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平成 25 年度事業報告・決算報告 

 
 平成 25年 4月 01日から 

平成 26年 3月 31日まで 

 
Ⅰ．平成 25年度定期総会 

月 日 概 要 

6/18 

○定期総会 

・ 議  案 

・ 第 1号議案 平成 24年度事業報告および決算承認の件 

・ 第 2号議案 平成 25年度事業計画案および予算案審議の件 

・ 第 3号議案 規約改正の件 

・ 第 4号議案 役員改選の件 

 

・ 特別講演 

・ 演題：『北陸企業が生き残るには』 

     ～「新興アジア」展開は北陸企業を強くする！～ 

・ 講 師：松島 大輔 氏(タイ王国政府政策顧問・金沢市出身)  

 

 
Ⅱ．役員会等 

   (1)理事会 
月 日 概 要 

6/18 ・ 定期総会の議案について審議 

 
(2)企画部会 
月 日 概 要 

5/16 

・ 定期総会議案（4号議案除く）についての審議 

・ 報告事項 

(1) アセアン経済と北陸企業の戦略に関する調査研究について 

(2) 極東ロシア，韓国との経済交流のあり方，可能性に関する調査につ 

いて 

(3) 「北陸 AJEC設立 20周年記念誌」の作成について 

(4) 北陸 AJECパンフレットの更新について 

(5) 第 14回北陸(日本)・韓国経済交流会議について 

(6) 留学生の活用促進，グローバル人材の育成に資する取組みについて 

(7) 北陸企業とロシア極東企業との経済交流支援について 

(8) 「アジアの日系工業団地説明会」の開催について 

(9) 北陸統一ブランドの作成について 

9/13 

・ 報告事項 

(1)ジェトロ・アジア経済研究所との共同研究について 

・共同研究の概要について 

・アセアン視察会の実施について 
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(2)第 14回北陸(日本)・韓国経済交流会議について 

(3) 国際交流推進委員会報告・平成 25年度事業報告(H25/4～H25/9)  

2/8 

・ 報告事項 

  （1）北陸 AJEC-アジア経済研究所連携研究報告書の取纏め状況について 

  （2）ASEAN(メコン地域・南部経済回廊)視察報告について 

  （3）外国人留学生，グローバル人材の育成に関する取組み結果について 

  （4）北陸経済連合会・北陸 AJEC H26年度事業計画スケルトンについて 

 
 
 
 

Ⅲ．事業活動の実施状況 
 
（１）調査研究・情報収集 

①調査研究 

  a. アセアン経済の動向を踏まえた北陸企業のビジネス戦略に関する調査の

実施 

月 日 概 要 

 

・調査研究名 
 「ASEAN 経済の動向と北陸企業の適応戦略」 
 

・調査体制 
・連携研究会を組織し北陸 AJEC アジ研双方の研究会メンバーが分担して報

告書を取り纏める 
     
・北陸 AJEC側研究会メンバー 

丸屋(福井県立大学教授)、竹味（金沢学院大学教授）、小柳津（富山大
学教授）、松井（富山大学教授）、北陸 AJEC事務局 
 

・報告書構成 
・提言 
・第 1部 北陸経済の現状・国際化の展開と課題(第 1章～第 3章) 
・第 2部 ASEAN経済の動向と北陸企業のビジネス機会 

(第 4章～第 10 章) 
  
・日程 
 

6/26 第 1回研究会：連携研究・報告書の内容・進め方（千葉） 

9/26 第 2回研究会：中間報告（富山） 

12/13 第 3回研究会：初稿(福井） 

2/7 第 4回研究会:修正稿（金沢） 

3/31 報告書完成＜北陸 AJEC会員等 関係機関に送付＞ 

4/3 プレスリリース 
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   b. 極東ロシア，韓国との経済交流のあり方，可能性等に関する調査の実施 
  

月 日 概    要 

8/12～

13 

・訪韓し、ロボット産業、炭素繊維等先端技術に関する情報を収集。 

・共同調査について、韓日経済協会と打合せを実施。 

11/20 

・第 14 回 北陸（日本）・韓国経済交流会議にて、北陸と韓国のビジネス連 

携に関する共同調査を、韓日経済協会、北陸経済研究所、北陸経済連合会 の

3者にて実施することで合意。調査結果については、第 15回会議（於：石

川県）にて発表予定。 

3/10～

12 
韓国にて、共同調査に関する項目、内容等についての共同会議を実施。 

 

②情報収集 

 a. 基礎的情報収集 

・対岸諸国・地域（ロシア極東地域，朝鮮半島，中国，台湾）に加え，アセ

アン諸国に関する経済情報を収集 

・アセアン視察 

月 日 概 要 

 

・日程：11/10～16 

・視察地域：メコン地域・南部経済回廊 

・行程：タイ（バンコク）⇒カンボジア（プノンペン）⇒ベトナム（ホーチ

ミン） 

 

・趣旨：各国政府の外資導入を中心とした経済・産業政策の調査、進出企業

の状況、物流インフラの整備状況の視察等を通じて、北陸企業とアセ

アンとの経済交流のあり方を見極める 

 

・訪問先 
 

タイ(11，12) カンボジア(12，
13) ベトナム(14，15) 

行政機関 タイ工業省 ・カンボジア開発

評議会※1 

・JICA カンボジア

事務所 

ホーチミン市計画

投資局 

企業 コマツ・バンコク

工場 

（アマタナコン工

業団地） 

プノンペン工業団

地及び日系企業

(タイガーウイン

グ社) 

日華化学・ベトナ

ム工場 

（アマタベトナム

工業団地） 
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物流イン

フラ 

レムチャバン港 ネアックルン橋

(メコン川)建設現

場)※2 

カイメップ・チー

バイ港 

※1：先方都合により前日にキャンセルの通知あり 

※2：当日の道路事情により視察をキャンセル 

 

・視察報告書構成 

・Ⅰ 視察の背景とねらい 

   ・Ⅱ 視察先の概要と訪問結果 

   ・Ⅲ 北陸企業へ何を発信するか（専門家からの提言） 

   ・Ⅳ 参加者寄稿（視察の印象など） 

   ・(参考) 北陸プレゼンテーション資料 

   

  ・報告書発刊 （3/31） ＜北陸 AJEC会員等 関係機関に送付＞ 

 
 

 

b. 企業訪問活動の強化 

    積極的な企業訪問活動により北陸企業の国際化事例情報を丹念に発 

掘・収集し，国際化のノウハウを広く情報発信 

 

 
訪問日 企業名 機関誌への掲載 

6/25 東亜電機工業㈱ (石川県金沢市) 
ウォームトピック 112号 

(2013年 7月発刊)に掲載 

8/6 
メカトロ・アソシエーツ㈱ 

(石川県小松市) 

ウォームトピック 113号 

(2013年 9月発刊)に掲載 

9/26 
㈱インデックスライツ 

(福井県福井市) 

ウォームトピック 114号 

(2013年 11 月発刊)に掲載 

10/2 ㈱COM-ONE(石川県能美市) 
ウォームトピック 114号 

(2013年 11 月発刊)に掲載 

12/9～

12 

韓国 KOTRAと北陸企業(廣貫堂、小松精練、渋谷工業、北國銀行、シャルマン、

松浦機械製作所、ニホンパッケージ)を訪問。韓国とのビジネスに関するヒア

リングを実施。 

2/5 ㈱タイワ精機(富山県富山市) 
ウォームトピック 116号 

(2014年 3月発刊予定)に掲載 

3/26 ㈱コージン(富山県上市町） 
ウォームトピック 117号 

(2014年 5月発刊予定)に掲載予定 

 



 - 6 - 

c. 産学官ネットワークの活用 

    関係諸機関が開催するセミナー，情報連絡会，研究会，各種会議等へ参

加し有用情報を収集 

 

月日 項 目 主 催 開催地 

4/11、7/22 東アジアと地域経済研究会 福井県立大学 福井県 

5/11 環日本海学術交流会議 
環日本海国際

学術交流協会 
石川県 

6/6 小松空港協議会定例総会 石川県 石川県 

6/14 ウラジオストク会 北陸電力 富山県 

７/4、12/17 中部国際化拠点会議 
中部経済産業

局 
富山県・石川県 

8/21～8/22 日ロ沿岸ビジネスフォーラム 日ロ沿岸市長会 舞鶴市 

９/4 
ほくりく長城会設立10周年記

念講演会 
北陸銀行 富山県・石川県 

9/20～23 北東アジア学会 
北東アジア学

会 
島根県 

9/29 
北東アジア研究交流ネットワ

ーク 第 8回フォーラム 
NEANET 北海道 

10/16 バンコクセミナー 北國銀行 石川県 

1/20 中小企業支援委員会 
日中投資促進

機構 
東京都 

1/30 

広域アジア発ものづくり技術

グローバル人材育成シンポジ

ウム 

大阪大学 東京都 

 
 
 
 
 
（２）情報発信 
 ①機関誌による情報発信の充実・強化 
  

機関誌名 号数 内 容 

ウォーム 

トピック 

 

 

 

111 号 

（5月発行） 

・ 時の動き 

・ 平成 24年度日本海側（本州）主要港湾の国際コンテナ 

貨物の取扱量 

・ 第 13回北陸（日本）・韓国経済交流会議開催報告 

・環境産業専門分科会 
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・ 海外進出企業のための危機管理セミナー 

・ 富山薬業連合会のグローバル化推進事業への取り組み 

・ 新たな生産拠点としてのミャンマーとカンボジアの実態 

・ 北陸 3県中国事務所レポート 石川県上海事務所 

・ 北陸の地方銀行駐在員事務所レポート 

北國銀行シンガポール駐在員事務所 

・ 北陸企業で活躍する留学生 OB紹介 

112 号 

（7月発行） 

・ 平成 25年度定期総会・特別講演会 

・ 時の動き 

・ 2012年北陸の港湾貨物取扱量実績 

・ 2012年度北陸の空港利用状況 

・ 2012年世界コンテナ取扱港湾ランキング 

・ 躍進・変貌するアジア経済 

・ 北陸 3県中国事務所レポート 

富山県台北ビジネスサポートデスク 

・ 北陸の地方銀行駐在員事務所レポート 

北陸銀行バンコク駐在員事務所 

・ 北陸企業で活躍する留学生 OB紹介 

・ 東亜電機工業株式会社の国際化に関する取り組みに 

ついて 

113 号 

（9月発行） 

・ 時の動き（7/16～9/15） 

・ 2012年中国各地の経済指標 

・ 北陸 3県中国事務所レポート 福井県上海事務所 

・ 北陸の地方銀行駐在員事務所レポート  

北國銀行上海駐在員事務所 

・ 北陸企業で活躍する留学生 OB紹介 

・ メカトロ・アソシエーツ株式会社の国際化に関する取り組

みについて 

114 号 

（11 月発行） 

・ 時の動き(9/16～11/15) 

・ 日系企業の今後の中国展開を考える 

・ ―中国における日系企業の状況は―  

・ 中国の金融危機にはつながらないシャドーバンキング問

題  

・ 北陸３県中国事務所レポート 石川県上海事務所  

・ 北陸の地方銀行駐在員事務所レポート  福井銀行 

・ 北陸企業で活躍する留学生 OB紹介  

・ 株式会社インデックスライツの国際化に関する取り組み

について  

・ 株式会社 COM-ONEの国際化に関する取り組みについて  

115 号 

（1月発行) 

・ 時の動き(11/16～1/15) 

・ 第 14回 北陸(日本)・韓国経済交流会議 開催概要報告 

・ 北陸三県企業の海外進出状況 

・ 日本海側主要港湾 10港の国際定期コンテナ航路 

・ 再挑戦する図們江地域開発  
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・ 北陸３県中国事務所レポート 富山県大連事務所 

・ 北陸の地方銀行駐在員事務所レポート   

北陸銀行シンガポール駐在員事務所 

・ 北陸企業で活躍する留学生 OB紹介 

116 号 

(3 月発行) 

・ 時の動き(1/16～3/15) 

・ 留学生調査報告  

・ 北陸三県貿易統計 

・ KOTRAから見た北陸  

・ 北陸３県中国事務所レポート 福井県香港事務所  

・ 北陸の地方銀行駐在員事務所レポート   

北國銀行シンガポール駐在員事務所 

・ 北陸企業で活躍する留学生 OB紹介 

・ 株式会社タイワ精機の国際化に関する取り組みについて 

 
 

②講演会等の実施（主催・共催・後援） 
月 日 開催地 概   要 

7/5 富山市 

アジア(タイ・フィリピン・マレーシア・ベトナム・カンボジ
ア・ミャンマー・インドネシア)の日系工業団地説明会・個別
相談会（主催） 
共催：JETRO（富山・石川・福井） 
参加者：北陸企業を中心に 70社・100 名 

7/23 金沢市 

ODAを活用した海外展開のための民間企業支援セミナー 
（後援） 
主催：JICA北陸 
参加者：30名 

9/12 金沢市 

韓国セミナー in 金沢（主催） 
共催：KOTRA（大韓貿易投資振興公社） 
参加者：40名 

10/29

～31 

富山市・金沢

市・福井市 

海外展開セミナー（後援） 

主催：中小機構北陸 
参加者：各会場 20名 

2/4、

2/20、

3/12 

福井市・富山

市・金沢市 

中小企業海外展開支援セミナー(後援) 
主催：JICA北陸 
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 ③その他の情報発信 
 a.「北陸 AJEC設立 20周年記念誌」の作成 

発刊日 概   要 

8/30 

掲載内容： 

・会長挨拶 

・設立 20周年記念シンポジウム 

・主な事業実績(平成 15年～平成 24年) 

・環日本海経済交流 10年間の動き(平成 15年～平成 24年) 

・歴代役員、事務局員名簿 

 
b.メールマガジンの配信 

    
開始日 概   要 

7/17 

名称：「北陸 AJECニュースレター」 

配信内容： 

・北陸 AJEC主催・共催のセミナー案内 

・北陸 AJECが加入する団体・関連機関が主催するセミナー案内 

・その他、企業の海外展開に関する情報 等 

登録者数：39名(2月 28日現在) 

 
 c.北陸 AJECパンフレット更新 

更新日 概   要 

9/6 掲載データならびに表紙デザインを更新 

 
 d.地元新聞への寄稿 
   

開始日 概   要 

9 月より

月 1回 

北陸中日新聞へ「アジア展望～ 北陸 AJEC の視点～」のタイ

トルで寄稿を実施 

 
 

（３）交流事業の実施 

①第 14回北陸（日本）・韓国経済交流会議開催 
月 日 開催地 概   要 

11/20 

～22 

韓国・大邱

広域市 

・日程：11月 19 日～22日 

・参加者総勢 120 名(日本側：50名 韓国側 70名) 

・北陸から韓国へ進出した企業視察等 

KNT(中村留精密工業)、NICCA KOREA(日華化学)、 

大邱国際機械・ロボット産業展等 

・「北陸・韓国間の経済交流拡大の為の共同調査」覚書調印 

・全体会議 

 日韓の行政（中部経産局、大邱広城市）による最近の経済状 
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況の説明 

企業（日華化学、大成ハイテック）による成功事例紹介など 

・専門分科会 

（１）機械・ロボット産業分科会 （２）複合医療専門分科会 

第 1部:日韓各 3名がテーマに関する最新の取組み紹介  

第 2部：両分野における日韓のビジネス連携の可能性について 

    討論 

 

・「北陸・韓国間の経済交流拡大の為の共同調査」覚書調印 

第 13 回会議(福井)での事務局トップの会談を踏まえ、両国の

経済交流の更なる拡大、目に見える成果を目指し、北陸経済連

合会/AJEC・北陸経済研究所・韓日経済協会の三者間にて、共

同調査に関する覚書を締結 

 

・専門分科会の成果 

（１）機械・ロボット産業専門分科会 

・北陸の工作機械メーカーに対する韓国製部品供給の可能

性について 5社より見積提示が実現 

・光造形 3D プリンター発表後、韓国内で販売したいと韓 

国企業より意思表示 

（２）複合医療専門分科会 

・富山大学和漢医薬学総合研究所と大邱（テグ）韓医大学

校間で漢方・韓方の共同研究を行うことで合意 

・北陸ライフサイエンスクラスターと原州（ウォンジュ）

医療機器産業クラスター、大邱（テグ）広域市と北陸の

医薬産業の連携の可能性調査をすることで合意 

・(有)ほっとリハビリシステムズの介護システム導入につ

いて、韓国企業が現地（福井）視察を実施（1/22～1/24） 

 

 

②第 5回 Otagai Conclave in 北陸の開催 
月 日 開催地 概   要 

2/20～

23 
金沢市 

・日時：2月 20 日（木）  

・出席者：北陸関係者 80名、それ以外 50名（含むタイ関係者 8

名） 

・主催：日本―タイ Otagai Project チーム 

・共催：北陸経済連合会/北陸 AJEC 

・後援：石川県、福井県、富山県 

 
・会議開催の背景 
 本会議は JICA 支援のもと、困った時（日本は東日本大震災、
タイは大洪水）は「お互い様」の精神から Otagai Conclave=
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重要会議と命名され、本年度既に 4回（東京、鳥取、大阪、山
梨）開催され、今回が 5回目であった。 

 

・会議概要 

 挨拶：「北陸とアセアンの繋がり」 AJEC  寺尾常務 

「Otagai Conclave 趣旨説明」 タイ政府政策顧問 松島氏 

 

・第一部「北陸から新興アジアへの展開の可能性」 

－「北陸産業クラスターとタイ王国との連携」－ 
タイ工業省 パサコン部長 

    バウォン参事官                 
      

－「タイへの進出事例紹介」－  
メカトロ・アソシエーツ 酒井社長 

 
－「北陸ライフサイエンスクラスターの海外戦略」－ 

福井 PL 
    
・第二部「観光クラスター連携にむけて」 

－基調講演 「Sustainable Tourism」－ 
 タイ政府 チュウイット観光戦略局長 

 
－「北陸観光の魅了・おもてなしの原点」－      

   加賀屋 小田会長 
 

－「金澤八家プロジェクト」－         
金沢ニューグランドホテル庄田社長 

 
－「Otagai Project推進事例」－     

神姫バス企画部 三木課長 
 

－「Otagai Project今後の展開」－   
日経 BP 宮嵜局長 

 
・北陸 3県の観光地の視察も実施（2月 21日～23日） 
 
・タイテレビ局（Channel ３）がタイで 9 回にわたり、北陸の
魅了を放映済み 

 
・今回の会議をきっかけに次のような動きが出てきている 
 －KANPO Project（ASEANでの生薬の生産、漢方のデファクト

スタンダード化など） 
 －新技術連携 (炭素繊維など) 
 －タイからの Inbound観光 （5月に団体客受入れ対応中） 
 －金沢市は観光連携を検討中 
 －北陸 3県とタイ工業省の連携検討中 
 －タイと北陸との定期的経済交流会議を検討中 

 －北陸の大学とタイを始めとした ASEAN の大学連携検討中 
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③中国東北地方との定期交流事業の検討 

日中経済協力会議への参画 
月 日 開催地 概   要 

10/27

～28 
新潟市 

・ 全体会議 

・ 日中東北首脳ラウンドテーブル 

・ 4つの分科会(都市化、省エネ・環境、観光、農業) 

 

 

 

④国際ビジネス促進事業の実施 

  a. 留学生の活用促進，グローバル人材の育成に資する取組みを実施 
 
   b. 日ロ地域間ビジネス推進協議会にコアメンバーとして加入。 
   極東ロシアとのビジネス連携会議に北陸企業の参加を促す。 

 
 

⑤講師派遣 

月 日 項 目 主催 開催地 参加者 

5/22 

富山大学経済学部「国際協力 

論」での講義 

（JICA 寄附講義への協力） 

富山大学・JICA 富山 杉山調査部長 

8/8 
北陸地域の海外事業展開状況

報告 

お互いプロジェク

ト地域キーパーソ

ン会議 

鳥取 寺尾常務 

8/21 
「極東ロシアと北陸のビジネス

の可能性」についての報告 

日ロ沿岸ビジネス

フォーラム 
舞鶴 杉山調査部長 

9/29 
北陸地域から見た北東アジア

共同体についての発表 

北東アジア研究交

流ネットワーク 
北海道 寺尾常務 

12/5 

 

大阪商業大学「地域産業振興

論」での講義 
大阪商業大学 大阪 杉山調査部長 

1/29 

北東アジア輸送回廊ネットワ

ーク 10 周年記念シンポジウム

での発表 

NEANET 新潟 寺尾常務 

 

 

(４)関連機関との連携 

① 北陸経済連合会 国際交流推進委員会への協力 

「外国人留学生の活用，グローバル人材の育成に資するセミナー」の開催 

・対象：北陸三県の企業、大学、行政関係者 

・目的：北陸地域に必要な留学生人材の活用、グローバル人材育成に関する、企業と

大学間の情報交換により、相互理解協力関係を構築する 
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・基調講演 

  

月 日 開催地 概要 

9/27 金沢市 ・演題：「留学生の実態、留学生活用の実態、グロ

ーバル人材育成に関する大学の取組み」 

・講師 西村 眞 氏 

(名古屋大学大学院 国際開発研究科 特任教授) 

 

・勉強会 

 参加者：１６名 

※開催地はいずれも金沢市 

 月 日 内容 

第１回 12/9 ・講演 

テーマ：「グローバル人材育成に関する大学

の取組み」 

講師：福井大学 中島教授 

・グループディスカッション 

第２回 12/17  ・講演 

「企業の必要とする留学生とは？」 

講師：㈱クオリティ・オブ・ライフ  

久保田 学氏 

・グループディスカッション 

第３回 1/27  ・第２回までの取りまとめ報告 

・講演「北陸地域国際化のためのグローバル人

材育成と活用について」 

講師：名古屋国際綜合事務所  

所長 田澤 満氏 

・グループディスカッション 

・まとめ 

 ※Ｈ26年度に報告会開催予定 

 

   

② 北陸経済連合会 「社会基盤整備委員会」への協力 
a. 北陸の港湾連携の推進 

北陸地域国際物流戦略チーム広域バックアップ専門部会への参画 

月 日 開催地 概    要 

7/24 富山 ・第 1回北陸地域国際物流戦略チーム 広域バックアップ専門部会 

8/ 1 名古屋 

「南海トラフ巨大地震に対応した代替輸送訓練」ワークショップ 

・参加者：荷主，陸運業者，倉庫業者，船社，港湾管理者約 70名 

・内 容：巨大地震が発生した時に北陸側港湾に代替輸送をするた 

めの方策，課題解決策等を参加者がその場で考える 
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（気づき・啓発） 

10/9 名古屋 

「南海トラフ巨大地震に対応した代替輸送訓練」図上訓練 

・参加者：荷主，陸運業者，倉庫業者，船社，港湾管理者約 100名 

・内 容：代替輸送手順に基づいた模擬演習（図上訓練）を実施 

 

2/20 金沢 ・第 2回北陸地域国際物流戦略チーム 広域バックアップ専門部会 

3/12 新潟 ・北陸国際物流戦略チーム 幹事会 

 

b.港湾関係機関との勉強会の継続実施  

 北陸港湾の利便性拡大にむけての勉強会 

月 日 開催地 概    要 

7/24 富山市 

・参加者：17 名 

・対象：勉強会関係者 

・議事：平成 24年度勉強会活動実績･評価および平成 25年度 

活動案 他 

 
 

 ③北陸国際投資交流促進会議「外国企業誘致戦略検討分科会」への協力 

a.北陸ブランドの作成 

4月～ 北陸三県 
北陸三県の、経済環境、工業団地等に関する情報収集、専門

家との情報交換を実施。 

3月 金沢市 
「外国企業誘致戦略検討分科会」を開催し、ブランド案の中か

ら最終案を決定。 

 
 

 

会員状況：平成 26年 3月末現在 

 会員数 平成 25年 3月末比 

一般企業 103 （+1） 

経済団体 20 （－） 

自治体会員 3 （－） 

学識経験者会員 12 （－） 

合計 138 （+1） 

 

 

 


