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２月 26 日（木） の活動

○ 会員懇談会（福井会場）
２月１９日（木）
福井市
平成 26 年度会員懇談会（福井会場）をホテルフジタ
福井で開催し、会員約 70 名が出席した。
懇談会では、永原会長の挨拶の後、
「地方創生に向け
た北陸の取り組みについて」および「北陸のこれから
の広域観光戦略について」の 2 つのテーマについて自
由懇談が行われた。
続いて一橋大学大学院商学研究科教授の橘川武郎氏
が、
「エネルギー政策と北陸経済」と題して講演した。
橘川氏からは、エネルギー政策の話題から世界のエ
ネルギー事情まで北陸地方の特色をふまえて分かりや
すく講話いただいた。最後に、2030 年へ向けての基本
方針として現時点のエネルギー情勢を踏まえた最善策
を提案し締めくくった。その後の懇親交流会では講師
と会員、会員同士の懇親も深めた。
（担当：青嶋)

○ 北陸地域懇話会
２月２４日（火）
富山市
第 22 回北陸地域懇話会を富山第一ホテルで開催し、
国土交通省からは、野田北陸地方整備局長、德永北陸
信越運輸局長ほか 19 名、当会からは、永原会長をはじ
め 37 名が出席した。
永原会長は冒頭の挨拶で、敦賀開業の３年前倒しや
福井駅の早期活用の動きを挙げ「関西圏との交流人口
の拡大や、東海道新幹線の代替機能の十分な発揮には、
大阪までのフル規格による全線整備が必要」と早期の
整備を求めた。
話題提供では、当会から山崎社会基盤整備委員長が
「社会インフラ整備」
、桑名広域観光推進委員副委員長
が「広域観光推進」について、北経連の取組みを説明
した。
自由懇談では、
「北陸新幹線の敦賀までの早期開業、
大阪までのフル規格整備」
「北陸地域の災害対策」
「高
規格幹線道路の整備促進」
「北陸地域の港湾空港整備」
「新幹線開業後の公共交通」
「新幹線開業後の広域観光
推進とインバウンド」について活発に意見交換した。
（担当：小林）
※ 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）

○ 北陸伝統工芸セレクションウィーク in 湘南
２月２１日～２４日 他
鎌倉市・藤沢市
２月２１日(土)から湘南・北陸地域の連携による
イベント「北陸伝統工芸セレクションウィーク in 湘
南」を開催した。
21 日は神奈川県の江ノ島電鉄を貸切り、北陸トレ
イン「北陸うまいもの号」―北陸お弁当列車―を開
催し、北陸のお弁当を食べることで北陸の魅力を PR
した。貸切り電車は、鎌倉－藤沢駅間の約 10km を約
1 時間 10 分かけて往復。江ノ電鎌倉駅での出発式で
は、天野江ノ島電鉄社長、松尾鎌倉市長、鈴木藤沢
市長、小田北経連広域観光推進委員長、高橋高岡市
長、本川氷見市長らが祝辞を述べた。電車には応募
で当選した方を含め総勢 60 名が乗車。氷見市の食材
を中心としたお弁当に舌鼓を打った。また、鎌倉駅
構内に臨時北陸物産ブースを出展し、販売を行った
他、試飲・試食、パンフレット配布などによるプロ
モーションを行った。
22 日は江ノ電鎌倉駅のホーム内に停車した電車の
中で北陸の伝統工芸体験教室を開催し、約 70 名が高
岡の彫金、金沢の水引、金箔貼り、福井の越前竹人
形づくりを楽しんだ。また、小田急百貨店藤沢店で
は、18 日～24 日の１週間 北陸食品フェアを開催し、
富山県の月世界本舗、福井県の森八大名閣などが出
展するとともに、石川県七尾市の「松乃鮨」が実演
販売を行い、フェアを盛り上げた。 （担当:吉井)

○ 高信頼システム情報交換会・北陸
２月１３日(金)

金沢市

北陸先端科学技術大学院大学（JAIST）と共催で「医
工連携にかかわる 3D ﾌﾟﾘﾝﾀｰの活用と展望」と題して
講演会を実施した。富山大学大学院理工学部中村真人
教授による細胞組織を作る 3D ﾊﾞｲｵﾌﾟﾘﾝﾀｰの開発や山
形大学機械ｼｽﾃﾑ工学科川上勝准教授による 3D ﾌﾟﾘﾝﾀｰ
による精巧な臓器ﾓﾃﾞﾙの製作など、3D ﾌﾟﾘﾝﾀｰの現状
と将来展望について講演があり、企業･団体から参加
した約 60 名が聴講した。
（坦当：平田)

○北経連トピックス№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青嶋まで。
（℡076-232-0472）

○ 関西・北陸交流会
２月６日(土)

○ 内閣府よりお知らせ
富山市ほか

第３回関西・北陸交流会が富山第一ホテルで開催
され、真鍋ＪＲ西日本社長、德永北陸信越運輸局長、
土屋近畿運輸局長、石井富山県知事、沖原関西経済
連合会副会長ほか、両地域の自治体、経済団体、観
光団体などの関係者 120 人が参加した。この会は、
関西と北陸の継続的な連携と交流の活性化を図るべ
く開催されているもので、今回は開業目前のこの時
期に、新幹線試乗会とあわせて開催された。
当会からは永原会長が参加し、冒頭の挨拶で、
「関
西との交流の重要性」と、
「関西と連携して大阪まで
のフル規格整備を進めていくことが必要」と発言し
た。
（担当：角崎）

内閣官房地域創生推進室では、構造改革特区（第
27 次）
・地域再生（第 12 次）提案にかかる提案募集
を予定するとともに、事前相談を受け付ける。
募集期間：H27.3 月中旬～4 月中旬(予定)
事前相談：提案募集締切日まで
詳細については下記 HP 参照
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kouzou2
/index.html

今後の主な活動予定
□

北陸産学連携交流会
＜場所：金沢都ホテル＞
平成 27 年 3 月 24 日

お知らせ

○ 新入会員のご紹介
〔株式会社エクスプレッションズ〕
代表取締役 上田 成子
(業種：翻訳・通訳・海外ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ)
〒920-0867
石川県金沢市長土塀 1-16-15 丸昌ビル 5F
Tel：076-255-0713 Fax：076-255-0724

○ 北経連｢先端技術推進委員会｣ 講演会
北経連「先端技術推進委員会」では、広く企業・団
体の皆様を対象とする講演会を開催する。「人工知
能・ｽｰﾊﾟｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀはここまで来た！」と題し、東京
大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター宮野悟教
授により「がんとスーパーコンピュータ」、日本ＩＢ
Ｍ株式会社 成長戦略ワトソン担当元木剛理事によ
り「学習するシステム Watson」を講演いただく。
※参加費無料
○開催日時：3 月 24 日(火)14：00～16：30
○開催場所：金沢ニューグランドホテル
詳細は http://www.hokkeiren.gr.jp/STC/を参照
【問合せ】ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進事業部(平田)076-265-8656

○ 北経連「次世代ロボット研究会｣ 講演会
北経連「次世代ロボット研究会」では、広く企業・
団体の皆様を対象とする講演会を開催する。(独)農
業・食品産業技術総合研究機構小林研氏による「農
業ロボットの研究開発の動向」ほかを講演。講演会
後に交流会を予定。
※講演会：参加費無料 交流会：参加費 1000 円
○開催日時：3 月 19 日(木)14：30～16：20
○開催場所：金沢都ホテル
詳細は http://www.hokkeiren.gr.jp/STC/を参照
【問合せ】ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進事業部(平田)076-265-8656

平成 27 年 3 月 5 日（木）

□

会員アンケート実施中
提出〆切：3 月

5 日（木）

ご協力よろしくお願いいたします。
※アンケート用紙が必要な方は、FAX にてお送り
いたします。お手数ですが、下記までご連絡ください。
076-232-0472 北陸経済連合会 担当：青嶋

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

