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2月 15日～28日の活動報告 
 

●公正取引委員会セミナー 

日 時：2月 18日(木) 14:00～15:30 

出席者：15名（オンライン配信） 

公正取引委員会から講師 2 名を招きセミナーを実施

した。 

まず、「公正取引委員会の最近の活動状況」とし

て、中部事務所総務管理官の原山康彦氏より、独占禁

止法違反等の公表事案、デジタル経済における競争政

策の取組み、下請法の運用状況等について説明があっ

た。 

続いて、公正取引委員会が 2019年 7月に公表した

「業務提携に関する検討会報告書」のポイントについ

て、競争政策研究センター事務局課長補佐の井堀治氏

より説明があった。講演の中で、業務提携に関する独

占禁止法の考え方として、「業務提携による情報の交

換・共有は問題ないが、相手の動向が分かりやすくな

ることで、互いに協調的な行動をとり、競争制限を招

くような場合は問題となる」、「個別具体的な行動、取

引が独占禁止法上問題となるかどうかについて不安が

ある場合は、公正取引委員会にある相談指導室に相談

してほしい」、「近年活発化する Maasやスマートシテ

ィのような異業種間でのデータ収集・利活用は、競争

促進的な効果が期待できるが、収集したデータの不当

な囲い込みにより、結果として他社の排除やイノベー

ションの阻害につながる可能性があることに留意す

る」こと等が説明された。 

コンプライアンス対応の重要性が増す中、会員企業

様に公正取引委員会の様々な取組みに関して情報提供

することは有益であり、また、公正取引委員会と北経

連、会員企業様との関係を構築していくために、今回

のようなセミナーを次年度以降も継続実施していく。 

（担当：小林義） 

 

●北陸環境共生会議勉強会 

日 時：2月 24日(水) 14:00～15:40 

場  所：福井商工会議所 

出席者：19名（オンライン 45名） 

北陸環境共生会議は「気候変動対策の国内外の動向

と今後を考える－コロナ禍の影響とゼロエミッション

化に向けた留意点－」をテーマに、一般財団法人日本エ

ネルギー経済研究所 理事 電力・新エネルギーユニッ

ト担任 工藤拓毅氏をお招きし、勉強会を行った。 

工藤講師からは、菅総理の 2050年温室効果ガス排出

ゼロ宣言の背景や、政府の検討状況等について講演い

ただき、脱炭素経営やレジリエンスの視点の重要性

について考えさせられる機会となった。 

（担当：森岡） 

 

今後の行事予定 
 

◆【実施】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 

 

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】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】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 
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◆【実施】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に案内済 
 
◆【実施】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（参加募集中） 
 
◆【実施】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】第 10回北陸観光サロン 

日 時：4月 12日(月) 14:00～16:30 

場 所：金沢ニューグランドホテル 

（オンライン配信併催） 

 第１部 基調講演 

  14:10～15:00 JTIC.SWISS代表 山田 桂一郎 氏 

『持続可能な観光立国の実現に向けて世界的な観光 

地から学ぶべきこと』 

    15:00～15:30 ﾌﾗﾝｽ政府対外貿易顧問委員会 

           副会長 マニグリエ真矢 氏 

『アグレッシブな守りの観光』 

  第 2部 パネルディスカッション 

 『テーマ：観光業の高付加価値化～量から質の 

観光へ～』 

  15:40～16:30 

  ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 

   (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 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 

JTIC.SWISS（ｽｲｽ・ﾂｪﾙﾏｯﾄ日本語ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ） 

     代表 山田 桂一郎 氏 

ﾌﾗﾝｽ政府対外貿易顧問委員会 

           副会長 マニグリエ真矢 氏 

金沢ホテル懇話会 会長 庄田 正一 氏 

西日本旅客鉄道(株) 

執行役員金沢支社長 前田 洋明 氏 

対 象：全会員、北陸三県の観光関係者 

（一社）中央日本総合観光機構 会員 

（担当：狩野） 
 
 
 
 
 

◆【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 
 

■北経連主催 先端技術講演会（オンライン開催） 

「ＤＸに向けて～技術とセキュリティ～」 

【日時】3月 30日(火) 14:00～15:00 

【会場】オンライン開催（Microsoft Teams使用） 

【講師】東京大学名誉教授・情報ｾｷｭﾘﾃｨ大学院大学

名誉教授 田中 英彦氏 

【概要】DX検討に重要な示唆を与えるデジタル技

術の概要や利用例を示すとともに、その実

現に不可欠となるセキュリティ対応につい

て、問題の現状や対応技術について考察し

ます。 

【申込】3月 23日(火)までに下記

の申込 URLまたは右側の QR

コードを読み取り、申込専

用フォームにてお申込みを

お願いします。 

申込 URL： https://bit.ly/3ddoy5I 

（担当：坂井） 

 

■「Japan Innovation Bridge(略称：J-Bridge) 

のご案内 

経済産業省投資促進課は、2月 18日(木)に、

海外のスタートアップやベンチャーキャピタル等

と日本企業との協業等を図るためのオープンイノ

ベーションプラットフォーム「Japan Innovation 

Bridge(略称：J-Bridge)」を日本貿易振興機構

（JETRO）に創設いたしましたので、ご案内させ

ていただきます。 

★J-Bridgeの概要はこちらから 

https://www.jetro.go.jp/jdxportal/j-

bridge.html 

 

 

 

 

https://bit.ly/3ddoy5I
https://www.jetro.go.jp/jdxportal/j-bridge.html
https://www.jetro.go.jp/jdxportal/j-bridge.html
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【問い合わせ先】 

※施策全般の問い合わせ 

   経済産業省投資促進課 三原、村山、東  

TEL：03-3501-1662 

※本登録移行や支援メニュー詳細の問い合わせ 

   日本貿易促進機構 DX推進チーム 

   TEL：03-3582-5644 

                               (担当：杉山、登) 

 

■東北経済連合会からのお知らせ 

「東北ハウス」コンテンツ先行公開 

  「東北ハウス」は、東日本大震災の発生から 10年

の節目に、「世界から寄せられた支援に対する感謝

の気持ち」を伝え、「復興に向けて着実に歩んでい

る元気で安心な東北の姿」、「日本の他地域では味わ

えない観光地“東北・新潟”の魅力」を世界中の皆

さんに体験していただく、期間限定の情報発信拠点

です。 

今年の夏、東京秋葉原に展示施設をオープンしま

すが、それに先立ち Webページ上にコンテンツの先

行公開が始まりました。「東北ハウス」を、一足早

く、Webでご覧ください。 

https://www.tohokuhouse.jp/pre-release/ 

※北経連 HP上のバナーからもアクセスできます。 

「東北ハウス」概要 

・事業期間 

7月 22日(木)～8月 7日(土) (17日間) 

・開催場所 

JR秋葉原駅前 アキバ・スクエア 

(アキバ・スクエアの詳細は HPでご確認下さい) 

 

以 上 

https://www.tohokuhouse.jp/pre-release/

