきたいと存じます。今回のウェビナーでは、再

生可能エネルギー投資に対するタイの支援策や措置に

関し、より明確な展望を示すとともに、コスト削減や事

業運営の円滑化へ向け BOI が付与する恩典についても

有益な情報を提供します。 

【日時】7月 29日（金）15：00 -16：15 

【主催】タイ投資委員会（BOI）大阪事務所、タイ王国

大使館経済・投資事務所（BOI 東京事務所） 

【後援】国際機関日本アセアンセンター、日本貿易振興

機構（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  

【言語】泰日同時通訳 

【形式】ZOOM ウェビナー 

【申込】7 月 25 日（月）までに下記 URL より登録。受

付が完了した方には、セミナー視聴に必要な URLが

ZOOMより自動的に配信されます。 

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

3y9WQdCrCYgbDsGqJw 

【問合せ】タイ投資委員会（BOI）大阪事務所 

TEL：06-6271-1395 

メール：boiosaka.event@boi.go.th 

（担当：髙道） 

 

■日本経済団体連合会（経団連）・北経連からの 

お知らせ「個別ビジネスマッチングの募集」 
北陸経済連合会と日本経済団体連合会（経団連）は、

2016 年 9 月に「地域経済活性化に向けた連携協定」を

締結しました。 

本取り組みは、2021年 11月に経団連が新たに策定し

た、『地域協創アクションプログラム』の連携先の一環

として「地域経済界（各経済団体）・大学」に組み込ま

れ、ビジネスマッチング（個別紹介・ワークショップ開

催）等の推進により、北陸地域の中堅・中小企業や大学・

研究機関、自治体等と北経連会員企業様との地域間事

業協創の促進を図ることとなりました。 

是非、詳細（添付資料）をご高覧の上、経団連会員企

業他との個別ビジネスマッチングへの参加のご検討を

お願い申し上げます。 

【詳細】 

https://www.hokkeiren.gr.jp/news/1450.html 

【連絡窓口】 

小島：kojima@hokkeiren.gr.jp 

髙道：takamichi@hokkeiren.gr.jp 

（担当：小島・髙道） 

 

■北経連事務局の人事異動 
 

専務理事 山下義順 

退任（6月 28日付） 

 

 

 

 

 

 

 

副部長 高田香里 

出向元の北陸電力(株)に帰

任（7月 1日付） 
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