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創立１４０周年記念誌の
　　　　　　発刊にあたって

金沢商工会議所は、明治13年（1880年）3月に当時の石川県令からの設立認可を受け、同年

５月１日に開所式を執り行い業務を開始いたしました。

以来、令和2年度で140年周年を迎え、これまで、地域商工業の振興・発展に微力ながら全力を

尽くして参りました。

これも、ひとえに、会員事業所のご理解・ご協力をはじめ、歴代役員のご尽力、更には、石川県・

金沢市をはじめとする関係各位の力強いご支援の賜物であり、心から感謝申し上げます。

このたび、前回の創立130周年（平成22年）以降10年間の当所の歩みを取りまとめた創立140

周年記念誌「10年の歩み」を発刊する運びとなりました。

この10年間を振り返りますと、リーマンショックによる経済危機からの立直りを目指している最中

の平成23年3月の東日本大震災の発生、そして、昨年度突如発生した新型コロナウイルスの感染

拡大など、経済環境は大きく変化し、会員事業所の経営にも大きな影響をもたらしました。

一方で、平成27年3月、長年の悲願であった、北陸新幹線の金沢開業が実現するとともに、金

沢港に多くのクルーズ船が発着するなど、国内外から多くの観光客が来訪し、金沢は全国から注

目されるようになりました。

また、当所では新幹線金沢開業の前年の平成26年3月、会員事業所等のお力添えを賜り、新し

い活動拠点となる新会館が竣工し、利便性が大きく向上いたしました。

当所は、これからも大きく変化する経営環境を的確に捉え、会員事業所に寄り添い、皆様の経営基

盤の強化、販路の拡大、デジタル技術の活用、健康経営の推進、創業支援など、地域経済を担う会

員事業所の将来の発展と新たなビジネスチャンスの創出に役職員一丸となり取り組んで参ります。

今後とも、より一層のご指導ご高配を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

 金沢商工会議所  会頭　安　宅　建　樹
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台北市進出口商業同業公会
（台北市の輸出入組合）との経済交流会 かなざわマッチング商談会　

8月4日～ 6日、第３回かなざわマッチング商談会を開
催しました。参加対象を北陸3県の商工会議所・商工会
の会員企業に拡充することにより、新たなビジネスチャ
ンスの場を提供しました。

7月22日、劉理事長ら30名と経済交流会を開催し、両
市の経済交流が一層親密なものとなるよう、懇談しまし
た。

■創立130周年記念式典

明治13年3月、商工業者の発展振興のため、全国で12番目
に前身である金沢商法会議所として設立されました。
創立130周年という節目の年を迎え、5月10日に、関係者
約200人参集の下、記念式典を開催し、物故議員の追悼や運
営功労議員の方々及び日本商工会議所永年勤続議員への感
謝状の贈呈などを執り行いました。
その後の記念講演では、㈱堀場製作所最高顧問である堀場
雅夫氏をお迎えし、「おもしろおかしく」というテーマでお話頂
きました。

深山会頭から感謝状を受け取る作田　勝氏

〈平成22年〉
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臨時議員総会 深山会頭記者会見　

11月１日、臨時議員総会を開催し、会頭に深山彬氏（㈱北國銀行会長）、副会頭に中島秀雄氏（㈱中島商店社長）、北村
哲志氏（ホクショー㈱社長）を再任、新たな副会頭に北川義信氏（北川ヒューテック㈱会長）、蚊谷八郎氏（カタニ産業㈱
社長）を選任しました。
会見で深山会頭は、「『元気ある経済活動を支援する商工会議所』を基本理念に、会員各位及び関係当局と積極的に
意思疎通を図りながら、中小・零細企業及び地域経済の振興発展に努めて参りたい」と抱負を述べました。

6月3日から3日間、「第60回記念金沢百万石まつり」が盛大に開催されました。メインの百万石行列
では、多くの観衆の下、俳優の村上弘明さんが前田利家公に、女優の藤谷美紀さんがお松の方に扮し、
大きな声援を浴びて行進しました。

〈平成23年〉

■第60回記念金沢百万石まつり　

新体制発足　
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〈平成25年〉

10月2日～ 3日、北陸新幹線金沢開業に向けた観光
誘客事業として、正副会頭、関係委員会の正副委員長が
揃って金沢市と都市間協定を締結している高崎市と長
野市において観光誘客キャンペーンを行いました。

JR高崎駅でのPR風景

新会館建設工事地鎮祭・起工式

4月2日、長年の懸案事項であった新会館建設工事の
地鎮祭・起工式を執り行いました。
旧会館の取り壊し工事から新会館の竣工までの期間、
当所は向かいの金沢中央ビル2階に仮事務所を設けま
した。

北陸新幹線金沢開業に向けた観光誘客キャンペーン

〈平成23年〉
エコアクション21全国交流研修大会 in 金沢　
11月4日から2日間、石川県立音楽堂及びANAクラウ
ンプラザホテル金沢において、「第6回エコアクション
21全国交流研修大会in金沢」を開催し、全国の関係者
が一堂に集い、活発な論議が交わされました。

〈平成24年〉
金沢商談会 in 蘇州　 商店街チャレンジ応援事業助成イベント　

8月1日、中国・蘇州市において、「金沢商談会in蘇州」
を初めて開催しました。
日中両国の企業98社が参加し、活発な商談が行われ
ました。

9月14日、当所の「商店街チャレンジ応援事業」の助成
先である新竪町商店街の「しんたて夜市」が開催され、
通り全体にランタン200個を並べた非日常の雰囲気が
演出され、多くの人で賑わいました。この他、金沢城兼
六園商店街や横安江町商店街振興組合のイベントにも
助成を行いました。
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〈平成26年〉

新商工会議所会館グランドオープン

5月10日、新会館においてグランドオープンのテープカットや施設公開の後、新会館の竣工を祝し、ホテル日
航金沢において記念式典及び祝賀会を執り行いました。

新会館外観

竣工記念式典・祝賀会テープカット
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〈平成27年〉

念願の北陸新幹線金沢開業

3月14日、北陸新幹線が開業し、記念式典や開業記念イベントが金沢駅周辺や市内商店街などで開催され、
たくさんの人で賑わいました。

おもてなし大茶会
3月14日～15日、北陸新幹線金沢開業イベントとして、金
沢駅もてなしドーム地下広場において「おもてなし大茶会」
を開催しました。新幹線で来沢された方々や県民の皆様な
ど2日間で約4,000人の方にお茶とお菓子を振る舞いまし
た。

全国商工会議所女性会連合会
石川全国大会　

10月23日、「第47回全国商工会議
所女性会連合会石川全国大会」をいし
かわ総合スポーツセンターを会場に開
催し、全国から3,237名の女性会会員
が集まりました。

（写真提供：西日本旅客鉄道㈱）
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フードピア金沢２０１６

2月1日～ 29日の1ヶ月間、通算３１回目となる「フー
ドピア金沢２０１６」を市内各所で開催しました。新幹線開
業後、初開催となる今回は、オープニング・イベントや
「金澤町家“食”めぐり」など新たな事業を加え、まちなか
の賑わいを創出しました。

〈平成28年〉

かなざわ創業応援塾

9月20日から週1回（全6日間）の日程で「かなざわ創
業応援塾」を開催しました。創業の基礎知識や経営力安
定化の知識を学んだ後、グループディスカッションを行
い、最終日には創業計画を完成させました。

新会頭に安宅氏を選任～新体制が発足～

11月1日、臨時議員総会を開催し、新会頭に安宅建樹氏（㈱北國銀行頭取）を選任、副会頭に中島秀雄氏（㈱中島商店
社長）、北村哲志氏（ホクショー㈱会長）、北川義信氏（北川ヒューテック㈱会長）、蚊谷八郎氏（カタニ産業㈱会長）を再任
しました。
会見で安宅会頭は、「『地方創生へのアクション、チャレンジ～会員と共に～』を基本方針に、広域的な交流と連携を図りな
がら、積極的に諸事業を展開したいと考えており、商工会議所としてスピード感を持って行動したい」と抱負を述べました。

臨時議員総会 安宅会頭就任挨拶

第５回商工会議所経営指導員全国研修会　

7月7日～ 8日、北信越地域では初となる商工会議所
経営指導員の第５回全国研修会を開催しました。パネル
ディスカッションやグループディスカッションを通じ、企
業の経営課題抽出と解決に向けた戦略立案方法を学
び、個社支援能力の強化を図りました。
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いしかわ伝統工芸フェア ２０１７　

2月3日～ 5日、　漆器や陶磁器、着物など数多くの石
川県内の伝統的工芸品を紹介するフェアを東京ドーム
シティ・プリズムホールにて開催しました。様々な企画の
ブース展示及びトークショーなどで首都圏にＰＲしまし
た。

商店街後継者育成事業　かなざわ商人塾 イチ押し商品売り込み商談会

8月22日～ 12月5日、商店街の後継者や次世代リー
ダーの育成を目的に、中小企業診断士などの専門家の
アドバイスを受けながら、商店街の現状や今後の展望、
個店の魅力づくりなどについて考える6回シリーズの商
人塾を開催しました。

11月21日、県内の中小企業者と百貨店、スーパー、専
門店、ホテルなどの大手業者との商談のチャンスの提供
を目的に、新規取引や販路開拓・拡大を目指す売り手企
業が先着順で大手小売企業などの買い手企業に商品を
売り込む形式で今回、初めて開催しました。

婚活事業　第１回ざわこん（婚活パーティー）

12月10日、少子化や地域活性化対策として、初めて
開催しました。男性参加者には直前セミナーとしてパー
ティー参加の心得をアドバイスするなど、当所主催の婚
活パーティーならではの安心感で好評を得ました。

〈平成29年〉〈平成28年〉
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商店街インバウンド受入支援事業
インバウンド受入セミナー　

3月12日、「インバウンド消費アップに必要なおもてな
し」をテーマとしたセミナーを開催しました。インバウン
ド事業に積極的に取り組み、実績を挙げているゲストハ
ウスや外国語広報誌制作会社の経営者から外国人観光
客受け入れのコツを学びました。

女性会創立１０周年記念式典

かなざわマッチング商談会

１０月２３日、関係者２００名参集の下、「女性会創立１０周
年記念式典」を開催しました。冨久尾会長は「女性会のパ
ワーと魅力を新たな形で発信し続け、輝きに満ちた組織
として次の節目に向けて努力したい」と挨拶しました。

8月28日～ 30日、「第11回かなざわマッチング商談
会」を開催しました。参加対象をこれまでの北陸３県、関
西、北陸新幹線沿線都市から、新たに南東北（宮城県・福
島県）の商工会議所・商工会の会員企業まで拡充したこ
とにより、参加企業数257社、商談件数239件と過去最
多を記録しました。

〈平成30年〉

〈平成31年〉

IT・Iot・AI活用・生産性向上への支援

4月16日、キャッシュレス決済サービスの特徴や
キャッシュレス決済の最新動向、先進事例について決済
事業者の担当者から説明があり、多くの受講者が参加し
ました。
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販路拡大支援　香港・深 視察

８月３日～７日、５日間の日程で、安宅会頭を団長に前
年春に就航した小松－香港便を利用し、香港・深圳の視
察を行いました。今後、ビジネス交流の適地となり得る
活気溢れる現地の現状を目の当たりにし、これら地域に
ついて学べたことは、大きな成果になりました。

新体制が決定

11月１日、臨時議員総会を開催し、会頭に安宅建樹氏（㈱北國銀行頭取）、副会頭に北村哲志氏（ホクショー㈱会長）、
北川義信氏（北川ヒューテック㈱会長）、蚊谷八郎氏（カタニ産業㈱会長）を再任、新たな副会頭に髙桑幸一氏（㈱キョー・
エイ会長）を選任しました。
会見で安宅会頭は、「前期から引き続き会員と共に歩む商工会議所を念頭に役職員一丸となり、『会員第一』の精神
で、様々な課題解決に取り組んで参ります。また、これまで培ったネットワークを最大限に活かし、国・県・市や関係団体
と緊密に連携し、スピード感を持って実効性のある施策を推進したい」と抱負を述べました。

臨時議員総会 安宅会頭記者会見

〈令和元年〉

消費増税・軽減税率制度への対策支援

10月1日から実施された消費税率引上げと軽減税率
制度に対応するため、申告をスムーズに行うための手法
を学ぶセミナーに加えて、お客様からの問い合わせ・苦情
に対応するためのクレーム対応セミナーを開催しました。
また、消費税率引上げ・軽減税率制度に向けた事業者
の取り組み状況や価格転嫁への対応についての調査を
実施し、会員企業などに情報提供を行いました。
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新型コロナウイルス感染症対策に注力　 金沢港に新たな拠点　

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、ソーシャル
ディスタンスの確保のため、「新型コロナウイルスに関
する経営相談窓口」を１階ホール前のホワイエに設置
し、感染防止に取り組みながら相談者の対応を実施しま
した。

6月1日、新たな海の玄関口となる「金沢港クルーズ
ターミナル」が開館しました。
世界中からクルーズ船を迎え入れるだけではなく、操
船体験が出来るまなび体験ルームやレストランが設け
られるなど、地域における賑わい創出の拠点として、活
用が期待されています。

〈令和２年〉

全国商工会議所観光振興大会 2020 in 金沢

２月13日～ 15日の３日間、金沢駅周辺施設を会場に、日本商工会議所と当所の主催による「全国商工会議所
観光振興大会 2020in金沢」を開催し、全国199の商工会議所・連合会等から1,228名が参加しました。16回
目を迎えた今大会は「守るチカラ。創るチカラ。～伝統と革新～」をテーマに、日本特有の魅力や古き良きもの
の新たな可能性の検証、地域観光が持つ独自性の発見などについて議論を深め、地域の活性化に結び付く観光
振興策について考えました。

安宅会頭歓迎挨拶 全体交流会
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　　◎当所の出来事
年 月 日 内　　　容

平成22年
（2010）

4.1 ◎ 中小企業応援センター開所式
5.10 ◎ 創立１３０周年記念式典
6.4 ◎ 第５９回金沢百万石まつり（～ 6日）
7.17 ◎ 港フェスタ金沢2010
7.22 ◎ 台北市進出口商業同業公会（台北市の輸出入組合）との経済交流会
7.24 北陸新幹線建設促進石川県民会議総会
8.4 ◎ 第３回かなざわマッチング商談会（対象企業を北陸三県に拡大　～ 6日）
8.23 ◎ かなざわ経営相談ウィーク（～ 27日）
10.18 ◎ 大連市との経済交流
10.19 ◎ 金沢商談会ｉｎ大連を初開催
10.21 ◎ 2010大連日中貿易投資展示商談会に参加（～ 22日）
10.22 金沢港　開港４０周年事業（～ 27日）

11.1 ◎ 臨時議員総会において、深山彬会頭、中島秀雄副会頭、北村哲志副会頭を再任し、新たに北川義信副会
頭、蚊谷八郎副会頭を選任

11.30 ◎ 会員大会（産業功労賞　該当なし）
12.10 ◎ 福岡商工会議所・福岡観光コンベンションとの意見交換会

２３年
（2011）

2.1 ◎ フードピア金沢2011（～ 28日）
2.11 ◎ いしかわ伝統工芸フェア2011（～ 13日）

3.11 東日本大震災（M9.0　最大震度7　死者約15,000名　経済被害約23兆円）
巨大津波の影響で福島第一原子力発電所事故（メルトダウン）が発生

4.1 ◎ 中小企業支援ネットワーク強化事業を開始
5.18 ◎ 東日本大震災義援金を石川県共同募金会へ
6.3 ◎ 第６０回記念金沢百万石まつり（～ 5日）
7.16 ◎ 港フェスタ金沢2011
7.22 ◎ 新幹線対策特別委員会・長野商工会議所との懇談
7.28 ◎ かなざわ創業プラチナ塾
7.31 北陸新幹線建設促進石川県民会議総会
8.3 ◎ 第４回かなざわマッチング商談会（～ 5日）
9.3 ◎ 金沢市観光協会・金沢商工会議所　台湾訪問団（台南市、台北市　～ 7日）
9.20 ◎ 台南市政府ビジネス誘致説明会
10.25 ◎ 金沢商談会ｉｎ大連
10.28 ◎ 2011大連日中貿易投資展示商談会に参加（～ 29日）
11.4 ◎ 第６回エコアクション２１全国交流研修大会ｉｎ金沢（～ 5日）
11.29 卯辰山麓が重要伝統的建造物群保存地区に選定
11.30 ◎ 会員大会（産業功労章　⻆間俊夫氏、梶冨次郎氏）

２４年
(2012）

2.1 ◎ フードピア金沢2012（～ 29日）
2.10 ◎ いしかわ伝統工芸フェア2012（～ 12日）
3.5 ◎ 部会検討特別委員会を設置
4.3 ◎ 大連商談会ｉｎ金沢を初開催
4.21 北陸自動車道白山IC完成と金沢外環状線白山市側開通
5.7 ◎ 金沢ウィークin台南　金沢市訪問団（台南市　～ 13日）
6.1 ◎ 第６１回金沢百万石まつり（～ 3日）
6.23 ◎ 商店街イベントチャレンジ応援助成金事業（～ 9.16計３回）

7.2 ◎ 通常議員総会にて新商工会議所会館建設の基本設計、建設協力金募集を承認
同日、正副部会長会議、評議員説明会を開催

7.9 ◎ 商談・プレゼン力向上セミナー（第５回かなざわ商談会申込企業対象）
7.14 ◎ 港フェスタ金沢2012
8.1 ◎ 金沢商談会ｉｎ蘇州を初開催
8.7 ◎ 第５回かなざわマッチング商談会（～ 9日）
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◎当所の出来事
年 月 日 内　　　容

２４年
(2012）

8.19 北陸新幹線金沢・敦賀間建設工事起工式、北陸新幹線建設促進石川県民会議総会・起工記念大会
9.6 ◎ エコアクション２１地域事務局自治体イニシアティブ・プログラム説明会等（～ 1.18計５回）

11.12 ◎ 旧商工会議所会館閉館記念行事（～ 22日）
11.22 ◎ 会員大会（産業功労章　菱沼捷二氏）
11.23 ◎ 新商工会議所会館建設に伴い仮事務所へ移転（～ 26年4月）
12.28 寺町寺院群が重要伝統的建造物群保存地区に選定

２５年
(2013）

2.1 ◎ フードピア金沢2013（～ 28日）
2.5 ◎ かなざわビジネス交流研修会
2.8 ◎ いしかわ伝統工芸フェア2013（～ 10日）
2.13 ◎ 金沢中小企業支援連絡会議
2.26 ◎ 新商工会議所会館建設業者入札（制限付一般競争入札）
3.1 ◎ 中小企業金融円滑化相談窓口を開設（～ 6.30）
3.21 ◎ ふるさと13県商工会議所ネットワーク発会式・交流会
3.31 能登有料道路の無料化　「のと里山海道」に名称変更
4.2 ◎ 商工会議所会館建設工事地鎮祭・起工式・着工
4.10 金沢港御供田国際コンテナターミナル完成
4.30 ◎ 消費税転嫁対策相談窓口を開設
5.31 ◎ 第６２回金沢百万石まつり（～ 6.2）
7.13 ◎ 港フェスタ金沢2013
7.26 ◎ 大連-金沢ビジネス商談会
8.10 北陸新幹線建設促進石川県民会議総会
8.21 ◎ 第６回かなざわマッチング商談会（～ 23日）
10.2 ◎ 北陸新幹線金沢開業に向けた観光誘客キャンペーン（高崎市、長野市　～ 3日）
10.12 北陸新幹線金沢開業記念キックオフイベント　キックオフセレモニー
10.13 ◎ 商店街イベントチャレンジ応援助成金事業（～ 11.24計３回）
10.18 ◎ 2013大連中日貿易投資展示商談会に参加（～ 19日）

11.1 ◎ 臨時議員総会において、深山彬会頭、中島秀雄副会頭、北村哲志副会頭、北川義信副会頭、蚊谷八郎副会頭
を再任

11.22 ◎ 会員大会（産業功労章　松下良氏）

２6年
(2014）

2.1 ◎ フードピア金沢2014（～ 28日）
2.7 ◎ いしかわ伝統工芸フェア2014（～ 9日）
2.27 小規模事業者持続化補助金公募開始
3.22 金沢駅西広場再整備事業完成
3.22 北陸新幹線金沢開業１年前カウントダウンイベント企画　もてなし力向上フォーラム
3.23 ◎ 新商工会議所会館竣工
4.1 消費税が8％へ引き上げ
4.19 ◎ 経営計画作成支援事業セミナー・個別相談会（～ 5.17計２回）
4.20 ◎ 新商工会議所会館修祓式
4.21 ◎ 当所創業者販促助成金制度（～ 3.31）
4.28 ◎ 新商工会議所会館での業務開始（仮オープン）
5.10 ◎ 新商工会議所会館施設公開・テープカット・グランドオープン
5.10 ◎ 新商工会議所会館竣工記念式典・祝賀会
5.16 ◎ 新商工会議所会館竣工記念　かがやき甲冑展（～ 6.5）
6.6 ◎ 第６３回金沢百万石まつり（～ 8日）
7.19 ◎ 港フェスタ金沢2014
7.21 北陸新幹線建設促進石川県民会議総会
7.28 新幹線金沢駅舎　伝統的工芸品視察・内覧会
8.5 北陸新幹線新型車両Ｗ７系試験走行　金沢駅歓迎セレモニー
8.20 ◎ 第７回かなざわマッチング商談会（～ 22日）
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年 月 日 内　　　容

２6年
(2014）

9.9 ◎ 金沢創業アシスト塾（～ 10日）
9.19 ◎ 移動中小企業相談所を開設（2.10計２回）
10.1 ◎ 北陸新幹線金沢開業に関するアンケート調査（対象は市内の県外資本企業）
10.9 ◎ 消費税転嫁対策セミナー（～ 3.18計３回）
10.11 北陸新幹線金沢開業150日前カウントダウンイベント開幕セレモニー
10.16 ◎ 2014大連日本商品展覧会に参加（～ 17日）
10.25 ◎ 金澤老舗百年會　創立30周年記念式典・祝賀会
10.26 ◎ 商店街イベントチャレンジ応援助成事業
11.5 ◎ 北陸新幹線金沢開業関係団体事務局意見交換会
11.11 北陸新幹線沿線都市民間交流会議
11.18 ◎ 創業応援ウィーク（～ 24日）
11.20 ◎ 会員大会（産業功労章　今井欽次氏）
11.28 ◎ EPA（経済連携協定）個別相談会・活用セミナー

２７年
(2015）

2.1 ◎ フードピア金沢2015（～ 3.15）
2.6 ◎ いしかわ伝統工芸フェア2015（～ 8日）
2.12 ◎ 北陸新幹線金沢開業関係団体事務局意見交換会
2.25 ◎ 「ざわもて運動」ステッカーを全会員に配布
2.28 能越道七尾氷見道路が全線開通
3.4 ◎ 衆議員予算委員会来所、北陸新幹線金沢開業について意見交換
3.9 金沢駅観光案内所リニューアルオープン
3.14 北陸新幹線（長野～金沢間）が開業
3.14 ◎ 北陸新幹線金沢開業イベント　おもてなし大茶会（～ 15日）
4.18 ◎ 小規模事業者持続的発展支援事業　経営計画作成支援セミナー・個別相談会（5.16）
4.25 能登のキリコ祭りが日本遺産に認定
5.14 ◎ ざわもて運動関係団体連絡会（以降、四半期毎に開催）
5.16 ◎ かなざわ創業応援塾ファーストステップ講座（女性対象）
6.1 ◎ 北陸新幹線金沢開業影響調査（四半期毎に実施、対象は県内商工会議所、市内主要商店街、商業施設等）
6.3 ◎ マイナンバー制度セミナー（～ 12.8計３回）
6.5 ◎ 第６４回金沢百万石まつり（～ 7日）
7.1 ◎ 東アジア市場開拓ニーズ調査（対象は当所会員企業、原産地証明登録企業）
7.1 ◎ 小規模事業者経営実態アンケート調査（対象は当所会員企業の小規模事業者）
7.8 北陸新幹線沿線都市民間交流会議
7.11 北陸新幹線建設促進石川県民会議総会
7.18 ◎ 港フェスタ金沢2015
7.19 ◎ 新たな検定試験として東商ビジネスマネージャー検定を実施
8.18 ◎ 第８回かなざわマッチング商談会（～ 20日）

8.21 ◎ 北海道知事を団長とする北陸新幹線視察団一行との意見交換会（25～ 28年に新幹線、会館建設に関
する当所への商工会議所、地方自治体などの視察が76件に上った）

9.2 ◎ 北陸・関西連携会議　会頭会合（12.21計２回）
9.11 ◎ 第二創業支援事業　かなざわ経営革新・第二創業スクール（～ 10.27計６回）
9.24 ◎ ようこそ金沢推進協議会　もてなし力向上セミナー
9.25 ◎ 2015大連日本商品展覧会に参加（～ 27日）
9.29 ◎ 消費税転嫁対策セミナー（～ 11.26計３回）
9.30 ◎ かなざわビジネス交流ミーティング（11.18計２回）
10.1 ◎ ＥＰＡ（経済連携協定）に基づく特定原産地証明の発給業務を開始
10.11 片町きらら開業・記念式典
10.22 ◎ 第４７回全国商工会議所女性会連合会石川全国大会（～ 24日）
11.11 ◎ エコアクション21地域事務局　EA21認証・登録制度10周年記念事業　環境経営セミナー

　　◎当所の出来事
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年 月 日 内　　　容

２７年
(2015）

11.15 第1回金沢マラソン
11.20 ◎ 会員大会（産業功労章　佃一成氏）
12.3 ◎ 東京商工会議所との意見交換会
12.15 ◎ 石川県工業試験場　見学・意見交換会（～ 16日）

２８年
(2016）

2.1 ◎ フードピア金沢2016（～ 29日）
2.5 ◎ いしかわ伝統工芸フェア2016（～ 7日）
2.21 ◎ 商店街イベントチャレンジ応援助成金事業（28日計２回）
2.24 ◎ 消費税軽減税率・転嫁対策相談窓口を開設
3.12 北陸新幹線金沢開業１周年記念イベント　もてなし力向上フォーラム
4.2 ◎ 軽減税率対策窓口相談等事業セミナー（～ 10.18計６回）・相談会（4.16）

4.22 ◎ 改正小規模事業者支援法に基づく当所の「経営発達支援計画」が経済産業大臣に認定され「経営発達支
援事業（伴走型支援）」を実施（～ 2021.3.31）

4.25 ◎ 北陸・関西連携会議　会頭会合（10.24計２回）

5.16 ◎ 女性会通常総会において、宮川昌江会長、浅野邦子副会長、日根野幸子副会長を再任し、新たに加葉田
恵子副会長を選任

6.3 ◎ 第６５回金沢百万石まつり（～ 5日）
6.24 ◎ エコアクション21地域事務局　北陸・信越ブロック審査人力量向上研修会（～ 25日）
7.7 ◎ 第５回商工会議所経営指導員全国研修会（支援力向上全国フォーラム）in 金沢（～ 8日）
7.16 ◎ 港フェスタ金沢2016
7.30 北陸新幹線建設促進石川県民会議総会
8.3 ◎ 第９回かなざわマッチング商談会（対象企業を関西地区の商工会議所にも拡大　～ 5日）
8.26 北陸新幹線沿線都市民間交流会議
9.1 ◎ 商店街イベントチャレンジ応援助成金事業　オリジナル商品・サービス開発応援事業（～ 3.17）
9.11 ◎ 商店街イベントチャレンジ応援助成金事業　イベントチャレンジ応援事業
9.20 ◎ かなざわ創業応援塾（特定創業支援事業　～ 10.25計６回）
9.23 ◎ 2016大連日本商品展示会に参加（～ 25日）
10.12 ◎ ようこそ金沢推進協議会　もてなし向上セミナー（～ 11.9計３回）

11.1 ◎ 臨時議員総会において、安宅建樹氏を新会頭に選任し、中島秀雄副会頭、北村哲志副会頭、北川義信副
会頭、蚊谷八郎副会頭を再任

11.1 ◎ 消費動向モニタリング調査（2.1計２回）

11.7 ◎ 地域活性化講演会「北陸新幹線を活用した観光ブランディングと観光資源の磨き上げおよび首都圏で
のＰＲについて」

11.14 ◎ トレンドセミナー（1.30計２回）
11.16 ◎ 会員大会（産業功労章　深山彬氏）
11.26 ◎ 伴走型小規模事業者支援推進事業　経営者応援セミナー（～ 12.5計４回）
12.3 ◎ 伴走型小規模事業者支援推進事業　個別相談会（～ 12.12計４回）
12.10 ◎ 婚活事業　第１回ざわこん　～参加しまっし。出会ってみんけ？～
12.22 ◎ 消費動向モニター会議（2.23計２回）

２９年
(2017）

2.1 ◎ フードピア金沢2017（～ 28日）
2.3 ◎ いしかわ伝統工芸フェア2017（～ 5日）
2.7 ◎ 創業支援コンサルティング事業　創業啓発セミナー
2.17 ◎ 特恵関税活用セミナー～ EPA･FTAを貿易ビジネスで活かすために～
3.8 ◎ 経営革新支援事業　ものづくり応援セミナー（石川県工業試験場共催）
5.14 ◎ 軽減税率対策窓口相談等事業セミナー（～ 12.19計５回）
5.17 ◎ 経営発達支援計画事業評価会議（以降、毎年開催）
5.30 ◎ 北陸・関西連携会議　会頭会合
6.2 ◎ 第６６回金沢百万石まつり（～ 4日）
7.13 北陸新幹線沿線都市民間交流会議
7.15 ◎ 港フェスタ金沢2017

◎当所の出来事
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年 月 日 内　　　容

２９年
(2017）

7.23 北陸新幹線建設促進石川県民会議総会
7.24 ◎ 婚活事業　かなざわ結婚・婚活支援セミナー
7.28 ◎ 経営力向上・ＩＴ基盤整備支援事業セミナー、ワークショップ・個別相談会・展示会（～ 8.9計3回）
8.8 ◎ 第１０回かなざわマッチング商談会（対象企業を北陸新幹線沿線都市の商工会議所・商工会に拡大　～ 10日）
8.22 ◎ 商店街後継者育成事業　かなざわ商人塾（～ 12.5計６回）

9～ 10 ◎ 「Googleストリートビュー」を活用した商店街店内見える化プロジェクト
9.3 ◎ 新たな検定試験として大商ビジネス会計検定を実施
9.8 ◎ 伴走型小規模事業者支援推進事業　経営支援セミナー・個別相談会（～ 11.30計４回）
9.15 ◎ 2017大連日本商品展覧会に参加（～ 17日）
10.6 ２１世紀鷹峯フォーラム第３回ｉｎ石川・金沢（～ 11.26）
11.13 ◎ 会員大会（産業功労章　細野昭雄氏）
11.21 ◎ イチ押し商品売り込み商談会（石川中央都市圏事業）
12.4 ◎ 創業力向上ゼミナール（石川中央都市圏事業）
12.16 ◎ 婚活事業　第２回ざわこん　～大人のスイーツ婚活～

３０年
(2018）

1.27 ◎ フードピア金沢2018（～ 2.28）
2.8 ◎ 消費動向モニター会議
2.9 ◎ いしかわ伝統工芸フェア2018（～ 11日）
2.23 ◎ 人手不足調査の実施（対象は当所会員企業）
2.27 ◎ エコアクション21地域事務局　環境省EA21ガイドライン2017年版への改訂に伴う認証・登録事業者向け説明会
3.12 ◎ 商店街インバウンド受入支援事業　インバウンド受入セミナー
4.1 ◎ 生産性向上トレーナー派遣制度の新設
5.9 ◎ 北陸・関西連携会議　会頭会合　

5.14 ◎ 女性会通常総会において、新たに冨久尾佳枝会長、水上誠子副会長、若松典子副会長を選任し、加葉田
恵子副会長を再任

6.1 ◎ 第６７回金沢百万石まつり（～ 3日）
7.14 ◎ 港フェスタ金沢2018
7.17 北陸新幹線沿線都市民間交流会議
7.29 北陸新幹線建設促進石川県民会議総会
8.28 ◎ 第１１回かなざわマッチング商談会（対象企業を南東北の商工会議所に拡大　～ 30日）
9.14 ◎ 緊急調査　北海道胆振東部地震影響調査（対象は当所議員・評議員）
9.21 ◎ 2018大連日本商品展覧会に参加（～ 23日）
10.19 ◎ 緊急調査　消費税率引上げ・軽減税率制度導入に関する調査（対象は当所議員・評議員）
10.20 ◎ 婚活事業　第３回ざわこん ｉｎ かなざわはこまち（石川中央都市圏連携事業）
10.23 ◎ 金沢商工会議所女性会創立１０周年記念式典
10.29 ◎ 消費動向モニター会議
11.6 ◎ 伴走型小規模事業者支援推進事業　経営者応援セミナー・個別相談会（～ 1.17計４回）
11.19 ◎ 会員大会（産業功労章　大林重治氏）
11.22 ◎ 第２回イチ押し商品売り込み商談会

３１年
(2019）

1.26 ◎ フードピア金沢2019（～ 2.28）
2.8 ◎ いしかわ伝統工芸フェア２０１９（～１０日）
2.9 ◎ 婚活事業　第４回ざわこん（石川中央都市圏連携事業）
4.1 新元号「令和」発表
4.30 退位の礼

令和元年
(2019）

5.1 皇太子徳仁親王が第１２６代天皇に即位　※元号「令和」施行
5.17 ◎ 緊急調査　キャッシュレス決済導入に関するアンケート調査（対象は当所会員企業）
5.31 ◎ 第６８回金沢百万石まつり（～６.２）
7.13 ◎ 港フェスタ金沢2019
8.3 ◎ 香港・深圳を視察（～７日）
8.10 北陸新幹線建設促進石川県民会議総会

　　◎当所の出来事
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年 月 日 内　　　容

令和元年
(2019）

8.19 ◎ 緊急調査　消費税率引上げ・軽減税率制度導入に係る緊急調査（対象は当所議員・評議員）
8.27 ◎ 第１２回かなざわマッチング商談会（～２９日）
9.14 ◎ 婚活事業　第５回ざわこん（石川中央都市圏連携事業）
9.27 ◎ ２０１９大連日本商品展覧会に参加（～２９日）
10.1 消費税率が10%へ引き上げ(食料品などは軽減税率適用で８%)
10.4 ◎ 北陸・関西連携会議　会頭会合
10.24 ◎ 緊急調査　台風１９号による影響緊急調査（対象は当所議員・評議員）
10.26 ◎ 金澤老舗百年會創立35周年記念式典・祝賀会

11.1 ◎ 臨時議員総会において、安宅建樹会頭、北村哲志副会頭、北川義信副会頭、蚊谷八郎副会頭を再任し、
新たに髙桑幸一副会頭を選任

11.5 ◎ 緊急調査　消費税率引上げ後の影響、対策に係る影響調査（対象は当所会員企業）
11.15 ◎ 伴走型小規模事業者支援推進事業　経営計画作成セミナー・個別相談会（～ 12.16計４回）
11.18 ◎ 会員大会（産業功労章　新家康三氏）
11.22 中国湖北省武漢市で新型コロナウイルス発生が初めて確認
12.5 ◎ 消費動向モニター会議

２年
(2020）

1.25 ◎ 婚活事業　第６回ざわこん（石川中央都市圏連携事業）
1.25 ◎ フードピア金沢２０２０（～２．２９）
1.29 ◎ 新型コロナウイルスに関する経営相談窓口を設置

1.30 世界保健機関（WHO）が新型コロナウイルスに関し、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態 
(PHEIC)」を宣言

2.7 ◎ いしかわ伝統工芸フェア２０２０（～９日）
2.13 ◎ 全国商工会議所観光振興大会 2020 in 金沢（～１５日）
3.11 世界保健機関（WHO）が新型コロナウイルスに関し、パンデミック（世界的流行）相当との認識を示す
3.24 2020年東京オリンピックの延期（１年程度）が決定
４．１３ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、石川県が独自の緊急事態宣言
４．１３ ◎ 第69回金沢百万石まつりが初めてとなる中止を決定
４．１６ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、国が全都道府県に緊急事態宣言を発表
４．２０ 国民一人当たり１０万円の特別定額給付金の支給を閣議決定（コロナ対策）
５．２５ ◎ 当所ホームページ内に「新型コロナウイルス対策支援特設ページ」開設
６．１ 金沢港の新たな拠点施設として金沢港クルーズターミナルが開館

６．１ ◎ 女性会通常総会において、冨久尾佳枝会長、加葉田恵子副会長、水上誠子副会長を再任し、新たに藤井
佳代子副会長を選任

6.17 ◎ 新型コロナウイルス対策応援サイト「あしたのためにできること」開設
6.19 金沢中央観光案内所オープン
7.2 ◎ 企業経営に活かすデジタル技術研究会を設置（9月11日に第1回目開催）
8.9 北陸新幹線建設促進石川県民会議総会
8.25 ◎ 第13回かなざわマッチング商談会（～ 28日）
9.18 ◎ 伴走型小規模事業者支援推進事業　経営計画作成セミナー・個別相談会（～ 12.16計4回）
11.16 ◎ 会員大会（産業功労章　里谷光弘氏）
11.29 金沢港開港50周年記念式典
12.3 ◎ 消費動向モニター会議
12.4 ◎ 北陸・関西連携会議　会頭会合　※オンラインで開催

3年
(2021）

1.21 石川県が新型コロナウイルス感染拡大警報発出
1.22 ◎ デジタル化の現状についてのアンケート調査（対象は当所会員企業）
1.30 ◎ フードピア金沢2021（～ 2.28）
2．１ ◎ いしかわ伝統工芸フェア2021（～ 28日）　※オンライン等で開催
2.12 石川県が「飲食」「若者」感染拡大警報発出
3.26 ◎ 当所の第二期「経営発達支援計画」（2021.4.1から5年間）が経済産業大臣に認定される

◎当所の出来事
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年 月 日 要 望 先 内　　　容

平成２２年
（2010）

11.22 自由民主党石川県支部連合会 平成22年度石川県予算に対する最重点要望事項
12.13 石川県知事 平成23年度石川県に対する要望
12.14 金沢市長 平成23年度金沢市に対する要望
12.27 石川県知事 平成23年度石川県に対する要望（県連）

２３年
（2011）

9.26 自由民主党石川県支部連合会 平成24年度石川県予算に対する最重点要望事項（県連）
12.1 石川県知事 平成24年度石川県に対する要望
12.2 金沢市長 平成24年度金沢市に対する要望
12.6 金沢市 金沢駅前中央交差点における混雑解消に関する意見
12.20 石川県知事 平成24年度石川県に対する要望（県連）

２４年
（2012）

9.7 自由民主党石川県支部連合会 平成25年度石川県予算に対する最重点要望事項（県連）
12.4 石川県知事 平成25年度石川県に対する要望
12.4 金沢市長 平成25年度金沢市に対する要望
12.26 石川県知事 平成25年度石川県に対する要望（県連）

２５年
（2013）

10.15 自由民主党石川県支部連合会 平成26年度石川県予算に対する要望事項（県連）
12.3 石川県知事 平成26年度石川県に対する要望
12.3 金沢市長 平成26年度金沢市に対する要望
12.24 石川県知事 平成26年度石川県に対する要望（県連）

２６年
（2014）

7.31 自由民主党石川県支部連合会 平成27年度石川県予算に対する要望事項（県連）
12.4 金沢市長 平成27年度金沢市に対する要望
12.11 石川県知事 平成27年度石川県に対する要望
12.24 石川県知事 平成27年度石川県に対する要望（県連）
12.25 石川県選出国会議員 平成27年度税制改正に関する意見「重点項目」（県連）

２７年
（2015）

7.27 自由民主党石川県支部連合会 平成28年度石川県予算に対する要望事項（県連）
12.10 石川県知事 平成28年度石川県に対する要望
12.18 石川県知事 平成28年度石川県に対する要望（県連）
12.25 金沢市長 平成28年度金沢市に対する要望

２８年
（2016）

9.8 自由民主党石川県支部連合会 平成29年度石川県予算に対する要望事項（県連）
11.24 石川県選出国会議員 平成29年度税制改正に関する意見（県連）
12.7 石川県知事 平成29年度石川県に対する要望
12.7 金沢市長 平成29年度金沢市に対する要望
12.21 石川県知事 平成29年度石川県に対する要望（県連）

２９年
（2017）

7.19 自由民主党石川県支部連合会 平成30年度石川県予算に対する要望事項（県連）
11.14 石川県選出国会議員 平成30年度税制改正に関する要望

11.20 自民党本部、石川県選出国会議員、財務省、国土交通省 道路・港湾等整備要望（県連）

12.5 石川県知事 平成30年度石川県に対する要望
12.5 金沢市長 平成30年度金沢市に対する要望
12.11 石川県知事 平成30年度石川県に対する要望（県連）

３０年
（2018）

7.23 自由民主党石川県支部連合会 平成31年度石川県予算に対する要望事項（県連）
12.7 石川県知事 平成31年度石川県に対する要望
12.7 金沢市長 平成31年度金沢市に対する要望
12.25 石川県知事 平成31年度石川県に対する要望（県連）

令和元年
（2019）

9.20 自由民主党石川県支部連合会 令和２年度石川県予算に対する要望事項（県連）
12.12 石川県知事 令和２年度石川県に対する要望
12.13 金沢市長 令和２年度金沢市に対する要望
12.26 石川県知事 令和２年度石川県に対する要望（県連）

2年
（2020）

8.20 自由民主党石川県支部連合会 令和3年度石川県予算に対する要望事項（県連）
12.2 石川県知事 令和3年度石川県に対する要望
12.2 金沢市長 令和3年度金沢市に対する要望
12.18 石川県知事 令和3年度石川県に対する要望（県連）

※県連＝石川県商工会議所連合会
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当所は5,685事業所の会員と、会員以外の特定商工業者約1,300事業所を加えた、約7,000の地域の商工業者から
成り立ち、また、経営・創業などの各種相談で多くの事業所に当所を利用頂いています。
当所の会員事業所は業種等の区別により13部会のいずれかに所属します。決議機関でもある議員総会をはじめ、部
会、委員会、常議員会等を通じて、執行機関（役員）の下に、中小企業・小規模事業者の将来発展に向けた支援など、多
彩な事業活動を展開しています。

（令和3年4月1日現在）

総務委員会
企画政策委員会
中小企業委員会
中心商店街活性化委員会
情報化推進委員会
産業基盤委員会
都市問題委員会
観光文化委員会
国際委員会
環境問題委員会
新幹線対策特別委員会
部会検討特別委員会

特 別
委 員 会

常 　 設
委 員 会

●委員会

総務グループ
広報・調査グループ
経理・管理グループ
会員サービスグループ
マネジメント改革室
経営相談グループ
企業支援グループ
地域振興グループ

企 業 経 営
アシストセンター

事 務 局

●支援体制

会員
5,685 

観光・サービス業部会
1,203

運輸・車両業部会
387

情報・文化部会
381

電気業部会
354

建設産業部会
937

機械金属業部会
469食料品業部会

429
建設業部会
391

理財部会 341

小売商業部会 328

繊維・工芸部会 184

卸商業部会 168
化学業部会 113

会　員

相談役

顧　問

参　与

理　事
（常務理事含む）

事務局

専務理事

会　頭

副会頭

議　員

評議員

常議員・監事
部　会

委員会

女性会



名　簿 令和３年4月1日現在

22

会議所役職 氏　名 会　社　・　役　職
会　　　　　頭 安　宅　建　樹 ㈱北國銀行相談役
副　　会　　頭 北　村　哲　志 ホクショー㈱会長
副　　会　　頭 北　川　義　信 北川ヒューテック㈱会長
副　　会　　頭 蚊　谷　八　郎 カタニ産業㈱会長
副　　会　　頭 髙　桑　幸　一 ㈱キョー・エイ会長
専　務　理　事 普　赤　清　幸
常　　議　　員 荒　木　　　章 カナカン㈱会長
常　　議　　員 石　野　晴　紀 ㈱石野製作所社長
常　　議　　員 石　動　信　明 ㈱イスルギ会長
常　　議　　員 岡　　　能　久 ㈱能作会長
常　　議　　員 柿　本　自　如 ㈱柿本商会社長
常　　議　　員 梶　　　冨次郎 カジナイロン㈱会長
常　　議　　員 久　世　　　靖 ㈱久世ベローズ工業所取締役相談役
常　　議　　員 小池田　康　成 ㈱北都鉄工相談役
常　　議　　員 小　出　　　進 ㈱柴舟小出社長
常　　議　　員 小　杉　雄　二 石川日産自動車販売㈱会長
常　　議　　員 小長谷　育　教 ㈱石川製作所社長
常　　議　　員 澁　谷　　　進 澁谷工業㈱副会長
常　　議　　員 瀬　澤　幸　利 ㈱金沢商行社長
常　　議　　員 瀬　戸　和　夫 第一電機工業㈱社長
常　　議　　員 高　桑　秀　治 高桑美術印刷㈱会長
常　　議　　員 高　納　伸　宏 津田駒工業㈱社長
常　　議　　員 玉　田　善　明 タマダ㈱会長
常　　議　　員 忠　田　秀　敏 金沢信用金庫理事長
常　　議　　員 佃　　　一　成 佃食品㈱会長
常　　議　　員 鶴　山　庄　市 加賀建設㈱会長
常　　議　　員 直　江　茂　行 直源醤油㈱会長
常　　議　　員 中　島　秀　雄 ㈱中島商店会長
常　　議　　員 中　村　健　一 中村留精密工業㈱社長
常　　議　　員 永　山　憲　三 ㈱大日製作所社長
常　　議　　員 温　井　　　伸 ㈱北國新聞社社長
常　　議　　員 橋　本　勝　郎 ㈱橋本確文堂会長
常　　議　　員 東　田　隆　一 北陸電力㈱執行役員石川支店長
常　　議　　員 平　櫻　　　保 みづほ工業㈱会長
常　　議　　員 福　光　松太郎 ㈱福光屋社長
常　　議　　員 松　村　俊　一 松村物産㈱社長
常　　議　　員 南　　　昭　武 ㈱金太会長
常　　議　　員 宮　　　二　朗 ㈱大和社長
常　　議　　員 宮　岸　武　司 北陸鉄道㈱社長
常　　議　　員 緩　詰　　　潔 シンコール㈱取締役相談役
常　　議　　員 要　明　英　二 ㈱石川トヨペットカローラ会長
常　　議　　員 吉　田　國　男 ヨシダ印刷㈱相談役
常　　議　　員 米　沢　　　寛 米沢電気工事㈱会長
常　務　理　事 西　田　哲　次
理　　　　　事 林　　　重　毅
監　　　　　事 小　川　榮　一 小川商事㈱社長
監　　　　　事 鍔　　　一　郎 ㈱つば甚監査役
監　　　　　事 中　村　哲　郎 日栄商事㈱社長

■役員
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氏　名 会　社　・　役　職
青　木　保外志 ㈱クスリのアオキホールディングス取締役最高顧問
浅　田　久　太 ㈱浅田屋社長
安　宅　建　樹 ㈱北國銀行相談役
新　家　久　司 ㈱国土開発センター社長
荒　木　　　章 カナカン㈱会長
石　野　晴　紀 ㈱石野製作所社長
石　動　信　明 ㈱イスルギ会長
市　山　　　勉 ㈱エオネックス社長
井　上　英一郎 金沢機工㈱社長
茨　木　喜　幸 川上産業㈱社長
大　友　　　哲 ㈱オートモ社長
大　友　佐　俊 ㈱大友楼社長
大　西　憲　治 大宗㈱会長
岡　　　昌　弘 ㈱岡組会長
岡　　　能　久 ㈱能作会長
小　川　榮　一 小川商事㈱社長
小　川　甚次郎 小川㈱相談役
小　川　成　子 西日本電信電話㈱北陸事業本部長
尾　崎　知恵子 ㈱山岸製作所会長
長　利　啓　正 ㈱小松製作所生産本部金沢工場長
折　本　健　次 明祥㈱社長
柿　本　自　如 ㈱柿本商会社長
梶　　　冨次郎 カジナイロン㈱会長
蚊　谷　八　郎 カタニ産業㈱会長
紙　谷　一　成 ヤマカ水産㈱社長
加茂谷　勇　治 ㈱セーフティ会長
北　川　義　信 北川ヒューテック㈱会長
北　村　哲　志 ホクショー㈱会長
久　世　　　靖 ㈱久世ベローズ工業所取締役相談役
操　川　由　一 城西運輸機工㈱会長
小池田　康　成 ㈱北都鉄工相談役
小　出　　　進 ㈱柴舟小出社長
小鍛治　史　郎 ㈱白や社長
小　倉　一　郎 北菱電興㈱社長
小　杉　雄　二 石川日産自動車販売㈱会長
小長谷　育　教 ㈱石川製作所社長
斉　田　　　均 ㈱ホクハイサービス社長
澁　谷　　　進 澁谷工業㈱副会長
嶋　田　泰　嗣 ㈱ほくつう相談役
庄　田　正　一 ㈱金沢ニューグランドホテル社長
白　井　晃　仁 セコム北陸㈱社長
神　　　亮　一 ㈱玉家建設会長
瀬　澤　幸　利 ㈱金沢商行社長
瀬　戸　和　夫 第一電機工業㈱社長
高　岡　　　昇 高岡製箔㈱会長
髙　桑　幸　一 ㈱キョー・エイ会長
高　桑　秀　治 高桑美術印刷㈱会長
髙　田　直　人 ㈱髙田組代表取締役
高　納　伸　宏 津田駒工業㈱社長
武　隈　正　樹 明治安田生命保険（相）金沢支社長
田　中　主　水 大和証券㈱金沢支店長
玉　田　善　明 タマダ㈱会長
忠　田　秀　敏 金沢信用金庫理事長

■議員
氏　名 会　社　・　役　職

通　善　一　洋 ㈱通善商店社長
佃　　　一　成 佃食品㈱会長
辻　　　利　陽 ㈱辻鉃会長
辻　　　亮　一 ㈱辻さく社長
鍔　　　一　郎 ㈱つば甚監査役
鶴　山　庄　市 加賀建設㈱会長
寺　田　　　匡 金沢製粉㈱社長
寺　松　信　宏 北陸電気工事㈱執行役員金沢支店長
冨　木　隆　夫 冨木医療器㈱社長
豊　蔵　健　夫 金沢生コンクリート㈱社長
直　江　茂　行 直源醤油㈱会長
中　島　秀　雄 ㈱中島商店会長
中　田　二　郎 天狗中田産業㈱社長
中　田　竜　也 ㈱中田屋社長
中　田　　　徹 日本通運㈱金沢支店長
中　村　健　一 中村留精密工業㈱社長
中　村　哲　郎 日栄商事㈱社長
永　山　憲　三 ㈱大日製作所社長
新　田　千鶴子 カミオ㈱社長
温　井　　　伸 ㈱北國新聞社社長
架　谷　洋　司 石川トヨタ自動車㈱社長
橋　本　和　雄 兼六建設㈱会長
橋　本　勝　郎 ㈱橋本確文堂会長
東　　　直　樹 ㈱ヒガシ社長
東　田　隆　一 北陸電力㈱執行役員石川支店長
疋　田　正　一 疋田産業㈱会長
日根野　幸　子 加賀種食品工業㈱社長
平　櫻　　　保 みづほ工業㈱会長
福　光　松太郎 ㈱福光屋社長
藤　田　和　弘 石川交通㈱社長
藤　原　　　篤 一村産業㈱社長
藤　原　英　二 羽二重豆腐㈱社長
細　野　昭　雄 ㈱アイ・オー・データ機器会長
堀　岡　修　次 ㈱金沢港運社長
毎　田　健　治 毎田染画工芸代表
前　田　洋　明 西日本旅客鉄道㈱執行役員金沢支社長
真　柄　卓　司 真柄建設㈱社長
松　崎　充　意 (一財)石川県予防医学協会理事長
松　村　俊　一 松村物産㈱社長
松　本　　　要 松本機械工業㈱社長
松　本　久　典 丸果石川中央青果㈱会長
三　﨑　哲　也 ㈱三崎ストアー社長
水　辺　博　久 ㈱みずべ社長
三　谷　　　充 三谷産業㈱会長
南　　　昭　武 ㈱金太会長
宮　　　二　朗 ㈱大和社長
宮　岸　武　司 北陸鉄道㈱社長
宮　本　秀　夫 ㈱ブック宮丸社長
明　翫　章　宏 ㈱明翫組会長
村　谷　　　實 ㈱村谷機械製作所社長
森　岡　直　樹 ㈱スペースバリューホールディングス社長
森　本　　　昇 北陸綜合警備保障㈱社長
八　木　圭一朗 ㈱ヤギコーポレーション社長
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氏　名 会　社　・　役　職
安　井　克　郎 東亜電機工業㈱会長
山　岸　新　弥 ホクモウ㈱社長
山　岸　敬　秀 ㈱山岸建築設計事務所会長
山　越　健　司 金沢ターミナル開発㈱社長
山　本　洋　志 アサヒ装設㈱会長
緩　詰　　　潔 シンコール㈱取締役相談役
要　明　英　二 ㈱石川トヨペットカローラ会長
横　町　博　一 石川中央魚市㈱会長
吉　田　國　男 ヨシダ印刷㈱相談役
米　沢　　　寛 米沢電気工事㈱会長

■正副部会長
部 会 名 部 会 長 副部会長

繊維・工芸部会 毎　田　健　治 藤　原　　　篤
岡　　　能　久

機械金属業部会 玉　田　善　明 石　野　晴　紀
卸商業部会 折　本　健　次 小　川　榮　一
小売商業部会 大　友　　　哲 三　﨑　哲　也
食料品業部会 小　出　　　進 松　本　久　典
化学業部会 松　村　俊　一 中　村　哲　郎
情報・文化部会 吉　田　國　男
運輸・車両業部会 要　明　英　二 宮　岸　武　司
理財部会 忠　田　秀　敏
電気業部会 東　田　隆　一 柿　本　自　如
建設業部会 平　櫻　　　保 明　翫　章　宏

建設産業部会 石　動　信　明 通　善　一　洋
辻　　　利　陽

観光・サービス業部会 鍔　　　一　郎 白　井　晃　仁

■正副委員長
委員会名 委 員 長 副委員長

総　　務 直　江　茂　行 小　出　　　進
企画政策 小　杉　雄　二 新　家　久　司
中小企業 石　野　晴　紀 八　木　圭一朗
中心商店街活性化 岡　　　能　久 大　友　　　哲
情報化推進 高　桑　秀　治 嶋　田　泰　嗣
産業基盤 鶴　山　庄　市 松　崎　充　意
都市問題 玉　田　善　明 宮　岸　武　司
観光文化 庄　田　正　一 鍔　　　一　郎
国　　際 南　　　昭　武 大　西　憲　治
環境問題 瀬　戸　和　夫 東　田　隆　一
新幹線対策特別 橋　本　勝　郎 山　越　健　司
部会検討特別 北　村　哲　志

■女性会正副会長
氏　名 会社・役職

会　長 冨久尾　佳　枝 金沢セメント商事㈱社長
副会長 加葉田　恵　子 ㈱マルハ商店社長
〃 水　上　誠　子 ダートコーヒー㈱会長
〃 藤　井　佳代子 ㈱アーバンホーム社長

■議員 ■常任相談役
氏　名 会　社　・　役　職

深　山　　　彬 （前 ㈱北國銀行相談役）

■顧問
氏　名 会　社　・　役　職

谷　本　正　憲 石川県知事
山　野　之　義 金沢市長
山　崎　光　悦 金沢大学長
辻　　　庄　市 北陸財務局長
若　木　　　裕 金沢国税局長
武　田　吉　孝 日本銀行金沢支店長
三　田　一　博 北陸総合通信局長
岩　濱　洋　海 北陸農政局長
𠮷　田　研　一 石川労働局長

■参与
氏　名 会　社　・　役　職

南　井　浩　昌 石川県商工労働部長
山　田　啓　之 金沢市経済局長
桑　野　文　更 金沢税務署長
前　田　昌　彦 （株）中日新聞社取締役北陸本社代表
小　川　佳　秀 ＮＨＫ日本放送協会金沢放送局長
吉　藤　　　徹 北陸放送(株)社長
根　布　　　寛 石川テレビ放送（株）社長
築　田　和　夫 (株)テレビ金沢社長
能　田　剛　志 北陸朝日放送(株)社長
尾　崎　良　一 石川県商工会連合会専務理事
中　村　　　明 石川県中小企業団体中央会専務理事
橋　本　政　人 （一社）石川県経営者協会専務理事
飴　谷　義　博 （一社）石川県繊維協会専務理事
稲　葉　良　二 （一社）石川県鉄工機電協会専務理事
山　岸　　　勇 （一社）石川県建設業協会専務理事
棗　　　左登志 石川県信用保証協会専務理事

■名誉議員
氏　名 会　社　・　役　職

浅　田　裕　久 ㈱浅田屋会長
井　上　三　郎 金沢機工㈱相談役
小　倉　周一郎 北菱電興㈱取締役相談役
冨　木　昭　光 冨木医療器㈱会長
豊　蔵　一　郎 ㈱豊蔵組相談役
菱　沼　捷　二 津田駒工業㈱会長
日根野　栄　蔵 加賀種食品工業㈱会長
深　山　　　彬 （前 ㈱北國銀行相談役）
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■評議員
氏　名 会　社　・　役　職

朝　倉　建　郎 ㈱金沢柿田商店社長
浅　野　邦　子 ㈱箔一会長
浅　野　弘　治 ㈱ＡＤＩ．Ｇ社長
浅　野　雅　幸 （弁）まこと共同法律事務所代表社員
安　宅　雅　樹 ㈱安宅社長
飯　沼　潔　人 ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢総支配人
家　倉　平　八 シシクアドクライス㈱会長
池　田　和　弘 北日本観光自動車㈱社長
池　田　典　明 ㈱池田大佛堂社長
池　水　龍　一 さわやか（税）池水公認会計士事務所代表
石　坂　一　弥 石坂商事㈱社長
石　田　雅　裕 はくさん信用金庫理事長
一ノ谷　　　立 ㈱尾山製作所社長
市　村　祐　二 大和タクシー㈱社長
井戸谷　信　一 北興建設㈱社長
井　上　清　一 北配電業㈱社長
今　井　康　弘 ㈱今井金箔社長
岩　井　広　政 イワイ㈱会長
岩　上　伸　人 ㈱中央メディアプロ社長
上　野　孝　正 明和工業㈱社長
上　村　和　弥 上村電建㈱社長
宇　田　直　人 (協)兼六園観光協会理事長
宇都宮　元　樹 ㈱うつのみや社長
梅　村　光　男 寿観光㈱社長
浦　崎　　　滋 ㈱北陸銀行金沢支店長
浦　田　東　一 ㈱浦田甘陽堂社長
江　岸　達　也 アクサ生命保険㈱北陸支社長
大　江　括　久 ㈱シミズシンテック社長
大　島　淳　光 ㈱ことぶき社長
大　野　雅　隆 京町産業車輛㈱社長
大　場　圭　介 ㈱バルデザイングループ社長
大樋　長左衛門 陶芸家
岡　田　喜　一 石川ダイハツ販売㈱社長
岡　田　康　晴 酒井工業㈱社長
奥　田　勝　将 奥田染色㈱社長
奥　田　健太郎 損害保険ジャパン㈱金沢支店長
笠　間　史　盛 ㈱笠間製本印刷会長
鍛　冶　一　雄 ㈱鍜治商店社長
鍛　治　多香子 小松ウォールアイティ㈱社長
梶　谷　晋　弘 ㈱芝寿し相談役
片　山　　　茂 金沢中央市場青果卸売（協）理事長
金　森　和　治 ㈱金森合金社長
金　﨑　祐　一 金﨑商事㈱社長
加　納　　　聡 日本郵便㈱北陸支社長
加葉田　恵　子 ㈱マルハ商店社長
川　島　憲　三 ウエルド㈱会長
川　島　正　夫 富士精機㈱社長
川　邉　俊　彦 ウロコ水産㈱社長
喜　多　甚　一 ㈱ビーイングホールディングス社長
喜　多　孝　之 ㈱五井建築研究所社長
北　　　他紀子 ㈱北ビル・北間楼社長
北　川　文　洋 北川瀝青工業㈱社長
北　川　雅一朗 菱機工業㈱社長

氏　名 会　社　・　役　職
北　川　吉　博 北川物産㈱社長
木　下　孝　治 ㈱エムアンドケイ社長
木　屋　満　晶 ㈱シーピーユー社長
黒　崎　昌　俊 辰巳化学㈱会長
髙　口　　　格 東京海上日動火災保険㈱金沢支店長
鴻　野　洋　行 石川メッキ工業㈱社長
越　原　寿　朗 ㈱コシハラ社長
小清水　良　次 ㈱システムサポート社長
小　島　健　治 ㈱ＪＴＢ金沢支店長
小　林　　　繁 ㈱モス ホテル日航金沢社長
小　林　靖　典 ㈱小林製作所社長
小　柳　　　誠 日本海建設㈱社長
紺　谷　　　修 河村㈱会長
西　丸　禎　文 野村證券㈱金沢支店長
作　田　一　則 作田金銀製箔㈱社長
佐　波　康　久 ㈱佐波社長
澤　田　幸　壮 桂記章㈱会長
澤　田　　　剛 沢田工業㈱社長
塩　川　英　広 金沢中央水産物卸（協）理事長
島　　　洋　之 島屋建設㈱社長
嶋　浦　雄　峰 ㈱金沢商業活性化センター社長
新　保　大　志 ㈱スポーツクラブ・ヴィテン社長
神　保　由　直 ヴィサージュ管理㈱社長
末　田　廣　昭 ㈱犀川組会長
須　加　晃太郎 ㈱光学堂眼鏡店社長
杉　本　昌　啓 ㈱ジェイ・エス・エス社長
住　田　　　敏 丸与商事㈱社長
関　　　　　仁 北陸通運㈱社長
田　井　徳太郎 ㈱田井屋社長
高　井　一　哉 ㈱高井製作所会長
髙　﨑　憲　二 北陸製菓㈱会長
高　田　宏　徳 日通エネルギー中部㈱北陸支店長
高　橋　洋一朗 ㈱高橋北山堂社長
高　林　秀　樹 ㈱高林製作所社長
田　上　淳　一 田上建設㈱社長
竹　腰　勇ノ介 ㈱北都組社長
田　中　清　一 ㈱たなかや社長
谷　﨑　康　織 ㈱のと楽  金沢犀川温泉  滝亭常務取締役
俵　　　秀　昭 ㈱俵屋会長
長　丸　昌　功 ㈱ハチバン社長
塚　本　泰　久 ㈱冨士タクシー社長
土　屋　兵　衛 ㈱金城楼社長
東　郷　裕　司 中部ビル管理㈱社長
寺　村　篤　毅 日本生命保険（相）金沢支社長
豊　蔵　享　一 ㈱豊蔵組社長
鳥　居　　　明 ㈱日産プリンス金沢常務取締役営業本部長
直　山　秀　人 北日本紡績㈱相談役
仲　井　　　隆 石川近鉄タクシー㈱社長
中　川　幾美子 ㈱中川鉄工所社長
中　川　敏　充 ㈱中川忠社長
中　川　幸　雄 ㈱いずみ自動車社長
中　島　哲　夫 ㈱中島建築事務所会長
中　田　一　夫 北陸計器工業㈱社長
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氏　名 会　社　・　役　職
中　田　文　夫 ナカダ㈱会長
中　西　一　彰 中西㈱社長
中　野　敦　朗 イシモク・エモリ㈱社長
中　本　由　之 ㈱中本鉄工社長
永　井　幸　樹 全日本空輸㈱金沢支店長
長　坂　知　通 ㈱長坂組会長
長　田　信　行 ㈱ダスキン北陸社長
鍋　島　盛　雄 ㈱メープルハウス社長
成　瀬　亮太郎 成瀬電気工事㈱社長
西　　　明　彦 日海不二サッシ㈱社長
西　村　明　広 ㈱ニシムラジグ社長
能　崎　明　夫 能崎物産㈱社長
橋　場　匡　基 大日土建㈱社長
橋　本　昌　子 ㈱スパーテル社長
長谷川　精　一 ㈱大野メッキ工業所社長
半　田　隆　彦 エア・ウォーター・リンク㈱顧問
坂　東　久　雄 共栄建設㈱社長
氷　田　敏　男 ㈱ひだインテリア社長
平　田　和喜夫 ㈱ジェスク ホリウチ会長
平　野　忠　泰 石川電材㈱会長
冨久尾　佳　枝 金沢セメント商事㈱社長
福　永　泰　男 サイバーステーション㈱社長
藤　井　佳代子 ㈱アーバンホーム社長
藤　内　拓　朗 橘建設㈱代表取締役専務
藤　本　博　司 泰和ゴム興業㈱社長
舟　見　一　郎 ハットリ㈱会長
不　室　康　昭 ㈱加賀麩不室屋社長
古　池　清　高 ㈱守谷商会北陸支店長
古　谷　謙　明 フルタニランバー㈱相談役
堀　　　敬　太 ㈱ワイズ専務取締役
本　田　正　敏 ㈱本田工務店社長
牧　　　友喜雄 金沢市青果食品商業（協）理事長
増　江　世　圭 加賀木材㈱社長
松　井　富　雄 ㈱北計工業会長
松　井　　　渉 ヨシダ宣伝㈱社長
松　川　治　彦 ㈱ニュー三久名誉会長
松　本　耕　作 ㈱松本耕藏商店社長
水　内　健　之 城東建設㈱会長
水　上　誠　子 ダートコーヒー㈱会長
道　上　　　聖 ㈱東山商会社長
緑　川　雅　友 太陽生命保険㈱金沢支社長
南　　　和　重 ㈱南商店社長
宮　岸　　　誠 宮岸㈱社長
宮　田　健一郎 （税）宮田会計代表社員
宮　元　敏　夫 ㈱宮商会長
宮　本　治　郎 丸文通商㈱社長
村　上　哲　也 ニューハウス工業㈱社長
村　田　弘　二 ホクショー商事㈱会長
村　本　道　廣 ㈱道洋行会長
室　　　敏　朗 ㈱花好会長
森　　　泰　夫 北陸電話工事㈱社長
諸　江　泰　彦 ㈱戸出惣次郎商店取締役
諸　江　　　洋 金沢市商店街連盟副会長

■評議員
氏　名 会　社　・　役　職

安　島　　　勲 ㈱ヤスジマ社長
山　浦　伯　之 ㈱石川コンピュータ・センター社長
山　上　智　之 ㈱ホクチン社長
山　口　　　孝 金沢中央信用組合理事長
山　口　裕　啓 北陸高速道路ターミナル㈱社長
山　崎　昭一郎 山崎電機㈱会長
山　田　章　人 ㈱キョーワコーティング取締役
山　田　秀　一 ㈱共栄商会会長
山　田　秀　一 北陸貨物運輸㈱社長
山　田　泰　造 ㈲山田仏具店社長
山　田　輝　雄 ㈱西インターレストハウス･㈱テルメ金沢会長
山　田　外志雄 宏州建設㈱社長
山　野　吉　彦 ㈱ホンダカーズ石川会長
山　本　一　人 前多㈱社長
山　本　晴　一 ㈱ヤマト醤油味噌社長
横　山　信太郎 ㈱横山商会社長
吉　田　修　一 野々市運輸機工㈱会長
吉　田　裕　志 蝶理㈱取締役北陸支店長
米　澤　卓　也 暁化学工業㈱社長
若　林　智　雄 ㈱寿商会相談役
若　林　佳　生 笠井食品㈱会長
若　松　典　子 若松工業㈱社長
若　松　道　行 若松梱包運輸倉庫㈱代表取締役専務

■企業経営アシストセンター

■事務局（総務企画部）
氏　名 役　職　・　所　属

西　田　哲　次 事務局長　部長
金　丸　一　彦 担当部長　広報・調査ＧＬ
亀　井　　　繁 次長　総務ＧＬ
髙　田　成　智 次長　会員サービスＧＬ・マネジメント改革室長
正　田　規　華 課長補佐　総務Ｇ
磯　部　泰　介 総務Ｇ
竹　澤　麻　世 総務Ｇ（コンベンションビューロー出向）
清　水　　　誠 課長補佐　広報・調査Ｇ
吉　井　　　誠 課長　経理・管理ＧＬ
瀧　　　浩　美 経理・管理Ｇ
宗　本　　　悟 経理・管理Ｇ
戸　石　有　紀 経理・管理Ｇ
江　村　勝　一 課長補佐　会員サービスＧ
藪　下　枝　里 課長補佐　会員サービスＧ
石　蔵　佳　那 会員サービスＧ
吉　川　勝　之 マネジメント改革室

氏　名 役　職　・　所　属
林　　　重　毅 センター長　経営相談ＧＬ
竹　田　和　光 次長　地域振興ＧＬ
森　　　俊　幸 担当課長　経営相談Ｇ
木　本　慶　勇 係長　経営相談Ｇ
平　　　智　宏 経営相談Ｇ
近　岡　風　我 経営相談Ｇ
向　井　　　碧 経営相談Ｇ
柿　　　英　明 課長　企業支援ＧＬ
田　賀　　　歩 課長補佐　企業支援Ｇ
不動田　一　之 課長補佐　企業支援Ｇ
鈴　木　　　萌 企業支援Ｇ
青　木　　　淳 企業支援Ｇ
井　南　摩　耶 企業支援Ｇ
奥　村　忠　秀 課長補佐　地域振興Ｇ
辻　口　　　遥 地域振興Ｇ
清　水　裕　勝 地域振興Ｇ
鍋　島　優　裕 地域振興Ｇ

※　ＧＬ＝グループリーダー、Ｇ＝グループ



140年の軌跡

創立140周年記念誌　10年の歩み

27

●金沢商工会議所の設立（創立）
金沢商工会議所は、明治13年3月、多くの先覚者の尽力により、初代会頭米山道生氏のもとに、全国で12番目に金沢
商法会議所として設立（創立）されました。
その後、明治、大正、昭和の各時代において、幾度もの制度の変遷を経て、昭和28年に制定された商工会議所法に基
づき設立されたのが、現在の金沢商工会議所です。

年月および事 項 歴代会頭

《商法会議所の時代》 明治13年～ 19年
　明治13年3月  金沢商法会議所設立。この頃、商工業者の声を国の政策に反映さ

せる目的により、東京はじめ各地で設立

米山　道生
  （明治13年5月～ 20年3月）

中屋彦十郎
  （明治20年3月～ 24年4月）

亀田伊右衛門
  （明治24年4月～ 27年4月）
  （明治28年3月～ 32年3月）

水登勇太郎
  （明治27年4月～ 28年3月）
  （明治32年3月～ 36年3月）

本多　政正
  （明治36年3月～ 37年3月）

斉藤　弥久
  （明治37年3月～ 44年3月）

横山　章
  （明治44年3月～大正10年3月）

横山　隆俊
  （大正10年3月～ 14年9月）

辰村　米吉
  （大正14年10月～昭和3年7月）

市村孫太郎
  （昭和3年7月～ 4年10月）

中島徳太郎
  （昭和4年10月～ 14年10月）

《商工会の時代》　明治20年～ 24年
　明治20年3月 金沢商工会設立
　　・ 明治22年 金沢市制施行

《商業会議所の時代》　明治24年～昭和2年
　明治24年 2月　  明治23年9月商業会議所条例発布に基づき経済の発展と国際化の

進展に伴う制度強化のため金沢商業会議所設立
　明治28年 9月　現在地に会館（初代）竣工
　　・ 明治31年 金沢駅開設、翌年米原～富山間全通
　　・ 明治34年 電話開通
　大正 8年 5月 第二代会館竣工
　　・ 同年市内路面電車開通

《戦前の商工会議所の時代》　昭和3年～ 17年
　昭和 3年 1月 商工会議所法施行により金沢商工会議所と改称

《商工経済会の時代》　昭和18年～ 21年
　昭和18年   商工経済会法施行に伴い昭和18年9月商工会議所は解散し、石川県

商工経済会設立（会頭　石黒傳六氏）

《石川県・金沢商工会議所の時代》　昭和21年～ 25年
　昭和21年 9月  石 川県商工経済会解散、11月新しい経済団体をめざし石川県商

工会議所・金沢商工会議所・小松商工会議所設立認可、12月七尾
商工会議所設立認可

明治28年9月、現在地に建つ金沢商業会議所の初代建物 第二代会館（大正８年撮影）
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年月および事 項 歴代会頭

《商工会議所法に基づく現在の商工会議所》
　昭和25年10月 石川県商工会議所・金沢商工会議所が合同
　昭和27年 4月 第1回百万石まつり開催（以降、毎年開催）
　昭和29年 3月 機能強化を目的とした新商工会議所法施行により特殊法人化
　昭和31年12月 旧商工会議所会館（第三代）竣工

　昭和35年 6月 創立70周年記念式典挙行　※明治23年商業会議所を創立として
　昭和40年12月 旧中小企業会館竣工
　　・ 昭和45年11月　金沢港開港
　昭和55年 5月 創立100周年記念式典挙行
　平成12年 5月 創立120周年記念式典挙行
　平成20年10月 金沢商工会議所女性会設立
　平成22年 5月 創立130周年記念式典挙行
　平成26年 3月 新商工会議所会館（第四代）竣工

石黒　傳六（金沢・商工経済会）
  （昭和14年10月～ 20年9月）

林屋亀次郎（商工経済会・金沢・石川県）
  （昭和20年10月～ 22年11月）

西川　外吉（金沢）
  （昭和22年11月～ 43年6月）

中村　栄俊（石川県）
  （昭和22年11月～ 25年10月）

吉田　次作
  （昭和43年10月～ 49年10月）

宮　　太郎
  （昭和49年10月～平成18年7月）

深山　　彬
  （平成18年7月～平成28年10月）

安宅　建樹
  （平成28年11月～）

　　・ 平成27年 3月　北陸新幹線（長野～金沢間）開業
　平成27年10月 全国商工会議所女性会連合会石川全国大会開催
　平成28年11月 部会を15部会から13部会へ再編
　平成29年 4月 中小企業相談所を企業経営アシストセンターに改称
　令和 2年 1月 新型コロナウイルスに関する経営相談窓口設置

2月　全国商工会議所観光振興大会2020in金沢開催

中小企業会館（平成24年撮影）第三代  商工会議所会館（昭和31年撮影）

商工会議所新会館



　金沢商工会議所創立140周年にあたり、前回（平成22年）130周年の際に作成致しました「近10年の歩み」以降の

10年間の歩みを発刊しました。

　本誌は、主に、写真による事業説明や年表、現在の役員構成などを簡潔にとりまとめました。

令和3年4月1日　金沢商工会議所




