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2月 1日～14日の活動報告 
 

●会員懇談会（富山会場） 

日 時：2月 1日(月) 14:00～16:30 

場 所：富山第一ホテル 

出席者：来場 18名、オンライン 110名 

2020 年度会員懇談会（富山会場）を富山第一ホテル

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、2019 年に公表した「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、今回の富山会場で

は「北欧に学ぶ生産性向上と女性活躍」をテーマとして

講演会を行った。なお、首都圏での非常事態宣言発出に

より、講師は東京からオンラインで講演を行った。 

久和会長の挨拶の後、駐日フィンランド大使館一等

書記官ニーナ・ヴァイサネン氏より、「幸福度世界一の

国フィンランド～労働生産性が高い理由～」と題して、

フィンランドでは、良質なワークライフバランスの充

実により個人の幸福や高い労働生産性を実現できてお

り、また質の高い教育やデジタル化が高い生産性につ

ながっていると講演頂いた。 

次に、フィンランドセンター所長アンナ=マリア・ウ

ィルヤネン氏より、「女性は世界最大の未開発の才能の

宝庫！」と題して、男女平等指数世界 3位（日本は 121

位）のフィンランドで女性の社会進出を実現させてい

る理由や、日本で女性の社会参加を導くためのロール

モデル作りを推奨すること等のアドバイスを頂いた。 

講演後、参加者からの質疑応答や意見交換を行い、最

後に髙木副会長から閉会挨拶を頂いた。 

なお、講師に頂いたたくさんのご質問につきまして

は、後日参加者の皆さまへフィードバックさせていた

だきます。 

（担当：小林佑） 

 

●総合対策委員会第 4回女性部会 

日 時：2月 5日(金) 10:00～11:30 

出席者：10名（オンライン会議） 

 「北陸は女性が働きやすい地域」とのブランドを作る

活動について、浅野部会長からの挨拶後、２つのグルー

プから中間報告を行った。 

昨年実施した「女性の就業意識に関する実態調査」を

踏まえ、「選択できること」と「チャレンジできること」

がポイントになるとの認識から、 

①「女性の流出対策」については、グループを代表して

金沢工業大学の大砂氏より、北陸版「なでしこ銘柄」の

提案があり、企業価値を高め、企業努力の形を PRする

ことで、様々な選択肢があり女性が働きやすい地域

にしていくことや、PR戦略の重要性などについて意

見が出された。 

②「北陸移住促進」については、グループを代表し

て㈱森八の中宮氏より、北陸で働いている女性が満

足すれば必然的に移住促進につながることや、テレ

ワークや副業、二拠点による新しい働き方を進め、

PRしていければ良いとの意見が出された。 

 今後は、グループごとに具体策を議論し、3月下旬

に報告会を実施する。 

（担当：高田） 

 

今後の行事予定 
 

◆【実施】セミナー 

「公正取引委員会の最近の活動状況」 

「『業務提携に関する検討会』報告書のポイント」 

日 時：2月 18日(木) 14:00～15:30 

場 所：オンライン配信のみ 

講 師：公正取引委員会 

中部事務所 総務管理官 原山康彦氏 

競争政策研究センター事務局  

課長補佐 井堀治氏  

リモートでの講演となります。 

対 象：全会員へ案内済 
 
◆【実施】第 28回 国土交通省地方整備局・運輸局 

 との第 28回北陸地域懇話会 

日 時：3月 4日(木)  

 場  所：福井商工会議所(オンライン併催) 

     昼 食 12：20～ 地下 1階「国際ホール」 

         (北経連のみのご案内です) 

     懇話会 13：00～15：00  

地下 1階「コンベンションホール」 

対  象：理事・監事以上へ案内済 
 
◆【実施】北陸 AJEC調査研究に関するセミナー 

    「DX の推進と北陸企業の国際化のあり方」 

 日 時：3月 16日(火) 13:30～16:30 

 場  所：金沢ニューグランドホテル 

 第１部 基調講演 

13:35～14:35 ㈱NTTデータ経営研究所 

            代表取締役社長   柳 圭一郎 氏 

第２部 調査報告、パネルディスカッション 

①14:45～15:00 調査報告 

   ㈱日本経済研究所 企画調査部長 坂野 航 氏 
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②15:00～16:30 パネルディスカッション 

ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 

北陸 AJEC企画部会委員長 丸屋 豊二郎 氏 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 

㈱鈴木栄光堂 代表取締役 CEO 鈴木 伝 氏 

㈱中農製作所 取締役社長 西島 大輔 氏 

㈱能作  代表取締役社長 能作 克治 氏 

対 象：全会員、オンライン配信あり 
 
◆【実施予定】2020年度第 2回社会基盤整備委員会 

  日 時：3月 23日(火) 12:00～14:00 

 場 所：ホテル日航金沢 

（オンライン会議併催） 

 対 象：社会基盤整備委員会委員 
 
◆【実施予定】2020年度第 2回広域観光推進委員会 

  日 時：3月 25日(木) 12:00～14:30 

 場 所：金沢ニューグランドホテル 

（オンライン会議併催） 

 対 象：広域観光推進委員会委員 
 
◆【実施予定】2020年度第 2回先端技術推進委員会 

日 時：3月 30日(火) 12:00～15:00 

場 所：ANAクラウンプラザホテル金沢 

（オンライン会議併催） 

対 象：先端技術推進委員会委員 
 
◆【実施予定】先端技術講演会 

日 時：3月 30日(火) 14:00～15:00 

場 所：オンライン配信 

対 象：全会員へ 2月下旬案内予定 
 
◆【実施予定】2020年度第 2回国際交流推進委員会・ 

第 66回北陸 AJEC企画部会 

日 時：3月 31日(水) 14:00～15:30 

場 所：金沢ニューグランドホテル  

（オンライン会議併催） 

対 象：国際交流推進委員会委員 
 
◆【実施予定】2021年度第 1回総合対策委員会 

日 時：4月 14日(水) 12:00～14:00 

場 所：ANAクラウンプラザホテル金沢 

（オンライン会議併催） 

対 象：総合対策委員会委員 
 
◆【実施予定】デジタル人材育成セミナー2021 

日 時：4月 23日(金) 14:00～16:30 

場 所：ANAクラウンプラザホテル金沢 

       （オンライン配信併催） 

対 象：全会員へ 3月案内予定 

 
 

お知らせ 
 

■金沢大学イノベーションシンポジウム 2021春 

「IoT/AI、5Gで変わるこれからの社会」(開催案内) 

http://www.innov-

kyouryokukai.com/event/symposium.html 

【日時】3月 15日(木) 13:00～17:40 

【会場】金沢大学自然科学大講義棟大講義室Ａ 

（オンライン参加可能） 

【主催】金沢大学先端科学・ 

イノベーション推進機構協力会  

【申込】下記より 3月 1日(月)までにお申込みくだ

さい。 

https://39auto.biz/kyouryokukai/touroku/entry

form9.htm 

【問合せ】協力会事務局 紙田・髙田 

TEL：076-264-6109 FAX：076-234-4019 

E-mail：kyouryokukai@adm.kanazawa-u.ac.jp 

（担当：坂井） 

 

■「AI・データ利活用研究会」会員登録募集 

大阪大学より、標記について北経連会員への案

内依頼がありましたので、お知らせ致します。 

http://www-mmds.sigmath.es.osaka-

u.ac.jp/structure/activity/ai_data_index.php 

登録は無料で、会員登録された方には、AI・デー

タ利活用研究会、数理・データ科学教育研究セン

ター、(一社)数理人材育成協会に関連する案内が

メールで配信されます。 

（担当：坂井） 

 

以 上 
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