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●会員懇談会（富山会場）                               

日時：2月 1日(水)14:30-17:00 

場所：ホテルグランテラス富山（オンライン併催） 

参加者：来場 44名、オンライン出席 73名 

 
 2021 年度会員懇談会（富山会場）をホテルグランテ

ラス富山にて、オンライン配信を併用して開催した。今

年度の会員懇談会は、当会が「北陸近未来ビジョン」で

掲げる「スマート・リージョン北陸の実現にむけて」を

統一テーマとして、今回の富山会場では「カーボンニュ

ートラル」をテーマとして講演会を行った。 

 金井会長の挨拶の後、東京大学公共政策大学院 特

任教授 有馬 純先生より「ＣＯＰ２６を含む地球温

暖化をめぐる国際情勢と日本の課題」と題して、有馬先

生が、昨年の 10月に英国のグラスゴーで開催されたＣ

ＯＰ２６を現地取材され、気候変動対策をめぐる国際

情勢とＣＯＰ２６の模様、また今次会合の決定事項や

懸念点、日本が今後とるべき戦略などについて講演頂

いた。 

 次に、コマニー株式会社 参与 品質環境推進本部 

本部長 坂本 豊伸氏より「コマニー㈱の SDGｓメビウ

スモデルと脱炭素に向けた取り組みについて」と題し

て、コマニー株式会社様が、ＳＤＧsを積極的に推進さ

れ、社会貢献活動や働きやすい環境づくりなど、様々な

脱炭素への具体的な取り組み事例を中心に講演頂いた。 

 講演後、会員からの質疑応答を行い、最後に髙木副会

長は閉会挨拶において、「我々は、あらゆる方法・手段

を通じて、どうやってカーボンニュートラルを達成す

るのかを考えていく必要がある。また、日本は圧倒的に

小資源国であり、現在の石油価格の高騰などを見ても、

我々ユーザー側も、不要不急の外出はオミクロン株に

よるものだけでなく、エネルギーの面からも考えて、工

夫していかなければならない。」と述べた。 

（担当：渡辺） 

 

●働く女性の活躍推進セミナー        

「それってジェンダーバイアスです！」                            

日時：2月 14日(月)13:00-14:30 

形式：オンライン 

参加者：ライブ配信 110 名（後日、YouTube 限定配

信予定） 

北経連と北陸イメージアップ推進会議（富山県・

石川県・福井県・北陸電力(株)・北経連）の共催に

より、働く女性の活躍推進セミナー「それってジェ

ンダーバイアスです！」をオンラインで開催した。

企業で働く女性を中心に参加があり、男性も少なく

なく全体の 35％を占めた。 

前半では、東京工業大学准教授の治部れんげ氏よ

り「それってジェンダーバイアスです！」と題して

講演があった。仕事でよくある場面を事例として身

近に潜むジェンダーバイアスを再認識し、そこで思

考停止に陥らず、根本原因を解決することの重要性

を指摘した。 

後半のパネルディスカッションでは、治部氏に加

え、(株)北陸銀行 取締役常務執行役員 中澤宏氏、

北菱電興(株) 管理本部副本部長人事部長 高橋仁

美氏、福井県 地域戦略部県民活躍課参事 田中智美

氏が、ジェンダーバイアスに基づく「モヤモヤエピ

ソード」について話し合った。田中氏は福井県で実

施した女性の実態調査に基づき、女性が仕事も家事

も育児も担っている実態を紹介した。中澤氏は制度

だけでなく、企業風土の変革、多数のロールモデル

や事例を作る重要性を指摘した。高橋氏は自身の経

験を交え「私たちの世代はデコボコ道を躓きながら

走ってきたが、後輩が同じところで躓かないように

道をつくっていきたい」と語った。 

閉会にあたって、人財活躍推進委員会の八木委員

長が挨拶し、「経営者にとっては、社員一人ひとりの

適所を見つけ出すことを諦めないことが、最も重要

な使命である。変化のために行動することが大切」

と述べた。 

登壇者全員が率直に意見を交わし、有意義な時間

となった。 

 
（担当：日野） 

 

2月１日～14日の活動報告 

tel:076-232-0472
http://www.hokkeiren.gr.jp/
mailto:info@hokkeiren.gr.jp
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◆【実施】第 12回北陸地域政策研究フォーラム  

シンポジウム 

日 時：2月 20日(日) 15:20-17:25 

完全オンライン 

後日録画配信あり（2週間 YouTube限定配信） 

対 象：全会員 

テーマ：「地方圏企業における働き方改革の意義と 

労働生産性への影響を巡って」 

プログラム： 

・15：20～15：45 

「テレワークの影響と課題」  

富山大学経済学部経営学科教授 柳原佐智子 氏 

・15：45～16：10 

「企業経営における労働生産性の考え方」 

福井県立大学地域経済研究所准教授 杉山友城 氏 

・16：10～16：35 

「地域レベルの職業訓練の現状と今後の可能性」 

金沢星稜大学経済学部経営学科准教授 神崎淳子 氏 

・16：45～17：25  パネルディスカッション 

（パネリスト） 

富山大学経済学部経営学科教授 柳原佐智子 氏 

福井県立大学地域経済研究所准教授 杉山友城 氏 

金沢星稜大学経済学部経営学科准教授 神崎淳子 氏 

（モデレーター） 

関西大学総合情報学部教授 古賀広志 氏 

 

申込：2月 17日(木)までに下記 URLから申込 

受付完了の返信はございませんので、ご了承くだ

さい。 

録画配信ご希望の方には、2 月 21 日(月)以後に

YouTubeの URLをメールにてお知らせします。 

(URL)https://forms.office.com/r/S83LTK15Ck 

（担当：小林） 

 

◆【実施】第 29回北陸地域懇話会（北陸・近畿地方

整備局、北陸信越・中部運輸局との懇談会） 

日 時：3月 1日(火) 15:00-17:00 

形 式：オンライン開催（Teams使用）  

対 象：理事以上、監事 

 

◆【実施】北陸国際投資交流促進会議主催 

「北陸進出企業に学ぶ企業誘致勉強会（第３回）」 

日 時：3月 7日（月) 10:30-12:00 

形 式：オンライン開催（Teams使用) 

講 演：「アステナホールディングスが目指すサス

テナブルな社会」 

    アステナホールディングス株式会社 

   企画総務部長  杉浦 稔彦氏 

説 明：自治体（石川県）より誘致にあたっての支

援・サポート活動などご説明 

申 込：https://forms.office.com/r/Tb57Psv24w 

（担当：岩田、森岡） 

 

◆【実施】2021年度第 3回 国際委員会 

日 時：3月 18日（金）12:00-14:00 

場 所：ホテル金沢（オンライン併催） 

対 象：委員へ案内済み 

 

◆【実施予定】2021年度第 3回 社会基盤委員会 

日 時：3月 28日(月) 12:00-14:00 

場 所：ホテル日航金沢（オンライン併催） 

対 象：委員へ 2月中旬にご案内予定 

 

◆【実施予定】2021年度第 3回 新たな価値創出委

員会 

日 時：3月 29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

併催） 

対 象：委員へ 2月中旬にご案内予定 

 

◆【実施予定】新たな価値創出オンライン講演会 

日 時：3月 29日(火) 14:00-15:00 

場 所：オンライン開催(Teamsライブ配信) 

対 象：全会員へ 2月中旬にご案内予定 

今後の行事予定 

https://forms.office.com/r/S83LTK15Ck
https://forms.office.com/r/Tb57Psv24w
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演 題：「北陸地域の活性化と人材育成への北陸先端大

の取り組み」 

講 師：北陸先端科学技術大学院大学 

学長 寺野 稔 氏 

要 旨：北陸先端大が進めています北陸地域の活性化と人

材育成への取り組みにつきまして、オープンイノベ

ーションイベントの「Matching HUB」を中心に、

経産省の大型プロジェクトの採択に基づく「北陸

DX アライアンス」と地域企業のデジ

タル化人材の育成を目的とした「デジ

タル化支援センター」の活動内容をご

紹介いたします。 また、北陸先端大

の最近の研究成果につきましてもご

紹介いたします。 

申 込：3 月 18 日（金）までに下記 URL または QR コ

ードから申込 

https://forms.office.com/r/YrNqAEsMSD 

（担当：坂井） 

 

◆【実施予定】2021年度第 3回 人財活躍推進委員会 

日 時：4月 4日(月) 12:00-14:00 

場 所：ホテル金沢（オンライン併催） 

対 象：委員へ 3月中旬にご案内予定 

 

◆【実施予定】2021年度第 3回 観光委員会 

日 時：4月 6日(水) 12:00-14:00 

場 所：金沢ニューグランドホテル（オンライン併催） 

対 象：委員へ 3月中旬にご案内予定 

 

◆【実施予定】2021年度第 3回 総合対策委員会 

日 時：4月 19日(火) 12:00-14:00 

場 所：ホテル日航金沢（オンライン併催） 

対 象：委員へ 3月中旬にご案内予定 

 

お知らせ 

■(一社)ソフトウェア協会からのご案内 

ＤＸ推進研究会キックオフセミナー「日本の生産性を

変革するＤＸとは何か」（オンライン開催） 

【URL】 

https://www.saj.or.jp/NEWS/committee/dxprom

otion/220221.html 

【日時】2月 21日(月)15:00-17:30 

【形式】オンライン（Zoomウェビナー予定）参加無料 

【内容】 

(1)基調講演「DXの推進とデジタル産業の創出に向け

た政策展開～デジタル化の本質と企業競争力の強化を

目指して～」 

経済産業省情報経済課 

 アーキテクチャ戦略企画室長 和泉憲明 氏 

(2)DX推進研究会 ワーキンググループのご紹介 

(3)パネルディスカッション 

＜パネラー＞ 

経済産業省情報経済課 

アーキテクチャ戦略企画室長  和泉憲明 氏 

全国中小企業青年中央会会長  大久保髙明 氏 

ITコーディネータ協会会長    澁谷裕以 氏 

ソフトウェア協会会長       荻原紀男 氏 

＜モデレーター＞ 

ｿﾌﾄｳｪｱ協会 DX推進研究会主査   竹原司 氏 

【申込】上記 URLから事前申込要(2月 18日〆切） 

【問合せ】一般社団法人ソフトウェア協会事務局 

E-mail：gyoumu1@saj.or.jp 

（担当：坂井） 

 

■中部経済産業局北陸支局からのお知らせ 

プロジェクト DX「競争から共創、共創から協働、そ

してその先の未来へ～DX を着実に推進するための

パートナーとの出逢い～」 

第 3回オンラインセミナー 

【チラシ】 

https://www.chubu.meti.go.jp/e21shinsangyo/22

0222dx/dx0207tirasi.pdf 

DXに興味のある企業・団体(業種不問)からの多数

のご参加をお待ちしております。（参加費無料） 

【URL】 

https://www.chubu.meti.go.jp/e21shinsangyo/22

0222dx/projectdx2.html 

【日時】2月 22日(火)13:30-16:30 

【場所】オンライン配信(Microsoft Teams) 

【内容】地域企業と協働する「伴走パートナー」か

ら、デジタルトランスフォーメーションに関する

先進的な共創事例等をご紹介いただきます。 

＜第 1部＞ 

演題「経営改革を目指す企業のよき相談相手とし

て～㈱テクノアの取組～」 

㈱テクノア AI・IoT事業部長 西村恭範 氏 

＜第 2部＞ 

共創に向けたパートナーとして活動されている

方からのご講演 

・㈱ EvoLiNQ 代表取締役      冨成敬之 氏 

・日本ユニシス㈱ 地域創生担当部長 臼木裕明 氏 

・アリーナシステム㈱ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部主任 植村基史 

氏 

・㈱NTTデータ北陸 金融･法人ﾋﾞｼﾞﾈｽ事業部長 

 鈴木健吾 氏 

【定員】200名 

【申込】2月 18日までに上記 URLから申込 

【問合せ】㈱社ジェック経営コンサルタント 

 E-mail：projectdx@jeckc.com  TEL：076-444-0035 

（担当：坂井） 

https://forms.office.com/r/YrNqAEsMSD
https://www.saj.or.jp/NEWS/committee/dxpromotion/220221.html
https://www.saj.or.jp/NEWS/committee/dxpromotion/220221.html
mailto:gyoumu1@saj.or.jp
https://www.chubu.meti.go.jp/e21shinsangyo/220222dx/dx0207tirasi.pdf
https://www.chubu.meti.go.jp/e21shinsangyo/220222dx/dx0207tirasi.pdf
https://www.chubu.meti.go.jp/e21shinsangyo/220222dx/projectdx2.html
https://www.chubu.meti.go.jp/e21shinsangyo/220222dx/projectdx2.html
mailto:projectdx@jeckc.com
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■国連大学 OUIKからのお知らせ シンポジウム 

「女性が拓く経済と社会変革－ウーマノミクスのこれ

から－」 

【日時】2月 28日(月)13:30-16:15 

【形式】オンライン配信(無料) 

【内容】 

基調講演「ウーマノミクスの意義と ESG 投資で社会を

変える」 

 キャシー松井氏（MPower Partners ｾﾞﾈﾗﾙ･ﾊﾟｰﾄﾅｰ） 

パネルディスカッション「女性のエンパワーメントを

北陸経済のエンジンにするには」 

モデレーター：安江雪菜氏（㈱計画情報研究所 代表取

締役社長） 

パネリスト：志賀嘉子氏（㈱ウフフ 代表取締役社長）、

谷村麻奈美氏（㈱エリンク 代表取締役）、灰田さち氏

（㈱石川ツエーゲン 事業企画部次長兼ホームタウ

ン推進室長）、宮原吏英子氏（㈱日本政策投資銀行北

陸支店 副調査役） 

【定員】100名 

【詳細・申込】https://ouik.unu.edu/events/5367 

【主催】国連大学サステイナビリティ高等研究所いし

かわ・かなざわオペレーティング・ユニット（国連大

学 IAS OUIK） 

【後援】石川県、金沢市、IMAGINE KANAZAWA 2030推進

会議、北陸経済連合会、石川県経営者協会、金沢経済

同友会、金沢商工会議所、日本政策投資銀行 

【問合せ】国連大学 IAS OUIK 076-224-2266 

（担当：日野） 

 

◆北陸新幹線建設促進同盟会からのお知らせ 

北陸新幹線建設促進特別講演会 

【日時】3月 1日(火) 15:00-16:30 

【会場】福井商工会議所ビル コンベンションホール

（オンライン併催） 

【テーマ】「国土強靭化 ～北陸新幹線 大阪までの早期

全線開業を目指して～」 

【講師】藤井 聡氏（京都大学大学院教授） 

【主催】北陸新幹線建設促進同盟会、福井県経済団体連

合会、福井県商工会議所連合会 

【申込】申込書の送付（メール・Fax）またはウェブか

ら申込。（詳細は以下 URL参照） 

https://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/3a917e785

030ea0e5bcef78aaa62922e.pdf 

（担当：神地） 

 

◆中部経済産業局からのお知らせ 

 企業変革のきっかけに「攻めのグローバル経営セミ

ナー」 開催のご案内 

【チラシ】 

https://www.hokkeiren.gr.jp/infos/1416.pdf 

【日時】3月 11日（金） 14：00-16：15 

【形式】YouTube LIVE オンライン配信（参加無料） 

【定員】100名 

【申込】上記のチラシをご覧ください 

【主催】中部経済産業局 

【後援】北陸経済連合会、北陸 AJEC 

【問合せ】「グローバル経営セミナー」事務局  

(株)中日アド企画内 052-239-1222 

           （担当：登） 

 

■令和 3 年度事業者向け消費者志向経営促進セミ

ナー「持続可能な社会構築のための消費者志向経営

とは」 

【チラシ】 
http://csnet-ishikawa.com/wp/wp-

content/uploads/2022/02/%E6%B6%88%E8%B2%B

B%E8%80%85%E5%BF%97%E5%90%91%E7%B5

%8C%E5%96%B6%E4%BF%83%E9%80%B2%E3%

82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E

3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7.pdf 

【日時】3月 15日（火）13：30-16：00 

【会場】石川県地場産業振興センター 

    オンライン併催(Zoom) 参加無料 

【定員】会場 50名 オンライン 30名 

【プログラム】 

講演:「消費者志向経営の推進について」 

消費者庁参事官(公益通報･協働担当)楢橋康英氏 

活動報告 

報告 1：「サラヤの消費者志向経営  活動報告」 

サラヤ株式会社  サスティナビリティ推進本部 

  SDGs推進室  課長補佐  牧野敬一氏 

報告 2：第一生命の「消費者志向自主宣言」 

第一生命保険株式会社  金沢支社 

   副支社長  都甲龍一氏 

改善事例報告 

「適格消費者団体から見た事業者への期待」 

報告：弁護士  木村基之氏 

（適格消費者団体 NPO法人消費者支援ネットワーク

いしかわ理事・専門部会長） 

【申込】リンクからチラシをご覧ください 

【問合せ】 

 適格消費者団体 NPO法人 

消費者支援ネットワークいしかわ 

担当:笹谷（ささたに）・青海（あおみ） 

TEL:076-254-6733 

FAX:076-254-6744 

 Mail:info@csnet-ishikawa.com 

           

以 上 
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