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●2020年 新春経済懇談会             

日 時：１月２３日（木） 

場 所：ANAクラウンプラザホテル金沢 

参加者：１７０名 

 

2020 年新春経済懇談会、新年祝賀会を中部経済産業

局の髙𣘺局長ら 14名の来賓を迎えて、開催した。 

新年の挨拶に立った久和会長は、2020 年度事業活動

方針を示した。 

〇昨年「北陸近未来ビジョン」で示した「スマート・

リージョン北陸」を見据え、持続可能な社会の実現

に向けた取組みを進める。 

「スマート・リージョン北陸」を形成していくため

に、2つの目標を掲げている。 

・一人当たりの域内総生産（GRP）を現状の 4百万円

から 7百万円に引き上げる。そのために、デジタル

革新を進める。社会人を対象としたデジタル技術の

再教育によるデジタル人材の育成やＡＩ・ＩoＴ等

デジタル技術の導入による好事例の情報発信に取

り組む。 

・「多様性と一体性の両立」（ダイバシティ＆インクル

ージョン）を図り、北陸の良さを失わず一体感を持

ちながら、多様な人材が能力を最大限に発揮して、

活き活きと活躍する社会の実現を目指す。中でも、

女性の活躍は重要なポイントであり、「北陸は女性

が働きやすい地域」とのブランドを作っていく。 

〇北陸新幹線は国土強靭化の観点から、また、優れた

経済効果を持つインフラとして早期全線開業を目

指す。3年後に迫った敦賀開業についても十分な準

備を進める。 

〇2020 年度は「第四次中期アクションプラン」の総

仕上げの年に当たる。本年は「スマート・リージョ

ン北陸」の実現に向け「第五次中期アクションプラ

ン」を策定する。 

続いて、日銀金沢支店の武田支店長が、「最近の金融

経済情勢について」と題して講演した。講演では、最近

の世界経済、日本経済および北陸経済の状況を説明す

るとともに、人口減少の問題について、地域によりその

要因が異なるので、これを踏まえて対応しなければな

らないと指摘した。 

髙木副会長による閉会挨拶で締めくくった。 

新年祝賀会では来賓の髙𣘺局長から新年のご挨拶

をいただき、菱沼副会長による乾杯のご発声で盛大

に開催された。             

（担当：小山） 

 

 

●新規加入会員  ありがとうございます！                          

 

〔住友商事株式会社〕 

執行役員中部支社長  犬伏 勝也 様 

(業種：総合商社) 

〒450-6644 名古屋市中村区名駅 1丁目 1番 3号 

JRゲートタワー44階 

Tel：052-583-2010 Fax：052-583-2001 

 
〔ホテル金沢株式会社〕 

専務取締役総支配人  小嶋 一夫 様 

(業種：ホテル業) 

〒920-0849 金沢市堀川新町 1番 1号 

Tel：076-223-1111 Fax：076-223-1110 

 

 

お知らせ                  

 

■～ｶｰﾄﾞｹﾞｰﾑで SDGsを考える～「ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 2030SDGs」 

【日時】2020年 2月 14日(金) 14:00～16:30 

【会場】ホテル金沢 4Ｆｴﾒﾗﾙﾄﾞ 

【主催】北陸環境共生会議 

【参加】無料（定員 60名） 

【問合せ】北陸経済連合会 森岡  

     ℡ 076-232-0472 

 

■IoT導入支援セミナーin高岡 

【日時】2020年 2月 19日（水）13:30～17:00 

【会場】高岡商工ビル 8階会議室 

       （高岡市丸の内 1番 40号） 

【主催】総務省北陸総合通信局 

【参加】無料（定員 30名） 

【申込】2月 12日までに以下サイトで事前申込 

https://regist1.lstep.jp/iot/apply/takaoka/ 

【問合せ】総務省北陸総合通信局  

     電気通信事業課 076-233-4420 

 

2020 年 1 月の活動 

tel:076-232-0472
http://www.hokkeiren.gr.jp/
mailto:info@hokkeiren.gr.jp
https://regist1.lstep.jp/iot/apply/takaoka/
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■サイバーセキュリティディズ 2020（Seminar-Day） 

【日時】2020年 2月 25日(火)13:30～17:00 

【会場】金沢商工会議所ホール 

【内容】有識者の講演・パネルディスカッション 

【主催】北陸総合通信局、北陸経済連合会 他 

【参加】無料（定員 150名） 

【申込】3月 18日までにメールで事前申込 

Mail：hokuriku-jigyo@soumu.go.jp 

【問合せ】総務省北陸総合通信局 

 サイバーセキュリティ室 076-233-4420 

 

■ひとり親世帯の移住「住んでみませんか北陸」 

～ひとり親家庭の経済的自立に向けて～ 

【日時】2020年 2月 29日（土）14:30～16:00 

【場所】南青山 291 

（東京都港区南青山 5-4-41グラッセリア青山内）     

【主催】北陸経済連合会 女性部会 

【募集対象】ひとり親の方 

【定員】先着 20名（事前申込制）＊参加無料 

【申込方法】メール info@hokkeiren.gr.jp 

FAX    076-262-8127 

【問合せ】北陸経済連合会 高田・越野 

     TEL076-232-0472 

 

■ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨﾌｫｰﾗﾑ＆ﾐｰﾄｱｯﾌﾟ in福井 

【日時】2020年 3月 2日（月）13:30～19:00 

【会場】アオッサ研修室 601（福井市手寄 1-4-1） 

【主催】関西ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ･ﾈｯﾄﾜｰｸ事務局 

（近畿経済産業局、近畿総合通信局、(一財)関西情報センター） 

  北陸総合通信局、福井県 

【参加】無料（ﾐｰﾄｱｯﾌﾟは有料 2,000円程度）定員 150名 

【問合せ】(一財)関西情報センター事業推進グループ 

    TEL：06-6809-2142 FAX：06-6809-2093 

https://secure.kiis.or.jp/KCSN/200302fukuiforum/ 

 

■IoTにおける電波利用の高度化と安全性に関する説明会 

【日時】2020年 3月 4日（水）14:00～16:30 

【会場】協同組合富山問屋センター流通会館 中ホール 

       （富山県富山市問屋町 1-3-18） 

【主催】総務省北陸総合通信局 

【参加】無料（定員 60名） 

【申込】3月 3日までに以下サイトで事前申込 

https://www.omc.co.jp/denpa2019/toyama/index.html 

【問合せ】株式会社オーエムシー TEL:03-5362-0117 

 

 

■基礎から学ぶ IoT体験セミナーin富山 

【日時】2020年 3月 11日（水）10:30～17:20 

【会場】富山技術交流ビル 2F研修室 

       （富山市高田町 529番地） 

【主催】総務省北陸総合通信局 

【参加】無料（定員 30名） 

【申込】3月 4日までに以下のサイトで事前申込 

https://regist1.lstep.jp/iot/apply/toyama/ 

【問合せ】総務省北陸総合通信局  

     電気通信事業課 076-233-4420 

 

■講演会「京都花街の経営学～舞妓さん育成と一見さ  

んお断り～」 

（講師：京都女子大学 現代社会学部教授西尾久美子） 

【日時】2020年 3月 23日（月）16:00～17:00 

【会場】金沢ニューグランドホテル ４階「金扇」 

【内容】京都花街の人材育成を核とする経営など 

【主催】北陸経済連合会 

【参加】無料（募集 100名） 

【申込】2020 年 3 月 13 日（金）まで FAX 申込（076-

262-8127）※申込用紙は、[当会㏋・お知らせ]

から印刷願います。（www.hokkeiren.gr.jp/） 

【問合せ】北陸経済連合会 狩野（ｶﾉｳ）・高田 

     TEL076-282-9543 

 

今後の活動予定                  

 

◆２月３日（月） 

14時 30分～会員懇談会（福井会場） 

場所：福井県県民ホール（AOSSA8階） 

◆２月１７日（月） 

16時 30分～2019年度第 5回総合対策委員会 

女性部会 

 場所：ホテル金沢 

◆３月４日（水） 

15時 00分～第 27回北陸地域懇話会 

場所：フェニックス・プラザ（福井市民福祉会館） 

◆３月５日（木） 

15時 00分～北陸産学連携交流会（部門長会議） 

場所：ホテル金沢 

◆３月１６日（月） 

13時 30分～2019年度第 2回国際交流推進委員  

会・第 63回北陸 AJEC企画部会 

場所：金沢ニューグランドホテル 

 

◆３月１７日（火） 

mailto:hokuriku-jigyo@soumu.go.jp
mailto:info@hokkeiren.gr.jp
https://secure.kiis.or.jp/KCSN/200302fukuiforum/
https://www.om.co.jp/denpa2019/toyama/index.html
https://regist1.lstep.jp/iot/apply/toyama/
http://www.hokkeiren.gr.jp/
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13時 30分～北陸産学技術交流会 

見学先：朝日印刷株式会社 富山工場 

◆３月２３日（月） 

14時 00分～2019年度第 2回広域観光推進委員会 

16時 00分～講演会（詳細は、お知らせに掲載） 

場所：金沢ニューグランドホテル 

◆３月２５日（水） 

12時～2019年度第 2回社会基盤整備委員会 

14時～同上 講演会 

     （講師：ﾔﾏﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ山内会長） 

場所：ホテル日航金沢 

 

◆４月８日（水） 

15時～2019年度第 2回先端技術推進委員会 

場所：ホテル金沢 

 

 

本年も宜しくお願い申し上げます。 

 

        北陸経済連合会事務局一同 


