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201６年３月 25 日 (金) ～
4 月 1４日（木） の活動

○ 平成 27 年度第 2 回社会基盤整備委員会
３月２８日(月)
金沢市
平成 27 年度 第 2 回社会基盤整備委員会を金沢都ホ
テルにて開催し、山崎委員長以下、14 名の委員が出席
した。
委員長の挨拶の後、平成 27 年度の事業計画の実施状
況・評価、平成 28 年度事業計画案について審議し、承
認された。
またその後、福井県立大学地域経済研究所江川先生
を交え、北陸新幹線会案沢開業効果の調査についての
意見交換が行われ、それぞれの立場から意見や感想の
発表があった。
(担当：青嶋）

○ 平成 27 年度第 3 回広域観光推進委員会
３月３１日(木)

金沢市

平成 27 年度 第 3 回広域観光推進委員会を金沢都ホ
テルにて開催し、加藤委員長以下、11 名の委員が出席
した。
委員長の挨拶の後、平成 27 年度の事業計画の実施状
況・評価、平成 28 年度事業計画案について審議し、承
認された。委員からは、平成 28 年度事業について「観
光大使の委嘱は大事な施策」
「大学生観光まちづくりコ
ンテストは、北陸外からの提案とともに、北陸地域内
の大学生の視点が欠かせない」
「デスティネーションキ
ャンペーンは大成功。今後更に強固な三県の枠組みが
必要不可欠。
」など幅広い内容について活発な意見交換
を行った。
また、委員会終了「ＩＣＴ利活用による広域観光の
推進」と題して、NTT 北陸事業本部長 冨森浩治氏の
講演があり、情報整備について、現状を学ぶとともに
北陸の課題を認識する機会となった。(担当：吉井)

○ 平成 28 年度第 1 回総合対策委員会女性部会
４月１１日（月）
金沢市
平成 28 年度第 1 回総合対策委員会女性部会を ANA
クラウンプラザホテル金沢にて開催し、浅野部会長、
森田副部会長をはじめ、12 名の委員とｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 1 名
の計 13 名が出席した。
第四次中期アクションプランと会全体の平成 28 年
度事業計画案および今年度の女性部会活動案について
意見交換が行われた。
今年度の女性部会は、女性・子どもの北陸移住に向
けた PR や待機児童問題解消に向けた取組みなど、女
性活躍推進や子育て支援に向け、より具体的に活動を
展開させていくことを目指す。
（担当：前田）

○ 平成 28 年度第 1 回総合対策委員会
４月１２日（火）
金沢市
平成 28 年度 第 1 回 総合対策委員会を金沢都ホ
テルで開催し、北村委員長をはじめ 14 名の委員が
出席した。
委員長の挨拶の後、
「平成 27 年度総合対策委員会
の事業評価および平成 28 年度事業計画（案）」等に
ついて審議された。原案通り承認され、常任理事会
で諮られることとなった。
今年度は第四次中期アクションプラン（H28～H32
年度）初年度であり、新たな北陸、「地方創生のモ
デル地域」実現に向けたスタートの年度でもあるこ
とから、各分野での積極的な取組みが期待される。
(担当：前田）

○ 第 10 回北陸地域連携プラットフォーム
４月１４日（木）
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 10 回会合が 4 月 14 日に開催され、水野
専務理事が出席した。
今回は「地域における日本版ＤＭＯの構築・活用
について」をテーマとして、中村欣央 日本政策投資
銀行業務企画部審議役より講義を受け、昨今話題の
ＤＭＯに関する意見交換が活発に行われた。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)
お知らせ
○ 平成 28 年度｢Ｒ&Ｄ推進･研究助成｣の募集
(一財)北陸産業活性化センターは、地域の産業活

性化や新産業創出に資するため、北陸の企業や大学
等が行う研究（エネルギー、環境、ものづくり、製
造技術、地域活性化）に対する助成を行う。
○助成額：300万円以内/1件（研究費の75%以内）
○募集期間：平成28年4月18日(月)～5月20日(金)
○採択予定：10件以内（審査委員会にて決定）
詳細は URL [http://www.hiac.or.jp] を参照。
<連絡先>ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進事業部(平田) ℡076-265-8656
北陸産業活性化センター

℡076-264-3001

今後の主な活動予定
□平成 28 年 6 月 7 日（火）
平成 28 年度定期総会
＜場所：金沢ニューグランドホテル＞

○ 伊勢志摩サミット等開催に伴う警備協力について

○ 新入会員のご紹介
〔学校法人富山国際学園〕
理事長 金岡 祐一
(業種：学校教育)
〒930-1193
富山県富山市願海寺水口 444
Tel：076-436-5139 Fax：076-436-5444
〔株式会社パソナ パソナ・金沢〕
支店長 福島 宏司
(業種：人材派遣業)
〒920-0856
石川県金沢市昭和町 16-1 ｳﾞｨｻｰｼﾞｭ７階
Tel：076-262-3113 Fax：076-262-3750
〔株式会社全ゲノム解析センター〕
代表取締役 川合 八郎
(業種：専門サービス業)
〒939-1577
富山県南砺市三ツ屋 28
Tel：0763-22-6729 Fax：0763-22-1818
〔株式会社大広北陸〕
代表取締役社長 中島 隆司
(業種：サービス業)
〒930-0002
富山県富山市新富町 1-1-12
明治安田生命富山駅前ビル 6F
Tel：076-431-8514 Fax：076-442-5716
〔公立大学法人金沢美術工芸大学〕
理事長 前田 昌彦
(業種：大学)
〒920-8656
石川県金沢市小立野 5-11-1
Tel：076-262-3531 Fax：076-262-6594

平成 28 年 5 月 26 日及び 27 日に伊勢志摩サミット
が開催されるとともに、4 月から 9 月にかけて関係閣
僚会議が全国各地で開催されます。
これに伴い、我が国におけるテロ等の未然防止を図
るため、中部経済産業局経由で警視庁から会員企業の
皆様に下記事項等について適切な措置を講じていた
だきますよう周知要請がありましたので、ご協力の程
お願いいたします。詳細については当会 HP 参照
http://www.hokkeiren.gr.jp/

○ 総務省、経済産業省及び石川県からの

お知らせ
総務省、経済産業省及び石川県では、平成 28 年
6 月に「経済センサス-活動調査」を実施する。経
済センサス-活動調査は、全産業分野の売上（収入）
金額や、費用などの経理項目を同一時点で網羅的に
把握し、我が国における事業所・企業の経済活動を
全国的及び地域別に明らかにする重要な調査であ
り、統計法(平成 19 年法律第 53 号)に基づいた報告
義務のある調査（基幹統計調査）として平成 24 年
2 月に 1 回目を実施し、今回は第 2 回目として実施
される。詳細は下記 URL 参照。
http://www.stat.go.jp/data/e-census/2016/
【担当】
石川県統計情報室経済産業グループ
Tel 076-225-1342 Fax 076-225-1345

※ 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）

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。

