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●  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                                   
日 時：８月１８日（火） 

場 所：ＡＮＡクラウンプラザホテル富山 

出席者：約１５０名 

大会には石井知事、富山県選出国会議員をはじめ、当

会より久和会長が出席して開催された。 

石井知事はあいさつで敦賀・大阪間の財源問題に触

れ、「来年、遅くとも再来年までに決着をつけ、工事が

敦賀でストップしないよう、速やかに大阪までつなげ

られるように全力を挙げる」と述べた。 

久和会長は大阪までの早期全線開業による経済波及

効果についての試算、約４．３兆円を改めて示し、

「新型コロナで東京一極集中のリスクが再認識される

中、必要な時に短時間で移動できる新幹線の必要性は

高まる」。また、石井知事に対し、「石井知事には、沿

線期成同盟会の会長として尽力いただいているが、引

き続き敦賀以西の着工に向け、先頭に立ってご尽力い

ただきたい」と述べた。                          

（担当：神地） 

 

● 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          
日 時：８月２０日（木） 

場 所：ホテルニューオータニ(東京) 

参加者：約２００名 

大会には石井知事、谷本知事、杉本知事、長野の阿部

知事、滋賀の三日月知事の沿線各知事や国会議員をは

じめ、当会からは久和会長、関西経済連合会からは村尾

副会長が出席して開催された。 

出席者が要請を述べる場面では、久和会長は経済波

及効果についての試算を説明し、「２０２３年の敦賀開

業後に切れ目なく敦賀以西を着工できなければ、機は

遠のく」と早期の財源確保を訴えた。 

午後からの中央要請は、当会から久和会長、髙木副会

長が出席し、公明党井上副代表等、岸田政調会長、稲田

幹事長代行、赤羽国交大臣、高市総務大臣へ北陸新幹線

早期開業に向けた財源確保等の要請活動を行った。 

                   （担当：神地） 

 

 

 

●新規加入会員                            

〔株式会社日本オープンシステムズ〕 
代表取締役社長  大蔵 政明 様 

(業種：情報処理) 

〒930-0057 富山市上本町 3-16上本町ビル 7F 

Tel：076-493-8010 Fax：076-493-8555 

 

今後の行事予定                  

◆【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】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 

2020年 8月 16日～8月 31日 

５日の行事 

tel:076-232-0472
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◆【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                  
■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 

（北経連担当：登） 

 

■「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 

（北経連担当：登） 

 

■「ベトナム・日本オンラインセミナー/ビジネスミ

ーティング」～製造拠点としてのベトナムの魅力～開催の

ご案内 

 新型コロナウイルスの流行が収束しつつあるベトナ

ムでは、現在サプライチェーンの再編、外国企業によ

る直接投資の動きが進んでおります。ベトナム政府は

感染抑制の成果を積極的にアピールし、海外からの投

資や観光客を呼び込むことで、経済の立て直しを加速

させるとともに、企業活動への支援を強化していく指

針を明らかにしております。今回、製造拠点としての

ベトナムの魅力や、ビジネス戦略を考える上で注目を

集める地方省を紹介するオンラインセミナーを開催い

たします。また、セミナー終了後にはベトナムの 10

の工業団地と日本企業とのオンラインビジネスミーテ

ィング（事前予約制）を開催いたします。この機会を

ぜひ、貴社の新たなビジネス機会発掘の場としてご利

用ください。 

【日時】9 月 9 日（水）  

第 1 部：10：10～12：00(Zoom での配信) 

第 2 部：15：00～18：00(Microsoft Teams での配信) 

【プログラム】 

（第 1部） 

10:10-開会挨拶 国際機関日本アセアンセンター  

事務総長 藤田 正孝氏 

10:20-歓迎挨拶 ベトナム貿易振興庁  

長官 ヴー・バー・フー氏 

 

https://secure.kiis.or.jp/KCSN/2020relayseminar
mailto:rstaff@kiis.or.jp
https://aba-seminar3.peatix.com/?lang=ja
mailto:info@standage.org
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10:30-「新型コロナウイルスを背景とした日越投資促進」 

駐日ベトナム大使館  

商務参事官 タ・ドク・ミン氏 

10:45-「ベトナムビジネス展望」 

  日本貿易振興機構ハノイ事務所長 中島丈雄氏 

11:00-「ヴィンフック省のビジネス環境」 

 ヴィンフック省計画投資局  

副局長 ファム・クアン・タン氏 

11:10-「クアンニン省のビジネス環境」 

 クアンニン省投資促進機構 

  副理事長 ヴ・ティ・キム・チ氏 

11:20-「ゲアン省のビジネス環境」 

 ゲアン省投資環境促進機構 （調整中） 

11:30- 質疑応答 

11:50- 閉会挨拶 ベトナム貿易振興庁 

（第 2部）＜ビジネスミーティング＞ 

＊ベトナム側参加予定工業団地 10 団地については下記

URLをご参照ください。 

https://drive.google.com/file/d/1eLvvPbrdPZVVJHOc7N

Zcog8xHEduVKSP/view 

15:00-18:00 ビジネスミーティング (オンライン) 

≪ビジネスミーティングは事前予約制(1回 30分で最大 3工業団地)  

スケジュールは変更の可能性がある旨、予めご承知ください。≫ 

【主催】 国際機関日本アセアンセンター・ベトナム貿易

振興庁・駐日ベトナム大使館商務部・JETRO日本貿易振興

機構ハノイ事務所 

【定員】第 1部 100名（予定）/ 第 2部 15社程度（予定） 

【対象】ベトナム進出を検討されている日本企業の皆様 

【言語】日本語及びベトナム語（同時・逐次通訳） 

【参加費】 無料 

【お申込方法】 

第 1部：下記 Webよりお申込みください。 

https://data.asean.or.jp/form/seminar/app_seminar.a

spx?id=18143390 

第 2 部：下記 URL の申込書にご記入の上、9 月 1 日（火）

までに下記へ E-Mailにてお申込みください。 

https://www.asean.or.jp/ja/wp-

content/uploads/sites/2/20200909_Viet_Nam-

Japan_Online_Business_Promotion_Meeting-

Registration_Form.docx 

＜お申込み先＞ベトナム商工省貿易振興庁 

ハ・キィエゥ・オアン（Ms.）dautu.vietnhat99@gmail.com 

【詳細】日本アセアンセンターウェブサイトをご覧ください。 

https://www.asean.or.jp/ja/trade-info/eventinfo-

2020-05 

【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 

石田/久保 ( info_ti@asean.or.jp ) 

（北経連担当：登） 

以上 
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