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●総合対策委員会女性部会            
日 時：11月 4日（水） 

場 所：オンライン会議 

出席者：10名 

女性等が活き活きと活躍することを目的とした「北

陸は女性が働きやすい」とのブランドを作る活動につ

いて、浅野部会長から具体的な進め方が説明された。

6つのテーマについて、メンバーは 2つのグループに

分かれ、女性流出等のテーマについては大砂氏、北陸

移住促進等のテーマについては中宮氏がそれぞれリ

ーダーに選出された。今後、各グループで課題等を出

し、来年 2月までに提言案をまとめることとした。 

（担当：高田） 

 

●「Matching HUB Kanazawa 2020」 
日 時：(１日目) 11月 5日(木)13:00～18:00 

(２日目) 11月 6日(金)10:00～17:00 

場 所：ＡＮＡクランプラザホテル金沢 

北陸先端科学技術大学院大学（学長 寺野稔）主催

の北陸発の産学官金連携マッチングイベント

「Matching HUB Kanazawa 2020」が 2日間に渡り開

催された。 

１日目は、『アフター＆アンダーコロナ時代におけ

る地方創生～大都市集中の危機と地方創生：北陸地域

の可能性と期待～』を共通テーマに特別講演・パネル

ディスカッションが実施された。オープニングの来賓

挨拶では、当会の久和会長が祝辞を述べた。 

２日目のパネル展示には北経連も出展し、世界また    

は日本国内で高いシェアを誇る北陸地域の企業の製

品を紹介した「シェアトップ 150」を配布するととも

に北経連の産業振興活動等をＰＲした。 

 （担当：坂井） 
 

●北陸選出自民党国会議員との懇談会 
日 時：11月 11日（水） 

場 所：ザ・キャピトルホテル東急 

北陸選出の自民党国会議員との懇談会を開催し、当

会からは、久和会長、伊東副会長をはじめ 6名が出席

した。当会からは、今年度の政府に対する北陸経済界

からの要望を説明するとともに、北陸新幹線について

は、金沢・敦賀間の 2022年度末の開業および敦賀・

大阪間の 2023年度からの切れ目のない着工を強く要

望した。 

出席した議員からは、北陸新幹線の金沢・敦賀

間の開業延期の動きに関して、「信頼関係が崩れ強

い憤りを感じる」、「延期の原因究明や今後の進め

方を検証する場が必要」等の意見が示されたほか、

カーボンニュートラルに向けた原子力発電の必要

性、女性活躍推進の取り組み、新型コロナウイル

ス感染症に対する政策支援などについてコメント

いただいた。 

         （担当：小林義） 

 

●デジタル人材育成に向けたリカレント教育に

関するアンケート結果 
7 月に実施しました「デジタル人材育成に向けた

リカレント教育に関するアンケート」の結果をとり

まとめＨＰに掲載しました。アンケート調査にご協

力いただきありがとうございました。 

http://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/b741c3628

68731f64cd7997b47391c4f.pdf 

（担当：坂井） 

 

●景況などに関する会員アンケート（2020年秋）

調査結果 
10月に会員企業に対し景気動向、業績などのアン

ケート調査を実施いたしました。その結果がまとま

りましたのでＨＰに掲載しております。アンケート

調査にご協力いただきありがとうございました。 

http://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/ff33cec38

e131674cf9d072025e0783a.pdf  

（担当：小林佑） 

 

今後の行事予定                  
◆【実施】１１月２５日（水） 

2020年度第１回広域観光推進委員会 

12時～15時 

場所：金沢ニューグランドホテル 

  対象：広域観光推進委員会委員にご案内済 

◆【実施】１１月２５日（水） 

講演会「With/After コロナにおける取り組みと

今後の展望」13時 30分～15時 

（講師）（一社）中央日本総合観光機構 

    常務理事 兼 事務局長 荻野 光貴 氏 

（講師）北陸先端科学技術大学院大学 

        地域連携推進センター長 

    教授 敷田 麻実 氏 

  場所：オンライン（Microsoft Teams） 

  対象：全会員にご案内済 

 

2020年１１月 1日～１１月１５日 

５日の行事 
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◆【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） 

  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 

  ※ＰＰＰ(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ)に関す

る講演があります。講演部分(13:20～14:00)を

全会員対象にオンライン配信します。 

◆【実施】１２月７日（月） 

  国際交流推進委員会 14時～15時 30分 

  （北陸 AJEC企画部会と合同開催） 

  場所：金沢ニューグランドホテル 

  対象：国際交流推進委員会委員にご案内済 

◆【実施】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：理事以上にご案内済 

◆【実施】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にご案内済 

◆【実施】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 

対象：総合対策委員会委員にご案内済 

◆【実施】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 20分～15時 20分 

場所：ホテル日航金沢 

対象：全会員（オンライン配信あり） 

◆【実施予定】１２月１８日（金） 

  北陸産学技術交流会（石川県工業試験場見学） 

14時～16時 20分頃 

場所：石川県工業試験場 

対象：全会員へ案内予定（企業の技術開発部門等の

関係者、大学の産学連携部門および研究者を

対象に定員 20名先着順） 
 

お知らせ                  
■「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 

・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 

TEL：0776-33-8252 

       E-mail：technofair@fcci.or.jp 

（担当：坂井） 
 
■基礎から学ぶ｢IoT導入セミナーin富山」の開催案内 

～業務改善、生産性向上に向けて IoT導入を実機で体験～ 

【開催案内等の URL】 

https://www.soumu.go.jp/soutsu/hokuriku/press/20

20/pre201105_01.html 

【日時】12月 8日(火) 13:00～17:00 

【場所】富山技術交流ビル(富山市高田 529番地) 

【主催】総務省北陸総合通信局 

【参加費等】参加無料（定員 20名先着順） 

【申込】下記サイトから申込（12月 1日締切） 

https://iotjinzai2020.page.link/20201208 

【問合せ先】総務省北陸総合通信局電気通信事業課 

TEL：076-233-4420 

（担当：坂井） 
 

■ＩＴものづくりブリッジ人材育成セミナー 

～北陸・東海ものづくり企業のＤＸ推進～ 

【開催案内等の URL】 

https://www.chubu.meti.go.jp/b21jisedai/201112/2

01112index.html 

【日時】12月 10日(木) 13:30～17:30 

【場所】オンライン開催 

【主催】経済産業省中部経済産業局 

【参加費等】参加無料（定員 150名先着順） 

【申込】下記サイトから申込 

https://www.chusanren.or.jp/jbank_s/bridge.html 

【問合せ先】（一社）中部産業連盟 加藤、荒川 

TEL：052-931-3189  

e-mail: jbank@chusanren.or.jp 

（担当：小林佑） 
 

■「５Ｇ時代における電波の安全性に関する説明会」

開催案内 

【開催案内等の URL】 

https://www.soumu.go.jp/soutsu/hokuriku/press/202

0/pre201106_01.html 

【日時】12月 11日(金) 14:00～15:40 

【場所】協同組合富山問屋センター流通会館 

【主催】総務省北陸総合通信局 

【申込】下記サイトから申込（12月 10日締切） 

http://www.astarnet.jp/denpa2020/toyama/index.html 

【問合せ先】株式会社 AStar 担当：萩原 

 E-mail：hagiwara@astarnet.jp 

     （担当：坂井） 
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■「いしかわ環境展」いしかわの里山里海 PR展 

【日時】11月 26日(木)～12月 2日(水)  

【場所】石川県地場産業振興センター本館１階 

    じばさんギャラリー 

【内容】環境問題への啓発活動として、パネルや動画で

子供向けの工作を紹介し、省エネルギーについ

てＰＲします。 

【主催】石川県、（公社）いしかわ環境パートナーシップ

県民会議／いしかわ里山づくり推進協議会 

【問合せ先】石川県温暖化・里山対策室  

TEL：076-225-1462 

（担当：森岡） 

 

■「北経連・四経連・道経連・経団連共催 マッチング 

 ワークショップ」開催のご案内 

   三経連・経団連共催で第 3回目のマッチングワーク 

ショップを開催することになりました。各経連が推薦

する企業・大学等より技術・製品・研究成果等を発表

いただきます。 

【日時】12月 4日(金) 10:00～17:30 

【場所】Zoom ウェビナー 

【申込方法】 

ご参加を希望される方は、12月 1日(火)までに下記 URL

よりご登録をお願いいたします。 

・第１セッション（四経連によるプレゼンテーション）： 

https://zoom.us/webinar/register/WN_6MHxW8vvSxK5EQ-

8PXrDUA 

・第２セッション（道経連によるプレゼンテーション）： 

https://zoom.us/webinar/register/WN_5eE4prMcQ26FSKx

LVdw91A 

・第３セッション（北経連によるプレゼンテーション）： 

https://zoom.us/webinar/register/WN_6x2UQgb0SQuKOcl

6c8YJ_A 

※ご登録後、ワークショップ当日の URL等が記載された 

 確認メールが届きます。 

※同一企業（同一団体）から複数名のご参加を希望され 

  る場合、代表者様のみのご登録ではなく、人数に応じ 

てご登録をお願いいたします。 

【問合せ先】北陸経済連合会 

杉山 TEL：076-282-9560 

登 TEL：076-282-9573      

(担当：登) 

 

以 上 
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