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2014 年６月 ６日 (金) ～
６月１９日（木） の活動

○ 総合対策委員会

女性部会

６月１２日（木）
金沢市
平成 26 年度定期総会で設置が承認された女性部
会の第 1 回目をホテル日航金沢にて開催した。
浅野邦子㈱箔一代表取締役会長(部会長)、森田弘
美㈱グループフィリア代表取締役社長(副部会長)、
神谷ますみやちや酒造㈱代表取締役会長(顧問)、中
山雅美㈱アドレス代表取締役の 4 名が出席した。
（女性部会は、女性の観点からの意見をお聞きし、
北経連の活動へ反映することを目的に、総合対策委
員会の下に設置。）
会合では、総合対策委員会内のワーキングで検討さ
れている「政府に対する北陸経済界からの要望書」
における要望事項や、当会活動、また今後の活動等
について、幅広く意見交換を行った。
【各委員からの主な意見】
・自らが何かを得ることのできる、しっかりと対外発

○ 第３回地域連携プラットフォーム
６月６日（金）
金沢市
北陸三県の経済団体や金融機関等が集まり、北陸
地域経済の課題を議論する北陸地域連携プラット
フォ－ムの第 3 回会合が 6 月 6 日に開催され、当会
の水野専務理事が出席した。
国土交通省都市局都市計画課の和田信貴課長が
講師として、
「コンパクトシティとこれからの国土」
と題し、基調講演があった。和田氏は、富山市の取
組みなどを紹介しながら、都市機能を集約させ、効
率的で持続可能を目指すコンパクトシティの実現
について講演し、その後、活発な意見交換を行った。
詳細は、下記 URL 参照。
http://hokuriku.mof.go.jp/kouhou/platform.html

なお、当会 HP からもご覧いただけます。
（画面左下にﾊﾞﾅｰを貼り付けております）
（担当：前田）

今後の主な活動予定

信できる、同じ志を持った集まりとしたい。
・今後参加できる方へ声をかけていきたい。

□

第 326 回 常任理事会

・政府への要望項目は、抽象的ではなく、具体的に記

<場所：ユアーズホテルフクイ>

載する必要あり。今後検討していく。
（担当：前田）

○ 北陸ＡＪＥＣ定期総会
６月１６日（木）
金沢市
本年度の定期総会を開催し、永原会長ら 49 名が
出席した。以下の議案について審議し、承認された。
・第 1 号議案 平成年 25 度事業報告および
決算承認の件
・第 2 号議案 平成 26 年度事業計画案および
予算案審議の件
・第 3 号議案 役員異動の件
総会後、日本貿易振興機構理事 アジア経済研究
所担当の平塚 大祐氏に、
「北陸企業の国際化と『東
南アジアの時代』を考える」と題し講演いただいた。
（講演内容については、WarmTopic Vol.118 に掲載
予定）
（担当：浅野）

8 月 5 日(火)

□

8 月 5 日(火)
第 42 回 三県知事との懇談会
<場所：ユアーズホテルフクイ>

□

8 月 26 日(火)
会員懇談会

石川会場

<場所：金沢商工会議所>
□

10 月 3 日(金)
西日本経済協議会

第 56 回総会

<場所：香川県高松市>
詳細は後日郵送にて個別ご案内いたします。

北陸経済連合会よりお知らせ

北陸物語 Facebook のご案内
北陸経済連合会と北陸イメージアップ推進会議は
「北陸物語 Facebook」を通じて北陸の魅力の情報発信を行っております。是非ご覧ください。

https://www.facebook.com/hokuriku.monogatari

お 知 ら せ

○ 航空機産業知的財産セミナー
７月３日（木）

富山市

中部経済産業局は、航空機産業における知的財産
の取扱いや海外企業とのビジネスのポイントに関
するセミナーを開催する。(北経連後援)
○日時：７月３日（木）13:00～16:00
○会場：富山地方合同庁舎(富山市牛島新町 11-7)
○講師：(独法)工業所有権情報･研修館 岩井 久美子
ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ、菊地歯車 菊地 義典 社長、三菱重工
業 生産統括室(交通･輸送) 岡部 和久 副室長
○定員：70 名(先着順) 参加費は無料
中部経済産業局 HP 掲載の様式に必要事項を記入の
うえＦＡＸにて申し込み。
URL:http://www.chubu.meti.go.jp/

○ セキュアに｢つながる｣製品設計講座
7 月 24 日(木)
坂井市

【問合せ先】ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進事業部(岩田)076-265-6805

中部経済産業局は、企業の設計開発技術者・技術
管理者等を対象に、製品企画・設計段階からの実務
に沿ったセキュリティの取組みに資する講習会を
開催する。(北経連後援)
＜福井会場＞7 月 24 日(木)10:20～17:00、ふくい産
業支援センター(坂井市丸岡町熊堂 3-7)
＜石川会場＞7 月 25 日(金)10:20～17:00、石川県
地場産業振興センター(金沢市鞍月 2-1)
○定員：各会場 30 名(先着順) 参加費は無料
中部経済産業局 HP からインターネット又はＦＡＸ
にて申し込み。
URL:http://www.chubu.meti.go.jp/

中部経済産業局 航空宇宙室 052-951-0570

【問合せ先】ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進事業部(岩田)076-265-6805
中部経済産業局 情報政策室 052-951-2774

○ 報告会｢北陸地域の医療等関連産業の実態
と将来展望｣
７月３日（木）
金沢市
(一財) 北陸産業活性化センターは、平成 25 年度に
実施した調査・研究「北陸地域における健康・医療・介
護・福祉関連産業の実態と将来展望」の報告会を下記
のとおり開催する。(北経連後援)
○日時：７月３日（木）14:00～17:00
○会場：金沢都ホテル(金沢駅前)
○報告者：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株)
主任研究員 岩名 礼介 氏
富山大学 地域連携推進機構 金岡 省吾 教授を
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰとするﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝも実施。
○申込期限：６月２７日(金) 参加費は無料
北陸産業活性化センターHP 掲載の様式に必要事項
を記入のうえＦＡＸにて申し込み。
URL: http://www.hiac.or.jp/
【問合せ先】ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進事業部(岩田)076-265-6805

北陸産業活性化センター 076-264-3001

○ 平成 26 年度「ダイバーシティ経営企業 100
選」の公募の開始
経済産業省では、女性、外国人、高齢者、障がい
者等の多様な人材を活用することによって経営効果
を上げている企業、及び、それらの企業に対してサ
ポートしたり普及活動を行う等の事業・プログラム
を提供する企業を選定・表彰するための公募を開始。
なお締切は 8/20 となっている。
これまで２年間で 89 社が選定され（北陸では未選
定）、今年度が本事業の最終年度となる予定。
右記 URL 参照 http://www.diversity100sen.go.jp
【問合せ先】中部経済産業局産業技術･人材･情報政策課
052-951-2774

※ 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）

