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 2019年 9月２７日 (金)～ 
 
１０月 17日（木） の活動 
 

〇意見書「中長期的な企業価値向上に向けたコ

ーポレートガバナンス体制の構築に関する意見」 
９月２６日（木）               

〇とやま環境フェア 

１０月５日（土）～６日（日）    富山市 

 

 

 

〇北陸産業活性化フォーラム 

１０月８日（火）         能美市 

〇西日本経済協議会 

１０月１１日（金）         京都市 

 

 

 

 

9月 26日、北陸、関西、中部、九州の 4経済連合会

が共同で、コーポレートガバナンス・コード（企業統

治指針）見直しを求める提言を発表した。 

 

四半期ごとに義務付けられている決算の開示につ

いて、「企業や投資家が、短期的な利益を追求する傾

向を助長しかねない」として義務付け廃止を求めてい

る。 

＜提言の主な内容＞ 

・四半期開示の義務付けを廃止すべき 

・独立社外取締役など、取締役の構成について  

は各社の裁量に委ねるべき 

・経営指標として過度にＲＯＥを重視すべきで  

ない 

 

 10 月 3 日には、東京都内で「実効性あるコーポレ

ートガバナンスの実現」をテーマにしたシンポジウム

（主催：関西経済連合会、後援：北陸・中部・九州経

済連合会）が開かれた。 

  

シンポジウムでは、早稲田大学商学学術院のスズキ

トモ教授による基調講演、有識者 4人によるパネルデ

ィスカッションが行われた。     (担当：高畠) 

とやま環境フェア 2019 は、テクノホールで開催さ

れた。北陸経済連合会と富山県・石川県・福井県で構

成する北陸環境共生会議は、親子を対象とした科学実

験教室「手作り電気で遊んで学んで省エネ実験」を出

展した。約 200組の親子が、太陽光発電で鳴らすメロ

ディカードの作成、手回し発電で動くミニカーの作成

を通して、発電のしくみやエコについて学んだ。 

(担当：森岡) 

 (一財)北陸産業活性化センター主催の「北陸産

業活性化フォーラム」に北経連も共催した。北経

連会員他約 60 名が参加し、北陸先端科学技術大

学院大学水田 博教授より「グランフェンナノデ

バイスによる超高感度環境・生体ガスセンシング

技術と熱制技術の現状と展望」の講演ののち、大

学研究施設の見学を行った。   (担当：小林) 

西日本の６経済連合会で構成する「西日本経済

協議会」が、10月 11日（金）に京都市で、「活力

ある強靭な地域の創生に向けて～西日本が拓く

新時代～」を統一テーマとして開催された。会議

には約 180 名が出席、うち北経連からは 16 名が

参加した。 

 

 総会では、各経済連合会の代表が、日本全体と

各地域における経済活性化や様々な課題につい

て発言した。 

 

 久和会長からは、今年 6月に北経連が発表した

北陸近未来ビジョンの概要を説明した。また、北

陸新幹線について「2023 年 3 月の金沢・敦賀間

開業から切れ目なく敦賀・新大阪間が着工するこ

とに向けて、関西と連携を進めていく」、若者の

地域定着について「東京一極集中、北陸地方の少

子化・人口減少に歯止めをかけるために、北陸の

魅力を高め、若者、特に女性の地方回帰・定着を

目指す」と述べた。 

 

 総会の最後に、ベンチャー・エコシステム構築

への支援、企業の災害対応力向上、北陸新幹線の

一日も早い全線整備などを政府に求める決議を

採択した。各経済連合会の代表は、11月 13日、

政府への要望活動を実施する。 

 

 なお、来年は四国経済連合会が幹事となり、愛

媛県松山市での開催を予定している。 

               (担当：高畠) 
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〇関東地区大学理工系就職研究会と北陸企業 

との情報交換会 

１０月１６日（水）           金沢市 

〇三経連要望活動 

１０月１６日（水）            東京都 

 

 

 

 

 

〇北陸新幹線の早期復旧に関する要望 

１０月１６日（水）・１７日（木）    東京都 

お知らせ 

〇「北陸技術交流テクノフェア」開催 

〇「富山県ものづくり総合見本市 2019」開催 

〇「第 6回 Matching HUB Kanazawa2019」開催 

〇先端技術講演会 

関東地区の 10大学（神奈川工科大学・工学院大学・

埼玉工業大学・玉川大学・千葉工業大学・東京工芸大

学・東京電機大学・東京理科大学・日本工業大学・明

星大学）の就職支援職員でつくる関東地区大学理工系

就職研究会（以下、「関就研」）と、北経連会員企業の

採用担当との情報交換会を、10月 16日、金沢ニュー

グランドホテルで開催した。この情報交換会は、関就

研地方セミナーとして開催されるもので、金沢市での

開催は、昨年に続き 2回目となる。 

情報交換会には、先日の台風被害により北陸新幹線

による東京からのアクセスが困難な状況にも関わら

ず予定どおり 10大学 16名が参加し、北陸地域からは

会員企業が 31社 46名、北陸 3県庁の UIJ担当 4名が

参加した。 

情報交換会第 1部では、関就研の各大学が大学の紹

介、各県から UIJターン支援策などを説明し、第 2部

は立食形式で関就研のメンバーと企業の担当者間で

名刺交換や、企業の事業内容説明、採用状況などを話

し合った。 

また、情報交換会の開催に合わせ、関就研メンバー

に北経連が同行して、北陸地域の企業視察を実施し

た。16日午後に小松マテーレ㈱、ジェイ・バス㈱小松

工場、17日はセーレン㈱生活科学総合ステーション、

㈱シャルマン、日華化学㈱イノベーションセンターを

視察し、北陸地域の企業の魅力を PRした(担当：小林) 

【日時】11月 11日（月）～12日（火） 

（パネル展示は 12日（火）10:00～17：00） 

【会場】ANAクランプラザホテル 

【主催】北陸先端科学技術大学院大学 

産学官連携本部 

北経連も活動内容紹介で出展します。 

【問合せ先】担当：坂井・小林佑  

電話：076-232-0472 

9月に開催された三経連経済懇談会の決議を要望と

してとりまとめ、要望活動を実施した。 

要望項目は次の 5項目 

①労働力不足解消に向けた取組み 

②新たな産業の創出および必要となる環境整備 

③「観光立国」実現に向けた交流人口増加への取組み 

④地域経済を支える社会資本の整備 

⑤安定的・経済的なエネルギー供給の確保 

久和会長、北海道経済連合会・真弓会長、（一社）東

北経済連合会・海輪会長の 3会長は、経済産業省松本

副大臣に面会し、産業振興、安定的・経済的なエネル

ギー供給の確保への支援を要望した。 （担当：小山） 

今般の台風 19号により、北陸新幹線が被災し、

上越妙高-長野関で不通になっていることを受け、

北経連では早期復旧と復旧までの代替交通手段の

確保を北経連の要望としてとりまとめ、国土交通

省、自民党に要望した。      (担当：小山) 

【日時】10月 24日（木）～25日（金） 

【会場】福井県産業会館 

【主催】技術交流テクノフェア実行委員会 

北経連ブースでは、会員大学の研究内容紹介を 

出展します。 

【問合せ先】担当：坂井・小林佑  

電話：076-232-0472 

【日時】10月 31日（木）～11月 2日（土） 

【会場】富山県産業展示館 

【主催】富山県ものづくり総合見本市実行委員会 

北経連も活動内容紹介で出展します。 

【問合せ先】 担当：坂井・小林佑  

電話：076-232-0472 

【日時】11月 29日（金）15：00～16:10 

【会場】ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ金沢 3階「鳳」 

【講演】学校法人金沢工業大学 

医工融合技術研究所長 新谷 一博 氏 

「壊し，つくる骨代謝～工学分野から見た

骨再生戦略～」 

【主催】北陸経済連合会 

＊参加費：無料 定員：80名 

【問合せ先】担当：坂井・小林佑 

 電話：076-232-0472 
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〇イノベーションシーズ講演会 

〇中堅・中小企業のための知財活性化セミナー 

 

 

今後の活動予定 

 

〇第 9 回北陸観光サロン 

 

 

 

 

 

【日時】11月 12日（火）13:00～14:00 

【会場】ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ金沢 3階「瑞雲の間」 

【講演】国立研究開発法人 産業技術総合研究所 

地質調査総合センター研究戦略部 

ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 斎藤 眞氏 

「あなたの会社の場所は大丈夫か！？ 

～地質は BCPの基本情報～」 

【主催】・国立研究開発法人           

産業技術総合研究所 中部センター 

    ・一般財団法人 北陸産業活性化センター 

＊参加費：無料 定員：50名 

【問合せ先】北陸産業活性化センター 

電話：076-264-3001 E-mail：sanka@hiac.or.jp 

【日時】11月 25日（月）13:30～16:30 

【会場】金沢勤労者プラザ 101研修室 

【講演】 

①「IoT ビジネスは特許で攻める～IoT ビジネスに

活かす特許の取り方～」 

 将星国際特許事務所所長 弁理士  

特定侵害訴訟代理人 渡部 仁氏 

②「株式会社小林製作所における IoTへの取り組み」 

 株式会社小林製作所代表取締役 小林靖典氏 

 

【主催】 

経済産業省中部経済産業電力・ガス事業北陸支局 

＊参加費：無料 定員：60名 

【問合せ先】「知財活性化セミナー」事務局 

（一般社団法人発明推進協会内） 

電話：03-3502-5447 

E-mail：r01_chubu_seminar@jiii.or.jp 

〇10月 29日（火）14：30～18：00 富山市内 会員懇談会 富山会場 

〇10月 30日（水  9：30～18：00  東京 経団連第 2回マッチングワークショップ 

                  日本経済団体連合会と四国経済連合会・北海道経済連合会との合同開催 

〇11月 2日（土）～3日（日）羽田空港旅客ターミナルでの北陸ＰＲおよび 

北陸３空港の羽田便利用促進事業の実施 北陸イメージアップ推進委員会 

○11月 15日（金）金沢市内 北陸産学技術交流会「企業見学会 澁谷工業㈱」 

〇11月 20日（火）金沢市内 第 46回北陸地方経済懇談会（経団連との懇談会） 

〇11月 29日（金）13：30～14:45 金沢市内先端技術推進委員会 

【日時】12月 5日（木）15:00～19:20 

【会場】セミナー：福井県県民ホール（ｱｵｯｻ 8Ｆ） 

    交 流 会：    〃 

【内容】 

１． 基調講演 

  一般財団法人日本インバウンド連合会 

  理事長 中村好明氏 

  「観光立国革命～インバウンドが切り拓く北陸

の未来～」 

２．提言➀ 

  ゆず兄弟(株) 社長 スベン・パリス氏 

  「“Zen, Alive Fukui”ドイツからの誘客の可

能性」 

３．提言➁ 

(一財)アジア太平洋研究所  野村亮輔氏 

「オープンデータを利用したインバウンド・ビ

ジネス戦略の分析」  

４．活動紹介➀ 

  福井県インバウンド推進連携協議会 

  会長 前田洋明氏 

「チーム福井！ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞもりあげ隊の取組み」 

５．活動紹介➁ 

  （一社）中央日本総合観光機構 

  事務局長 荻野光貴氏 

  「日本の真ん中で世界をつなぐ～観光グローバ

ルビジョン～」 

※セミナー（無料：100名）・交流会（会費 3000円） 

【問合せ先】 担当：杉山・狩野・高田 

 電話：076-231-5525 

tel:076-232-0472
http://www.hokkeiren.gr.jp/
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