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●  第 105回理事会（書面審議）                                      
2020 年度定期総会後に人事異動、役員異動があり、

当会代表者変更の申出をいただいた常任理事・理事に

ついて、後任の方々を常任理事・理事に選任するため、

第 105回理事会を書面審議として開催した。その結果、

下記の方々が選任された。 

○常任理事 3名（敬称略） 

水口勝史 立山科学工業株式会社 代表取締役社長 

浅野慎一 YKK株式会社 副社長黒部事業所長 

片岡慎一 中日本高速道路株式会社  

執行役員金沢支社長 

○常任理事 1名（2020.8.27付）（敬称略） 

山下清胤 三協立山株式会社 相談役（8/27就任予定） 

○理事 2名（敬称略） 

尾島志朗 株式会社ケーブルテレビ富山 

代表取締役社長 

 徳光吉成 北陸通信ネットワーク株式会社 

代表取締役社長 

                  （担当：小山） 

 

 

●  第 348回常任理事会                                      
日 時：８月５日（水） 

場 所：金沢ニューグランドホテル 

出席者：２７名 

今年、コロナの影響により、政府の概算要求が通常の

8月から 9月に延びたため、当会の政府要望を 9月 3日

に実施する。この政府要望を審議する常任理事会を 8月

5日（水）に開催した。 

7 月 30 日（木）に総合対策委員会で了承された「政

府に対する北陸経済界からの要望書（案）」について事

務局から説明し、ご審議いただき、一部修正を会長にご

一任いただき、要望書を決定した。 

今年度は、新型コロナウイルス感染症対策に関する

要望を新たに盛り込んだほか、コロナ禍で浮き彫りと

なった「デジタル化への遅れ」「東京一極集中のリスク」

への対応や、当会が昨年公表した「北陸近未来ビジョン」

で描いた将来像『スマート・リージョン北陸』の実現に

向けた要望を実施する。 

本会で決定した要望書を以て、要望活動を 9 月 3 日

（木）に実施する。 

この他、新任役員の紹介、各委員会名簿、今後のスケ

ジュールについて、報告された。 

                  （担当：小山） 

●  北陸産学連携交流会（部門長会議）                                   
日 時：８月６日（木） 

場 所：ホテル金沢 

参加者：２９名（オンライン参加９名［再掲］） 

 会員大学の就職担当および企業の採用担当の部門

長、各県の UIJターン部署の方が出席し、「学生、留

学生の北陸域内就業促進」をテーマに北陸産学連携

交流会を開催した。 

 富山県、石川県、福井県から各県の UIJ ターン施

策の紹介後、①学生に対して早期から域内企業を知

ってもらい就職先候補として認知してもらうための

取組み、②女子学生･留学生･博士課程修了生に対す

る域内就職促進の課題と取組み、③コロナ禍後の学

生の就職支援活動・採用活動の変化と要望について

意見交換を実施した。 

 コロナ禍でのインターンシップのオンライン開催

方法、博士課程修了生・留学生の域内就職に関する

課題、女子学生と若手女子社員との座談会、2022年

度卒の採用計画動向等について、大学および企業か

ら要望や取組みについて発言があった。 

                 （担当：坂井） 

 

 

● 令和 2年度                

  福井県北陸新幹線建設促進同盟会総会                                   
日 時：８月２日（日） 

場 所：福井県自治会館(多目的ホール) 

参加者：約１２０名 

総会には杉本知事、福井県選出国会議員をはじめ、

当会より久和会長、関経連より藤原リニア・北陸新

幹線専門委員長などが出席して開催された。 

杉本知事は「人口集中リスクを分散し国土強靭化

を図る上でも北陸新幹線の重要性は高まっている。

敦賀開業から切れ目なく着工して 2031 年春までに

新大阪につなげるよう運動を続けたい」と述べた。 

久和会長は「東京一極集中のリスクが強く認識さ

れ、多核連携型国家の形成が求められる。地域と地

域が今以上に密接に繋がることが重要となり、必要

な時に短時間で移動できる交通手段の必要性が高ま

る。北陸新幹線の重要性は寧ろ高まると確信してい

る。関西経済界と強く連携し沿線全体で早期開業へ

の機運を高め、敦賀開業から切れ目のない着工、2030

年頃までの一日も早い大阪までの全線開業を求める」

と述べた。  

（担当：神地） 

 

 

 

2020年 8月 1日～8月 1５日の行事 

tel:076-232-0472
http://www.hokkeiren.gr.jp/
mailto:info@hokkeiren.gr.jp
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● 北陸新幹線建設促進石川県民会議      

  令和２年度総会                
日 時：８月９日（日） 

場 所：石川県地場産業振興センター本館(大ホール) 

参加者：約４００名 

総会には谷本知事、石川県選出国会議員をはじめ、当

会より久和会長、関経連より藤原リニア・北陸新幹線専

門委員長などが出席して開催された。 

谷本知事は大阪延伸について「早期に財源を確保し

2023 年春の敦賀開業から切れ目のない着工を実現して

ほしい」と述べた。 

久和会長は「2023 年の敦賀開業の機会をのがせば、

着工の機会は遠のき、2030 年以降に漂流しかねない。

今後、2,3年が山である。関西経済界と強く連携し沿線

全体で早期開業への機運を高め、敦賀開業から切れ目

のない着工、2030 年頃までの一日も早い大阪までの全

線開業を求める」と述べた。 

（担当：神地） 

 

●新規加入会員                            

 

〔福井コンピュータホールディングス株式会社〕 
代表取締役社長  林 治克 様 

(子会社の主業種：ＣＡＤソフトウェアの開発・販売) 

〒910-8521 福井市高木中央 1丁目 2501番地 

Tel：0776-53-9200 Fax：0776-53-9201 

 

今後の行事予定                  

◆【実施】８月１８日（火） 

  富山県北陸新幹線対策連絡協議会・ 

北陸新幹線建設促進富山県民協議会合同決起大会 

  場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル富山 

◆【実施】８月２０日（木） 

  北陸新幹線建設促進大会・令和 2 年度北陸新幹線 

建設促進同盟会総会・中央要請 

  場所：ホテルニューオータニ(東京) 

◆【実施】９月３日（木）～４日（金） 

  政府要望活動 

  場所：東京（与党、関係省庁、国会議員） 

◆【実施】９月７日（月） 14時～17時 

  デジタル人材育成セミナー 

  場所：ホテル金沢 

  対象：全会員へご案内済 

◆【実施予定】９月１５日（火）・１６日（水） 

  三経連経済懇談会※ 

  場所：富山市（幹事：北経連） 

  対象：常任理事以上 

  ※北陸・東北・北海道の３経済連合会による懇談会 

◆【実施予定】９月２５日（金） 

  第 7回北陸産学連携懇談会 10時～12時 

  場所：富山県立大学 射水キャンパス 

  対象：会員大学長、会長、副会長、各委員長に 

ご案内済 

◆【実施予定】９月２５日（金） 

  富山県立大学見学会 13時～16時 

  場所：富山県立大学 射水キャンパス 

  対象：総合対策委員会・先端技術推進委員会  

メンバーにご案内予定 

◆【実施予定】１０月５日（月） 

  会員懇談会（石川会場） 14時 30分～17時 

  場所：ホテル日航金沢 

  対象：全会員 

◆【実施予定】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 

◆【実施予定】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 

◆【実施予定】１２月８日（火） 

  中部・近畿経済産業局との懇談会 12時～15時 

  場所：ホテルグランテラス富山 

  対象：理事以上 

 

 

お知らせ                  
 

■「65歳超雇用推進助成金」について 

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構では、高年齢者

の雇用推進を図ることを目的とした「65 歳超雇用推進

助成金」を取り扱っております。詳しくは下記のホーム

ページにアクセスください。 

・（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページ 

 https://www.jeed.or.jp/ 

・申請様式、支給申請の手引きはこちら  

https://www.jeed.or. 

  

https://www.jeed.or.jp/
https://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/index.html
https://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/index.html
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jp/elderly/subsidy/index.html 

【お問合せ先】 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構石川支部  

              高齢・障害者業務課 TEL：076-267-6001  

 

 

 

 

 

■女性の就業意識に関する実態調査の実施について 

 当会では、「スマート・リージョン北陸」の実現に向け

て、その一つの目標として「多様性と一体性の両立」を掲

げております。中でも、女性の活躍は重要なポイントであ

り、子育てを社会全体で支援し、女性も責任ある仕事を続

けていける地域にすることで「北陸は女性が働きやすい地

域」とのブランドを作っていきたいと考えています。 

 つきましては、若年層の女性の流出が顕著な要因などの

問題点を把握すべく、女性の就業意識に関する実態調査を

実施したく、ご協力賜りますようお願い申し上げます。 

調査地域：北陸三県ならびに首都圏 

調査対象：北陸三県出身の女性 

     ・北陸三県在住フルタイム勤務者 

      ・首都圏在住フルタイム勤務者・学生 

調査期間：8月 5日（水）～8月 20日（木） 

調査方法：多くの方のご意見を伺いたく、下記からアクセ

ス頂き、ご回答お願いします。 

＊無記名での回答です。 

●［北陸在住フルタイム勤務の方］ 

https://forms.gle/b6D8mvZa5ueX3Paq5 

●［首都圏在住フルタイム勤務の方］ 

https://forms.gle/LDMETkQE4BihB85X7 

●［首都圏在住の女子学生の方］ 

https://forms.gle/iibiNmZ53myN53bH8 

（担当：高田・越野） 

 

■≪ASEAN設立 53周年記念シンポジウム≫ 

『コロナの向こうに―新しい日常へ―』開催のご案内 

 日本アセアンセンターでは、1967 年 8 月 8 日の ASEAN

設立から 53 年目を記念して、在京 ASEAN 各国大使で組織

される ASEAN委員会 in東京（ACT）との共催で記念シンポ

ジウムを開催いたします。本記念シンポジウムは ASEAN設

立 50周年の 2017年より毎年開催しており、今年で 4回目

となります。 

今年度は新型コロナウイルスの影響のため、オンライン

での開催となりますが、リム ASEAN事務総長に新型コロナ

ウイルスへの対応と今後に向けての方向性についての基

調講演をお願いしております。また、パネルディスカッシ

ョンでは、3名のパネリストに ASEANについてのコメント

や視点を頂く予定です。 

【日時】8月 20日（木）15:30～17:00 

【会場・参加方法】オンライン（Zoom） 

【主催】国際機関日本アセアンセンター 

【定員】800名（先着順） 【参加費】無料 

【言語】日英同時通訳 

【お申込方法】 

下記 Webページよりお申込みください。 

https://data.asean.or.jp/form/seminar/app_semina

r.aspx?id=36452258 

※お申込み頂いた方には前日 8月 19日（水）までにオ

ンライン視聴のための ID/パスワードをお知らせいた

します。 

【お問合せ先】 

国際機関日本アセアンセンター 貿易投資クラスター 

TEL: 03-5402-8006 FAX: 03-5402-8007 

Email: info_ti@asean.or.jp 

 

■第 3回サイバーセキュリティ・リレー講座（初級

者向け）～サイバーセキュリティの基礎&心得修得

編～開催のご案内 

 実社会で発生する、サイバーセキュリティの分野の

予測不可能なインシデント等に対しては、原理・原則に

立ち返り、問題の本質を見極めながら現実的な解決策

を導く能力が求められます。しかしながら、特に実務者

層・技術者層の初級者にとっては、そうした能力を習得

する機会は限られています。そのため、一昨年度からの

リレー講座の実績を踏まえ、企業でこれからサイバー

セキュリティを担う担当者が、セキュリティ分野で仕

事をする上でのセンスを身につけ、専門性を高めるた

めの学習に取り組む土台をつくることを目的に、関西

を代表するセキュリティ研究者によるリレー講座を実

施します。ぜひご視聴ください。 

【日程】8月 20日（木）～9月 29日（火） 

【時間】各回 16:30～18:00（講義 90分） 

【主催】関西サイバーセキュリティ・ネットワーク事務局 

（近畿経済産業局、近畿総合通信局、一般財団法人関西

情報センター） 

【定員】なし（オンライン配信のみ） 

【参加費】無料 

【対象者】中小企業をはじめとする企業のサイバーセ

キュリティ担当者（初級者）で、今後サイバーセキュリ

ティの専門性を高めていきたいという意欲のある方。 

※原則、全講義に参加できる方。 

【お申込方法】一般財団法人関西情報センターHP 

https://secure.kiis.or.jp/KCSN/2020relayseminar 

【お問合せ先】 

 一般財団法人 関西情報センター 

イノベーション創出支援グループ 

 TEL：(06)6809-2142  FAX：(06)6809-2093 

 E-mail：rstaff@kiis.or.jp 

 

■金沢大学主催「Beyond Corona LIVE ～若者によ

る、夏の 8時間～」開催のご案内 

https://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/index.html
https://forms.gle/b6D8mvZa5ueX3Paq5
https://forms.gle/LDMETkQE4BihB85X7
https://forms.gle/iibiNmZ53myN53bH8
https://data.asean.or.jp/form/seminar/app_seminar.aspx?id=36452258
https://data.asean.or.jp/form/seminar/app_seminar.aspx?id=36452258
mailto:info_ti@asean.or.jp
https://secure.kiis.or.jp/KCSN/2020relayseminar
mailto:rstaff@kiis.or.jp
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 ビヨンドコロナを生きる、大学生・高校生が今何を考

えているのか？そして、何を考えていくべきなのか？福

祉・多様性・ビジネス・就活・国際、あらゆる分野で活

躍中の学生たちが集結し、Beyond Corona Forum

（https://beyond-corona-forum.online/）の一環として

WEB上で 8時間の生放送を行います。なお北陸経済連合

会はこの事業を後援しております。 

【日時】8月 28日（金）12：00～20：00 

【企画・運営】Beyond Corona Live実行委員会 

【主催・共催】金沢大学融合研究域公認サークル PENTA 

SHIPs、金沢大学融合学域、金沢大学研究・社会共創推

進部地域共創推進課、タイ王国公益法人お互いフォー

ラム 

【定員】なし（オンライン配信のみ） 

【配信方法（予定）】YouTube LIVE、Facebook LIVE、

Twitter 

【お申込方法】 

Beyond Corona LIVE HPより 

https://beyond-corona-live.studio.design 

 

【お問合わせ先】 

  下記 URLのお問い合わせフォームより 

https://beyond-corona-live.studio.design 

 

■「With コロナ時代に切り拓く、新興国海外事業の形

～オンライン・共創・小ロット・新マーケット～」開催

のご案内 

先行きの見えない「Withコロナ時代」、事業の新たな活

路を海外市場に見出せないか。コロナウイルスの影響や、

回復が刻一刻と変わる各国の最新状況を掴み、これからの

ビジネス展開の機会と可能性を検討します。 

【日時】9月 4日（金）18：00～20：00  

【会場】オンライン(Zoom配信)    

【定員】100名 【費用】無料 

【参加対象】（法人） 

 自社製品・サービス等の新規マーケットへの展開を検討

されている（特に BtoB分野等） 

新興国マーケットの開拓に関心がある 

 海外各国のコロナウィルスの影響や立ち直りの状況に

関心がある 

＊新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐

阜県・静岡県・愛知県に在籍する法人様に限定されます。 

＊お申込後、事務局による会社情報ご確認のうえ、参加案

内を送らせて頂きます。 

＊個人事業主の方につきましては、申込状況により判断さ

せて頂きます。 

＊競合他社様のご参加は、ご遠慮頂いておりますので、ご

了承ください。 

【お申込方法】 

下記 Webページよりお申込みください。 

 https://aba-seminar3.peatix.com/?lang=ja 

【主催】株式会社スタンデージ 

【共催】経済産業省 

【後援】商工中金 

【お問合せ先】 

東京都港区芝 3-6-10 芝 NAビル４階 

株式会社 STANDAGE（スタンデージ） 

TEL：03-6435-3371   Email: info@standage.org 

 

以

上 
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