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10月 16日～31日の活動報告 

 

●会員懇談会（石川会場）               
日 時：10月 18日（月）14:30-17:00 

場 所：ホテル日航金沢（オンライン併催） 

出席者：109名（会場 38名、オンライン 71名） 

 

 

 

 

 

 

2021 年度会員懇談会（石川会場）をホテル日航金沢

にて、オンライン配信を併用して開催した。今年度の会

員懇談会は一昨年策定した「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、今回の石川会場では「デジタルトラン

スフォーメーション」をテーマとして講演会を行った。 

金井会長の挨拶の後、味の素株式会社 取締役 代表

執行役副社長 ＣＤＯ、株式会社マーケティングアプ

リケーションズ 社外取締役 福士博司氏より「企業

変革実例  味の素株式会社のＤＸ  トピックス

Otonari地方経済活性化の試み」と題して、自らが味の

素グループのＤＸ推進の責任者として「2030年までに、

ＤＸを通じて社会価値と経済価値の両立を高次元で達

成し、『食と健康の課題解決企業』として社会変革をリ

ードする存在になる」という宣言を行われた、今まさに

取組み中である内容について講演頂いた。 

次に株式会社スカイディスク 代表取締役社長 兼 

CEO内村安里氏より「製造業の事例から考えるＤＸの進

め方」と題して、主に中小製造業向けにＤＸを進める上

で重要な点は何か、過去のＤＸへの多数の取り組み事

例の中から、自社でＤＸを進める上で考えるべきこと

は何かについて講演頂いた。 

続いて、株式会社オフィスエフエイ・コム 執行役員 

営業本部本部長 青木伸輔氏より「製造業におけるＤ

Ｘ型生産ラインの構築」と題して、経産省主体のワーキ

ンググループにも参画されており、ロボットや生産工

程の自動化システムの構築等を行うシステムインテグ

レータの共通基盤組織である SIer（エスアイヤー）協

会に所属され、その協会の幹事会社としてのお立場で

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

に髙松副会長は閉会挨拶において、「2030 年代中頃の

「スマート・リージョン北陸」を目指して、デジタル化

の推進や、ダイバーシティの実現など、不断の努力が必

要であり、皆さんと共に手を携えていかなければなら

ない」と述べた。 

（担当：渡辺） 

 

●西日本経済協議会第 63回総会        
日 時：10月 20日（月）13:30-17:10 

場 所：熊本ホテルキャッスル（熊本市） 

出席者：約 170名 

 西日本の 6 つの経済連合会で構成する西日本経済

協議会の第 63回総会が熊本市で開催され、北陸経済

連合会からは金井会長、稲垣副会長が出席した。 

各経済連合会が地域課題の解決策などについて意

見を交換し、金井会長からは、北陸新幹線の早期全

線開業に向けて関西経済界と連携して取り組んでい

くこと、企業の労働生産性向上のためにデジタル化

の促進や新事業創出に取り組むこと、「北陸は女性が

働きやすい地域」というブランドを確立したいこと、

などの意見を表明した。 

 総会の最後に、新型コロナウィルス感染対策と社

会経済活動の回復、地方での成長産業創出、カーボ

ンニュートラル推進などを政府に求める総会決議を

採択した。11 月 17 日に政府への要望活動を実施す

る。 

（担当：高畠） 

 

今後の行事予定 

 

◆【実施】観光委員会主催・インバウンド勉強会 

日 時：11月 5日(金) 13:30-16:00 

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 

  会員（オンライン参加のみ） 

 

◆【実施予定】第 48回北陸地方経済懇談会 

       （経団連との懇談会） 

日 時：11月 18日(木) 14:00-16:00 

tel:076-232-0472
http://www.hokkeiren.gr.jp/
mailto:info@hokkeiren.gr.jp
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場 所：ANAクラウンプラザホテル金沢 

（オンライン併催） 

対 象：全会員 

 

◆【実施】2021年度 第 2回人財活躍推進委員会 

日 時：11月 24日(水) 10:30-11:30 

場 所：ホテル日航金沢（オンライン併催） 

対 象：人財活躍推進委員会委員（案内済） 

 

◆【実施】企業と大学（関東地区大学理工系就職研究会）

のオンライン情報交換会 

日 時：11月 24日(水)14:00～17:00 

場 所：オンライン開催（Zoom） 

対 象：北経連会員企業の採用担当者（案内済） 

内 容：北経連会員企業の採用担当者と研究会加盟の

10大学の就職指導担当者とのオンライン面談 

申 込：11月 5日（金）定員に達し次第締切 

下記 URLまたは QRコードから申

込。申込は各社 1名(1台の PC)でお

願いします。(１台の PCから複数人

参加可） 

https://forms.office.com/r/4KTm0d1cUm 

定 員：24社（先着順） 

（担当：渡辺） 

 

◆【実施予定】2021年度 第 2回国際委員会 

日 時：11月 25日(木) 12:00-14:00（昼食付） 

場 所：金沢ニューグランドホテル（オンライン併催） 

対 象：国際委員会委員に案内予定 

 

◆【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１回）」 

日 時：11月 26日（金) 10:00-11:30 

形 式：オンライン開催（Teams使用)、参加無料 

講 演：「次世代リチウムイオンバッテリー 全樹脂電

池の工業化に向けて～福井県越前市への進出～」 

ＡＰＢ(株) 福井センター武生工場長 大森 隆太 氏 

説 明：自治体（福井県）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/vbeYUHXQuD 

（担当：岩田、森岡） 

 

◆【実施予定】中部・近畿経済産業局との懇談会 

日 時：11月 30日(火) 12:30-15:00（昼食付） 

場 所：ANAクラウンプラザホテル金沢 

（オンライン併催） 

対 象：会長、副会長、常任理事、理事、監事 

 

◆【実施予定】2021年度 第 2回観光委員会 

日 時：12月 6日(月) 12:00-14:00  

          （12:00-12:20は昼食） 

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】会員懇談会（福井会場） 

日 時：12月 7日(火) 14:30-17:00 

場 所：福井県民ホール（オンライン併催） 

対 象：全会員 

 

◆【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２回）」 

日 時：12月 8日（水）10:30-12:00 

場 所：ホテルグランテラス富山 3階「清風の間」 

（オンライン併催 Teams）参加無料 

＊会場の定員(30名)を超えた場合、オンライン 

配信による視聴に変更をお願いする場合がござ

いますのでご了承ください。 

講 演：「ユースキン製薬の挑戦～事業発展に最適な

富山への工場移転と今後の展開について～」 

ユースキン製薬(株)代表取締役社長 野渡 和義 氏 

説 明：自治体（富山県）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/8TZbH1G0bH 

（担当：岩田、森岡） 

 

◆【実施】2021年度 第 2回新たな価値創出委員会 

日 時：12月 9日(木) 12:00-15:00  

 （12:00-12:20は昼食、14:00-15:00は講演会） 

場 所：ANAクラウンプラザホテル金沢 

（オンライン併催） 

対 象：新たな価値創出委員会委員（案内済） 

 

◆【実施】新たな価値創出オンライン講演会 

日 時：12月 9日(木) 14:00-15:00  

場 所：オンライン開催（Teams） 

対 象：全会員（案内チラシ送付予定） 

演 題：「地方創生に向けた金沢大学の戦略と取組み

～社会共創で北陸の活力を～」（仮） 

金沢大学 学長 山崎 光悦 氏 

要 旨：コロナ禍を機に地方創生の意義が改めて問

い直され、地域振興や地域資源の活用による新

たな価値デザインが強く求められつつある。 

本講演では、北陸経済連合会と北陸地区４国

立大学が協働して創設する「北陸未来共創フォ

ーラム」や、金沢大学が「知」「ひと」「資源」

の新たな流れを生みだす拠点づくりを進めるイ

https://forms.office.com/r/4KTm0d1cUm
https://forms.office.com/r/vbeYUHXQuD
https://forms.office.com/r/8TZbH1G0bH
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ノベーションコモンズ構想をはじめ、同大の地方創

生へ向けた取組みの一端を紹介する。 

URL：

http://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/60b5200878b

915565be27baac2327b68.pdf 

申 込：11月 26日（金）〆切 

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 2回社会基盤委員会 

日 時：12月 10日(金) 12:00-14:00  

          （12:00-12:20は昼食） 

場 所：ホテル日航金沢（オンライン併催） 

対 象：社会基盤委員会委員に案内予定 

 

◆【実施予定】2021年度 第 3回総合対策委員会 

日 時：12月 16日(木) 12:00-14:00  

          （12:00-12:20は昼食） 

場 所：ANAクラウンプラザホテル金沢 

（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】公正取引委員会中部事務所との懇談会 

日 時：12月 16日(木) 14:10-15:00 

場 所：オンラインのみで開催 

対 象：全会員に案内予定 

 

◆【実施予定】第 352回常任理事会 

日 時：12月 22日(水) 15:00-16:30  

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】2022年 新春経済懇談会 

日 時：2022年 1月 26日(水) 15:00-16:45  

場 所：ANAクラウンプラザホテル金沢 

（オンライン併催） 

対 象：全会員 

 

お知らせ 

 

■「北陸産学技術交流会(情報交換)」参加募集状況 

【URL】 

http://www.hokkeiren.gr.jp/activity/committee/a

dvanced_technology/1318.html?year=2021 

テーマ③「製造業におけるＡＩ活用等による検査工

程の自動化」（主査会社：朝日印刷㈱）は、11月 5日

締切の予定でしたが、定員に達したため募集を締切

らせて頂きました。参加応募ありがとうございまし

た。 

（担当：坂井） 

 

■北陸先端科学技術大学院大学主催 

「Matching HUB Hokuriku 2021」開催のご案内 

  産学・産産連携に向けて、企業、公的機関、金融

機関、大学（研究者、学生）が参加するマッチング

イベントを開催します。是非ご来場をお待ちしてお

ります。 

【URL】 

https://matching-web.jaist.ac.jp/portal/ 

【日時】11月 11日（木）～12日（金） 

【場所】ANAクラウンプラザホテル金沢 

【主催】北陸先端科学技術大学院大学 

（後援：北経連 他） 

【11/11主な内容】 

13:00～ オープニング（金井会長が来賓挨拶） 

特別講演 

「北陸経済の課題と展望」 

北陸経済連合会名誉会長 久和進 

「NTT ﾃﾞｰﾀ北陸の SDGsと DXに向けた取り組み事

例のご紹介」 

㈱NTT ﾃﾞｰﾀ北陸 代表取締役社長 池田佳子氏 

【11/12主な内容】  

10:00～17:00 パネル展示 

10:15～17:00 関係機関セミナー  

【申込】下記 URLより事前来場登録願います。 

https://matching-web.jaist.ac.jp/matching-

entry/Mstvisitors/visapplication 

【問合せ】Matching HUB Hokuriku 2021 事務局 

E-mail: matching2021-info@tk.wave.jp 

（担当：坂井） 

 

■メッセナゴヤ 2021へ出展 

【日時】11月 10日(水)～13日(土) 

     オンライン 11月 1日(月)～19日(金) 

【場所】ポートメッセなごや 

【主催】愛知県・名古屋市・名古屋商工会議所 

【URL】https://www.messenagoya.jp/ 

【内容】北陸地域企業誘致連絡会（北陸国際投資交

流促進会議）はメッセナゴヤ 2021に出展し、北陸

地域への企業誘致を目的として、北陸の優れた投資

環境をＰＲします。企業向けの助成制度、交通アク

セスの向上、住みやすさ・働きやすさを紹介しま

す。 

北陸国際投資交流促進会議は、富山県・石川県・

http://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/60b5200878b915565be27baac2327b68.pdf
http://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/60b5200878b915565be27baac2327b68.pdf
https://forms.office.com/r/YrNqAEsMSD
http://www.hokkeiren.gr.jp/activity/committee/advanced_technology/1318.html?year=2021
http://www.hokkeiren.gr.jp/activity/committee/advanced_technology/1318.html?year=2021
https://matching-web.jaist.ac.jp/portal/
https://matching-web.jaist.ac.jp/matching-entry/Mstvisitors/visapplication
https://matching-web.jaist.ac.jp/matching-entry/Mstvisitors/visapplication
mailto:matching2021-info@tk.wave.jp
https://www.messenagoya.jp/
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福井県・北陸電力(株)・北陸経済連合会で構成する団

体。 

（担当：森岡） 

 

■ふくい産業支援センターからのご案内 

「第７回 福井ベンチャーピッチ」開催 

【日時】11月 17日（水）13:30-16:30   

【場所】ハピリンホール（福井市中央 1-2-1) 

    （オンライン併催）参加無料 

【内容】ＶＣ、金融機関等の前でセールスプレゼン

（ピッチ）することを通じて、成長意欲の高い福

井発ベンチャー企業への、さらなる事業拡大への

機会の提供を目的としたイベントです。 

【主催】（公財）ふくい産業支援センター 

【申込】https://forms.gle/YJyPW2xT2dMzfdmq9 

              （担当：小島、登） 
 

■富山県からのご案内 

「IoT推進コンソーシアム全体会」の開催 

県外企業・ｺﾝｿｰｼｱﾑ非会員の方もご参加頂けます。 

【URL】 

https://www.toyama-

iot.jp/file_upload/100163/_main/100163_01.pdf 

【日時】11月 25日(木)13:30～17:00 

【場所】パレブラン高志会館 (富山市千歳町 1-3-1) 

    オンライン参加可（視聴方法は後日連絡） 

【内容】 

①主催者挨拶 

②基調講演 

「IoT取得データの利活用に向けたデジタル庁の取組

（仮題）」デジタル庁・企画官 津脇慈子 氏 

③県内企業の IoT活用事例紹介 

・IoTを活用した生産工程の予実管理～はじめての

IoT～ 

・ARスマートグラスを活用した、マシニングセンタ

の保守業務の品質向上 

④富山県 IoT推進コンソーシアム及び県の取組紹介 

⑤IoT・AIツール紹介 

【定員】会場：50名/ｵﾝﾗｲﾝ：50名程度 

【申込】11月 19日(金)締切 

https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/SksJuminWeb/E

ntryForm?id=RsTYbbTq 

【問合せ】富山県 IoT推進コンソーシアム事務局 

TEL:076-444-3249 

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

（担当：坂井） 
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