
  

 

 

 
2014 年 9 月 ２６日 (金) ～ 
 

１０月９日（木） の活動 

○ 西日本経済協議会第 56 回総会 

１０月３日（金）       香川県高松市 
 

○ 湘南・北陸連携カンファレンス 

１０月８日(水)９日(木)    鎌倉市ほか 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 次世代ロボット研究会・北陸 

９月２５日（木）         金沢市 

○ ツーリズム EXPOジャパン 2014への出展 

９月２７日(土)、２８日（日）    東京 

○ とやま環境フェア 

１０月４日(土)、５日(日)     高岡市 

 

 

 

 

 

 

 西日本経済協議会（北陸、中部、関西、中国、四国、

九州の 6経済連合会で構成）の第 56回総会を開催し、

各経済連合会の会長など総勢約 170名が出席した。北

経連からは永原会長をはじめ 13 名が出席した。 

 統一テーマ「我が国の持続的発展に向けた強靱で競

争力のある地方の創生」に基づき、各経済連合会の代

表による意見発表を行った。永原会長は「北陸地域の

自立的・持続的な発展を目指して」をテーマに、北陸

新幹線の H26 年度末の確実な金沢開業、金沢-敦賀間

の大幅な工期短縮による早期完成・開業、大阪までの

フル規格による全線開通などを訴えた。 

 その後、５項目に関する要望事項をまとめた以下の

総会決議を採択した。 
１．産業の基盤となる安定的なエネルギー供給体制の

構築 

２．地域の活性化と国土強靱化に欠かせないインフラ

の整備 

３．グローバル経済を生き抜く地域産業の競争力 

強化 

４．人口減少・少子化に立ち向かう政策の一段の 

推進 

５．地域の自立・活性化に真につながる地方分権 

改革の推進 

 また、記念講演として大正大学元学長の星野英紀氏

に、「四国遍路の魅力と未来～四国遍路文化と日本人

の心～」をテーマに講演いただいた。（担当：宗田）                  

今年度で３回目となる湘南・北陸連携カンファレンス 

は、第一弾として、鎌倉市と鎌倉市観光協会を訪問した。 

鎌倉市では、松尾市長に昨年度事業を報告するととも

に、本年度の連携事業、とりわけ北陸の伝統工芸のＰＲ

などを説明した。併せて、連携カンファレンスフレーム

の今後の展望をご説明し、市長からは協力をする旨のお

言葉をいただいた。 

また、鎌倉市観光協会では井手会長、遠藤専務理事(元

大洋ホェールズエース)が対応し、連携事業への高い評価

をいただくとともに全面的に協力する旨の意向を示され

た。更には、今年１２月には観光協会幹部が北陸を訪問

し、当会などと意見交換を計画している旨の話があった。               

(担当：吉井) 

(一財)北陸産業活性化センターとの共催で、澁谷工業

ＲＭ森本工場において、本年６月に完成した再生医療

システムの見学会を実施し、研究会メンバーと北経連

会員計 20 名が参加した。 

はじめに､澁谷工業再生医療システム本部営業部の

名山部長より澁谷工業および再生医療システムの説

明を受けた後、再生医療システム等の見学を実施し

た。工場では、細胞の培養加工工程一連を自動的に行

う双腕ロボットシステムの「ロボット細胞培養システ

ム “CellPRO”」や、細胞の足場となる材料を使うこ

となく、細胞の塊を剣山状の針にプログラム通りに積

み合わせていく装置である「バイオ 3D プリンター 

“regenova”」、製薬用のアイソレータなどを見学し、

参加者は今後の進展が大いに期待される再生医療シ

ステムについて熱心に質疑を行った。（担当：平田） 

 西日本経済協議会の各経連などが組織する西日本

広域観光ルート検討会は、東京ビッグサイトで開催さ

れた「ツーリズム EXPO ジャパン２０１４」にエメラ

ルドルートの認知度向上を図るためブース出展し、 

ＰＲを行った。展示会は、２日間で約１６万人の入場

客があり、当ブースも大勢の人で賑わった。 

 また開会に先立ち 25 日に行われた交流会 JAPAN 

NIGHT、26 日に行われた基調講演及び観光庁長官が出

席した基調シンポジウムには水野専務理事が出席し

た。               （坦当：吉井)          

 北陸環境共生会議は、高岡テクノドームで開催され

た「とやま環境フェア 2014」に北陸電力㈱ワンダー・

ラボの協力を得て出展し、児童向けに科学実験教室を

開催した。 

「発電から考えるエコ・省エネ実験」と題した実験

教室を 2日間で 8回開催し、昨年より多い合計約 160

名の親子が実験・工作教室を通じてエコ・省エネ知識

を楽しく学んだ。         （坦当：吉井)  
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○ シーテックジャパン２０１４ 

１０月７日(火)～１１日(日)  幕張メッセ千葉 

○ 新入会員のご紹介 

お 知 ら せ 

○ 高信頼情報システム情報交換会･北陸 

○ 北経連｢先端技術推進委員会｣ 講演会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  (一財）北陸産業活性化センターからのお

知らせ 

○ 内閣府よりおしらせ 

今後の主な活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北陸地域企業誘致連絡会（北経連、富山県、石川県、

福井県、北陸電力で構成）は、幕張メッセに於いて開

催された「シーテックジャパン２０１４」へ出展し、

北陸地域での企業立地の優位性のＰＲを行い、アンケ

ートによる情報収集を行った。 

収集したアンケートについては、各団体で内容を確

認の上、活用していくこととしている。 

 また、ブース正面と上部に北陸新幹線をあしらった

パネルを設置し、多くの来訪者に北陸新幹線金沢開業

もＰＲした。            （坦当：小林)  

〔東レ株式会社 北陸支店〕 

支店長 岡田 博文  

(業種：製造業) 

〒910-0005 

福井市大手 2-7-15明治安田生命福井ビル２F 

Tel：0776-22-5370 Fax：0776-22-5305 

「IoT/M2M 時代の産業創出に向けて」と題し､北経

連・北陸先端科学技術大学院大学の主催により講演会

を開催。IoT(Internet of Things)/M2M(Machine to 

Machine) に関し総務省情報通信審議会の委員を務め

る北陸先端科学技術大学院大学 丹教授をはじめ、ｼｽﾃ

ﾑ・製品開発等に関わる各企業・組織の方々を講師に

迎え、最新動向を講演いただく。※参加費無料 

○開催日時：10 月 30 日(木)13：30～16：30 

○開催場所：ＣｉＣビル５Ｆ多目的ホール(富山市) 

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「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。経済産業省製

造産業局ものづくり政策審議室の西垣敦子室長を講

師に迎え､「ものづくり産業が直面する課題と展望」

をテーマに新市場の創出など競争力強化に向けた方

策を講演いただく。 ※参加費無料 

○開催日時：11 月 5 日(水)14：00～15：30 

○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 

(一財)北陸産業活性化センターでは北陸地域の産業界

や経済界の今後の成長戦略の道筋や方向性を見出すた

め、「中小・中堅企業新戦略展開講演会」を開催する。

※参加費無料 

○開催日時：10月 24日（金）13：30～17：00 

○開催場所：ホテル日航金沢 4階「鶴の間」 

詳細は下記 HPを参照 

http://www.hiac.or.jp/news/details/20141024.html 

【問合せ】Tel:076-264-3001 Fax：076-264-3900    

内閣官房地域活性化統合事務局では、構造改革特区に

おける新たな規制の特例措置の提案受付を予定するとと

もに、事前相談(随時)を受け付ける。 

募集期間：H26.10.14～11.14(予定) 

事前相談については下記 HP 参照 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kouzou2/bos

hu26/teian0901/index.html 

募集要項等詳細は下記 HP参照 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kouzou2/ind

ex.html 

□ 12 月 10 日(水) 

会員懇談会(富山会場) 

＜場所：富山第一ホテル＞ 

□ 平成 27 年 1月 27 日(火) 

新春懇談会 

＜場所：金沢ニューグランドホテル＞ 

詳細は後日郵送にてご案内いたします。 

□ 平成 27 年 2月 19 日(木) 

会員懇談会(福井会場)   

＜場所:ホテルフジタ福井＞ 

詳細は後日郵送にてご案内いたします。 

 

○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 


