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●会員懇談会 福井会場             

日 時：２月３日（月） 

場 所：福井県県民ホール（ＡＯＳＳＡ8階） 

参加者： 約 80名 

 

2019 年度会員懇談会（福井会場）を福井県県民ホー

ルにて開催した。 

懇談会では、久和会長の挨拶の後、「ＡＩ（人工知能）」

をテーマとして講演会を行った。 

最初に㈱日立製作所 E2E改革本部 ｻｰﾋﾞｽ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ

開発部 担当部長 古澤裕一氏より「経営改革を加速す

る日立のﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ」と題して、経営危機から

のＶ字回復を成し遂げた㈱日立製作所の構造改革の取

り組みと現場でのＡＩ活用事例について講演いただい

た。 

次に福井のコンビニ「オレボ」を経営する㈱大津屋代

表取締役社長 小川明彦氏より「ＡＩ活用によるお惣菜

自動会計システム」と題して、お惣菜の量り売りレジに

ＡＩによる画像認識の技術を導入し店員の作業負荷軽

減した事例について講演頂いた。 

続いて、㈱福井新聞社 営業局営業部 髙橋良彰氏と

ＡＩコンサルティング事業を行う㈱レッジ 執行役員 

飯野希氏より「福井発！地元企業とＡＩ活用を協創す

る『ＴＨＩＮＫ ＡＩ』ワークショップと題して、福井

県内企業の若手社員や学生が、各社の課題をＡＩ活用

することにより新たな事業創出を考えるワークショッ

プの取り組みや地方でのＡＩ活用について講演頂いた。 

講演後、会員からの質疑応答や意見交換を行い、講演

会終了後懇親会を実施し、伊東副会長に乾杯の発声を

頂いた。               

（担当：小林） 

 

●関西財界セミナー             

日 時：２月６日（木）～7日（金） 

場 所： 国立京都国際会館 

主 催：(公社)関西経済連合会 

    (一社)関西経済同友会 

 

第 58回関西財界セミナーが「好機のいま、はばたく

関西～起爆剤を発展につなげる～」をテーマに国立京

都会館で開催された。主催者である関西経済連合会

の松本会長、関西経済同友会の池田代表幹事・深野

代表幹事をはじめ、関西財界を中心として約 680 名

が参加し、当会からは久和会長、光野常任理事(社会

基盤整備委員長)が参加した。 

6つの分科会のうち、久和会長は第 2分科会(テー

マ:「デジタル時代における Well-Being 社会の実

現」)、光野常任理事は第 3分科会(テーマ:「経営環

境の激変を新たな力に～これからの企業の存在意義、

戦略、人・組織に問う～」)に参加し、それぞれ討議

を行った。 

交流会等を通じ、関西財界との交流を深め、北陸

新幹線の早期全線開業等についての意見交換を行っ

た。 

                （担当：橋本） 

 

お知らせ                  

 

■環境シンポジウム 

「気候変動を踏まえた脱炭素社会の実現に向けて」 

挨拶：小泉環境大臣、山野金沢市長、 

久和北経連会長 他 

基調講演：「ゼロエミッション社会の構築の取組み（仮）」

名古屋大学教授 天野浩氏  

事例紹介：  

①「コンパクトシティ戦略による持続可能な付加価値 

創造都市」 富山市長 森雅志氏 

②「湯野浜 100年計画」 

 湯野浜 100年㈱取締役/㈱亀や代表取締役 阿部公和氏 

【日時】2020年 2月 22日（土）14:00～16:00 

【会場】石川県女性センター １Ｆホール 

    （石川県金沢市三社町１番 44号） 

【主催】環境省【後援】北陸経済連合会 他 

【定員】３５０名  ＊参加無料 

【申込・問合せ】共同ピーアール㈱ 

PRアカウント本部 亀田、大塚、田村、三堀 

 TEL03-3571-5176  

E-mail:moesympo-0222@kyodo-pr.co.jp 

 

 

 

 

 

2020 年２月 1 日～11 日の活動 

tel:076-232-0472
http://www.hokkeiren.gr.jp/
mailto:info@hokkeiren.gr.jp
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■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 

 

■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】2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 

 

■ＫＩＴ地方創生里山都市フォーラム 

【日時】2020年 2月 25日(火)14:00～16:50 

【会場】金沢工業大学 扇が丘キャンパス 

【主催】金沢工業大学 

【参加】無料 

【申込】2月 18日までにＵＲＬフォームで申込 

https://wwwr.kanazawa-

it.ac.jp/IRRI/satoyama2020/form.html 

【問合せ】金沢工業大学 産学連携局 

TEL:076-294-6740 

E-mail: isp@kanazawa-it.ac.jp 

 

■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氏） 

【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 

 

 

https://regist1.lstep.jp/iot/apply/takaoka/
mailto:hokuriku-jigyo@soumu.go.jp
https://wwwr.kanazawa-it.ac.jp/IRRI/satoyama2020/form.html
https://wwwr.kanazawa-it.ac.jp/IRRI/satoyama2020/form.html
mailto:isp@kanazawa-it.ac.jp
mailto:info@hokkeiren.gr.jp
https://secure.kiis.or.jp/KCSN/200302fukuiforum/
https://www.omc.co.jp/denpa2019/toyama/index.html
https://regist1.lstep.jp/iot/apply/toyama/
http://www.hokkeiren.gr.jp/
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■次世代女性リーダー候補育成講座（中部ＷＩＮ）の 

 参加企業募集について 

 中部経産局の女性活躍推進の取組みである中部ＷＩＮ

について第 3 期（2020 年 5 月～11月まで月１回実施）

の公募が開始しました。 

 詳しくは、中部経産局 HP をご覧下さい。 

https://www.chubu.meti.go.jp/b38josei/win/20200213/

20200213.html 

 

今後の活動予定                  

◆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 

（整備局・運輸局との懇談会） 

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） 

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 

 

                      以上 
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