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●会員懇談会（石川会場）                                   
日 時：１０月５日（月） 

場 所：ホテル日航金沢 

出席者：来場約６０名、オンライン約６０名 

2020 年度会員懇談会（石川会場）をホテル日航金沢

にて、オンライン配信を併用して開催した。 

今年度の会員懇談会は昨年公表した「北陸近未来ビ

ジョン」にて掲げる「スマート・リージョン北陸の実現

にむけて」を統一テーマとし、今回の石川会場では「高

齢者活用とダイバーシティ」をテーマとして講演会を

行った。 

久和会長の挨拶の後、内閣府大臣官房審議官（科学技

術・イノベーション担当）江崎禎英氏より「人生１００

時代の医療・介護―アフターコロナ／ウイズコロナを

踏まえて―」と題して、コロナ禍により示された価値観

の変化と、誰もが自律した生活を確立する「健康長寿社

会」の実現について講演頂いた。 

次に小松市の食品製造会社である㈱大和（やまと）管

理本部長 中村佐和子氏より「高齢者にも働きやすい会

社に」と題して、定年制廃止やシニアにも働きやすい職

場環境整備について講演頂いた。 

続いて、白山市の板金製造会社である㈱小林製作所

執行役員・業務改革推進責任者 黒川正枝氏より「誰も

が働きやすい職場を目指して・・・」と題して、ＩＴを

活用した生産管理システムの導入などにより、女性を

はじめ誰もが働きやすい職場づくりの取り組みについ

て講演頂いた。 

講演後、会員からの質疑応答や意見交換を行い、最後

に菱沼副会長は閉会挨拶において、「今後、日本が生き

残るためにはデジタル化やダイバーシティの推進など

不断の努力が必要であり、皆で手を携えていかなけれ

ばならない」と述べた。       

（担当：小林佑） 

 

●北陸誘客促進会議                  
日 時：９月３０日（水） 

場 所：ＴＫＰガーデンシティＰＲＥＭＩＵＭ 

金沢駅西口 

出席者：約３０名 

当会、北陸３県、ＪＲ西で構成される北陸三県誘客促

進会議、北陸観光協会、オンラインにてＪＲ西、東、東

海の各部長が参加し「北陸誘客促進会議」が開催された。 

会議では今年１２月から来年３月に「ジャパニーズ・

ビューティー・ホクリク」を実施することを決定し、

北陸の観光素材を都市圏にＰＲすること等を確認し

た。ＪＲ西の前田金沢支社長は「感染防止と観光の

楽しみをいかに両立するか、北陸の実力が問われる。

チームワークを発揮し、多くのお客さんを迎えたい」

と述べられた。 

その後意見交換会が実施され、参加団体が各県、

各温泉地の観光事情についての状況を説明した。山

下専務理事は当会の活動状況を説明する中で、「北陸

新幹線敦賀開業後のデスティネーションキャンペー

ンの誘致を何としてもお願いしたい。新幹線につい

ては敦賀開業後、大阪までの切れ目ない着工をしな

ければ、札幌開業まで漂流しかねない。」等述べた。 

            （担当：神地） 

今後の行事予定                  

◆【実施】１０月２０日（火） 

  西日本経済協議会第 62回総会 13時 30分～17時 

  場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル松山 

  対象：全会員にご案内済 

◆【実施】１１月１６日（月） 

  会員懇談会（福井会場） 14時 30分～17時 

  場所：福井県民ホール（AOSSA8階） 

  対象：全会員にご案内済 

◆【実施】１１月２７日（金） 

  経団連との第４７回北陸地方経済懇談会  

  場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル富山 

対象：全会員にご案内済 

◆【実施】１１月３０日（月） 

  2020年度第１回社会基盤整備委員会 12時～14時 

  場所：ホテル日航金沢 

対象：社会基盤整備委員会委員にご案内済 

◆【実施予定】１２月８日（火） 

  第 27回中部・近畿経済産業局との懇談会 

12時 30分～15時 

  場所：ホテルグランテラス富山 

  対象：理事以上 

◆【実施予定】１２月１１日（金） 

  先端技術推進委員会 12時～15時 

  場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢 

  対象：先端技術推進委員会委員 

◆【実施予定】１２月１６日（水） 

    2020年度第３回総合対策委員会  12時～14時 

    場所：ホテル日航金沢 

2020年１０月 1日～１０月１４日 

５日の行事 
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◆【実施予定】１２月１６日（水） 

  セミナー「国際社会貢献センター(ABIC)の概要と 

具体的活動事例の紹介」14時 30分～15時 30分 

場所：ホテル日航金沢 

対象：全会員 

 

お知らせ                  
■機械学習・データ科学金沢ミニキャンプの参加募集 

大阪大学数理・データ科学教育研究センター 機械学

習・データ科学金沢ミニキャンプ実行委員会主催の学

生・社会人を対象としたデータサイエンス実践講座です。

企業の方の参加をお待ちしております。 

【案内チラシ URL】 

http://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/7bc700e4002ee

4e7485aa19a77f181d7.pdf 

【日時】10月 30日(金) 13:30～17:30 

【場所】ホテル金沢 

【会費・定員】無料(48名先着順) 

【申込】下記 URLからお申し込みください 

https://forms.gle/wxNEvTiJZBWc7dMp6 

【問合せ先】大阪大学数理・データ科学教育研究センタ

ー内実行委員会 

E-mail：mmds-camp@sigmath.es.osaka-u.ac.jp 

（担当：坂井） 

 

■「北陸技術交流テクノフェア 2020 on the Web」開催 

北陸から発信する ものづくりテクノロジー 

【会場 URL】http://www.technofair.jp 

【期間】11月 1日(日)～11月 30日(月) 

【場所】出展および講演等も全てオンラインでの開催 

【申込】・記念講演会・特別セミナーの事前申込受付中 

・展示閲覧は開催期間中でも Web来場登録可 

【問合せ先】福井商工会議所まちづくり・産業振興課 

電話：0776-33-8252  E-mail：technofair@fcci.or.jp 

（担当：坂井） 

 

■「産業技術総合研究所 イノベーションシーズ講演（産

総研石川サイト開所４周年記念講演会）」の開催 

産学官金連携マッチングイベント「Matching HUB 

Kanazawa 2020」における関係機関セミナーとして開催い

たします。皆様のご参加をお待ちしております。 

【案内チラシ URL】 

http://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/1d5cd3af31f50

e13c2ee9db530b7c1f5.pdf 

【日時】11月 6日(金) 13:00～15:00 

【場所】ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢 

（来場およびオンライン配信） 

【申込】下記 URL「Matching HUB Kanazawa 2020」ポータ

ルサイトからお願いします。  

https://matching-web.jaist.ac.jp/portal/ 

【問合せ先】 

産業技術総合研究所中部センター産学官連携推進室 

電話：052-736-7063  

E-mail：chubu-kouhou-ml@aist.go.jp 

（担当：坂井） 

 

■北陸発の産学官金連携マッチングイベント 

「Matching HUB Kanazawa 2020」の開催案内 

【日時】11月 5日(木) 13:00～18:00 

       11月 6日(金) 10:00～17:00 

【場所】ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢 

【主催】北陸先端科学技術大学院大学 

【申込】下記 URL の「Matching HUB Kanazawa 2020」ポー

タルサイト から、「事前来場登録(10/26 締切)」、

「オンライン配信視聴予約」をお願いします。                                      

     https://matching-web.jaist.ac.jp/portal/ 

（担当：坂井） 

 

■「第 11回 北陸地域政策研究フォーラム」開催案内 

【案内チラシ URL】  

http://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/3319e9ef18a4cfd

5106df91cf7ea6d16.pdf 

【日時】11月 8日(日) 10:00～16:30 

【開催方法】Web(Zoom)による遠隔視聴 

【主催】福井大学・福井県立大学 

【申込】hokuriku2020@yahoo.co.jp 11月 6日(金)締切 

   （担当：岩田） 

 

■「北経連・四経連・道経連 共催 2020 年マッチングワ

ークショップ（オンライン開催）」発表企業・大学の募集 

地域の優れた製品・技術・サービス・研究成果や新たな

取組等を有する企業・大学と首都圏に立地する企業との

マッチングワークショップをオンラインにて開催します。 

詳細は下記 URLをご覧ください。 

http://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/9fff9156587

5ad53e7f270cae9d2c570.pdf 

【日時】12月 4日(金) 10：00～17：00 

 【場所】オンライン（Zoom ウェビナー） 

 【募集について】 

  ・募集件数：5件 

  希望が 5件以上の場合は内容など考慮の上、事務    

  局にて選択させて頂く場合がございます。 

  ・締切：10月 30日（金） 

  参加希望者は締切日までに「提案概要シート」をご提

出頂く必要がございますので下記まで連絡下さい。 

  【窓口】北陸経済連合会事務局：杉山、登（のぼり） 

        電話：076-231-5525 

E-mail:(杉山)sugiyama@hokkeiren.gr.jp 

(登)nobori@hokkeiren.gr.jp 

                  （担当：登） 

以上 
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