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3月 15日～31日の活動報告 
 

●北陸 AJEC調査研究に関するセミナー 

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 

出席者：108名（会場 41名、オンライン 67名） 

北陸 AJECでは、今回、調査報告書「先進事例にみる

北陸企業の国際化のあり方」をとりまとめたことを踏

まえ、「DXの推進と北陸企業の国際化のあり方」をテー

マに、セミナーを開催した。 

冒頭、久和会長は挨拶の中で、「本日のセミナーは、

北経連の中期アクションプランの３本柱の１つである

『企業の労働生産性の向上』に大きく寄与する DXと国

際化に焦点をあてた内容である」との話しがあった。 

まず、㈱NTTデータ経営研究所の柳社長より、「DXの

本質と日本企業が目指すべきグローバル化」と題して

基調講演があり、「今の時代の変化の本質は何なのか、

DX 人材不足にどう対処すべきか、高度外国人材の確保

を含め日本企業としてグローバル化にどう対処してい

くべきか」などについて、NTTデータでの経験等も踏ま

えた話があった。 

その後、㈱日本経済研究所の坂野部長より、調査報告

書の説明があり、続いて北陸 AJEC企画部会委員長の丸

屋豊二郎氏をモデレーターに、今回の調査報告書をま

とめるにあたりヒアリングさせていただいた 10社のう

ち、3 社の社長（㈱鈴木栄光堂 鈴木社長、㈱中農製作

所 西島社長、㈱能作 能作社長）によるパネルディスカ

ッションが行われた。各社長からは、「デジタル技術の

活用」、「高度外国人材の活用」、「グローバル化への取り

組み」の観点から、これまでの取り組み内容を説明され

るとともに、これまでの苦労の数々や、経営者としての

考え等について話があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当：岩田） 

 

●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 

出席者：会場 12名、オンライン 3名 

光野委員長は開会挨拶の中で、北陸新幹線につい

て「今後も関西経済界としっかり連携しながら、敦

賀・新大阪間の環境アセスメントの 2022年度内完了、

2023 年度当初の着工実現、および 2030 年頃までの

一日も早い全線開業を求めていく」と述べた。 

 委員会では、「2020 年度事業計画の実施状況と評

価・方向性」、「2021年度事業計画(案)」について審

議し、了承された。 

各委員からは、北陸新幹線における京都の機運醸

成への取り組み内容、雪害対応、トラックのドライ

バー不足問題、港湾整備の必要性、北陸と太平洋側

を結ぶ高規格道路の早期整備要望など、幅広い意見

が出された。 

 

（担当：高畠） 

 

●2020年度第 2回広域観光推進委員会 

日 時：3月 25日(木) 12:00～14:00 

場  所：金沢ニューグランドホテル 

出席者：会場 11名、オンライン 4名 

加藤委員長は開会挨拶の中で、「新型コロナウィル

スの影響が続く中で、観光業を再構築していくため

には、短期的な視点と中長期的な視点が必要」等と

述べた。 

 委員会では、「2020 年度事業計画の実施状況と評

価・方向性」及び「2021年度事業計画(案)」につい

て審議し、了承された。また、「2020年度観光産業の

魅力向上に向けた取組内容及びその方法に関する調

査＜報告（案）＞」について、調査委託先の（一財）

北陸経済研究所 内田部長より報告された。 
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 各委員からは、「北陸 3県にはそれぞれの魅力がたく

さんあり、的を絞ってアピールすべき」、「北陸三県の近

場を地元の人がそれぞれ旅行し、魅力を再発見し、情報

発信することが大切」、「観光業界の発展のためには、若

い頃から地元への愛着を醸成する教育が必要」、「観光

業界の生産性を高める為には、祝祭日と平日の稼働率

の平準化が需要。そのためには、交通における変動運賃

制の導入が必要でないのか」等、多くの意見を頂いた。 

  
（担当：狩野） 

 

●2020年度第 2回先端技術推進委員会 

日 時：3月 30日(火) 12:00～13:45 

場  所：ANAクラウンプラザホテル金沢 

出席者：会場 9名、オンライン 16名 

澁谷委員長は開会挨拶の中で、デジタル技術の急速

な進展の中、当委員会活動が産学ワンチームで益々進

展するよう取り組んでいきたい旨の話があった。 

 委員会では、「2020年度事業計画の実施状況と評価・

方向性」及び「2021 年度事業計画(案)」について審議

し、了承された。 

 各委員からは、「労働生産性向上の DX 化実例情報提

供要望」、「大学での産学連携の取組み」、「産学連携によ

る地域創生」等について発言があった。 

 その後、一般財団法人北陸産業活性化センターの堂

谷専務より、「デジタル化支援事業の取り組み」につい

て紹介があった。 

 

（担当：坂井） 

●先端技術講演会 

日 時：3月 30日(火) 14:00～15:00 

参加者：73名（会場 16名、オンライン 57名） 

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 田中英彦氏より「DXに向けて～技術とセ

キュリティ～」と題して、オンラインでの技術講演

会を開催した。 

 講演では、コンピュータやセキュリティの研究に

長年従事された経験に基づき、DXの進め方、DX関連

技術、セキュリティ状況と対策等について話があっ

た。 

（担当：坂井） 

 

●新規加入会員                            

〔株式会社パワー・アンド・IT〕 
代表取締役社長  米屋 敏樹 様 

(業種：データセンター事業) 

Tel：076-461-7850 Fax：076-461-7851 

 

〔株式会社能作〕 
代表取締役社長  能作 克治 様 

(業種：金属製品製造業) 

〒939-1119 高岡市オフィスパーク 8-1 

Tel：0766-63-5080 Fax：0766-63-5510 
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今後の行事予定 
 
◆【実施】第 10回北陸観光サロンの開催案内

（オンライン配信併催） 

【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 

 第 1部 基調講演 14:10～15:30 

 ➀『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』 

JTIC.SWISS代表 山田 桂一郎 氏 

➁『アグレッシブな「まもり」の観光』 

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 

 第 2部 パネルディスカッション 15:40～16:30 

『テーマ：観光業の高付加価値化～量から質の 

観光へ～』 

<パネリスト> 

JTIC.SWISS 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 

<モデレーター> 

 (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 

【対象】全会員、北陸三県の観光関係者他 

（一社）中央日本総合観光機構 会員 

【申込】http://www.hokkeiren.gr.jp/ 

（担当：狩野） 
 
◆【実施】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に案内済 

 

◆【実施】第 350回常任理事会 

日 時：4月 21日(水) 12:00～14:00 

場 所：金沢ニューグランドホテル 

対 象：副会長、常任理事に案内済 
 
◆【実施】ＤＸ推進経営セミナー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（参加募集中） 

（セミナー名称を「デジタル人材育成セミナー2021」から

変更しております。） 
 

◆【実施】2021年度 政府予算等に対する要望検討 

ワーキング 

日 時：（第 1回）5月 13日(木) 10:00～11:30 

（第 2回）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 

 

お知らせ 
 
■北経連主催「ＤＸ推進経営セミナー2021」の 

開催案内（オンライン配信併催） 

【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 

3階鳳の間 

(来場定員 50名、オンライン定員なし） 

【内容】「ＤＸ推進による生産性向上」 

 主催者挨拶 北陸経済連合会会長 久和進 

講演①「ＤＸとアフターコロナに対応できる人

材育成を考える」 

インフォグリーン㈱ 代表取締役 竹原司 氏 

講演②「デジタル時代のイノベーションマネジ

メント」 

北陸先端科学技術大学院大学副学長  

内平直志 氏 

【申込】4月 15日(木)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

ォームにて入力願います。  

申込 URL: https://bit.ly/3qm4dhA  
【チラシ URL】http://bit.do/fPuwy 

※経営者および幹部の皆様はじめ、人材育成およ

びデジタル化推進の担当部門の方も含め、多数

のご参加をお待ち申し上げております。 

（担当：坂井） 

 

■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。 

https://bit.ly/3qm4dhA
http://bit.do/fPuwy
https://www.tohokuhouse.jp/pre-release/
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「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) 

 

■「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 

 

【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） 

 

以 上 

 

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