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●2020年度 第１回広域観光推進委員会 
日 時：11月 25日（水）12:00～15:30 

場 所：金沢ニューグランドホテル 

出席者：来場 10名、オンライン 1名 

    （講演会はオンライン 29名） 

開会挨拶の中で、加藤委員長から観光関連における

取り組みは「新型コロナウィルス対策を備えながら、感

染拡大防止と経済活動の両輪で進めていくことが大切」

等の話があった。 

議題 1「2020 年度事業計画の実施状況と評価・方向

性」及び議題 2「第 5次中期アクションプラン(案)」に

ついて審議を行い、了承された。 

各委員からは、「北陸観光ＭａａＳ（Mobility asａ

Service）の取組みを検討すべき」「女性目線での観光誘

客の必要性」等の意見を頂いた。 

委員会後の講演会では、『With/Afterコロナにおける

取り組みと今後の展望』を共通テーマとして、一般社団

法人中央日本総合観光機構 常務理事 兼 事務局長 荻

野光貴氏より「コロナ化で加速する観光デジタル化」、

北陸先端科学技術大学院大学 地域連携推進センター

長 知識マネジメント領域 教授 敷田麻実氏より、「不

確実な時代を生き抜く、新たな時代で共創を生み出す 

時代のヒント」について、それぞれご講演を頂いた。                 

（担当：狩野） 

 

●2020年度第 1回 社会基盤整備委員会 
日 時：11月 30日（月）12:00～14:00 

場 所：ホテル日航金沢 

出席者：来場 16名、オンライン 0名 

    （講演会はオンライン 24名） 

光野委員長は開会挨拶の中で、北陸新幹線について

「予定どおりの敦賀開業に向けて、遅延期間の短縮と

工事費の抑制を求める。大阪までの早期全線開業のた

めに、関西との連携を強化したい」と述べた。 

 2020 年度事業計画の実施状況、第五次中期アクショ

ンプラン(案)について審議し、委員からは、北陸新幹線

における京都との連携、並行在来線支援の取組みにつ

いて意見が出された。 

 委員会後、日本政策投資銀行による「PPP/PFIの概要

と取組事例」についての講演会を行い、北陸における

PPPの必要性、全国における取組事例等について説明を

受けた。 

（担当：高畠） 

●2020年度第 1回 国際交流推進委員会 

（北陸 AJEC企画部会と合同開催） 

日 時：12月 7日（月）14:00～15:30 

 場 所：金沢ニューグランドホテル 

出席者：来場 16名、オンライン 18名 

 江守委員長は開会挨拶の中で、コロナ禍における

今年 1年の経済状況を振り返った。 

2020年度事業計画では、デジタル技術の活用、高

度外国人材の活用、果断なグローバル化等の先進 10

社の事例を盛り込んだ、「先進事例にみる北陸企業の

国際化のあり方に関する報告書」(案)を説明した。 

また、2021年度の国際交流事業案、第五次中期ア

クションプラン(案)についても審議し、委員からは、

スマート・リージョン北陸の実現のためには、労働

力の質の向上に力を入れて取り組むべき等の意見が

出された。 

         （担当：高畠） 
 

●第 27回 中部･近畿経済産業局との懇談会 

～ウィズコロナ・ポストコロナを見据えて～ 

日 時：12月 8日（火）12:30～15:00 

場 所：ホテルグランテラス富山 

出席者：来場 57名、オンライン 24名 

久和会長、畠山中部経済産業局長、渡部近畿経済

産業局総務企画部長のご挨拶に続き、双方からの報

告と「コロナ禍における企業活動の現状と事業者支

援」及び「ポストコロナに向けた地方創生、地域産

業の活性化」をテーマに意見交換を行った。 

【北経連からの報告】 

・稲垣副会長「北陸近未来ビジョン・第 5次中期 

アクションプランについて」 

・澁谷常任理事「産業振興・DXの推進について」 

・伊東副会長「ダイバーシティの推進について」 

【経産局からの報告】 

・「令和３年度経済産業政策の重点について」 

・「大阪・関西万博について」 

【意見交換での質問】 

・加藤常任理事「コロナ禍における企業活動の現 

状と事業者支援について」 

・朝日常任理事「デジタル化・イノベーションの 

推進について」 

・麦野常任理事「ダイバーシティの推進について」 

・北村常任理事「東京一極集中型から多核連携型の

国づくりについて」 

それぞれについて経産省の取組状況を紹介して頂

き、最後に畠山局長から総括コメント、髙木副会長

から閉会のご挨拶を頂いた。       

（担当：宮西） 

2020年１２月１日～１２月１４日 

５日の行事 
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●2020年度第 1回 先端技術推進委員会 
日 時：12月 11日（金）12:00～14:40 

 場 所：ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢 

出席者：来場 8名、オンライン 11名 

 開会挨拶の中で、澁谷委員長から産学連携に重点を

おいて特に人材育成や新規事業創出等の支援に取組ん

でいきたい旨の話があった。 

 委員会では、議題 1「2020年度事業計画の実施状況と

評価・方向性」及び議題 2「第 5次中期アクションプラ

ン（案）」について審議を行い、了承された。 

 各委員からは、「産学連携成功事例の情報発信」、「デ

ジタル人材育成の取組み継続」、「地域の魅力向上に資

する取組み強化」等のご意見を頂いた。 

 委員会後の勉強会では、「Digital 時代における企業

変革」と題して、㈱ＮＴＴデータ北陸 代表取締役社長 

池田佳子氏よりご講演を頂いた。 

         （担当：坂井） 

 

●「いしかわ環境展」いしかわの里山里海 PR展 

・第一会場 

日 時：10月 27日(火)～11月 4日(水) 

場 所：石川県庁 19階展望ロビー 

・第二会場 

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 

北陸環境共生会議は「いしかわ環境展」に出展

し、パネルや動画を通して、LEDを使った工作を紹

介し、「省エネルギー」について PRを行った。 

なお、北陸環境共生会議（富山県・石川県・福井

県・北陸経済連合会）は、北陸に共通・横断する環

境問題について、協力して取り組みことを目的とし

て設立された。 

（担当：森岡） 

 

今後の行事予定                   
◆【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：全会員へ案内済（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） 

 

◆【実施予定】1月 25日(月) 

  新春経済懇談会 

15時～17時 

場所：ANAクラウンプラザホテル金沢 

対象：全会員へ案内済 

※出欠回答は当会ホームページからお願いします。 

お知らせ                  
 
■とやま環境フェア 2020 in Web開催 

【会場 URL】https://www.eco-toyama.jp/ 

【主催】とやま環境フェア開催委員会 

【共催】北陸環境共生会議、３Ｒ活動推進フォーラム 

【期間】12月 1日(火)～1月 11日(月) 

【場所】出展はオンラインでの開催 

【問合せ先】（公財）とやま環境財団  

℡076-431-4607 

（担当：森岡） 

 

■「工場向けワイヤレス IoT講習 in北陸」web開催 

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

20/pre201210_01.html 

【内容】事前学習と Web講習会 

【Web講習会日時】 

 2021年 1月 14日(木) 10:00～11:00 

     1月 19日(火) 10:00～11:00 

（どちらかご都合のよい日を選択ください。） 

【主催】総務省北陸総合通信局 

【参加費】無料(各回 30名先着順) 

【申込】12月 28日(月)までに、下記からお申込 

ください。 

https://www.nttdata-strategy.com/wireless-

factory_200500 

【問合せ先】㈱NTTデータ経営研究所（事務局） 

E-mail: wireless-factory@nttdata-strategy.com 

（担当：坂井） 

 

以 上 
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