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５月３１日
東京都内
・沿線選出国会議員、沿線知事、経済団体等 約 270
名が出席。当会から、永原会長、犬島副会長、深
山副会長、山崎常任理事が参加した。
午後からは、知事や都道府県議会議長らともに
政府・与党、総務省、国土交通省及び自民党に対
し要請を行った。
永原会長は北陸新幹線が、東海道新幹線の代替
補完機能を有しており、東日本大震災により北陸
新幹線の重要性がさらに高まってきていると訴
え、敦賀までの認可・着工を強く求めた。
（担当：村江）

６月１７日(金) の活動

○ 「高強度チタン材」に関する技術説明会
５月２６日（木）

金沢市

ＩＴビジネスプラザ武蔵（金沢市武蔵町）を会場
に「高強度チタン材」に関する技術説明会を開催し、
北陸 3 県から 9 社・13 名が参加した。
第一部の説明会では、本年 1 月のセミナーで「金
属とカーボンナノチューブの複合化技術」をテーマ
に講演いただいた大阪大学接合科学研究所教授の
近藤勝義氏を再度講師として招き、近藤教授が新た
に開発された「高強度チタン材」（従来のチタン合
金に比べ、引張強度・延性に優れた特性を有するチ
タン材）について紹介いただいた。
また、第二部として、参加者の中から希望者を対
象とした「個別面談」の機会を設け、それぞれの企
業が個別に近藤教授との情報交換を行った。
（担当：鳥山）

○

北陸新幹線建設促進大会・中央要請

○

第 1 回 総合対策委員会
５月３０日

高岡市

北村委員長をはじめ 9 名が出席し、
「原子力発電の
安全・安心の確保と電力の安定供給に対する緊急要
望」について審議を行った。
（担当：伊東）

○ 原子力発電の安全・安心の確保と電力の
安定供給に対する北陸経済界からの緊急要望
について

富山県北陸新幹線対策連絡協議会・北陸新
幹線建設促進富山県民協議会合同決起大会

５月３０日
富山市
石井富山県知事をはじめ、地元選出国会議員、森
富山市長、犬島富山県商工会議所連合会長、県会議
員、沿線市町村長等 約 230 名が出席。当連合会か
ら、永原会長が参加した。
【大会決議】
・金沢までの開業が一日も早く実現するよう整備を
促進する。また、白山総合車両基地から敦賀間に
ついて速やかに認可、着工すること。
・北陸新幹線事業費として十分な建設財源を確保す
るとともに、整備スキームを直ちに見直すこと。
・災害に強い国土づくり、東海道新幹線の代替補完
機能の重要性に鑑み、大阪までの整備方針を早期
に明確化を図ること。
・沿線の地方自治体に過度の負担が生じないよう財
源措置を講じること。
・第３セクターへの経営支援の在り方も含め、これ
までの枠組みを見直し、再検証を行いＪＲからの
協力・支援のあり方や新しい財源措置も含め新た
な仕組みを早急に講じること。
・以上の諸課題に対応するため、公共事業費の拡
充・重点配分、ＪＲからの貸付料の活用など幅広
い観点から財源を確保すること。また鉄道・運輸
機構の特例業務勘定の利益剰余金をこれらの諸
課題への対応に活用するための関連法令の改正
を速やかに行うこと。
（担当：村江）
※ 当連合会では、新規会員を募っております。
会員の皆様にはお知り合いの方に広く
お声をかけていただき、ご紹介を賜れば幸い
です。（℡076-232-0472）

６月 ８日
東京都内
永原会長、塩谷専務理事他は、糸川正晃 民主党副
幹事長および海江田万里 経済産業大臣に対し、標
記要望を行った。要望の概要は以下のとおり。
以下の 5 点について早急に対応するよう要請する。
1.東京電力福島第一原子力発電所事故の早期収束
と、実施中の対策と進捗状況に関する正確でわか
りやすい情報の発信・提供
2.工業製品をめぐる放射性物質の安全基準の策定
による海外での日本製品排除等の風評被害の広
がりの防止
3.津波に対する緊急安全対策の妥当性と安全性お
よび地震対策の考え方等を含む包括的な安全対
策に関する原子力立地自治体および国民への説
明
4.中部電力浜岡原子力発電所の運転停止要請の経
緯と根拠に関する原子力立地自治体および国民
への説明
5.企業の生産活動や国民生活に大きな影響を及ぼ
す計画停電、過度の節電要請を回避するため、原
子力発電に対する安全・安心を確保し、原子力発
電所の運転継続・再開により今夏の電力の安定供
給に万全を期すこと
さらに、今後の中期的な対応として、以下のとお
り要請する。
6.福島第一原子力発電所の事故原因の徹底的な究
明と、安全についての基準の見直し。また、新た
な基準に対する電力会社の対応状況に関する原
子力立地自治体および国民への継続的な説明
詳細については、当会 HP 参照。
http://www.hokkeiren.gr.jp/press/release11060
8-1.html
（担当：伊東）
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○ 平成２３年度 北陸 AJEC 総会
６月１７日（金）
金沢市
本年度の定期総会を開催。
永原会長による開会挨拶に続き、
「平成 22 年度事
業報告および決算承認の件」、「平成 23 年度事業計
画案および予算承認の件」、
「役員改選の件」の 3 つ
の事案を審議し、可決承認された。役員改選では永
原会長を再任した。
総会後、日本経済研究センター 研究本部主任研
究員 坪内 浩 氏による特別講演会を開催した。
講演内容については AJEC REPORT Vol.53
に掲載予定。
（担当：山本）

□7 月 26 日（火）
14:00～16:00
「ＰＦＩ法改正法に関する説明会（金沢市）」
の開催
金沢市文化ホール 大会議室
（参加料：無料）
内閣府では、本年 6 月 1 日にＰＦＩ法改正法が公
布されたことを受け、今回の改正の趣旨・内容につ
いて関係者から幅広く理解を得るために全国 9 ヶ所
で説明会を開催する。
・主催：内閣府民間資金等活用事業推進室
・申込期日：7 月 15 日（定員 160 名）
・詳細は HP 参照 http://www8.cao.go.jp/pfi/
[お問合せ先] 上記推進室 担当：田島
℡：03-3581-9680 Fax：03-3581-9682

○新入会員のご紹介
・コマツＮＴＣ㈱（業種：機械製造、販売）
桃井 克志 代表取締役社長
〒939-1595 富山県南砺市福野 100 番地
℡：0763-22-2161
Fax：0763-22-2743

○ 製品安全対策優良企業表彰について（紹介）

お 知 ら せ

□7 月 4 日（月）
14:00～16:00
「環日本海講演会（金沢市）」の開催
金沢都ホテル

兼六の間

「中台間の ECFA 締結の経済効果と
日台連携についての展望」
（参加料：無料）
・講師：
伊藤 信悟 氏（みずほ総研 上席主任研究員）
吉田 史朗 氏（日華化学㈱ 取締役常務執行役員）
・主催：北陸 AJEC
・共催：北陸経済連合会
・後援：ジェトロ金沢、金沢商工会議所
・申込期日：6 月 23 日
詳細は下記ホームページを参照
http://www.hokkeiren.gr.jp/ajec/top/110704.pdf

[お申込み・お問合せ先] 北陸 AJEC（担当:畑山）
℡：076-231-5525 Fax：076-262-8127

経済産業省では、製品安全に対する意識を高め、
安全・安心な社会を目指すため、製品安全に対して
積極的に取り組んでいる企業を募集し、優良企業を
表彰しています。
・応募締切：平成 23 年 8 月 3 日（水）
・専用 HP http://www.ps-award.jp
【お問合せ先】
製品安全対策優良企業表彰事務局
（東京海上日動リスクコンサルティング㈱内）
TEL:03-5288-6583

○ 夏季のエネルギー対策について（紹介）
中部経済産業局では、6～9 月、夏季の省エネキャ
ンペーンとして夏のエネルギー消費を軽減する取組
みを推進しています。主な項目は以下のとおりです。
・冷房中の室温は 28℃を徹底し、冷房が過度にな
らないよう気をつけること
・日射を遮り冷房負荷を低減させること
・照明は必要最低限のエリアに絞ること 等
【詳細】中部経済産業局 HP
http://www.chubu.meti.go.jp/enetai/enetaikouhou/shoene-kouhou/110530kaki-shoene.htm

□ 6 月 28 日（火）
15:00～
○ 国内クレジットセミナー・個別相談会(金沢)

○「ＢＵＹ東北運動」へのご協力のお願いにつ
いて②（『あじの細道』ご利用の案内）

(中部経済産業局 国内クレジット制度ソフト支援事業)

前号で案内したとおり北経連は、震災復興に向け
た東北経済連合会ほか主催の標記の運動を後援し
ています。
東北の地域産品ご購入の検討については、下記
「あじの細道」ＨＰをご参考にしてください
URL:http://www.hosomichi.co.jp/
運動期間：平成 24 年 3 月 31 日まで
[「ＢＵＹ東北運動」詳細お問合せ先]
東経連ビジネスセンター 事務局
℡：022-225-8561 Fax：022-262-7055

国内クレジット制度は、CO2 排出目標を達成する
ため政府が推進している制度で、中小企業等は省エ
ネ設備投資によって生み出された二酸化炭素の削減
分をクレジットとして売却、大企業は買い取ったクレジ
ットを自主行動計画の目標達成等に活用できます。
受講・相談ご希望の方は、申込書をダウンロード･
ご記入のうえ、Fax にてお申し込み下さい。
[セミナー・個別相談会日時]
・アパホテル金沢駅前 Tel:076-231-8111
金沢市広岡 1-9-28（JR 金沢駅西口徒歩１分）
・受講料： 無料
・定 員： 50 名程度（先着順）
[お申込み・お問合せ先・申込書 URL]
三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング名古屋本部
TEL052-203-5322 FAX052-201-1387
[申込書 URL] http://www.cdcc.jp/seminar.html
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今後の主な活動予定
□ 10 月 6 日(木)
西日本経済協議会総会
<場所：ホテル日航金沢>
□ 11 月 8 日(火)
第 38 回北陸経済懇談会（経団連との懇談会）
<場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢>
※7 月 22 日に予定していた第 39 回三県知事懇談
会は、日程再調整の上、延期致します。

