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201６年２月 １１日 (金) ～
３月３日（木） の活動

○ 北陸地域懇話会
３月２日(水)
金沢市
第 23 回北陸地域懇話会をＫＫＲホテル金沢で開催
し、国土交通省からは、江角北陸信越運輸局長、藤山
北陸地方整備局長をはじめ 17 名、当会からは、久和会
長をはじめ 33 名が出席した。
久和会長は冒頭の挨拶で、敦賀以西ルートに関し、
与党検討委員会に出席した際、平成 28 年中のルート決
定、一日も早い大阪への早期全線開通をお願いしたこ
とを踏まえ、
「北陸三県、関経連と連携して要望してい
くが、お力添えをお願いしたい」と支援を求めた。
また、先月決定した北陸圏広域地方計画の原案にも
触れ、
「確実に実施していただくとともに、継続的なフ
ォローアップをお願いしたい」と述べた。
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」
、加藤広域観光推進委員長が「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、
大阪までの全線フル規格整備」
「北陸地域の災害対策」
「高規格幹線道路、ミッシングリンクの解消」
「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）

○ 北陸の食・伝統工芸セレクションウィー
ク in 湘南
２月２７日(土)、２８日(日) 鎌倉市・藤沢市
2 月 27 日(土)から湘南・北陸地域の連携によるイベ
ント「北陸の食・伝統工芸セレクションウィーク in 湘
南」を開催した。
27 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」―北陸の食を楽しむ電車―を
運行し、北陸の食で北陸の魅力を 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、久和北経連会長、高松福井県観光連盟専務理事
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。北陸の食材に舌鼓を打った。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、地酒の試飲、パンフレット配布などによるプ
ロモーションを行った。
28 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、75 名が五箇山和
紙体験、金沢の金箔貼り、福井の若狭塗箸づくりを楽
しんだ。
(担当：吉井)

○ 第 1 回北陸 ASEAN お互い経済交流会議
２月１２日（金）

坂井市

第１回 北陸・ASEAN お互い経済交流会議を
福井県産業情報センターで福井県と北経連、北陸
AJEC が共催で開催し、タイ工業省アチャカ大臣、
プラモートお互いフォーラム協会理事長、パサコ
ン・松島両共同代表・副理事長、バウォン・タイ大
使館公使参事官など総勢 150 名が参加した。
同日、会議開催前に、久和北北陸 AJEC 会長、プ
ラモートお互いフォーラム協会理事長間で、北陸地
域とタイおよび ASEAN 間における経済協力に関す
る覚書を締結。両地域間における、経済交流や産業
クラスター連携を促進し、新たなビジネス案件形成
の支援を確認した。また今後、北陸地域や ASEAN
にて、本経済交流会議を定期的な実施をしていくこ
ととした。
会議では「サムライ プレゼンテーション」とし
て、福井県の 10 社がインターネット放送を使い生
中継でバンコクの企業約 100 社にプレゼンを実施。
タイ側企業との具体的なビジネスに繋げるという試
みを行った。
会議の翌日は福井県内を視察、午後には富山県内
の産業観光視察を行った。
（担当：杉山）

○ 第 4 回北陸観光サロン
２月１９日（金）

金沢市

第４回北陸観光（HOT）サロンセミナーを金沢ニ
ューグランドホテルで開催し、スーパースイーツ製
菓専門学校の辻口学校長、富山の L’evo の谷口オ
ーナーシェフを含む、３県の観光や食（日本酒も含
む）に関する関係者約 50 名が参加した。
メインテーマは フランスのレストランガイド
誌「ゴー・ミヨ」の北陸への紹介で、
「ゴー・ミヨ」
日本窓口となるガストロノミー&パートナーズ㈱
のクライ社長、太田取締役が、今後の日本での取組
を紹介した。
・年内に日本の首都東京と地方代表として北陸の
レストランガイドを発行する予定。日本語と英
語の併記とし、日本国内だけでなく、世界に向
けて情報を発信する。
・5 月にフランスより著名なシェフの北陸訪問を
計画し、北陸の若手のシェフとの対談や、北陸
の食の素材、伝統工芸とのコラボレーションな
どのイベントを計画する。
その他、観光に関しての様々な意見情報交換が行
われた。
（担当：杉山）

お知らせ

○ 次世代農業施設見学会
３月３日（木）

富山市

㈱富山環境整備の園芸施設において次世代農業施
設見学会を実施し、会員企業約 40 名が参加した。
はじめに、㈱富山環境整備石井氏より ICT を活用
した高付加価値農業や地域資源エネルギーを活用し
た循環型モデル農業などの施設概要説明を受けた
後、実際にフルーツトマトおよびトルコギキョウを
栽培するハウスを見学し、熱心な質疑を行った。
(担当：平田）

○ 第 9 回北陸地域連携プラットフォーム
２月１９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 9 回会合が 2 月 19 日に開催され、水野専
務理事が出席した。
今回は「地方創生の取組み、石川・金沢の伝統文
化」をテーマとして、諏訪園健司 内閣官房まち・ひ
と・しごと創生本部事務局内閣参事官および奈良宗
久 茶道裏千家今日庵業躰より講義を受け、意見交換
が行われた。詳細は下記参照。
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)

講演会開催案内
北経連では講演会「革新的 IT 企業のイノベーション
戦略と日本のイノベーションの行方」を開催する。
公益財団法人世界平和研究所主任研究員の雨宮寛二
氏を講師に迎えて、ＩＴ産業を代表する企業としてア
ップル、アマゾン、グーグルの３社のイノベーション
戦略および日本のイノベーションの方向性についてご
講演いただく。
※参加費無料
○開催日時：3 月 24 日(木)13:30～15:30
○開催場所： 金沢都ホテル 5 階加賀の間
【参加申込問合】北陸経済連合会ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進事業部
TEL 076-265-8656
FAX 076-265-6805

インターンシップ参加企業募集について
石川県、ジョブカフェ石川では「いしかわインター
ンシップ」への参加企業を募集している。対象企業は
石川県内に本社または事業所のある企業・団体。
募集期間その他詳細は下記 HP 参照。
http://www.jobcafe-ishikawa.jp/index.php?page_
id=388
問合せ先ジョブカフェ石川 インターンシップ担当
TEL：076-235-4510
FAX：076-235-4523

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

北陸シェアトップ１００のご案内
北陸経済連合会では北陸地域において、世界または日本国内で高いシェアを誇る製品を紹介した
「北陸のシェアトップ 100」を発刊しております。
本冊子は北陸地域（富山県、石川県、福井県）のものづくり企業の世界または日本国内で高い
シェアを誇る 131 製品（105 社）について掲載しております。
本冊子を通じて、北陸の優れた製品、技術について認識を深めていただき、北陸地域の産業活性
化に資するよう、ＰＲ資料として活用しております。是非ご覧ください。
http://www.hokkeiren.gr.jp/activity/houkoku/sharetop1504.pdf

冊子版を希望される方は事務局までお問い合わせください。

