
北陸から輝きを

新湊大橋（富山県射水市）

地域の力を未来に繋ぐ



北陸支局の概要

管轄区域

組織の紹介

　中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局は、経済産業省の
地方出先機関である中部経済産業局（管轄区域：愛知、岐
阜、三重、富山、石川）の支局として、北陸地域（管轄区域
参照）における電力・ガスに関する業務や、地域経済の活性
化、中小企業支援等の産業振興を行っています。
　北陸地域は、日本海や白山・立山などの豊かな自然と魅力
的な観光地に恵まれた地域であるとともに、多彩な歴史や文
化に育まれた個性的な企業が様々な産業分野で活躍してお
り、大きなポテンシャルを秘めています。
　また、東京・大阪・名古屋の三大都市圏に近接しているという地理的条件に加え、北陸新幹線が
2023年度末（令和５年度末）には福井県の敦賀まで延伸する予定であり、今後も持続的な経済発展が
大いに期待されています。
　北陸支局では、北陸財務局、独立行政法人中小企業基盤整備機構、産業支援機関、自治体、金融機関
等と連携し、地域の可能性や経済発展の契機を逃さず、熱意と行動力をもって、地域経済のさらなる活
性化のためにチャレンジしていきます。
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経済産業局の所在地

※1　岐阜県のうち飛騨市（平成16年1月31日における＊1旧吉城郡神岡町及び宮川村〈昭和31年9月29日における旧坂下村の区域に限る。〉）　
　　及び郡上市（平成16年2月29日における＊2旧郡上郡白鳥町石徹白の 区域に限る。）
※2　福井県のうち小浜市、三方郡、大飯郡及び三方上中郡を除く。

石川県
富山県

福井県 岐阜県

北陸支局の管轄区域
・富山県
・石川県
・岐阜県の一部　※1

電気に関しては、上記に加え
・福井県の一部　※2

産業振興室

中部経済産業局

総務企画部

地域経済部

産業部

資源エネルギー環境部

総務課

電力・ガス取引監視室

地域経済産業課

北陸経済企画調査室

広報室

電力・ガス事業課

電力・ガス事業北陸支局

経済産業省
〈組織理念〉

～地域の力を未来に繋ぐ～
私たち中部経済産業局は、
時代の変化を先取りし、

地域の施策展開をデザインして、
いち早く発信・実行することで、
変化に挑戦し続ける地域経済・産業
の持続的な発展に貢献し、真に地域
から信頼され期待に応えうる組織を

目指します。

＊1

＊2
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経済規模

出所：国土地理院「令和３年全国都道府県市区町村別面積調」
　　　総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（令和３年１月１日現在）」
　　　内閣府「平成30年度県民経済計算」、経済産業省「2020年工業統計調査（確報）」

出所：内閣府「県民経済計算」 
注意：95年度は95年基準、05年度は05年基準、18年度は11年基準の数値を使用。

出所：総務省・経済産業省「工業統計調査」
注意：2002年から、電気機械を電子部品・デバイスと電気機械（電気機械＋情報通信機械）に分割。
　　　はん用・生産用・業務用機械は、2007年までは一般機械。
その他の指標、経済情勢等については、北陸支局ホームページ「北陸経済のポイント」でご覧いただけます。
（https://www.chubu.meti.go.jp/e31chosa/point.html）

面積（2021.10.1現在）

人口（2021.1.1現在）

域内総生産（名目・2018年度）

製造品出荷額等（2019年）

製造業付加価値額（2019年）

北陸（1995年度）

北陸（2005年度）

北陸（2018年度）

全国（2018年度）

北陸（1965年度）

北陸（1995年度）

北陸（2019年度）

全国（2019年度）

北陸地域経済の特徴

ポイント 北陸地域の経済は、全国の約３％のシェアとなっています。

産業構造

製造業の業種別構成
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北陸の製造品出荷額の変遷をみると、繊維工業が大幅に割合を下げるなか、スマートフ
ォン向けなどで電子部品・デバイスが基幹産業として成長しています。また、化学工業
は、ジェネリック医薬品や医薬品受託製造の拡大により割合が増しています。一方、全
国と比較すると、自動車等の輸送用機械の割合が低くなっています。

はん用・生産用・業務用機械 電子部品・デバイス 電気機械 化学工業 繊維工業 金属製品 非鉄金属 輸送用機械 その他

農林水産業 鉱工業 建設業 電気・ガス・水道業 卸売・小売業 金融・保険業 不動産業 サービス業他
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5%

14.2 12.8 29.7 3.1 2.9 2.5 33.3

1.5

12.1 16.5 9.4 11.7 12.7 4.6 4.3 28.7

18.9 11.3 4.1 13.1 5.2 7.5 6.1 5.8 28.1

12.3 4.4 5.7 9.1 4.9 3.0 21.1 38.4
1.1

ポイント 北陸地域の産業構成は、「鉱工業」の割合が全国に比べ高くなっています。

ポイント
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北陸支局の取り組み

>>> 地域経済産業課

　経済産業省では、「地域未来投資促進法」に基づき企業の新たな事業展開を支援するとともに、地域
経済の中心的な担い手となりうる企業を「地域未来牽引企業」と位置付けて後押ししています。
　北陸支局では、地元自治体、各種支援機関等と連携し、官民合同による「伴走型」の支援を実
施しています。対話と傾聴を重ねる事で、企業の本質的な課題を特定し、官民合同企業支援チームと企
業が一緒になって解決に取り組むことで、企業の自己変革を促します。

新分野・新事業への挑戦支援・イノベーション創出支援
>>>地域経済産業課

　北陸地域のＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）を推進するため、産学金官の関係者が
一体となった支援コミュニティを形成し、地域企業の新たなビジネスモデル構築やイノベーションの創
出を支援します。また、広域連携を促進するとともにＤＸの加速に必要不可欠なデジタル人材の育成・
確保にも取り組みます。
　さらに、北陸地域の強みであるライフサイエンス分野において、医工連携を推進します。具
体的には、医療機器等をはじめとした新分野展開や、医療現場のニーズと地域企業のシーズのマッチン
グによる新製品の開発を支援します。  

医工連携事業による製品事例
（血液による難治性がんの診断機器開発　写真提供：株式会社キュービクス）

広域連携による場の提供

産学金官コミュニティ
によるDX支援

DXの加速に必要不可欠な
デジタル人材の育成・確保

官民合同企業支援
チームによる
伴走型支援

地域を支える企業の

地域への波及効果
雇用創出、付加価値向上
取引先企業等への波及

人口増加
地域経済の活性化

「稼ぐ力」の向上

地域への付加価値の増加
地域ブランド力の上昇

（活力の向上）

地域の抱える課題
（活力の低下）

人口減少
人口流出

地域経済の縮小
地域企業を支える
基盤の劣化

（需要減少・人手不足）

北陸地域におけるＤＸ支援

地域未来牽引企業の成長支援
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>>> 産業振興室

　人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資を通じ成
長発展を目指す中小企業や小規模事業者、中堅企業は「中小企業等
経営強化法」に基づく「経営力向上計画」を申請し、認定されるこ
とにより、税制措置（設備投資に係る法人税の即時償却等）や金融支
援等を受けることができます。
　デジタル化の推進や事業承継、経営資源集約化の支援も加わり、北
陸支局においても「経営力向上計画」の認定や各種施策の情報提供等
を通じ、多様で活力のある中小企業等への支援を行っています。

>>> 産業振興室

　「新たな事業の担い手＝創業者」を輩出することは、地域を活性化
させ、雇用を確保するために重要な取組です。
　北陸支局は、市町村が商工会議所、商工会、金融機関などと連携し
て取り組む「創業支援等事業計画」を認定し、創業を希望する
方、創業後間もない方への支援を促進しています。
　また、全国の経済産業局でも例のない県域を越えた取組として、富
山県・石川県・各市町村の創業支援担当者や、創業支援機関によって
構成される「ほくりく創業支援ネットワーク」を立ち上げまし
た。
　同ネットワークでは、創業支援・まちづくりに取り組む北陸地域内
外のキーパーソンによる講演や、創業支援について議論するワークシ
ョップ等を実施しています。市町村間の交流の場の提供等を通じて、
北陸地域が一体となって創業支援スキルの向上やノウハウの共有を図
り、創業を志す人財から選ばれる地域となることを目指しています。

中小企業施策利用ガイドブック（中小企業庁）掲載の施策の
詳細は、中小企業庁「ミラサポplus」でご確認いただけます。
（https://mirasapo-plus.go.jp/ ） 中小企業施策利用ガイドブック

ほくりく創業支援ネットワーク
キックオフミーティング開催のチラシ

ほくりく創業支援ネットワークミーティングの様子
（オンライン開催）

創業者、創業希望者たちによる座談会
スタートアップ・新ビジネス創出支援施設

「金沢未来のまち創造館」にて

地域における創業支援体制の整備

中小企業・小規模事業者等の経営支援
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S＋3Eの実現に向けたエネルギー施策の推進
>>>電力・ガス事業課

　第６次エネルギー基本計画では、2050年カーボンニュートラルの
実現へ向け、安全性（Safety）を前提とした上で、エネルギーの安定
供給（Energy Security）を第一とし、経済効率性の向上（Economic 
Efficiency）による低コストでのエネルギー供給を実現し、同時に、
環境への適合（Environment）を図る「Ｓ＋３Ｅ」の実現のた
め、最大限の取組を行うことが掲げられています。
　北陸地域は、①温室効果ガスを排出しない、②発電や管理のコスト
が安い、③エネルギー変換効率が高いなどのメリットを持つ水力発電
に恵まれており、電気の安定供給を確保する上で重要な電源立地地
域であることから、北陸支局では、発電用施設の周辺の地域におけ
る公共施設の整備、地域の生活の利便性向上や産業振興に寄与する事
業を促進しています。
　また、太陽光発電やバイオマスなどの再生可能エネルギーを活用し
たエネルギー構造の高度化等に向けた自治体の取組を支援してい
ます。

電力・ガス取引の公正・自由な競争環境の確保
>>>電力・ガス取引監視室

　電力・ガスの取引において、公正かつ自由な競争が確保されるよう、事業者等に対する監査・報告
徴収等を実施し、監視業務を行っています。

>>> 総務課

　「地方創生コンシェルジュ」を選任し、地方創生に取り組む管内の地方自治体を積極的に支援す
る体制を構築しています。
　地方創生コンシェルジュは、担当する自治体からの相談窓口
として地域の課題に寄り添い、関係府省庁とも連携し、ビッグ
データを活用した「地域経済分析システム（RESAS）」
の普及・活用促進、地域活性化に向けて活用可能な支援制度の
情報提供などに取り組んでいます。

黒部ダム／黒部川第四発電所
（写真提供：関西電力株式会社）

富山新湊火力発電所（LNG）
（写真提供：北陸電力株式会社）

片貝別又発電所
（写真提供：北陸電力株式会社）

氷見市の太陽光発電設備及びEVPS
（写真提供：氷見市）

地域経済分析システム（RESAS）
（内閣府／経済産業省）

地域経済分析システムRESASはこちらからご覧いただけます。
（https://resas.go.jp）

地方創生の支援
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北陸地域経済の情勢分析
>>>北陸経済企画調査室

　北陸地域経済の実態把握を目的に、鉱工業生産指数の作成、個人消費、設備投資、雇用等の主要経
済指標のとりまとめや、企業等へのヒアリング調査や分析を実施し、北陸地域の総合経済動向を公
表しています。

毎月発表の「北陸地域の総合経済動向」は、北陸支局ホームページでご覧いただけます。
（https://www.chubu.meti.go.jp/e31chosa/doko.html）

・生産
・個人消費
・設備投資
・公共投資
・住宅投資
・貿易
・雇用
・企業倒産

※2022年5月現在

総務課

北陸経済企画調査室

地域経済産業課

産業振興室

電力・ガス事業課

広報室

電力・ガス取引監視室

TEL 076-432-5588

TEL 076-432-5590

TEL 076-432-5518

TEL 076-432-5401

TEL 076-432-5589

TEL 076-432-5589

TEL 076-432-5583

支局の所掌事務の総合調整、人事、文書、会計、
支局の保有する情報の公開・個人情報の保護

地域経済に関する調査の実施、地域政策の企画・
立案、支局の情報システムの整備・管理

地域経済及び産業に関する企画・立案、推進・支援

地域の産業振興、創業支援

電力事業、ガス事業、熱供給事業に関する業務、
電気の需給調整・統計調査、電源地域の振興

エネルギーの広報

電気とガス事業の監査、立入検査に関する業務

＜主な指標＞

北陸支局の組織
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中部経済産業局
電力・ガス事業
北陸支局

N

経済産業省 中部経済産業局
電力・ガス事業北陸支局
〒930-0856 富山県富山市牛島新町11番7号
 富山地方合同庁舎3階
URL https://www.chubu.meti.go.jp/e11hokuriku/index.html

アクセス JR富山駅北口徒歩5分
 電鉄富山駅徒歩7分


