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2011年 ８月３１日(水) の活動 □ 9 月 29 日（木）     13:30～15:30  
 

○第 9 回高信頼システム情報交換会・北陸 
８月３１日（水）                  富山市  

北経連イノベーション推進事業部と北陸先端科

学技術大学院大学との共催で、北陸の企業・団体

から 65 名が参加した。 
「日本でのクラウドサービスの現状と課題」を

テーマに、㈱インテック クラウドインテグレーシ

ョン部 岸 逸郎 部長から、クラウドの市場動向や

最新のサービス内容等について、㈱パワー・アン

ド・ＩＴ 経営企画・営業部 南 真一 部長から、

クラウド社会を支える基盤施設として 6 月に営業

を開始した同社のデータセンターの概要について

それぞれ講演いただいた。 
フリーディスカッションでは、今後のクラウド

サービスの活用分野や、災害時のデータセンター

の対応体制等について、質疑応答がなされた。 
（担当：岩田）

「環日本海講演会（富山市）」の開催 

 
お 知 ら せ 

 
展示会出展のお知らせ 

北陸国際投資交流促進会議（北投促） 

「メカトロテックジャパン 201１」 

□9 月 29 日（木）～10 月 2 日（日）  

10:00～17:00 名古屋市 ポートメッセなごや 

 
３県、中小機構、北陸電力、北経連で構成する

「北陸地域企業誘致連絡会」（北投促の内部組織）

は、上記展示会にて、北陸地域の投資環境をＰＲ

し、また、アンケートによる情報収集を行う。 

・問合せ先：北投促(北陸経済連合会内) 村江 

TEL：076－2320472  

E-mailmurae@hokkeiren.gr.jp 

オークスカナルパークホテル富山 鳳凰西の間

「極東ロシアにおける投資プロジェクト

の現状と今後の展望」 （参加料：無料） 

今回の募集は、3 月の震災により延期していた

セミナーの再募集です。前回申し込まれた方も再

度の申し込みをお願いいたします 

極東ロシアの経済動向ならび APEC 以降の地元経

済の方向性等に理解を深める機会として、日本に

おけるロシア極東地域の専門家である中居孝文

氏、ロシア極東経済研究の第一人者であり、「極東

ザバイカル発展連邦プログラム」の作成に深く関

与したミナキル所長を迎え、最新のロシア極東地

域の現状やビジネス事情等について講演する。 

 

・講師：中居 孝文 氏（ロシア NIS 経済研究所）

ミナキル所長（ロシア科学アカデミー極東

支部経済研究所） 

・主催：北陸 AJEC、ロシア NIS 貿易会 

・共催：ジェトロ富山貿易情報センター、北陸経

済連合会 

・後援：富山県、富山商工会議所 

・申込期日：9月 15 日 

詳細は下記ホームページを参照 

http://www.hokkeiren.gr.jp/ajec/top/110929.pdf 

[お申込み・お問合せ先] 北陸 AJEC（担当:畑山）

℡：076-231-5525 Fax：076-262-8127 

 

□ 9 月 13 日（火）     13:00～17:00  

情報モラル啓発セミナー 「企業に求められる

情報モラルと人権への配慮」 

 会場：コンベンションホール（福井商工会議所ビル）

主催：中小企業庁、近畿経済産業局、 

   (財)ハイパーネットワーク社会研究所 

後援：福井県、福井市他 

参加費：無料ただし定員 200 名まで 

講師：渡部  章（㈱アークン 取締役会長） 

   関根 千佳（㈱ユーディット 代表取締役）他

お申込・お問い合わせ： 

(財)ハイパーネットワーク社会研究所 

TEL：097-537-8180  FAX：097-537-8820 

HP：www.hyper.or.jp/moral2011/fukui/ 

E-mail：fukui-sanka@hyper.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※北経連トピック№101（H23.6.2 発行分）より当連
合会 HP に掲載しております。バックナンバーのお
問い合わせは中西まで。（℡076-232-0472） 
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第１回いしかわエコデザイン賞 2011 
□ 9 月 22 日（木）     13:15～17:00  

 いしかわエコデザイン賞は、低炭素（地球温暖化

防止）、里山里海保全などの自然共生、資源循環（３

R）、環境保全のための情報発信やパートナーシップ

（参加・国際的取組）など、持続可能な社会の実現

に向けて生み出された、石川発の優れた「製品（モ

ノづくり）」「サービス（コトおこし）」を育むこ

とを目的とした賞です。 

・主催：石川県 

・共催：㈳いしかわ環境パートナーシップ県民会議

・募集対象者：活動拠点が石川県内である個人、団

体。ただし応募対象物が石川県関連であれば活動

拠点は問わない。 

・応募例 

・製品領域：機械製品、農林水産加工品（２次的

なもの）など 

・サービス領域：小売、イベントなど 

・応募手順：下記 HP より申込書を DL して地球温暖

化対策室へ９月 30 日（金）までに提出 

・お問い合わせ先 

審査・表彰、賞等についてもご確認ください。 

石川県環境部地球温暖化対策室 

http://www.pref.ishikawa.jp/ontai/ecodesign 

〒920-8580 金沢市鞍月 1-1 

TEL：076-225-1462  FAX：076-225-1466 

E-mail：ontai@pref.ishikawa.lg.jp 

富山大学地域連携推進事業 特別講演会 

産業戦略会議「産業構造 大転換時代 勝ち残り

企業戦略は何か！」 

会場：名鉄トヤマホテル 

主催：富山大学地域連携推進機構 

参加費：無料ただし定員 200 名 

パネラー：林  良三（東京大学公共政策大学院教授）

     久和  進（北陸電力㈱代表取締役社長）

     遠藤 俊郎（富山大学長）他 

申込は、同機構産学連携部門 次世代スーパーエンジ

ニア養成コース事務局 城石昭弘、田中久美子まで 

TEL：076-445-6943 FAX：076-445-6939 

E-mail：tanakakm@ctg.u-toyama.ac.jp 

申込み用紙は主催者または北経連中西まで 

 

□ 9 月 28 日（水）     13:00～19:00  

国立大学法人富山大学コラボフェスタ 2011 

シンポジウム 

「大学は地域とともに何をすべきか 

 －転換期における地域活性化策－」 
 

会場：富山大学黒田講堂、共通教育棟 

主催：富山大学地域連携推進機構コラボフェスタ

2011 実行委員会 （TEL：076-445-6960） 

参加費：無料 

パネリスト：森  雅志（富山市長） 

      高橋 正樹（高岡市長） 

      室田 哲男（総務省 地域政策課長） 

遠藤 俊郎（富山大学長） 

申込は、9月 21 日までに主催者へ。 

（FAX：076-445-6939） 

E-mail:t-sangyo@adm.u-toyama.ac.jp 

申込み用紙は主催者または北経連中西まで 

 

今 後 の 主 な 活 動 予 定 

 

□  9 月 15 日(木)～16 日（金） 

三経連経済懇談会（北海道経連、東北経連との

懇談会）<場所：仙台市> 

□ 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> 

□ 12 月 20 日(火) 

   第 39 回三県知事との懇談会 

<場所：ユアーズホテルフクイ> 

 

 

「ポジティブ・オフ」運動賛同申請の受付 

「ポジティブ・オフ」運動とは、休暇を取得して外出

や旅行を楽しむことを積極的に促進し、休暇（オフ）

を前向き（ポジティブ）にとらえて楽しもうという運

動で、観光庁、内閣府、厚生労働省、経済産業省が共

同して提唱・推進しています。 

 ワーク・ライフ・バランスの実現など当運動に参加

してみたい、または疑問や関心のある企業は、以下

HP をご覧の上、北陸経済連合会 中西までご連絡くだ

さい。 

観光庁「ポジティブ・オフ」運動 HP： 

http://www.mlit.go.jp/kankocho/positive-off/ 

 

※ 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 
お声を掛けていただき、ご紹介を賜れば幸い
です。（℡076-232-0472） 
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