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令和元年６月13日(木) 

【第17回北陸地域連携プラットフォーム】 

 

 質疑・意見交換  

 

【メンバー】 

 冒頭、西田局長からもお話がありましたように、今取り組んでいることの御紹介があっ

たかと思いますが、当行、あるいは福井県ということでちょっと御紹介をしますと、３月

には金融仲介の質の向上と、ここで言っていたシンポジウムというところで、金融機関と

地域の連携のあり方ということで、北陸地域の活性化に向けた観光振興ということを、力

を入れてやってございます。 

 先般も業界紙にちょっと紹介されましたけども、年度内に広域ＤＭＣの設立というとこ

ろが見えてきまして、新幹線の延伸を控えた観光振興ということで、当行指導で取り組ん

でいますことをまず御紹介申し上げたいと思います。 

 それと、５月には福井財務事務所と共催で地方創生とＳＤＧｓということで、若手職員

のレベルアップを含めた取組みをさせていただいています。ちなみに、今日、私は福井県

のバッジで、これはＳＤＧｓの福井県版で、眼鏡バージョンのバッジをちょっとしてござ

いますけども、こういったことで県外に出かける時は福井をアピールするということで、

今日はあえてつけてきました。 

 その他、福井県で言いますと、産業観光の話をさせていただこうと思うんですけども、

福井県というのは産業構造上、製造業が多いものですから、どうしても４分の１ぐらいの

シェアを占める製造業が、今お話しの産業観光ということにはなかなか浸透しにくいマー

ケット事情があろうかと思っています。先ほど管理官のほうからもお話がありましたよう

に、そこをどう浸透させていくんだということが課題であり、当地区でイニシアティブを

とれる地域銀行、中央銀行の役割というのが、ますます大きくなるのだろうというところ

で、今後とも精いっぱい仕事をしてまいりたいと考えております。 

 私のほうからは以上でございます。 

 

【メンバー】 

今ほど御説明を聞かせていただいて、北陸３県で、富山のことを申しますと、富山はす
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ごく今、富山県は元気なような雰囲気なんですね。というのは、やはり朝乃山がこんなに、

シンデレラボーイじゃないかと思うように、突然、103年ぶりに富山県出身力士の優勝とい

うことで。とすると、富山県はもうそれで何かすごくパワーをもらって、ちょっと元気な

んですよね。 

 逆にものづくりというと、それほど良い話は聞けないんですね。ですから、私は先日、

東京の富山県人会というところに行ってまいりました。北陸中の観光もメインなんですけ

れど、宇奈月温泉のおかみさん会とか、いろいろな方が大勢、もう800人ですから。 

 今、日本橋にある富山館も結構人気でして、立上げの当初から、ちょっとお世話をさせ

ていただいていたこともあって、３周年の時も行きました。お酒のコーナーのバーコーナ

ーがいつも若い女性とかで満員なんですね。まさか初め、銀座でそういう富山館を出そう

と言っていても、なかなか土地が見つからず、日本橋の三越さんのすぐ横に、新館の横に

なるんですけど、地下鉄もすごく近いですから、立地としては良かったのと、やはり路面

店というのが良いんですよね。２階とか３階じゃなく路面ですから、みんな、そこに関心

を寄せられたのかなと、改めて、石の上にも３年じゃないですけれど、３年努力して、や

はりこんな成果ってあるんだなということを実感いたしました。 

 だから、今、富山県は、ただ私自身が富山の新幹線の駅を降りて感じることは、金沢と

違いまして、それはちょっと困ったなと。でも、どこへ行って良いのか分からないんです

けど、西口だとか東口だとか北口とか、そういう表示が何か曖昧で、これだったら富山在

住の私は分かるけれど、降りられた方がどっちへ行って良いのか分からないんじゃないか

なと、一昨日東京から帰ってきた時に思ったんですが、やはりこれだけ富山というのは知

名度が高くなったということは有り難いことだなと、富山県人としてとても喜んでおりま

す。 

 あと、ものづくりでいうと、本当にものづくりと観光を結びつけるというのは、本当に

難しいことで、やはり企業とすれば守秘義務がついて回りますので、どうしてもお客様の

お預かり品なり、お客様との約束があって、お見せできないというのと、ものづくり、ど

んなに安全になったといっても、危険がいっぱい潜んでいますので、そういうことを考え

ると、それに対してそれだけ、設備投資と同じで、環境の整備をするにはお金がかかりま

すので、そのコストを考えると。それと、やはり人ですよね。今、人手不足ですから、人

がいないから、スタッフがいないのに、もし何かあったら大変ということで、二の足を踏

むのではないでしょうか。 
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 何かとりとめのないお話をいたしましたが、終わります。 

 

【メンバー】  

産業観光について話をさせていただきます。 

 資料３、２ページの桑名市の例を拝見いたしまして、やはりなと思いました。というの

も、産業観光とはいっても企業だけでは観光客に満足していただけない、地域との連携が

やはり必要なんだな、と思ったということです。さらにもう一つ。地域の側に何とか観光

をまちづくりに取り込みたいという意欲が高まっている一方で、実は身近にある観光の素

材を自分たちで認識できていない現状がありますので、企業側から地域の人たちに産業観

光をやりたいと働きかける余地もある。いまが良いタイミングではないかなと思います。 

 特に、人手が足りない企業の場合、地域の人たちに来ていただいて表玄関だけでも観光

客に紹介してもらえるような協力体制がつくれれば、産業観光に乗り出せるんじゃないか

と思います。地域の協力者にはお駄賃程度のお金でもいいから出すような仕組みにすれば、

小さい経済循環みたいなものがそこにでき上がるんじゃないかなというふうに思うんです。 

 鯖江のＲＥＮＥＷの件でも、伝統産業の７産地が主体というふうになっていますけれど

も、やはり地域の人が非常に協力をしているんですよね。産地だけじゃなくて、飲食なり、

宿泊なり、それから交通なり、さまざまな業種の人が参加したりするわけですね。こうい

うふうに地域を面的に捉えた産業観光でなければ、特定の企業による単品の観光だけでは

どうもうまくいかないんじゃないかなというふうに思います。 

 それから、主導する企業とか人をどうするかという話です。ＲＥＮＥＷというのは合同

会社ＴＳＵＧＩという会社が中心ですけども、続ける労力が相当負担になってきていると

いうようなことも聞いております。そこで、地域がどう参加するかとか、その会社の人が

どう参加するかと、こういうところが鍵になってくるんだろうなと思います。 

 その場合、行政が主導的な立場になってしまうと、なかなかうまくいかない。というの

は、もちろん皆さん御存じですけれども、行政はまず公平さを求められるという問題があ

りますので、ここは民間が苦しくても何とか主導する形じゃないと、まずいのかなと、こ

の２点を申し上げます。 

 以上です。 

 

【メンバー】  
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 私どもの業界は、今日は金融機関の皆さん方がお見えになっておりますが、とりわけ信

用金庫というのは地域密着ということでずっと今日まで来ております。ただ、今日的な背

景を考えますと、非常に厳しい状況にあることは間違いないわけですが、であるからこそ、

先ほど御指摘のありました伴走型というか、地域とともに歩むというものを、我々の業界

には求められているのかなという感じがいたしております。 

 そういう中で、北陸地区という捉え方じゃなくて、私は能登の七尾に本店がございまし

て、御案内のように、駅前の商業施設が今、法的な整理に入っているというところであり

まして、来週にも債権者集会が開かれるというところであります。何とか形を変えてでも、

駅前というのは、小都市ではありますけれども、非常に大事なところだというふうに思っ

ておりますので、それに向けて、私ども経済界そのものの、もちろん役割もあると思いま

すし、行政もかかわりを持っていただくように強くお願いをしているところであります。 

 先ほどの御説明をお聞きしながら、２つございます。 

 １つは、若手の職員の皆さん方が自発的に行動をされているという、このことは非常に

有り難いと思いますし、どちらかというと、行政側の職員の皆さん方が積極的に入り込ん

でいくというのは少なかったような気がするんですが、実は七尾の場合も、もう10年以上

たちますかね、先端大学の先生をお迎えして、七尾元気塾というのをやったことがありま

す。これは私も申し上げたのは、行政の公務員の皆さん方のやっている仕事、そして民間

の仕事、それぞれが理解し合うという、そういう機会が非常に少なかったと思うんですね。

ですから、そういう意味では、もう少し腹を割ってお話をする、若手の職員の皆さん方が

できるような、そういうことをやればどうかということからスタートして、10年やりまし

た。１年間20人ぐらいですが、それでも200人ということでありますけれども、その時に、

私が申し上げたのは、せっかく200人の職員が、ある程度、知識を持っていただいたのに、

もう10年経てばきちんとそれで終わりというのは、ちょっと何か、私のこの辺の言葉で申

し上げたら、「愛想もない」というか、何かそういう人たちが年に１回ぐらい集まって、そ

の後、どうなのか、そういうのを交換し合う、そういう機会があったほうが良いんじゃな

いかと申し上げたのですが、残念ながら、それで終わってしまいました。それは、講師と

しては、地元の経済界から順番で、私も２、３回出させてもらったんですが、お話をする

機会があったわけですが、そういうものを、目的とするところは、期間が来たから終わり

じゃなくて、ずっと継続してやられたほうが良いと思いますし、おそらく北陸財務局もそ

のことを考えていらっしゃるんだろうと思いますが、非常に良いことだと思います。 
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 それから、もう１点、長くなりましたが、産業観光ということでありますが、私はつく

づく思うのは、最近の外国人の皆さん方が、特に欧米の皆さん方が金沢近辺へよくお見え

になると。金沢へ来た皆さん方が求めるのは、やはり生活実感が分かるような、あるいは

生活の生業が感じられるような、そういうところを見たいという、そういうニーズが結構

あるようであります。そうなりますと、非常にいろいろな課題がある。能登の、あるいは

七尾の、そういうのをもう少し発信できるような、そういう整備というものも求められて

いるのかなと、こう思っているわけであります。 

 以上でございます。 

 

【メンバー】  

 教育機関などとの連携に関してうちの大学でいろいろプロジェクトとかに参加させてい

ただきまして、学生のほうもリアリティを持って財政をみることができて、非常に良かっ

たなと思っております。 

 そういった意味で、若年層であるとか、特に若いお母さんの層に、こういったプログラ

ムで行かれるようなので、是非続けていかれるというのが、例えば、自分のお子さんが通

われる小学校、統廃合を今からしますよというふうになった時に、自分の非常に主観的な

意味合いで、統合が賛成だとか反対だとかというのも、もちろんそうですけれども、町全

体としての財政を考えた時に、これはどういうふうに考えられますかねという、客観デー

タとともに考えるということを、是非若いお母さんにしていただきたいなと思います。 

 ２つ目なんですけども、産業観光に関してなんですが、産業観光の分野になってきます

と、官公庁だと、経済産業省であるとか観光庁とかがありますし、その中で財務省として、

財務局としてどういう立ち位置になるのかなというふうに考えますと、やはりお金の流れ

というところが得意分野でいらっしゃるかと思います。先ほどの資料から、共通して聞か

れた声という中に、いろいろポイントが書かれていたかと思いますが、その中には、企業

さんの自己資金でお願いしますねというところもありますし、市町さんに整備をしていた

だかないとどうしようもないところもあります。民間さんから協賛を募りながら、３セク

という形か分からないですが、そこの産業観光同士を結ぶような交通をどうするのかいっ

たところは、いろいろな資金の提供元というのは変わってくると思うんです。クラウドフ

ァンディングももちろんそうだと思いますし、そういった場所によってとか、シチュエー

ションに合わせて、お金のつくり方というのは変わってくると思うんですが、そういった
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アドバイスであるとか、仕分けが必要になってくるのかなと思いました。 

 

【メンバー】 

今までのお話に出てきていたかと思いますが、北陸新幹線を起点にして、北陸、この地

域が国内外ともに非常にメジャーになってきていることや、もともとこの北陸３県のエリ

ア自体がコンパクトにまとまっていて、なおかつ、伝統産業を含めて、産業観光の素材が

たくさんあるという背景がありますので、今までも常々言われてきたと思いますが、やは

り北陸共通ブランドで、連携して発信していくということが必要だと思います。 

 では、北陸の産業観光の共通ブランドで、どう踏み込んで進めていくか、現実的な話で

言いますと、やはり民間企業によるネットワークが必要だと思います。産業観光商社を作

れば、その理念に賛同する地域の企業は金融機関を含めたくさんあると思います。お金を

出して協力するとか、人も出して、自分たちの取引先のネットワーク、自分たちの国内外

の拠点を活用することもできると思います。 

 ただ、そこで一番重要になるのが、そのリーダーとなる人材、プロ人材だと思います。

観光業のプロ、国内外での企画プロモーション、国外へもいろいろなアイデアを発信でき

る人です。地域企業が、お金と人とか情報で応援しながらも、プロ人材がリードしていく、

そんな産業観光商社をつくってみたら良いのではないかと感じております。 

 以上です。 

 

【メンバー】  

私も自分で白山市に工場があるんですが、やはりついつい自分の地域のことを考えてし

まいまして、石川県と大きく考えると、なかなか考えがまとまらないんですけど、白山市

で、私は工場なので、産業観光という形で考えると、何かできそうだなと思うんですね。

ただ、できそうだなと思うんですが、今、メンバーの方が言われたとおり、誰が旗を振る

のかなというところだと思うんです。 

 一番思うのは、白山市では、一番産業観光の観光資源になるＪＲの新幹線の工場と言い

ますか、整備工場があるので、ああいったところ。ただ、残念ながら、ＪＲは積極的に協

力する姿勢ではないようで、「あそこにたくさん人が来ると、見せるためにつくったんじゃ

なくて、できるだけ見せることを排除してコンパクトにつくったので、危険なんです」と

言われて、本当に協力してもらえない。そういったところも含めて、誰かが一生懸命やっ
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てくれる方がおいでれば。 

 また、いろいろな産業がありまして、例えば、お酒づくりでも酒屋さんが何軒も集まっ

ているので、海外でアメリカカリフォルニア州のナパバレーに行ったり、フランスへ行っ

たりして、近くにワイナリー巡りをすると、やはりそういう人たちってたくさんいるので、

きっと酒蔵めぐりもやれば産業観光になると思いますし、これをやれば試飲するでしょう

し、お酒も買って帰るので。 

 これは本当に産業観光といっても、誰か旗を振って、ひどい目に遭って、それだけで終

わったらだめなので、やはり地域の活性化につながって、何とか儲かるような仕組みづく

りというのも大事だと思いますのでね。そういったところをどうやってやるのか。誰がや

ってくれるのかというところが、本当に大事だと思います。ただ、白山商工会議所は今、

観光で新しい提言をしたところなので、山を、白山を使った観光をしましょうという提言

をしているのでね。産業観光、２つに力を分けるのも難しいかなと思っているのですが、

どうやっていこうか、白山市で考えると、産業観光、何とか成り立つんじゃないかなとい

う気持ちは十分あります。 

 ということで、以上です。 

 

【メンバー】 

 今日の御報告をお聞きした感想ですけれども、国有財産で灯台をかほく市が今後、管理

されていくということで、それも観光の１つになっていくかなと思うんですけれども、全

国的にこんなものがないんであろうかと。財務局で所管するものの中に、こういう産業観

光に使えるようなものはないんであろうかという思いは１ついたしました。 

 それから、寄附講義も大学で国の機関がいろいろなさっておいでることも、すごく良い

ことだなと。一般の人たちには、財務局は何、それから国税局は何と、あまり区別のつか

ない国民もたくさんいるかなと思うので。例えば、各団体が新入社員の教育をされる時に、

そういったところにもこの寄附講義を受けていただければ、有り難いなという思いはしま

す。 

 それから、一度、昔、国の機関の支店長さんに当社の全体集会をやる時に、講師として

お越しいただけませんかとお願いしたんですけど、国の機関の立場として、個人の個々の

会社に出向くのはだめですと言われたんですが、こういった今の寄附講義なんか、当社の

全体集会の時に来ていただけるのかどうなのかなというふうなのはありました。 
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 それから、観光についてですけど、おかげさまで石川県は、北陸新幹線のおかげで随分

観光客も増えまして、良いところと、また逆にそんなに観光客が来ないという場所と、明

暗に一部分かれている部分もございますが、全般的に良いんじゃないかなと。 

 それから、船のほうも随分、金沢港が賑わっておりまして、これは大変知事さんの自慢

になっているところではございますが、こういったところに、「金沢みなと会館」も完成す

れば、またその周辺で産業が生まれていくんじゃないかなという楽しみもございます。 

 以上です。 

 

【メンバー】 

 今、北陸財務局からいろいろ御説明いただいて、改めていろいろなところで多様な取り

組みをされているなと改めて思いました。その中で、私も他のメンバーの方と同じところ

で、とても良かったんではないかと思ったのは、かほく市の灯台ですけれど、おそらく多

分、技術が発達して灯台が必要なくなってというようなことだったのかなと思うんですけ

れども、他にもいろいろあると思うので、これからも人口が減少して、いろいろなものが

縮小していくところで、何でも要らなくなったら潰してしまうとかというのではなくて、

あるものをうまく活用して、あるいは用途も変えて、地域のために活用できるようなもの

があれば、積極的に活用していかなければならないので、うまく取り次いでいただいたの

かなと。今後もこういうことが、国有財産だけじゃなく、他にもいろいろあると思うんで

すけれども、そういう情報があればどんどん進めていっていただきたいなと思います。 

 今言ったように、人口減少していきますし、産業もどんどん縮小していくところで、や

はり観光ももちろんですけれども、地域の地域づくりというのに、連携は欠かせないとみ

んな思っているわけです。なかなか難しいというお話も聞きましたけれども、連携は絶対

必要なことで、その時に、今お話を伺っていると、北陸財務局では大枠のところのハブ、

情報のネットワークのハブになっていただいて、目指していただいているのかなと思いま

す。それぞれの地域の中では、地銀さんとか、それから企業さんとかがリーダーシップを

とって、また地域の方々も含めて、そこでまたネットワークをつくって、されているので、

その中の一番もとの大枠のところのハブを目指していただいて、やっていただけたら良い

んじゃないかなと思いました。 

 それから、今年度から教育の支援ですけれども、今年度から金沢大学で16回講義してい

ただきまして、ありがとうございます。評判をしっかり聞いてくれば良かったなと反省し
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ているんですけれども。でも、質問がたくさん出たということは、学生も大変興味を持っ

て、しっかり聞いた結果だというふうにも思います。それについて丁寧にお答えいただい

たり、ディスカッションもしていただいたりして、大変有り難く思っています。この経済

学部での講義もですけども、その他にも大学社会生活論というところで、また講義もして

もらって、そこでは学生からも、つき合った教員からも、大変良かったというふうに聞い

ておりますので、今後も進めていただけたら良いなと思いますし、いろいろしていただけ

るなら、また新たな可能性、教育でのサポートの可能性もあるかなというふうに思います

ので、また私のほうも考えて、やらせていただきたいと、一緒に連携してやっていただけ

たら良いなと思います。 

 以上です。 

 

【メンバー】 

 本当に北陸財務局には、多岐にわたって北陸地域の活性化のためにいろいろと御尽力い

ただいておりまして、誠にありがとうございます。 

 今日御説明いただきました「国の支援制度等に係るパッケージ型説明会」については、

石川で開催されたとのお話ですが、是非、富山・福井でも開催いただければ、皆さんも大

変喜ばれるのではないかと思います。特にパッケージ型ということで、かゆいところに手

が届くという中身ですので、是非お願いしたいと思います。北経連自身も、石川、富山、

福井の３県を対象にして活動しております。総会などは金沢でやらざるを得ないという事

情はございますが、なるべくいろいろな会を富山や福井で、今、敦賀でも開催してほしい

とも言われています。 

 それから、財務局ですから、金融機関さんとのつながりが大変強いということで、その

強みを活かして、いろいろなセミナーもされています。やはり、産官学金です。私どもの

メンバーに金融機関さんも入っていただいていますが、やはり、金融機関さんが一番ネッ

トワークを持っていらっしゃいます。その強みを活かして、是非、連携いただきたいと思

います。これからは北陸地域をさらに強くして、付加価値を上げて、はっきり申し上げれ

ば所得を伸ばしていかないと太刀打ちできないと思います。そのためのキーワードは「グ

ローバル化」です。日本国内でいろいろなところとお付き合いをする、ビジネスをするの

もありますが、海外に目を向けませんと、今後の北陸の発展はないと私どもは思っており

ます。ＳＤＧｓへの対応についても、まずデジタル革新を取り込んで、世界に目を向けて
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連携して取り組んでいこうということで、北陸財務局にも是非お力添えをいただければ幸

いです。 

 産業観光については、他のメンバーがおっしゃったとおり、「守秘義務」（見せられない

ところがある）という問題があります。それから、実はものづくりは危険と背中合わせの

ところもありますので、見学ルートの安全性を高める投資も必要になります。その費用を

誰が出してくれるのかという話もすぐに出てきます。それから、人手不足の中、案内する

人手をどう確保するかという課題も出てきます。 

 一方、他のメンバーの方も話題にされた酒蔵めぐり、これは良いと思います。石川にも

たくさんありますし、「手取川」なんて東京では飲めないお酒です。福井に行ったら「黒龍」

がありますし、富山は「勝駒」、「満寿泉」や「立山」など、北陸は本当に酒どころです。

しかし、最後に聞かれるのはやはり、誰が世話をするのかということです。ＤＭＯについ

ては観光庁が推し進めており、ビジネスとして観光をやろうとの思いがあります。北経連

としても、名古屋を拠点にしているＤＭＯ（中央日本総合観光機構）に参画し、北陸と東

海が一緒になった取組みを行っています。まだこれからという感じですので、積極的にや

っていければ良いと思う反面、足元で北経連の現状を見ると、手が空いている人がいない

という感じです。多分、商工会議所さんも同じだと思います。このあたりを何とか解決し

ていく必要があると思っております。 

 私からは以上です。 

 

【柳町】  

 先ほどメンバーの方からいただいた講演の話については、私どもは、例えば、町内会や

ロータリークラブなど幅広い先で、我々の行政分野の話についての講演依頼を、受けてや

らせていただいておりますので、是非また御相談させていただければと思っております。

よろしくお願いいたします。 

 

【矢代】 

 国有財産の観光資源としての活用につきまして御質問がございました。使わなくなった

国有財産、灯台でありますとか古い建物の中に、文化財的価値があるもの、こういったも

のを地公体が活用している例は、全国に見られます。 

 管内におきましても、石川四高記念文化交流館が、まさに国立大学に使用された建物で
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ございまして、重要文化財に指定されたことを受け、文化庁が県に対して使用許可を行っ

ております。 

 また、旧軍港市の、呉市、横須賀市、佐世保市、舞鶴市の４市につきましては、旧軍港

市転換法という特別法がございまして、平和産業港湾都市にふさわしいように建設する計

画・事業について普通財産を無償で譲渡する規定がございます。例えば、呉市におきまし

ては、古い旧軍のクレーンとか、そういったものをオブジェとして使って、それらを町に

配置して観光目的に使っている、そういった事例もございます。 

 お尋ねいただきました旧灯台につきましては、市と海上保安部の間の仲介役を務めさせ

ていただいたわけでございますが、用度廃止された国の財産をどのように取得すれば良い

のか、処分の条件というのはどのようかということが十分伝わっていなかったため、私ど

も財務局で海上保安部に対し、きちんと法令に則った処分の仕方を分かりやすく説明する

ように取り次ぎ、調整させていただいた事案でございます。用途廃止された国有財産を地

方公共団体が転用を図る際に、法令に則った処理の仕方がございますので、財務局がお役

に立てるのかなと考えおります。 

 

【西田】 

 パッケージ型の説明会ですけれども、これは私も東京にいた時からずっと考えていたの

ですが、「色々な補助金なり制度融資があるんだけど、どれをどのように使えば良いのか分

からない」という声が地域にありまして、今回こちらで市町村長さんと対話していると、

やはり同じように、小さな規模の市町村だと「１人で色々なものを担当しているので全て

の制度を理解するのは難しい」とか、大きい市町村さんに行くと「縦割りで担当業務以外

のことはよく分からない」と、そのような御意見もあったので、試行的に、石川県で、全

ての市町村にお声掛けして、ワンストップで、私どものネットワークを使って、できるだ

け多くの機関に集まってもらい、折角やるんだったら国だけじゃなくて、ＲＥＶＩＣ等の

官民ファンドにも来てもらって、ワンストップで説明会を開催させてもらいました。 

 多くは、こういう取組みは良いと言って頂いたんですけど、１日に盛り込み過ぎたこと

もあって、「テーマを絞って欲しい」といった御意見もありましたので、そのような課題も

踏まえながら、是非これは富山県なり福井県でも広げていきたいと思っていますし、北陸

財務局は北陸３県をカバーしていますので、石川県だけじゃなくて福井県や富山県につい

ても、積極的に色々な取組みを広げていきたいと思っていますので、引き続き御協力頂け
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れば有り難いと思っております。 

 

【西田】  

 先ほど金沢大学の寄附講義の御説明をしましたが、北陸地域の魅力を話したいと思った

のは、大学では県外から若い人達が来ているんですけど、そうした人達が北陸に魅力を感

じて定住し、ものづくりの盛んなところで働いて欲しいと思いつつも、なかなかそれがう

まくいかないので、財務局にもそういう人材が来て欲しいんですけども、もっと広く北陸

３県にできるだけ若い人達が定住してもらえる、ここで働きたいと思ってもらえるように、

お話しようということでしてきたんですけど、250～260人の学生の前でお話して、感想を

頂いて全て読んだんですけど、印象は、やはり若い人達、外から来た人達は、金沢なり北

陸を１つの田舎だと思っていたけども、「こんなにものづくりがあるのか」とか「伝統的工

芸品ってこんなにたくさんあるんだったら、もっと地域を見てみたい」とか、かなり新鮮

味があったようなんですね。したがって、やはりこういう取組みは地道なんですけど、継

続的に進めていくことで、１人でも２人でも若い人達が、北陸３県に残ってもらえれば良

いなと思っています。それがきっとこの政策の効果なのかなと自分は思っていまして、富

山大学でも同じように寄附講義をやらせて頂いていますし、他の大学からもオファーがあ

れば積極的に特別講義の形で出かけていますし、先ほどお話もあった企業の方々から研修

の時に講演というお話があれば、時間を割いてでも積極的に出ていきたいと思いますので、

引き続き、よろしくお願いしたいと思います。 

 

 

以上 


