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2020 年１１月１６日～１１月３０日
５日の行事

幹線について、予定どおりの敦賀開業、地方負担が
増えないこと、敦賀以西は予定どおり環境アセスを
完了し切れ目なく着工することを要望した。
（担当：高畠）

●会員懇談会（福井会場）
日 時：11 月 16 日（月）14:30～17:00
場 所：福井県県民ホール（ＡＯＳＳＡ8 階）
出席者：来場約 40 名、オンライン約 60 名
2020 年度会員懇談会（福井会場）を福井県県民ホー
ルにて、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昨年公表した「北陸近未来ビ
ジョン」にて掲げる「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、今回の福井会場では「デ
ジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）
」をテーマと
して講演会を行った。
久和会長の挨拶の後、福井工業大学ＡＩ＆ＩｏＴセ
ンター長 芥子育雄氏より「福井工業大学ＡＩ＆ＩｏＴ
センターの取り組みとデジタル変革（ＤＸ）の支援」と
題して、昨年福井工業大学で設立されたＡＩ＆ＩｏＴ
センターの取り組みと医工連携や産業分野でのＤＸ支
援について講演頂いた。
次にキユーピー㈱生産本部 未来技術・次世代技術担
当の荻野武氏より「食品業界におけるＡＩ・ロボットイ
ノベーションによる労働力不足解消‐One for all,All
for one.」と題して、キユーピー㈱における製造現場で
のＡＩ導入事例や会社の壁を越えた業界共通課題を助
け合いながら解決していく必要性について、オンライ
ンで講演頂いた。
講演後、会員からの質疑応答や意見交換を行い、最後
に伊東副会長から閉会挨拶を頂いた。
なお、オンラインで参加された皆さまにおかれまし
ては、途中音響トラブルにより音声が聞こえなくなり
大変申し訳ありませんでした。この場を借りてお詫び
申し上げます。
（担当：小林佑）

●西日本経済協議会要望活動
日 時：11 月 19 日（木）
西日本経済協議会は、政府と自民党に対して、新型コ
ロナウイルス禍からの復興や地域の持続的成長に向け
た施策の推進を要望した。
各経済連合会会長が、加藤勝信官房長官、西村康稔経
済再生担当大臣、自民党二階幹事長らと面会し、経済活
動と感染症拡大防止の両立、デジタルトランスフォー
メーションの推進を訴えた。
久和会長からは、11 月 11 日に国土交通省から、敦賀
開業時期の延期と建設費の上振れが報告された北陸新

●北陸新幹線に関する北陸三県緊急要望
日 時：11 月 20 日（金）
北陸新幹線金沢・敦賀間の開業が遅れ、建設費が
増大する見通しとなったことを受け、北陸三県知事、
三県議長、北経連より久和会長、伊東副会長、安宅
副会長が参加し、国交省、与党、官邸に対し、以下の
ことを要望した。
①金沢・敦賀間について平成 27 年１月の政府与党申
合せに基づき、令和４年度までの実現に向けて、
工期 短縮を徹底するなどあらゆる手段を講じる
こと
②再度増加が見込まれる事業費について、コスト縮
減を徹底したうえで、必要な財源を地方自治体の
負担が極力生じないよう適切な措置を講じること
③敦賀・大阪間について環境アセスメントを迅速か
つ丁寧に進めるとともに、令和５年度当初には着
工できるよう早期に財源を確保し、令和 12 年度頃
までに大阪までの全線整備を図ること
④工事遅延、事業費の増加の原因を究明し工事行程
や事業費執行の管理監督体制を強化すること
久和会長は、
「敦賀・新大阪間について環境アセス
メントが進められており、令和４年度には終わる予
定。万が一敦賀開業が遅れたとしても、敦賀以西の
工事着工に影響がないようお願いしたい」等を発言
した。主な要望先は以下のとおり。
髙木毅自民党北陸新幹線整備 PT 座長
稲田朋美自民党整備新幹線等鉄道調査会会長
細田博之与党整備新幹線建設推進 PT 座長
井上義久与党整備新幹線建設推進 PT 座長代理
下村博文自民党政調会長
大西英男国交省副大臣
岡田直樹内閣官房副長官
（担当：神地）

●第 47 回北陸地方経済懇談会
日 時：11 月 27 日（金）13:45～15:45
場 所：ＡＮＡクランプラザホテル富山
出席者：経団連：約 30 名、北経連：来場約 70 名、
オンライン約 50 名
(一社)日本経済団体連合会との第 47 回北陸地方
経済懇談会がオンライン配信併用にて、ＡＮＡクラ
ウンプラザホテル富山で開催された。
『「スマート・
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リージョン北陸」を目指して～新型コロナウイルスを
克服し新たな成長を実現する～』を基本テーマに、
経団連から古賀審議員会議長をはじめ約 30 名、当会か
らはオンラインを含め約 120 名が参加した。
懇談会の開会挨拶で久和会長は、当会が昨年発表し
た「北陸近未来ビジョン」のなかで北陸のありたい姿と
している「スマート・リージョン北陸」をめざしていく
ためには、北陸新幹線の大阪までの全線整備や生産性
の向上、ダイバーシティ＆インクルージョンが不可欠
であり、経団連と連携し、取り組んでいきたいと述べた。
また、先日国交省より新幹線敦賀開業について工期延
長、工事費増加について発表されたが、これについて
「驚くとともに、大変遺憾に思う。
」と発言した。
続いて経団連 古賀議長は、先日経団連より発表した
「。新成長戦略」を説明し、
「Society 5.0」の実現、エ
ネルギー・環境政策の再構築、人材育成、地域経済の活
性化等の重要性について発言した。
懇談会では、①「ウィズコロナ時代を見据えた地域力
の向上と産業振興～東京一極集中打破に向けて～」
、②
「社会基盤の整備促進と広域観光振興～日本海国土軸
の中枢を担い、人や企業を惹きつける北陸～」のテーマ
のもと、
「労働生産性の向上」
、
「経団連とのマッチング」
、
「デジタル化の推進」
、
「産学連携」
、
「ダイバーシティ＆
インクルージョン」(女性活躍)、
「東京一極集中の打破
に向けて」
、
「社会基盤整備」
、
「広域観光」に関して意見
交換が行われた。
なお、午前中の市内視察に合わせて、森富山市長から、
路面電車の南北接続事業について説明があった。
また、昼食懇談会では齋藤富山大学長、新田富山県知
事がご来席され、齋藤富山大学長から「富山大学での取
組み」等について説明があった。
（担当：神地）

今後の行事予定
◆【実施】１２月７日（月）
国際交流推進委員会 14 時～15 時 30 分
（北陸 AJEC 企画部会と合同開催）
場所：金沢ニューグランドホテル
対象：国際交流推進委員会委員にご案内済
◆【実施】１２月８日（火）
第 27 回中部・近畿経済産業局との懇談会
12 時 30 分～15 時
場所：ホテルグランテラス富山
対象：理事以上にご案内済
◆【実施】１２月１１日（金）
先端技術推進委員会 12 時～14 時 40 分
場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢
対象：先端技術推進委員会委員にご案内済
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◆【実施】１２月１６日（水）
2020 年度第３回総合対策委員会 12 時～14 時
場所：ホテル日航金沢
対象：総合対策委員会委員にご案内済
◆【実施】１２月１６日（水）
セミナー「国際社会貢献センター(ABIC)の概要と
具体的活動事例の紹介」14 時 20 分～15 時 20 分
場所：ホテル日航金沢
対象：全会員にご案内済（オンライン配信あり）
◆【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）

お知らせ
■「いしかわ環境展」いしかわの里山里海 PR 展
【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
【内容】環境問題への啓発活動として、パネルや動画
で子供向けの工作を紹介し、省エネルギー
についてＰＲします。
【主催】石川県、
（公社）いしかわ環境パートナーシッ
プ県民会議／いしかわ里山づくり推進協議会
【問合せ先】石川県温暖化・里山対策室
TEL：076-225-1462
（担当：森岡）
■「北経連・四経連・道経連・経団連共催
マッチングワークショップ」開催のご案内
三経連・経団連共催で第 3 回目のマッチングワーク
ショップを開催することになりました。各経連が推薦
する企業・大学等より技術・製品・研究成果等を発表
いただきます。
【日時】12 月 4 日(金) 10:00～17:30
【場所】Zoom ウェビナー
【申込方法】
ご参加を希望される方は、12 月 1 日(火)までに下記
URL よりご登録をお願いいたします。
・第１セッション（四経連によるプレゼンテーション）
：
https://zoom.us/webinar/register/WN_6MHxW8vvSxK5
EQ-8PXrDUA
・第２セッション（道経連によるプレゼンテーション）
：
https://zoom.us/webinar/register/WN_5eE4prMcQ26F
SKxLVdw91A
・第３セッション（北経連によるプレゼンテーション）
：
https://zoom.us/webinar/register/WN_6x2UQgb0SQuK
Ocl6c8YJ_A
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※ご登録後、ワークショップ当日の URL 等が記載された
確認メールが届きます。
※同一企業（同一団体）から複数名のご参加を希望され
る場合、代表者様のみのご登録ではなく、人数に応じ
てご登録をお願いいたします。
【問合せ先】北陸経済連合会
杉山 TEL：076-282-9560
登 TEL：076-282-9573
(担当：登)
■ＩＴものづくりブリッジ人材育成セミナー
～北陸・東海ものづくり企業のＤＸ推進～
【開催案内等の URL】
https://www.chubu.meti.go.jp/b21jisedai/201112/2011
12index.html
【日時】12 月 10 日(木) 13:30～17:30
【場所】オンライン開催
【主催】経済産業省中部経済産業局
【参加費等】参加無料（定員 150 名先着順）
【申込】下記サイトから申込
https://www.chusanren.or.jp/jbank_s/bridge.html
【問合せ先】
（一社）中部産業連盟 加藤、荒川
TEL：052-931-3189
e-mail: jbank@chusanren.or.jp
（担当：小林佑）
■「５Ｇ時代における電波の安全性に関する説明会」開催
案内
【開催案内等の URL】
https://www.soumu.go.jp/soutsu/hokuriku/press/2020/p
re201106_01.html
【日時】12 月 11 日(金) 14:00～15:40
【場所】協同組合富山問屋センター流通会館
【主催】総務省北陸総合通信局
【申込】下記サイトから申込（12 月 10 日締切）
http://www.astarnet.jp/denpa2020/toyama/index.html
【問合せ先】株式会社 AStar 担当：萩原
E-mail：hagiwara@astarnet.jp
（担当：坂井）
以 上

