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5 月 1 日～16 日の活動報告
●政府予算等に対する要望検討ワーキング（第 1 回）
日 時：5 月 13 日(木) 10:00～11:30
出席者：25 名
今年度の「政府に対する北陸経済界からの要望書」の
作成に向けて、幅広い業種の会員企業の実務者クラス
の方で構成するワーキングをオンラインで開催し、事
務局が作成した要望書案について議論を行った。
ワーキングメンバーからは、
「コロナ対策として、医
療従事者向けの支援や国産ワクチンの早期開発に向け
た支援が必要」
、
「大学の教員育成等に充てる交付金、補
助金については拡充が必要」、「企業の設備投資を促進
させる補助金や減税措置についてより具体的な記載が
必要」などの多くの意見が出された。
次回 6 月 17 日(木)の第 2 回ワーキングでは、今回の
議論を踏まえ、要望書案の取り纏めを行う。その後、7
月の総合対策委員会、常任理事会で要望書を決定し、8
月(予定)に要望活動を実施する。

＜講師＞
富山大学 経済学部教授 小柳津 英知 氏
○第 2 部 パネルディスカッション 15:05～16:25
＜テーマ＞
「北陸企業における労働生産性向上のあり方」
＜パネリスト＞
富山大学 経済学部教授
小柳津 英知 氏
金沢大学 人間社会学域教授・先端観光科学
研究センター長 学長補佐（社会共創推進担当）
佐無田 光 氏
福井県立大学 地域経済研究所 客員研究員
中里 弘穂 氏
＜モデレーター＞
北陸経済研究所 理事長 浅林 孝志 氏
【申込方法】
下記の申込 URL または QR コードを
読み取り､5 月 18 日(火)までに申込
専用フォームに入力をお願いします。
＜申込 URL＞
https://forms.office.com/r/MXjkeiuaPx
※URL、QR コードでの申込みの場合、受付完了の返
信がありませんので、ご了承ください。
※会員企業のご担当者様のご参加も可能ですので、
本テーマに関係する部署の方にもご案内いただ
けますと幸いです。
（担当：小林義、落合）

◆【実施】第 106 回・第 107 回理事会ならびに
2021 年度定期総会・特別講演
日 時：6 月 9 日(水) 12:20～16:30
今後の行事予定
・第 106 回理事会 12:20～13:20
会場：ANA クラウンプラザホテル金沢
◆【実施】北陸地域経済研究者シンポジウム
※第 106 回理事会にご出席される理事の皆様へ
日 時：5 月 21 日(金) 14:00～16:30
昼食はホテル 3 階「瑞雲」にて 11:30 から
場 所：ANA クラウンプラザホテル金沢
召し上がることができるよう用意いたします。
（オンライン配信併催）
昼食はご自由に「黙食」してください。
対 象：全会員（事前申込）
・2021 年度定期総会 13:40～14:40
テーマ：
「北陸の将来を考える～労働生産性の向上～」
会場：石川県立音楽堂コンサートホール
（第五次中期アクションプランの 3 本柱の 1 つで
・第 107 回理事会 14:40～14:45
ある「労働生産性の向上」に焦点をあてたシンポ
会場：石川県立音楽堂コンサートホール
ジウムです）
・特別講演 15:00～16:30
プログラム：
会場：石川県立音楽堂コンサートホール
○第 1 部 基調講演 14:05～14:55
講師：一橋大学名誉教授 野中 郁次郎 氏
＜演題＞
演題：ヒューマナイジング・ストラテジー
「なぜ、今、日本に労働生産性の向上が求めら
※今回、懇親パーティーは開催しません。
れているのか？―北陸の労働生産性の推移か
既に出席のご回答を多数いただいておりますが、
ら考える―」
（担当：小林義）
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オンライン視聴への切り替えをご検討ください。本件
に関しては文書にてご案内いたします。
◆【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
オンラインのみで実施
対 象：ワーキングメンバーに案内済
◆【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（オンライン配信併催）
対 象：全会員

お知らせ
■「実務者向けデジタル人材育成講座」受講者募集 の
お知らせ
【チラシ URL】
http://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/bac21bcaaa74
f9b7f68c2130a740d39c.pdf
北陸経済連合会と一般財団法人北陸産業活性化セン
ターは、昨年 10 月に開講し好評を得た社会人向けオ
ンライン講座を今年も開講し、下記のとおり受講者募
集を開始しましたのでお知らせします。
データサイエンスの全体像を知ることを目的した入
門者向け講座で、事前知識は不要で日常的にＰＣを使
っている方なら参加可能です。
【主催】北陸経済連合会、
(一財)北陸産業活性化センター
【講師】富山大学副学長・都市デザイン学部教授
中川 大 氏
【形態】web 会議ツール Zoom を使用した遠隔講座
【日程】5 月 26 日(水)～6 月 30 日(水)の
毎週水曜日（全 6 回）
【時間】
（講義）14:30～15:50（演習）16:00～17:20
【受講料(会員※)】
講義のみ受講 30,000 円(税込)、
演習 4,000 円／回(税込)、
全講義＋全演習受講 50,000 円(税込)
※北陸経済連合会・北陸産業活性化センターの会員
【募集締切】5 月 18 日(火)
【申込先】下記 URL の申込ページより申込ください。
https://ds-hokuriku.com/entry.html
【募集定員】80 名（先着順）
【問合先】下記メールアドレスにお問合せください。
（講座事務局）info@ds-hokuriku.com
【参考】昨年開催した「実戦・データサイエンス概論
実務者向けコース」受講者アンケート結果
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http://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/ac66ed6785
47b68c3faa2e696870de73.pdf
貴社の人材育成部門、DX 推進部門の方へもご周知
頂き、多数の受講申込をお待ちしております。
（担当：坂井）
■富山県からセミナー開催のご案内
「経営者向け IoT・AI チャレンジ塾」(ｵﾝﾗｲﾝ併催)
【URL】https://www.toyama-tic.co.jp/iotaiseminar/seminar/20210603.html
【日時】6 月 3 日(木) 14:00～15:30
【会場】富山県総合情報センター（定員先着 20 名）
ｵﾝﾗｲﾝ併催（Zoom 使用、定員先着 100 名）
【内容】
＜第 1 部＞講演
・演題：
「中小企業・製造業におけるスムーズな
IoT 導入とデジタル人材確保について」
・講師：㈱サートプロ代表取締役 CEO 近森 満 氏
＜第 2 部＞富山県 IoT 推進コンソーシアム及び県の
IoT 等導入支援の取組み
＜第 3 部＞(公財)富山県新世紀産業機構による IoT
等導入支援の取組み
【主催】富山県 IoT 推進コンソーシアム、
㈱富山県総合情報センター
【参加】無料（富山県外企業もオンライン参加可）
【問合せ】㈱富山県総合情報センター
TEL：076-432-1116
E-mail: info-k@toyama-tic.co.jp
（担当：坂井）
■富山県からのご案内
「IoT・AI 活用ステップアップ補助金」募集
【URL】
https://www.pref.toyama.jp/1300/kensei/kouho
u/houdou/2021/4gatsu/2021stepup.html
【補助内容】富山県内中小企業の IoT・AI 導入促進
を図るため導入・活用段階に応じた支援
【補助対象】富山県内に本社又は事業所を有する
中小企業者等
【補助率】２分の１
【補助上限額】
・スモールスタート（ホップ）事業：50 万円
・本格展開（ステップ）事業：100 万円
・フル活用（ジャンプ）事業：200 万円
【第 1 回募集期間】4 月 21 日(水)～6 月 11 日(金)
【問合先】富山県商工労働部 地域産業支援課 地域
産業活性化班
TEL076-444-3249（直通）FAX076-444-4402
E-mail：achiikisangyoshien@pref.toyama.lg.jp
（担当：坂井）
以 上

