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2018 年 4 月 20 日 (金) ～
2018 年 5 月 31 日（木） の活動

○ 北陸新幹線建設促進大会・中央要請

○ 女性部会
５月１７日(木)

金沢市

平成 30 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
会長をはじめ 10 名が出席した。
現在、取りまとめを進めている「政府に対する
北陸経済界からの要望書」に関して、女性の視点
から、女性活躍推進のほか様々な分野における意
見交換が活発に行われ、要望事項に関する女性部
会としての提言について議論された。
また、後半には、女性部会メンバーである日本
政策投資銀行北陸支店 宮原副調査役が取りまと
めたレポート『北陸地域における「多様な働き方」
を促す仕組みづくり』に関する講演があり、今後
多様化していく学童保育のあり方などについて意
見交換を行った。
（担当：鳥山）

○ 富山県北陸新幹線対策連絡協議会・北陸
新幹線建設促進富山県民協議会合同決起大会
５月１８日(金)

富山市

富山国際会議場において、石井富山県知事をは
じめ高野県議会議長、森富山市長、久和北経連会
長ほか、240 名が参加して開催された。
石井知事はあいさつの中で、
「北陸新幹線は日本
全体の発展に不可欠な国家プロジェクトである。
2027 年度に開業予定のリニア新幹線など、太平洋
側中心の国土構造にならないように、早期開業を
求める」と述べた。
久和会長は来賓あいさつで、
「北陸新幹線の延伸
は、北陸と東京・名古屋・大阪など大都市圏との
広域経済圏の形成に必要であり、早期に為される
必要がある。今後も関西経済圏と強く連携し、沿
線全体で 2030 年頃までの一日も早い全線整備に向
け取り組んでいく。
」と述べた。
(担当：本多)
お知らせ
○ 先端技術講演会

５月２２日（火）

東京都

ホテルグランドパレス（東京都）において、沿線各
県知事・議会議長、各県選出国会議員、鉄道・運輸機
構、関西経済連合会、関西広域連合等約 300 名が参加
して開催された。当連合会からは、久和会長、川田副
会長、髙木副会長、安宅副会長が参加した。
久和会長は、
「北陸新幹線は今年 2 月の記録的な大
雪においても、ほぼ通常通りの運行を維持し、雪への
強い対応力を証明した。新幹線は北陸の成長戦略の基
盤となる最重要インフラであり、北陸三県の一体的発
展・日本海国土軸の形成に向けて、2030 年頃までの
一日も早い大阪までの全線整備が必要である。また、
2022 年度末に予定される敦賀開業では、富山・石川・
福井３県の間の移動時間はほぼ一時間以内となり、一
体感が強まった新しい北陸が生まれると期待してい
る。敦賀開業においても可能な限り前倒しの努力をお
願いする」と北陸経済界を代表し、地元選出国会議員
に要請した。
関西経済界のトップとして初めて参加する関西経
済連合会の松本会長は、
「歴史的に強い絆で結ばれて
きた関西と北陸が更に連携を密にして一層の発展を
とげるためにも、北陸新幹線は敦賀開業に大阪への延
伸に切れ目なく着工し、2030 年頃には全線開業させ
ることが何よりも重要である。北陸新幹線というより
も関西新幹線であるというくらいの気概を持って、関
西が一体となって主体的に取り組む」と表明した。
午後からは、各県知事、議会議長、関経連、関西広
域連合とともに牧野国交副大臣、自民党松村幹事長代
理、公明党山口代表、魚住参院会長、浜田北信越方面
副本部長、杉国交部会長代理、熊野参院国対副委員長
および総務省安田事務次官を訪問し、要請活動を行っ
た。
（担当：本多）

北経連では、
「WHILL 社ならびにパナソニック社の未来を創る次世代技術」と題し、講演会を開催します。
【日時】平成 30 年 6 月 18 日（月） 14:00～16:30
【場所】ホテル金沢 2F ダイヤモンドの間
参加費無料
詳細・申込方法は北経連 HP をご覧ください。
http://www.hokkeiren.gr.jp/news/data/f67e1bd4ede3921216eeb3db8c73bb1c.pdf
【お問合せ】北経連 平田 TEL 076-232-0472

北陸経済連合会は創立５０周年を迎えました
北陸経済連合会は、
「北陸は一つ」という理念のもと、北陸三県の商工会議所連合会、経
営者協会、経済同友会が設立発起人となり、昭和４２年（１９６７年）１１月２０日に設
立されました。以来、北陸地域の総合的な発展を願い、社会基盤の整備促進や経済・産業
の振興等に寄与すべく、様々な活動を展開し、平成２９年（２０１７年）に創立５０周年
を迎えました。
当会では昨年から記念事業を実施しておりますが、５月２８日（月）
、理事会・総会に併
せて創立５０周年記念式典を開催いたしました。
○ 第 99 回理事会・平成 30 年度定期総会
平成 30 年度定期総会に先立ち、第 99 回理事会を ANA
クラウンプラザホテル金沢「瑞雲の間」で開催し、理
事 57 名が出席した。
理事会では、平成 30 年度定期総会議案が審議され、
これら議案を、原案の通り、総会に付することが承認
された。
13 時 30 分から平成 30 年度定期総会を同ホテル「鳳
の間」で開催し、175 名が出席した。
第 1 号議案 平成 29 年度事業報告および決算承認の
件
第 2 号議案 平成 30 年度事業計画（案）および収支
予算（案）審議の件
第 3 号議案 役員改選の件
第 3 号議案では、久和会長が再任され、理事・監事
が選任された。総会後、引き続いて開催された理事会
では、６名の副会長が再任され、常任理事・参与が選
任され、会長から委嘱された。なお、6 月 27 日付けで
当会専務理事は水野一義から山下義順（現 北陸電力㈱
東京支社長）に交代する。
（担当：平田・小山）

○ 創立 50 周年記念式典
平成 30 年度総会に引き続き、当連合会の創立 50
周年記念式典を開催し、300 名が出席した。
久和会長の式辞の後、石井 富山県知事、西川 福
井県知事からそれぞれご祝辞をいただき、その後、
来賓の紹介、祝電の披露が行われた。
続いて、当連合会において長らく役員を務めてい
ただき、多大な功績を残された 15 名の方々を特別功
労者として表彰し、受賞者を代表し犬島伸一郎氏か
らご挨拶をいただいた。
式典に続いて、
（一財）日本総合研究所所長の松岡
斉氏から「県民幸福度研究の進化 ～全 47 都道府県
幸福度ランキング(2018 年版)～」
、
（一財）日本総合
研究所会長の寺島実郎氏から「世界の構造転換と日
本―北陸への視界」と題した記念講演をいただいた。
講演後の記念パーティーでは、久和会長の開会挨
拶のあと、谷本 石川県知事から祝辞をいただき、会
員と来賓・招待者、220 名が親睦を深め、盛会裏に
終了した。
なお、特別功労者表彰の受賞者は次のとおり。
・犬島伸一郎氏 ・深山
彬氏 ・北村耕一郎氏
・中尾 哲雄氏 ・山崎 幸雄氏 ・水口昭一郎氏
・三田村俊文氏 ・齊藤
博氏 ・永山 憲三氏
・桑名 博勝氏 ・石澤 義文氏 ・福光松太郎氏
・加納
裕氏 ・有馬 義一氏 ・小田 禎彦氏
（担当：落合）

北陸シェアトップ１５０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」を改訂・増補し、このほど「シェアトップ 150」を発刊いたしました。
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 155 製品（122 社）をしております。今回の改訂では、AR 機能を搭載し、製品の詳しい
情報などを簡単にスマホで見ることができるようにしました。
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/news/data/cd06810fdf02a7d39b58715283467b97.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。

