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6月 1日～15日の活動報告 
 
 

●第 106回理事会 

日 時：6月 9日(水) 12:20～13:20 

場  所：ANAクラウンプラザホテル金沢 

出席者：34名 

2021 年度定期総会に提出する議案を審議し、4 議案

を原案どおり総会に提出することが承認された。 

（担当：小山） 

 

●2021年度定期総会 

日 時：6月 9日(水) 13:40～14:40 

場  所：石川県立音楽堂コンサートホール 

出席者：156名(ご来場 34名・オンライン出席 122名） 

コロナ対策としてオンライン配信を併用し、出席者

に対しては、座席の前後左右それぞれ 2ｍのソーシャル

ディスタンスを確保しながら、石川県立音楽堂コンサ

ートホールにて、2021年度定期総会を開催した。 

久和会長は冒頭の挨拶で、北陸の経済状況について

は日銀金沢支店の 5月金融経済月報を引いて、「景気は

一部に下押し圧力が続いているが、総じてみると持ち

直している」としたが、コロナの影響が一部業種に偏っ

ていると指摘し、「経済復興のカギはワクチンである」

とワクチン接種が円滑に進むことに期待感を示した。 

北陸新幹線については、2023 年度末の確実な敦賀開

業と共に、2023 年度当初の敦賀・新大阪間の着工、更

には 2030年頃までの一日も早い大阪までの全線開業が

必要と訴え、関西経済界と連携し取り組むことを述べ

た。 

また、北経連では、2030 年代中頃の北陸のありたい

姿「スマート・リージョン北陸」の実現に向け、今年度

から「第五次中期アクションプラン」に取り組むことを

述べた。 

この後、久和会長を議長に選出し、議事に入った。 

・第 1号議案 2020年度事業報告および決算承認 

・第 2号議案 2021年度事業計画案および収支予算案 

・第 3号議案 会則改正 

・第 4号議案 役員改選 

 第 4 号議案の役員改選では久和会長が退任し、後

任に金井会長を選出した。また、理事 115 名・監事

3名を選任した。 

議事終了後には、久和前会長が退任挨拶に立ち、6

年間の在任期間を振り返ると共に、金井新会長にエ

ールを送った。続いて、金井新会長が就任挨拶に立

ち、「北陸は一つ」の基本認識のもと、「第五次中期

アクションプラン」にしっかり取り組むと述べた。 

 なお、定期総会の結果については、当会 HPに掲載

しておりますのでご覧ください。 

定期総会・第 107回理事会の後、新旧会長は記者 

会見に臨んだ。          （担当：小山） 

 

●第 107回理事会 

日 時：6月 9日(水) 14:40～14:45 

場  所：石川県立音楽堂コンサートホール 

出席者：32名 

2021年度定期総会に引き続き第 107回理事会を開

催した。議長は金井会長が務め、副会長、専務理事、

常務理事、常任理事、参与を承認した。 

菱沼副会長、伊東副会長から退任の申出があり、

後任には高松機械工業㈱会長の髙松喜与志氏、㈱福

井銀行頭取の林正博氏が就任した。 

常務理事の小林真は 6月 25日を以て退任し、同日

付で北川裕之が常務理事に就任する。 

この他、12名の常任理事と 3名の参与の交代が承

認された。 

また、退任した久和前会長は名誉会長に就いた。 

（担当：小山） 
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●特別講演 

日 時：6月 9日(水) 15:00～16:30 

場  所：石川県立音楽堂コンサートホール 

出席者：146 名(ご来場 24 名・オンライン出席 122 名） 

 講師に一橋大学名誉教授の野中郁次郎氏を招き、 

「ヒューマナイジング・ストラテジー」と題して講演

会を開催した。 

 野中氏は経営学の分野で「知識創造理論」など数々の

理論を打ち立て世界的に評価される第一人者。また、

1995 年～2003 年には北陸先端科学技術大学院大学で教

授として活躍されるなど、北陸にも深いご縁がある。 

 講演内容については今夏発行予定の会報で紹介いた

します。 

（担当：小山） 

 

●2021年度第 2回総合対策委員会女性部会 

日 時：6月 3日(木) 8:30～9:30 

出席者：8名（オンライン） 

 冒頭、当会の山下専務理事から、第五次中期アクショ

ンプランに合わせた委員会の機能的再編により、女性

活躍、シニア活躍、働き方改革は、新設される人財活躍

推進委員会が取り組むこと、また、女性部会メンバーに

も同委員会に参加いただき、北陸は女性が働きやすい

地域とのブランドづくりを推進していただきたい旨の

説明があった。 

 女性部会メンバーからは、これまで女性だけで活動

してきたが、今後は男性も巻き込み、委員会組織として

活動することに期待していることや、女性活躍を推進

しているえるぼし企業や、女性活躍を真剣に取り組ん

でいる企業などにも広く声をかけてはどうか等の意見

があった。 

 最後に浅野部会長から、北陸は女性が働きやすい地

域とのブランドづくりに向け、人財活躍推進委員会の

積極的な活動に期待している等の発言があった。 

    （担当：高田） 

 

 

 

 

 

今後の行事予定 
 
◆【実施】2021年度 政府予算等に対する要望検討 

ワーキング（第 2回） 

日 時：6月 17日(木) 10:00～11:30 

オンラインのみで開催 

対 象：ワーキングメンバーに案内済 
 

◆【実施予定】2021年度第 1回国際委員会 

日 時：7月 2日(金) 13:00～15:00 

オンラインのみで開催 

対 象：国際委員会委員に案内予定 
 

◆【実施予定】2021年度第 1回観光委員会 

日 時：7月 6日(火) 10:00～11:00 

場 所：金沢ニューグランドホテル 

（オンライン併催） 

対 象：観光委員会委員に案内予定 
 

◆【実施予定】2021年度第 1回人財活躍推進委員会 

日 時：7月 6日(火) 13:30～14:30 

場 所：金沢ニューグランドホテル 

（オンライン併催） 

対 象：人財活躍推進委員に案内予定 
 

◆【実施予定】2021年度第 1回新たな価値創出委員会 

日 時：7月 7日(木) 13:30～14:30 

オンラインのみで開催 

対 象：新たな価値創造委員会委員に案内予定 
 

◆【実施予定】2021年度第 1回社会基盤委員会 

日 時：7月 9日(金) 12:00～14:00 

オンラインのみで開催 

対 象：社会基盤委員会委員に案内予定 
 

◆【実施予定】2021年度第 2回総合対策委員会 

日 時：7月 15日(木) 12:00～14:00 

場 所：ホテル日航金沢（オンライン併催） 

対 象：総合対策委員会委員に案内予定 
 

◆【実施予定】第 351回常任理事会 

日 時：7月 20日(火) 12:00～14:00 

場 所：金沢ニューグランドホテル 

対 象：会長・副会長・常任理事 
 

◆【実施予定】第 49回三県知事との懇談会 

日 時：8月 24日(火) 午後 

場 所：ホテル日航金沢（オンライン配信あり） 

対 象：全会員 
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お知らせ 
 

■新型コロナワクチンの職域接種について 

 ワクチン接種に関する自治体の負担を軽減し、接種

の加速化を図るため、6月 21日から企業や大学等の職

域単位でワクチン接種を開始することが可能になった

ことを受け、中部経済産業局から、当会会員への情報

提供の依頼がありました。コロナ禍から早期に脱却を

果たすためにも、会員各社で条件が整い得る事業所に

おかれては、職域接種の実施について是非とも前向き

なご検討をお願い申し上げます。 

首相官邸 

「新型コロナワクチンの職域接種の総合窓口」HP    

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/s

hokuiki_sesshu.html 

厚生労働省「職域接種に関するお知らせ」HP 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya

/vaccine_shokuiki.html  （担当：新開・小林佑） 

 

■「情報通信月間記念講演会」のご案内 

【URL】 

https://www.soumu.go.jp/soutsu/hokuriku/press/2

021/pre210603_01.html 

【日時】7月 9日(金) 15:00～16:15   

【場所】金沢商工会議所大会議室 

    オンライン併催（Webex Meetings利用） 

【内容】講演題目「楽天モバイルの挑戦～国民生活の利

便性向上とデジタル社会の推進～」 

楽天モバイル㈱代表取締役副社長 松井房樹 氏 

【定員】会場：40名、オンライン：200名（先着順） 

【参加】聴講無料、申込 URLは下記(〆切 7月 5日)  

 https://hokurikutelecom.jp/kouenkai_r3.html 

【主催】総務省北陸総合通信局、北陸情報通信協議会 

【後援】北陸経済連合会 他 

【問合せ】北陸総合通信局 電気通信事業課 

TEL :076-233-4421 

Email: hokuriku-jigyo@soumu.go.jp 

（担当：坂井） 

 

■富山県からのご案内 

富山県の IoT・AI関連のワークショップ、導入企業

事例発表の参加者募集(2件)をお知らせします。 

①IoT・AI講座（活用実践編・ワークショップ） 

【URL】

https://www.pref.toyama.jp/1300/event/work

shop.html 

【内容】企業が抱える「課題」を題材に、IoT導入や導

入後のデータ活用など、グループワークを通じ

て策定する実践的・効果的な演習を行う。 

（カリキュラム等は上記 URL参照） 

【募集企業】富山県企業で、IoT導入やデータ活用

した業務改善検討をしており、ワークショ

ップを通じて IoT活用に向けた手法を学び

たい方（15名程度） 

【プレセミナー】ワークショプに先立ち、本ワーク

ショップの目的や先行事例を紹介します。 

・日時：7月 1日(木) 18:00～20:00 

・場所：富山県民会館 301号室 

【申込等】参加無料、プレセミナー・ワークショッ

プの申込 URLは下記(〆切 6月 30日) 

https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/Sk

sJuminWeb/EntryForm?id=Iw1qo9J8 

 

②経営者向け IoT・AIチャレンジ塾 

（基本コース(第 1回)／IoT等導入企業事例発表） 

【URL】 

https://www.pref.toyama.jp/1300/event/io

t_donyukigyosisatu.html 

【内容】製造現場に IoTを導入された企業の方か

ら、導入に至るまでの課題や経緯、現場で

の活用状況や見えてきた課題などについて

紹介 

「IoT導入を通した稼働率向上・ロス削減の取組

について」 

ケーシーアイ・ワープニット株式会社 

【開催日時】6月 22日(火) 14時～15時 

【開催方法】オンライン(web会議ｼｽﾃﾑ Zoom使用) 

【申込等】参加無料（富山県以外の方でも視聴可） 

申込 URL： 

https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/XUwRAGt8 

【上記①②の問合せ先】 

富山県 IoT推進コンソーシアム事務局 

（富山県商工労働部地域産業支援課地域産業活性化班） 

 TEL:076-444-3249 

E-mail: achiikisangyoshien@pref.toyama.lg.jp 

（担当：坂井） 
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■第二回ベトナムオンラインセミナーのご案内 

【URL】ベトナムオンラインセミナー第 2回 | イベン

ト情報 | JICA北陸 - JICA 

【日時】7月 28日(水) 15：00～16：30（日本時間） 

【内容】経済概況、投資環境の現状、人材育成等 

【申し込み】https://forms.gle/B5oR92Ey9gdRK6Tx7 

【主催】独立行政法人国際協力機構北陸センター 

【共催】ジェトロ金沢、ベトナム計画投資省外国投資庁、 

    ベトナム日本人材開発インスティテュート 

【後援】石川県、富山県、福井県、中小企業基盤整備  

機構北陸本部、日本政策金融公庫金沢支店、商

工組合中央金庫金沢支店、北陸銀行、北國銀行、

福井銀行（予定を含む） 

【問合わせ】JICA北陸民間連携班 

      TEL: 076-233-5931 

(担当：小島) 

 

■北投促 動画公開のお知らせ 

【Engine of growth HOKURIKU  

企業を成長させるチカラ、北陸にあり。】  

北陸国際投資交流促進会議（略称：北投促、構成：北

陸三県・北陸電力・当会）は、北陸地域への企業の進出

を奨励するため、立地条件・自然環境・住みやすさを紹

介するＰＲ動画を制作しました。 

企業立地に係る様々な特長をインフォグラフィック

で明瞭に説明し、北陸地域の魅力や強みを再発見でき

る内容となっています。是非ご視聴ください。 

http://www.hokkeiren.gr.jp/CEIEIRD/index.html 

 ▷動画をクリックしてご覧いただけます。 

（担当：森岡） 

 

■経済産業省からのご案内 

 夏季の省エネルギーの取組を促進するため、省エネ

ルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議で「夏季の

省エネルギーの取組について」が決定されました。下

記経済産業省からの発表資料をご覧いただくととも

に、各種省エネの取組への協力をお願いします。 

https://www.meti.go.jp/press/2021/05/20210528003

/20210528003.html     

 （担当：小林佑） 

 

以 上 
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