
３　産業振興系

テーマ 事業名 目的・概要 連携団体

1 農業 北海道・東北地区林業用種苗需給調整協議会 種苗の過不足調整並びに円滑な流通推進について意見交換を行う。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、新潟県、長野県、茨城県、千葉県

2 農業
企業的な経営をめざす地域営農の育成による
持続可能な農村地域社会の構築に向けた連携
の強化

地域営農の発展に取り組む優良事例等の情報を共有化し、地域資源活用ビジネスの展開等による、企業的な経営をめざ
す地域営農の育成に向けた実効性のある施策を検討するとともに、地域営農を担う優れた人材の育成に向けた交流を促
進する。

北海道、青森県、岩手県、秋田県

3 農業 「食料経済振興地域（仮称）」制度の検討
農林水産業及び関連産業を振興するための特例地域（食料経済振興地域（仮称））として、特段の財政支援や税制上の
優遇措置などを受けられる新たな制度の創設に向け、国への提案等を行うための具体的な検討を進める。

青森県、岩手県、秋田県

4 農業
北東北三県が一体となった新規就農者確保対
策の推進

北東北三県が一体となって就農促進のＰＲ活動等を行い、多様な農業経営が展開されている北東北三県へのＩターン就
農者の確保を図る。

青森県、岩手県、秋田県

5 農業 新規就農者交流活動支援
収納希望者、就農して間もない農業者を対象に相互研鑽、仲間作りのため、講演会、パネルディスカッション等を実
施。

宮城県、山形県

6 農業 ミラノ国際博覧会出展（H26～）
「ミラノ国際博覧会」に岩手県・石巻市・東経連と合同で出展し，食・食文化等のPRを実施することで，県産品の安全
性を世界へ発信し，風評払拭や輸出機会の拡大につなげるとともに，東北ブランドの知名度向上を図る。

宮城県、岩手県、石巻市、東経連

7 農業
北関東磐越六県野生鳥獣による農作物被害対
策連携会議

県域を越えた被害対策の実施や、県境における野生鳥獣に対する一斉捕獲など効率のよい捕獲方法の検討、被害対策に
関する指導者等の共同育成などに、積極的に取り組んでいくため、連携会議、研修会等の相互活用等に取り組んでい
る。

福島県・茨城県・栃木県・群馬県・新潟県・埼玉県

8 農業 中部地域農商工連携協議会
農林水産業と商業・工業など、産業間の壁を越えた連携促進による地域経済活性化を図るため、各地の農商工に関する
イベントやフォーラムに参加する。

北陸農政局、東海農政局、中部経済産業局、富山県、
石川県、岐阜県、愛知県、三重県の農林水産担当部局
及び商工担当部局、5県の農林水産団体及び商工団体等

9 農業
中部圏のブランド食材（農林水産物）の販売
促進に向けたワーキング・グループ

中部圏が有する豊富なブランド食材（農林水産物）のＰＲに中部９県１市が連携して、交流・共同事業の実施、ブラン
ド食材（農林水産物）の利用促進事業の実施、その他必要な事業の実施食材のさらなる普及・拡大を図り、もって販売
促進に資する。

富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、
愛知県、三重県、滋賀県、名古屋市

10 農業
鳥取県と連携したロシア・ウラジオストクで
の県産農産物のテスト販売

既に先行してウラジオストク市場への販売ルートを確立している鳥取県と連携し、平成25年度に県産農産物のテスト販
売を行った。

鳥取県、岡山県

11 農業 種苗生産技術交流と種苗交換
近隣県と種苗生産の情報交換を行うほか、各県の得意分野で生産した種苗の交換を実施し、効率的な栽培漁業の推進に
努めている。

岡山県、香川県

12 農業 四国の魅力を活かした直売所ＰＲ事業
地域農業の振興，地域活性化を図るため、四国内はもとより四国外からの四国4県の直売所への誘客増に努め、地元産農
畜水産物の利用拡大を促進する。

香川県・徳島県・高知県・愛媛県

13 農業 『九州』ブランド確立プロジェクト

• 海外における「九州」の認知度・存在感の向上
「農林水産業・食品」分野における『九州』ブランドを確立し，海外における認知度向上と交流人口の増加，アジアを
中心とした海外への販路拡大，自県産品の新たな販路開拓，輸出促進を図る。
九州各県一体となった農林水産物・食品の海外向けＰＲや情報発信，「食」をテーマにしたプロモーションを実施す
る。

山口県、福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、宮崎県、
熊本県、鹿児島県、沖縄県

14 農業 農業大学校の連携
九州全体で優れた農業者を育成するため、魅力ある農業大学校の強化に向けた連携と運営母体及び施設の
連合のあり方に向けた課題の整理検討を行うとともに、高い「経営力」と「技術力」を備えた農業従事者の育成に向け
た「九州農業大学（仮称）構想」について研究する。

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県、山口県

15 林業 日本海沿岸木材対策協議会
日本海沿岸に所在する12都府県の木材需給・流通施策担当職員及び林野庁職員が一堂に会し，各地域における近年の木
材需給動向や木材・木製品の流通動向，各道府県が取り組む地域材利用促進施策について情報交換を行うことにより，
木材産業振興行政の円滑な推進に資する。

北海道、岩手県、秋田県、山形県、新潟県、富山県、
石川県、福井県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、
福岡県

16 林業 北海道・東北ブロック造林間伐検討会 造林・間伐事業の実施に係る各道県の問題点等についての意見交換、及び技術検討を行う。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県
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17 林業 北海道・東北地区治山林道研究発表会 北海道・東北地区の森林土木担当者の技術向上と治山林道事業の発展に寄与する。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県

18 林業
東北・北海道地区治山・保安林関係技術討議
会

東北・北海道地区の治山関係業務担当者が一堂に会し、治山技術等の情報交換及び研鑽を行い、治山関係事業の発展に
寄与する。

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県

19 林業 東北・北海道地区林業事業現地検討会 東北・北海道地区の林道事業担当者の技術の向上を図り，林道事業の円滑な推進に資する。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県

20 林業 東北・北海道地区林道技術討議会
東北・北海道地区の林道関係業務担当者が一同に会し，林道技術等の情報交換及び研鑽を行い，林道関係事業の発展に
寄与する。

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県

21 林業
東北・北海道・新潟地区森林病害虫等防除対
策協議会

森林病害虫の発生状況及び防除事例についての情報交換、及び技術検討を行う。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、新潟県

22 林業 低コスト林業の実現に向けた取組の推進
森林資源の循環利用に向けて、伐採跡地を確実に植林するという林業サイクルを定着させるため、低コスト林業のあり
方の検討などについて、連携した取組を推進する。

北海道、青森県、岩手県、秋田県

23 林業
森林整備法人等の経営改善を推進するための
森林県連合

森林整備法人等（林業公社及び県）が行った分収林事業の多額の借入金等の問題は、全国的な問題でもあるとの観点か
ら、平成15年に岩手県知事、高知県知事の呼びかけにより立ち上げたもの。
各府県が連携して、国からの支援を受けるための要望活動をしている。現在の賛同府県は３４府県。

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、新潟県、
その他３４府県

24 林業
新生産システムの推進（奥久慈八溝モデル地
域）（H18～）

モデル地域において、川上から川下までの合意形成に基づき、施業・経営の集約化、協定取引、生産・流通・加工のコ
ストダウンにより、需要に応じた木材の安定供給を図る。

福島県、茨城県

25 林業 長野・岐阜　森林・林業連携会議 長野・岐阜両県が抱える森林・林業に関する課題、問題点等について情報共有し、連携して施策の実施に取り組む。 岐阜県、長野県

26 林業
森林・林業関係試験研究機関の連携に関する
協定

研究者の交流、人材育成、研究機器・設備の利用等について、相互に連携・協力し、効率的な試験研究の推進と森林・
林業技術の発展を図る。

愛知県森林・林業技術センター、静岡県農林技術研究
所森林・林業研究センター

27 林業 林業公社等研究会

林業公社の経営安定を図りつつ、森林の持つ公益的機能の確保を図っていくためには、１公社、１地方公
共団体の対応では限界があり、国の強力な支援策が必要なことから、九州・山口地域の林業公社を有する
県が連携をとりながら、林業公社の健全な経営を図るための検討を行うとともに、林業公社に対する支援策
について国等へ提言活動を実施する。

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県、山口県

28 林業 九州木材活用促進プロジェクト
九州の木材生産のポテンシャルは高く、今後は戦後造林した人工林が収穫期を迎えるため、九経連が策定した「九州地
域の森林・林業・木材産業アクションプラン」に基づく移出・輸出や土木用材等への利活用を官民連携して実施する。

山口県、福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、宮崎県、
熊本県、鹿児島県、沖縄県

29 水産業
かつお・まぐろ漁業対策推進道県協議会
（S52～）

外国の200海里漁業水域設定に伴う全国かつお・まぐろ漁業への影響緩和のための施策を講じる。
北海道、宮城県、沖縄県、鹿児島県、宮崎県、大分
県、高知県、和歌山県、三重県、静岡県、神奈川県

30 水産業 伊勢湾漁業影響調査委員会 水産生物および漁業・養殖業への影響調査を行うための技術的・専門的な事項について、指導・助言を行う。
中部地方整備局、愛知県水産試験場、三重県水産研究
所、学識経験者、（オブザーバー）愛知県、名古屋
市、名古屋港管理組合

31 水産業 太平洋北海域栽培漁業推進協議会
関係道県が実施する栽培漁業の取り組みを勘案し，マツカワ，ヒラメをはじめとする広域種の資源造成にむけた効率的
な種苗生産・放流や連携・共同した種苗生産・放流体制の構築を目指す取り組みを推進

北海道，青森県，岩手県，宮城県，福島県，茨城県，
（公社）全国豊かな海づくり推進協会

32 水産業 環日本海水産国際交流推進協議会
日本海沿岸道府県による日本海沿岸国との水産分野での情報交換、交流促進等の国際交流を、効率的かつ積極的に推進
するため、会員相互の協調を図り、連絡を密にすることを目的とする。

北海道、山形県、新潟県

33 水産業
北海道・東北漁船海難防止連絡協議会（S54
～）

北海道及び東北各県の漁船の海難を防止するため，共通の問題について協議する。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県

34 水産業
北海道・東北地区漁港漁場関係行政連絡協議
会

漁港漁場関係全般に関する意見及び情報の交換を行うほか、漁港漁場行政抱える諸問題を検討する。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県

35 水産業 漁業生産情報の共有 中核的漁業者の技術交流や技術の応用のため、漁業生産情報の共有化を進める。 北海道、青森県、岩手県、秋田県

36 水産業 広域海面利用協議会
平成12年度より両県海面における漁業と海洋性レクリエーションとの紛争の予防及び調整・解決を推進し、海面の円滑
な利用を図ることを目的に年１回開催している。

岡山県、香川県
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37 水産業
岩手県・宮城県沿岸部外国人技能実習受入れ
特区

岩手県・宮城県の国際的な人材育成・経済交流の促進など水産加工業の一層の発展を図る特区について，共同で認定を
受けるもの。

宮城県、岩手県

38 水産業 漁場生産力向上のための漁場改善実証事業
・ノリ色落ち対策として、下水処理施設の緩和運転、施肥による栄養塩供給、海底の未利用栄養塩を活用した栄養塩供
給等の試験を実施し、各海域の特性に適した栄養塩供給技術を検証する。

水産総合研究センター、兵庫県、岡山県、徳島県、香
川県、愛媛県、香川大学

39 水産業 赤潮等被害防止対策事業
赤潮多発期に関係府県と連携して広域調査を実施し、漁業被害の発生防止に努める。また、有害赤潮生物の出現特性を
明らかにする。

水産総合研究センター、大阪府、兵庫県、岡山県、徳
島県、香川県

40 水産業 密漁合同取締
・広域的に行われる密漁事犯に対し効率的に対応するため、平成16年５月より香川県、水島海上保安部及び坂出海上保
安署で「密漁三悪対策会議」を立ち上げ、情報交換を行いながら捜査や取締を実施し、大きな成果をあげている。

岡山県、香川県

41 水産業 九州水産業活性化プロジェクト

世界の水産業が右肩上がりの成長を続けているのに対し、日本の水産業は低迷の一途。漁獲量・生産額ともに世界の潮
流とはかけ離れた動き。こうした状況を打開するため、九州地域ひいては我が国の水産業振興のための提言を策定（平
成26年３月）。本提言実現に向け、今後5年間の水産業振興を図る九経連としてのアクションプランを平成２７年３月に
公表し実施。

山口県、福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、宮崎県、
熊本県、鹿児島県、沖縄県

42 水産業 広域回遊魚の放流事業

複数県間を移動・回遊する広域回遊魚については、放流者と受益者が必ずしも一致しないこと等から、各県
ごとの対応では、その効果が十分に得られていない場合がある。
このため、関係する県が共同で、魚種や海域の特性に応じた適切な手法による放流と資源管理を行い、効
果的かつ効率的に水産資源の維持・回復を図る。

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県、山口県

43 建設業 地方ブロック土木部長等会議
北海道・東北ブロックにおける道県及び政令市の土木（建設）部長により、「議題（課題）の提起」と「事例の回答」
方式で、懸案課題解決と情報交換を目的に、年２回開催（春期・秋期）

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、札幌市、仙台市、国

44 建設業
地方公共団体建設技術試験研究機関連絡協議
会北海道・東北ブロック会議

建設技術に関する企画調整、技術管理、試験研究並びに職員の技術研修等に関し関係機関相互の連携を図り、相互協力
のもとに業務を効果的に推進し、もって建設行政の発展に寄与する。

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県

45 建設業 中部地方建設副産物対策連絡協議会
公共事業等に伴い発生する建設副産物の発生抑制、再利用の促進と適正処理の推進を、公共事業実施機関等の密接な連
携のもと、より一層推進するため、地域内会員間において連絡調整や情報の収集、交換等を実施する。

中部地方整備局、東海農政局、中部森林管理局、岐
阜、静岡、愛知、三重各県及び名古屋、静岡、浜松各
市の関係部長、関係独立行政法人、NTT、中部電力、東
邦ガスの関係部長、各県建設業協会協会長など

46 建設業 中部公共建築設計懇談会 公共建築の設計業務に関する諸課題について意見交換し、相互理解を深め、よりよい公共建築を作ることを目指す。

中部地方整備局、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、
名古屋市、静岡市、浜松市、愛知・岐阜・三重・静岡
の建築士会、愛知・岐阜・三重・静岡の建築士事務所
協会、(社)日本建築家協会東海支部

47 建設業 中部地区技術管理等主管課長会議
公共土木事業の設計・積算・基準・電算化、工事監督・検査、労務資材及び施工調査、残土及び建設廃材、その他技術
管理に関する情報交換、連絡調整を行う。

中部地方整備局、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、
名古屋市、静岡市、浜松市の技術管理等主管課長

48 建設業 中部ブロック発注者協議会
国、特殊法人等及び地方公共団体等の各発注者が、公共工事の品質確保の促進に向けた取り組み等について情報交換を
行うなどの連携を図り、発注者間の協力体制を強化するとともに地域を支えた建設生産システムの向上に関する取り組
みを促進し、もって中部ブロックにおける公共工事の品質確保の促進に寄与することを目的とする。

中部地方整備局長、東海農政局長始め国の地方支分部
局、岐阜、静岡、愛知、三重の各県副知事、名古屋、
静岡、浜松の各副市長、中日本高速道路(株)始め関係5
団体

49 建設業 建設資材対策中部地方連絡会
建設資材について、構成員が情報交換等を行うことにより、その安定的確保等を図り、もって、公共事業の円滑な執行
を推進するため、建設投資見通し及び建設資材需要見通し、公共事業と建設資材の動向、建設資材の情報、建設資材を
取り巻く諸問題等について情報交換、調査等を行う。

中部地方整備局、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、
名古屋市、静岡市、浜松市、建設業者団体、資材業者
団体

50 建設業 中部地方公共工事契約業務連絡協議会
公共工事に関する契約業務の合理化を図るため、発注機関相互の連絡調整及び協調体制等の一層の強化を行うとともに
必要な調査研究等を行う。

東海防衛支局、東海農政局、中部地方整備局、日本郵
政(株)中部施設センター、中日本高速道路(株)名古屋
支社、名古屋高速道路公社、名古屋港管理組合、(独)
水資源機構中部支社、(独)都市再生機構中部支社、愛
知県、岐阜県、三重県、静岡県、名古屋市、静岡市、
浜松市
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51 建設業 公共事業労務費調査中部地方連絡協議会
公共事業の予定価格の積算に必要な公共工事設計労務単価を決定するため、建設労働者等に対する賃金の支払い実態
を、定期的に調査する。

農林水産省、国土交通省、岐阜県、静岡県、愛知県、
三重県、名古屋市、静岡市、浜松市、JR、公団等

52 製造業 コンビナート等保安規則保安担当者連絡会議
コンビナート事業所所管道府県の情報交換，連絡調整等を通じ，コンビナート保安行政の運営の一本化を図るととも
に，コンビナート保安の在り方を検討する。

北海道、青森県、宮城県、福島県、新潟県

53 製造業 全国金属鉱業振興対策協議会
地域に金属鉱業を抱える地方自治体と全国的規模で連携を取りながら、当該地域の振興のための調査検討等を行ってい
くことを設置の目的としている。また、休廃止鉱山を抱える地方自治体とは、休廃止鉱山鉱害対策部会を設置して、鉱
害防止対策についての調査検討等を行っている。

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、鳥取県ほか４県

54 製造業 とうほく組込み産業クラスタ（H18～） 製造業とIT関連企業が中心となり，組込み技術の高度化と技術者の育成に取組むもの
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、東北経産
局

55 製造業 とうほく自動車産業集積連携会議（H18～）
東北地域における産業界や経済界，大学，支援機関，行政等が一体となって，自動車関連産業の振興とその集積を図
る。

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、
新潟県、大学・民間企業等

56 製造業 北東北３県自動車技術研究会（仮称）の設立
北東北３県で「北東北３県自動車技術研究会（仮称）」を設立し、北東北３県の大学、公設試験研究機関等が有する自
動車関連の技術を高め、研究者や企業の交流を推進するとともに、企業ニーズとのマッチングにより地域内の企業の技
術力と競争力の強化を図り、技術や人的資源のレベルアップを目指す。

青森県、岩手県、秋田県

57 製造業 岩手秋田県際交流事業
・自動車関連産業への新規参入や取引拡大を図るため、両県企業の合同による工場視察、意見交換会の開催。
・両県の道の駅相互による道の駅交流物産展の開催、両県にまたがる古道である秀衡街道のガイドブックの作成、県境
におけるイベントとして県境国取り合戦の開催。

岩手県、秋田県

58 製造業 いわて・みやぎ自動車輸送特区（H24～）
岩手県と宮城県のさらなる自動車産業の集積のため，長大フルトレーラー連結車による輸送効率化を図る特区について
共同で認定を受けるもの。

岩手県、宮城県

59 製造業
みやぎカーインテリジェント人材育成セン
ター研修

自動車関連産業において重要な開発，設計分野の人材育成を通じて自動車関連産業の集積と振興を図ることを目的に，
平成19年12月から産学官の連携により，自動車の開発，設計に関わる技術者育成のための研修やセミナーを実施。
※平成26年度から宮城県単事業となるが，東北７県の学生等を対象としている。

宮城県

60 製造業 三県工業系公設試の連携 公設試験研究機関が保有する機器の相互利用の推進、三県共同ホームページの開設等。 群馬県・埼玉県・新潟県

61 製造業
四国４県「工業技術センター」の情報の一元
化

４県の工業技術センターが所有する情報（技術・機器・人材）を一元化
○４県公設試共同ホームページの運用
○各公設試職員による相互無料機器利用
○連絡会の開催

徳島県、愛媛県、香川県、高知県

62 製造業
北部九州自動車産業アジア先進拠点推進プロ
ジェクト

次世代自動車の生産・開発拠点化に向け、地元企業の開発・提案力の向上や生産技術の高度化支援、産業人材の育成、
次世代自動車に関する自動車メーカー等の生産・研究開発機能の誘致等を推進する。

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県、（オブサーバー）山口県

63 製造業 九州自動車・二輪車産業振興会議
九州に集積する自動車・二輪産業の振興のために、地域が一体となった協働事業（商談会、アドバイザー連携、情報発
信、集積促進）を推進していく。

福島県、大分県、佐賀県、長崎県、宮崎県、熊本県、
鹿児島県、沖縄県、山口県、国（九州経済産業局）、
自動車メーカー　等
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64 新産業、６次産業
「ものづくり技術」と「地域資源」の地域連
携

北海道と三重県における「ものづくり技術」と「地域資源」の連携を促進し、新たなビジネスの創出、地域経済の活性
化につなげていく。
＜主な取組実績＞
・大豆など未利用資源を用いた飼料の改良による乳・牛肉製品の品質向上
・未利用資源などを使用した機能性食品・化粧品などの開発
・「ものづくりテクノフェア2013」（平成25年7月、札幌市内で開催）にブースを出展、県内企業の技術などを紹介。
・「リーディング産業展みえ」（平成25年11月、三重県内で開催）にブースを出展、北海道産及び三重県産の食材を使
用したお菓子（プリン、ソフトクリーム）の試食販売など、連携による成果を紹介。あわせて道庁や産業展参加企業と
これまでの取組状況や今後の取組方向を協議する会議を開催。
・「ものづくりテクノフェア2014」（平成26年7月、札幌市内で開催）及び「みえリーディング産業展」（平成26年11
月、三重県内で開催）に相互参加し、交流を促進した。

北海道、三重県、大学、民間企業など

65 新産業、６次産業 ６次産業化・４道県合同シンポジウムの開催 広域的な連携による機運を醸成する場として、４道県合同シンポジウム開催の検討を進める。 北海道、青森県、岩手県、秋田県

66 新産業、６次産業 ６次産業化・支援人財の広域的活用 商品開発や販路開拓等の専門的知識を有する支援人材の情報を共有し、広域的な活用を図る。 北海道、青森県、岩手県、秋田県

67 新産業、６次産業 ６次産業化・先進事例の情報共有 ６次産業化に関する各道県の先進的事例について、情報共有する。 北海道、青森県、岩手県、秋田県

68 新産業、６次産業
浜松・東三河地域イノベーション戦略推進協
議会

最先端の光・電子技術を基盤として、「輸送機器用次世代技術産業」「新農業」「健康医療産業」「光エネルギー産
業」の新産業４分野の基幹産業化を実現することにより、わが国の振興、発展に寄与することを目的に設置

浜松商工会議所、国立大学法人静岡大学、国立大学法
人浜松医科大学、学校法人光産業創成大学院大学、静
岡県、浜松市、㈱静岡銀行、浜松信用金庫、遠州信用
金庫、（公財）浜松地域イノベーション推進機構、豊
橋商工会議所、国立大学法人豊橋技術科学大学、愛知
県、豊橋市、豊橋信用金庫、㈱サイエンス・クリエイ
ト

69 新産業、６次産業
アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区
推進協議会

国際戦略総合特別区域の指定の申請、国際戦略総合特別区域計画並びに認定国際戦略総合特別区域計画の作成及びその
実施に関して必要な事項について協議する。

長野、岐阜、静岡、愛知、三重の5県知事、5県内の59
市町村長、名古屋港管理組合管理者、東レ(株)、(一
社)中部経済連合会会長始め174企業･団体等

70 新産業、６次産業 中部航空宇宙産業フォーラム
中部地域の産学官が結集し、我が国航空宇宙産業の振興に向け、系列にとらわれない航空機部品産業の結集・育成、他
産業からの新規参入を積極的に推進するため、新市場開拓促進事業・サプライヤー育成・参入支援事業、新技術創出・
先端研究機能整備事業、新需要・新サービス創出促進事業を実施する。

中部経済産業局、愛知県、岐阜県、三重県、(一社)中
部経済連合会等の経済団体、三菱重工業(株)、川崎重
工業(株)始め航空宇宙分野の部品加工企業

71 新産業、６次産業 中部産業振興協議会
次代を担う先端的企業や研究機関の誘致・育成や産学官連携による新技術・新産業の創出などを地域の総力を挙げて推
進する。

長野、岐阜、静岡、愛知、三重の各県知事、名古屋市
長、中部経済産業局、東海総合通信局、中部地方整備
局、中部運輸局の各局長、中部経済連合会会長・副会
長、大学の長、(公財)科学技術交流財団理事長

72 新産業、６次産業 東海地域農林漁業成長産業化推進協議会
東海地域の農林漁業者等の6次産業化の取組をより効果的に推進し、農林漁業のさらなる成長産業化の取組を促進するた
めに、農林漁業の成長産業化に関する普及・啓発の推進、情報の収集・提供・共有化、優良事例の発掘等を行う。

東海農政局、中部経済産業局、岐阜県、愛知県、三重
県の農林水産担当部局、3県の農林水産団体及び商工団
体等

73 新産業、６次産業 ベンチャー企業を対象とした交流会
岡山・香川両県知事の合意を踏まえ県境を越えてのベンチャー育成を目的とし、両地域のベンチャー企業によるパネル
ディスカッション等交流セミナーを共同で開催。

岡山県、香川県

74 新産業、６次産業 健幸支援産業の創出プロジェクト
新たな保険外サービス等の医療介護周辺産業や医療介護等の現場ニーズに対応したものづくりへの参入を促進し、「健
幸支援産業」の創出を目指す。

香川県・徳島県・高知県・愛媛県、四国経済産業局 等

75 新産業、６次産業
健康食品等の機能性表示と四国産品の６次産
業化推進プロジェクト

四国が連携した新たな機能性表示制度の活用や６次産業化の推進により、魅力ある四国の食の付加価値をさらに高め、
販路拡大・食のブランド化につなげる。

香川県・徳島県・高知県・愛媛県 等
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76 新産業、６次産業 バイオ産業振興プロジェクト

九州の豊富な農林水産資源や、伝統的に育まれた発酵・醸造技術の蓄積、それらを活かした健康食品・機能性食品産業
やバイオ関連の企業や大学・研究機関等の集積を踏まえ、フランスフードクラスターなど海外の支援機関と連携し、機
能性食品・健康食品の開発、さらには予防医学・サービス産業への展開を目指し安全・安心な「フード・健康アイラン
ド九州」を構築する。

山口県、福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、宮崎県、
熊本県、鹿児島県、沖縄県

77 新産業、６次産業 創業・ベンチャー企業創出プロジェクト
世界で活躍できるベンチャー企業の創出を図り、産業の新陳代謝促進、経営資源の有効活用、雇用の創出等により、九
州から我が国経済の活性化を図る。

山口県、福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、宮崎県、
熊本県、鹿児島県、沖縄県

78 新産業、６次産業
アジア・クリーンクラスター戦略分野展開プ
ロジェクト

九州地域の強みであるクリーン分野（環境・エネルギー・次世代自動車）の技術融合、先端産業と地域産業との融合に
よるイノベーション創出のための取組を加速させ、国内の市場変化やアジア等の海外市場に対応したビジネスを組成
し、当該分野の国際競争力が増すことで、急速に拡大するクリーン分野の世界市場を九州の企業が獲得する。

山口県、福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、宮崎県、
熊本県、鹿児島県、沖縄県

79 新産業、６次産業 ヘルスケア産業振興プロジェクト

半導体関連産業やロボット産業等の蓄積技術の活用、最先端医療新サービス拠点整備や高齢化市場の早期到来等に対応
した地域萌芽と特性を踏まえ、東九州メディカルバレー構想等地域プロジェクトと連携し、医療・福祉機器関連産業及
び医療・介護周辺サービス業の創出と集積、さらには積極的な海外展開を図り、「健康寿命が延伸する社会」の構築の
実現を目指す。

山口県、福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、宮崎県、
熊本県、鹿児島県、沖縄県

80 新産業、６次産業
九州スマートコミュニティ産業化プロジェク
ト

北九州市や水俣市などにおけるスマートコミュニティ実証実験の成果や、課題と解決方策、新たな候補地等に関する情
報などを九州地域で共有し、再生可能エネルギーや基幹エネルギー、省エネルギーなどを組み合わせたエネルギー需給
の最適化を他地域に先駆けて実現するとともに、関係産業の集積、新産業の創出等を目指す。

山口県、福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、宮崎県、
熊本県、鹿児島県、沖縄県

81 新産業、６次産業
（国庫事業）平成26年度農山漁村6次産業化
対策事業
輸出に取り組む事業者向け対策事業

他県と連携した輸出促進の取組みにより農林水産物の輸出を拡大
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、
鹿児島県

82 新産業、６次産業 唐津コスメティック構想推進プロジェクト
佐賀県唐津市とフランス・コスメティックバレーとの連携協力協定を活かして、フランスの化粧品ブランド力と日本の
技術力（高品質・安全性）のコラボレーションにより成長著しいアジア市場を開拓し、北部九州地域における化粧品関
連産業の集積と雇用の創出に取り組む。

ジャパン・コスメティックセンター、唐津市、玄海町
及び佐賀県

83 エネルギー
北海道・東北ブロック液化石油ガス消費者保
安対策推進会議

液化石油ガス消費者の保安の確保を目的に，行政及び関係団体が相互に連携し，実態把握並びに意見交換を行う。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、新潟県

84 エネルギー
核燃料税関係団体連絡協議会
（S60～）

核燃料税に関する諸問題についての情報交換、調査研究等を行うことにより、この税に係る事務の円滑な推進を図る。
※福島：H25.3退会

北海道、青森県、宮城県、新潟県

85 エネルギー
北海道・東北六県火薬類及び高圧ガス並びに
液化石油ガス保安関係ブロック会議

産業保安行政に関する課題や各道県の取組について協議・情報交換を行うもの。
※主催は経済産業省北海道産業保安監督部及び関東東北産業保安監督部東北支部

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県

86 エネルギー
軽油取引税にかかる路上抜取り調査
（H15～）

不正軽油の流通が複雑且つ広域化している現状に鑑み、隣接県（茨城県）と合同で実施することにより、情報の共有
化・連絡体制の強化を図り、不正軽油使用者の現状把握に努める。

福島県、茨城県

87 エネルギー
高圧ガス・火薬類・LPガス保安担当者中部ブ
ロック会議

国と各県との連絡提携の推進、高圧ガス等の保安行政政策、関係法令等の研究、情報交換を行うことにより、保安行政
の向上発展を図る。

愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県、経済産業
省、中部近畿産業保安監督部、高圧ガス保安協会、全
国火薬類保安協会

88 エネルギー
再生可能エネルギーの産業化に向けたアク
ションプランの策定

九州では再生可能エネルギー及び水素でポテンシャルが高く、先進的な取り組みが始まっている。一方、海洋エネル
ギー分野など産業化まで至っていないものや、企業参入が限定的等の課題がある。また、国際競争力強化も課題の一つ
である。こうした課題解決に向けた検討を行い、再生可能エネルギー等の分野にて国際市場で戦える産業を構築するた
めに、九州の産官学が連携して取り組むべき事項を明らかにする。

山口県、福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、宮崎県、
熊本県、鹿児島県、沖縄県

89 エネルギー
地熱・温泉熱エネルギー産業拠点化推進プロ
ジェクト

地熱・温泉熱エネルギーの産業拠点化を図るため、豊富な地熱・温泉熱資源や地熱関連企業の技術力を生かして、温泉
熱発電や熱利用などのプロジェクト組成を加速するとともに、東南アジアなどポテンシャルが高い海外への事業展開を
目指す。

山口県、福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、宮崎県、
熊本県、鹿児島県、沖縄県

90 エネルギー 九州水素エネルギー社会実現プロジェクト
全国に先駆けて九州で水素エネルギー社会の実現を目指し、燃料電池自動車（ＦＣＶ）の普及と水素ステーションの整
備の一体的な推進、定置型燃料電池の普及促進により、水素エネルギー関連産業の育成・集積を図る。

山口県、福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、宮崎県、
熊本県、鹿児島県、沖縄県
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91 エネルギー
有機光エレクトロニクス産業拠点化プロジェ
クト

九州を有機光エレクトロニクス関連産業の拠点とすることを目的として、九州全域の半導体関連企業等による共同開発
や、有機光エレクトロニクスの特性（低消費電力、軽量・薄型化、フレキシブル等）を活かした用途開発による有機光
エレクトロニクス関連産業への参入促進、関連企業の誘致を実施する。

山口県、福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、宮崎県、
熊本県、鹿児島県、沖縄県

92 エネルギー 農山村発再生可能エネルギープロジェクト
農山村に豊富に潜在するエネルギー資源の有効利用、特に熱として積極的に利用することにより、新たな産業やビジネ
スモデルを創出するとともに、農山村における新たな付加価値や雇用機会の創出による地域の活性化を目指す。

山口県、福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、宮崎県、
熊本県、鹿児島県、沖縄県

93 技術向上 建設技術推進会
建設技術業務の技術支援及び協力、各機関の技術力の確保・向上、技術管理業務等の充実等について検討を行い、相互
の技術支援により地域全体の技術力の向上を図る。

中部地方整備局、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、
名古屋市、静岡市、浜松市

94 技術向上 高機能素材関連産業創出プロジェクト
紙産業集積の高度化を図るとともに、炭素繊維、アラミド繊維などの製造拠点集積を活かし、素材の高度な機能を活用
した高付加価値製品の開発・供給拠点「次世代マテリアル・クラスター四国」の形成を目指す。

香川県・徳島県・高知県・愛媛県、四国経済産業局、
四国経済連合会

95 技術向上
四国地域製造業の技術競争力強化によるイノ
ベーションの促進プロジェクト

四国の企業と四国内外の大企業・大学等との技術マッチングを促進し、マッチングの成果を事業化に結びつけることに
よって、四国地域製造業の技術競争力強化とイノベーション（技術革新）を促進する。

香川県・徳島県・高知県・愛媛県、四国経済産業局 等

96 技術向上
ものづくりにおける組込みソフトウェアへの
軽量Ruby活用促進プロジェクト

九州・沖縄地域の製造業、ソフトウェア開発企業に、九州発の生産性の高い組込み向けプログラミング言語「軽量
Ruby」による組込みシステムを普及させることで、域内のものづくり基盤技術の高度化を図る。

山口県、福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、宮崎県、
熊本県、鹿児島県、沖縄県

97 雇用対策 主要都道府県労働主管部長会議 雇用・労働関係の意見・情報交換のための会議 北海道？

98 雇用対策
外国人労働者の適正雇用と日本社会への適応
を促進するための憲章

東海三県の経済を支える外国人労働者の適正雇用と日本社会への適応を促進するため、各事業所への周知活動、経済団
体のセミナー、定例会等の機会を通じた普及活動等を実施する。

愛知県、岐阜県、三重県、名古屋市、(一社)中部経済
連合会始め13団体

99 雇用対策
事業譲受希望者とのマッチングによる事業承
継支援プロジェクト

後継者不在などで事業の存続に悩みを抱える中小企業と事業譲受希望者とのマッチングによる事業承継支援を行うこと
により、四国管内の雇用確保と事業者の新陳代謝を促進する。

香川県・徳島県・高知県・愛媛県、四国経済産業局 等

100 雇用対策 若年者就業支援の連携

県域にとらわれない若年者就業支援サービス（就職支援情報の提供体制、九州各県企業が一堂に会する
場の提供等）の拡大を図る。
＜平成１８年度～＞
○ ジョブカフェ（※）に九州・山口コーナーを設置し、各県の就職支援情報を提供
○ 各県ジョブカフェホームページに共通バナーを作成
＜平成１９年度～＞
○ ジョブカフェの共同ポスターを作成
○ 県ジョブカフェ担当者・カウンセラーによる合同会議の開催
＜平成２１年度～＞
○ 九州・山口各県合同会社説明会の開催
・ブース形式にて各企業の魅力情報を発信
・就職活動ワンポイント講座、適性検査、就職相談のコーナーを設置
・九州・山口の各県コーナーを設け、各県の就職支援やＵＩターンに係る情報を提供
・４年間で、延べ619社、6,284人が参加し、265人が就職

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県、山口県

101 販路拡大
大都市における特産品の通年販売コーナー等
の設置

大都市のデパート等で三県共同の通年販売コーナーなどを設置する。 青森県、岩手県、秋田県

102 販路拡大
宮城・山形・福島合同商談会
（H14～）

関東地区を中心としたメーカー・商社等と，３県の製造関係の受注企業が面談する機会を設け，企業振興を図るもの。 宮城県、山形県、福島県

103 販路拡大
おいしい山形・食材王国みやぎビジネス商談
会

宮城・山形両県の加工食品を中心とした合同によるビジネス商談会の開催 宮城県、山形県

104 販路拡大
石川・福井繊維企業連携新素材開発等支援事
業

固有の技術・ノウハウを有する産地企業が県域を越えた連携の下で行う新素材開発・販路開拓に至るまでの様々な段階
における取り組みを石川・福井の行政・支援機関・公設試が一体となって支援することにより、産地の自立化を加速さ
せることを目的とする。

石川県、福井県
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105 販路拡大 上信越地域における広域的産業・物流活性化

群馬県・ 新潟県・長野県においては、３県をつなぐ高規格幹線道路（関越道・上信越道・北関東道・長野道・北陸道）
が整備済みであり、さらに現在、中部横断道・上信自動車道等の高規格道路の新設整備や港湾（新潟港・直江津港）の
拡張整備を行っている。これにより、物流効率化に資する交通結束点の整備が進み、産業立地のポテンシャルがこれま
で以上に高まっている。
このポテンシャルを活かし、交通結節点と物流拠点とのアクセスをさらに強化することにより、海外及び国内へ３県の
産業製品の販路拡大を支え、本地域のさらなる産業活性化を図る。

群馬県・新潟県・長野県

106 販路拡大
群馬埼玉地域における広域的産業・物流活性
化

群馬県・埼玉県においては、自動車関連産業等の産業拠点（工業団地等）が点在しており、両県間の物流も盛んであ
る。また、既存の関越道、東北道に加え、圏央道、北関東道等の高規格道路の整備に伴い、これらの高規格道路ネット
ワークを軸とした「埼玉群馬地域」における産業のポテンシャルが飛躍的に高まっている。このポテンシャルを最大限
に活かすべく群馬県・埼玉県の両県を繋ぐ道路、及び高規格道路と産業拠点とのアクセス道路を整備して物流機能を高
めることにより、広域的な競争力を強化し、本地域のさらなる産業活性化を図る。

群馬県、埼玉県

107 販路拡大 農産物輸出販路拡大事業
北関東３県が連携して、品質保持試験や試験輸送、試験販売を実施し、長期品質保持や流通コスト低減など輸送面や販
売面の課題を明らかにし、今後の広域連携の取組について検討する。

茨城県、群馬県、栃木県

108 販路拡大 九都県市合同商談会
下請け中小企業の取引拡大と受注量の確保を図るため、他県の各中小企業支援センター等と連携して、県域を超えた広
域合同商談会を実施。

千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎
市、千葉市、さいたま市、相模原市

109 販路拡大 関東５県ビジネスマッチング商談会
下請け中小企業の取引拡大と受注量の確保を図るため、他県の各中小企業支援センター等と連携して、県域を超えた広
域合同商談会を実施。

千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県

110 販路拡大
長野県・富山県ものづくり連携商談会　in
東京

・首都圏の大手メーカ（環境、医療、自動車分野等）や商社との商談の場を提供し、新規取引先の開拓を支援する。
・両県の「ものづくり企業」における相互の連携により、将来的に共同受注や技術連携ができる連携体を構築する。

富山県、(公財)富山県新世紀産業機構、(公財)長野県
中小企業振興センター、（公財）全国中小企業取引振
興協会

111 販路拡大 メディカル・デバイス産業振興協議会 医療機器産業等の振興を図るため、医療現場のニーズ発表事業や新規参入支援、販路拡大支援などを実施する。
中部経済産業局、岐阜県、愛知県、三重県、名古屋
市、名古屋商工会議所、名古屋大学、医療機器産業関
連事業者　等

112 販路拡大 中部国際物流戦略チーム
中部地域の実情に応じた国際物流のボトルネック解消に向けた対応と効率的な新しい物流システムについて検討する。
（活動例：国土交通省の支援による伊勢湾の外貿コンテナの海上モーダルシフト実証実験）

愛知、岐阜、三重、静岡の各県、名古屋市及び静岡市
の担当部局長、名古屋港管理組合、四日市港管理組
合、中部運輸局始め13の国の機関、経済・商工関係30
団体

113 販路拡大
大都市圏における特産品の販路拡大に関する
連携

大都市圏における商談会などにおいてブース出店を相互に行うことや、長野県産ワインや三重県産海産物などの両県ブ
ランドの特産品を、共同して販路拡大していく。

三重県、長野県

114 販路拡大 三県共同物産展の開催

三県共同での物産展を、国内の大都市や海外の百貨店で開催できるよう、準備を進める。
＜主な取組実績＞
三県共同での物産展の開催（平成２６年度開催実績）
平成27年1月21日～26日（６日間）　八木橋（さいたま市）
平成27年2月18日～24日（７日間）　山形屋（鹿児島市）
平成27年3月5日 ～10日（６日間）　トキハ（大分市 ）

三重県、奈良県、和歌山県

115 販路拡大 四国企業販路開拓マッチングプロジェクト
四国の優れた製品・高い技力を持つ企業と域外の大手企業等とのマッチングを推進することにより、四国内企業の全国
展開や海外展開を図る。

香川県・徳島県・高知県・愛媛県

116 販路拡大 四国産品外商ネットワーク会議 国内での四国産品の販路拡大や認知度向上に取り組み、四国経済の振興につなげる。 徳島県，香川県，愛媛県，高知県

117 販路拡大
「四国のこだわり花」販路開拓・販売拡大事
業

四国４県が持つ個性のある花きの特徴や強みを生かすため、４県が連携して販売促進と新たな販路拡大を図り、四国の
花き産業並びに花き文化の発展に資することを目的とする。

香川県・徳島県・高知県・愛媛県

118 販路拡大 四国4県・東アジア輸出振興協議会
四国４県が一体となった海外販路開拓に関する事業展開をすることにより、四国内企業等の販路開拓などを支援すると
ともに、海外における四国の知名度の向上を図る。

徳島県、香川県、愛媛県、高知県、ジェトロ徳島、
ジェトロ香川、ジェトロ愛媛、ジェトロ高知

119 販路拡大
四国産品の認知度向上及び販路開拓・販売拡
大事業

首都圏の百貨店等において四国フェアを開催するための外商活動を実施するほか、東京の４県アンテナショップの連携
による催事を開催する。

高知県、愛媛県、香川県、徳島県
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120 販路拡大 首都圏での農産物ＰＲ

・アンテナショップを活用し、両県の特産くだもの（岡山：ぶどう、鳥取：柿、梨）等を試食ＰＲ（平成26年10月25日
～26日）
・羽田空港内のレストラン11店舗で両県食材を使ったメニュー展開やアンテナショップのＰＲを実施（平成26年11月1日
～30日）

鳥取県、岡山県

121 販路拡大 野生鳥獣の利活用(ジビエ等)推進
獣肉、皮革等の利活用促進に向け、ノウハウの共有化やジビエ料理等の魅力、加工品の情報発信など販促活動の共同実
施の可能性についての検討が必要。

鳥取県、岡山県等

122 販路拡大
海洋再生可能エネルギー産業の拠点形成プロ
ジェクト

海洋再生可能エネルギーに関する自然条件や大学等研究機関の知見、充実した港湾インフラと広大な産業用地といっ
た、九州の高いポテンシャルを活かし、関連拠点を整備するとともに、事業化フィールドを併せて確保することで、九
州地域における需要を拡大し、関連企業や研究機関の集積を図り、産業拠点を形成する。

山口県、福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、宮崎県、
熊本県、鹿児島県、沖縄県

123 販路拡大 輸出の促進の連携
東南アジアや欧州への食品等の輸出を促進するため、九州・山口各県が連携して合同商談会、物産展等を開
催する。

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県、山口県

124 販路拡大 福岡県産品輸出促進協議会 他県と連携した輸出促進の取組みにより、農林水産物の輸出拡大を図る。
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、
鹿児島県

125 販路拡大
県産材輸出促進対策事業（H27当初予算要求
中）

福岡・佐賀・長崎三県合同で輸出用木材を確保し安定的に輸出することにより、現地バイヤーに対する価格交渉力の向
上を実証し、県産材の輸出拡大を図る。

福岡県、佐賀県、長崎県

126 販路拡大
関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同
キャンペーン

高齢者及び若者に対する悪質商法被害に対して、共通のポスター、リーフレット等を活用することで、被害の未然防止
のための注意喚起、情報提供及び社会的機運の高揚を図る。

１都９県６政令指定都市（東京都、神奈川県、千葉
県、埼玉県、栃木県、茨城県、群馬県、山梨県、長野
県、新潟県、横浜市、川崎市、相模原市、千葉市、さ
いたま市、新潟市）及び国民生活センター

127 消費者保護 五都県悪質事業者対策会議
広域的に悪質な取引行為等を行う事業者に対応するための連携体制を強化し、特定商取引に関する法律に基づく指導、
処分等の円滑かつ効果的な発動により、消費者被害の未然・拡大防止等の消費者保護に資することを目的に設置。

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県

128 消費者保護 五都県広告表示等適正化推進協議会
広域的・効果的な表示等の適正化を推進するための連携体制を強化し、不当景品類及び不当表示防止法を円滑に運用す
ることを目的に設置。

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県

129 消費者保護 東海地域悪質事業者対策会議
広域的に活動する悪質な事業者に対応するため、特定商取引に関する法律等の違反事業者の情報交換や同法に基づく行
政措置に関すること等を審議・検討により、東海地域各県による連携体制の強化を図り、消費者被害の未然・拡大防止
等の消費者保護を目指す。

岐阜県、静岡県、愛知県、三重県の担当課長級職員及
び中部経済産業局産業部消費経済課長(オブザーバー)

130 消費者保護 東海4県広告表示等適正化推進会議
表示等の適正化を広域的効果的に推進するため、東海4県の景品表示法担当における事例研究、情報交換、合同調査、合
同指導などを行うことにより、東海地域各県の連携体制を強化し、不当景品類及び不当表示防止法の円滑な運用により
一般消費者の利益を保護することを目的とする。

岐阜県、静岡県、愛知県、三重県の担当課長級職員及
び公正取引委員会事務総局中部事務所（オブザー
バー）

131 消費者保護 悪質商法被害防止広域ネットワーク

【目的】広域的に悪質な取引行為等を行う事業者に対応するため、四国４県による連携体制の強化を図り、特定商取引
に関する法律及び各県の消費生活に関する条例の円滑かつ効果的な運用を図り、消費者被害の未然・拡大防止等に資す
る。
【概要】四国４県悪質商法対策会議を定期的に開催し、情報交換を実施。

徳島県、香川県、愛媛県、高知県

132 消費者保護 消費生活の安全安心ネットワークの整備

近年の規制緩和、情報・交通手段の発達により、事業者の活動が広域化し、県境を越えた悪質な取引行為
が増加していることから、各県が連携して事業者処分等を行い、悪質な訪問販売やマルチ商法等を行う事業
者を広域的に排除するとともに、処分情報を連携して公表し、消費者被害拡大の未然防止と消費者の自立支
援を図る。

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県、山口県

133 その他 東北・北海道金融主管課長会議（S48～）
各道県の中小企業向け金融支援施策等に関し、相互に政策効果の向上を図るため、諸課題の解決に向けた情報・意見交
換を行う。（7道県持ち回り主催）

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県

134 その他
北海道・東北ブロック地方公営企業連絡協議
会（H2～）

北海道・東北地方における地方公営企業の健全な経営とその発展に寄与するため，連絡調整会議，調査研究等を行う。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、新潟県
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135 その他
北海道・東北ブロック地方公営企業連絡協議
会工業用水専門委員会

北海道・東北地方における工業用水道事業の健全な経営とその発展に寄与するため，調査研究，意見交換等を行う。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県

136 その他
北海道･東北ブロック土木部等技術次長技監
会議

北海道・東北ブロックにおける道県及び政令市の技術次長(技監)により、「議題（課題）の提起」と「事例の回答」方
式で、懸案課題解決と情報交換を目的に、年１回開催

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、札幌市、仙台市、国

137 その他 東北ILC推進協議会（H24～）
東北地方にILCを誘致するための産学官連携組織として，平成24年７月に前身の東北加速器基礎科学研究会から改組し設
立。政府要望の実施，「ILCを核とした東北の将来ビジョン」を公表。

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

138 その他 東北地域医療機器産業支援ボード
東北地域での医療機器産業の集積を促進するため、6県の行政、支援機関等が連携し、医療現場のニーズ把握や取引マッ
チング等の各種事業を実施。

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

139 その他
東北地域産業開発促進協議会
（S39～）

東北地域の地域開発に関する関係機関の協力体制を確立し、東北地域の産業開発及び国際化を促進する。 青森県、岩手県、宮城県、山形県、福島県

140 その他 北東北３県産業振興推進会議（仮称）の設置
産業振興に関して相互に情報交換を行うとともに、県境をまたいだ地域における振興などについて、広い視点から、そ
の方策等について検討する、各県の産業担当部長による検討組織を設置する。

青森県、岩手県、秋田県

141 その他 「大連商談会」の共同開催（H16～） 県内企業の対中国ビジネスの機会拡大のため，大連市周辺の現地企業との商談会を岩手県と共同で開催する。 岩手県、宮城県

142 その他
岩手県沿岸広域振興局大船渡地域振興セン
ターとの意見交換（H14～）

県境地域の諸課題の解決並びに地域振興及び産業振興について情報交換等を行う。 岩手県、宮城県

143 その他 東北発！海外展開加速化プロジェクト
生産者が輸出に取り組む上で障壁となっているロット確保や物流効率化等を広域連携により解決するとともに，SNS等を
活用して現地の嗜好を商品開発に反映する手法を確立することで，輸出にチャレンジできるモデルを構築する。

宮城県、福島県、岩手県

144 その他 三遠南信地域産業活性化協議会
企業立地促進法に基づく三遠南信地域基本計画について、その実施に関し必要な事項その他地域における産業集積の形
成又は産業の活性化に関し必要な事項について協議を行う。

飯田市、浜松市、豊橋市、長野県、静岡県、愛知県、
飯田商工会議所、浜松商工会議所、豊橋商工会議所、
(公財)浜松地域イノベーション推進機構、(株)サイエ
ンス・クリエイト、(公財)南信州・飯田産業センター

145 その他 東海地区輸入食品等衛生対策連絡会議 輸入食品等の安全確保対策を推進することを目的とし、関係機関の連絡調整・情報交換を行う。
東海北陸厚生局、名古屋検疫所、岐阜県、静岡県、愛
知県、三重県、名古屋市、岐阜市、静岡市、浜松市、
豊田市、豊橋市、岡崎市、四日市市

146 その他 グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会
グレーター・ナゴヤ圏域（名古屋を中心に概ね100km圏内）を対象に、行政の枠組みを超え、経済実態に応じた広域経済
圏による外国企業誘致を推進する。

愛知県、岐阜県、三重県、名古屋市始め賛同市、中部
経済産業局、ジェトロ、(一社)中部経済連合会、名古
屋商工会議所始め賛同商工会議所、域内企業・大学・
研究機関等

147 その他 航空宇宙産業にかかる連携
「地域オープンイノベーション促進事業」（平成26年度補正、経産省事業）について、航空機のテーマで協力してい
く。

長野県、三重県

148 その他 東海・北陸連携コンポジットハイウェイ構想
繊維や機械産業（川中）の集積する北陸地域と自動車や航空機産業（川下）の集積する東海地域が産業の特性・強みを
相互に補完し、地域の研究開発拠点を中心に人材や技術、情報の交流を活発化することにより、世界に通じる炭素繊維
複合材料の一大生産・加工地域を形成する

金沢工業大学革新複合材料研究開発センター(ICC)、名
古屋大学次世代複合材技術確立支援センター(NCC)、岐
阜大学複合材料研究センター(GCC)、石川県、富山県、
福井県、愛知県、岐阜県、三重県、名古屋市、(独)産
業技術総合研究所中部センター

149 その他
伝統的工芸品産業魅力アップ・創造事業（職
人交流・アンテナショップ展示）

石川県と伝統工芸品等の振興に向けた連携を行うことを目的に、平成27年度伝統工芸品産業魅力アップ・創造事業（委
託先：長野県中小企業団体中央会）の一事業として、伝統工芸品職人による相互の交流推進及び伝統工芸品の共同展示
会を開催する。

石川県、長野県中小企業団体中央会
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150 その他 三重県岐阜県医療福祉機器等開発連携会議
岐阜県、三重県における医療・福祉現場のニーズ、大学等の研究シーズ、企業のコア技術のマッチングを行い、企業に
おける医療・福祉機器等の開発を支援することで、両県の医療・福祉機器産業の活性化をめざす。

岐阜県、岐阜大学研究推進・社会連携機構、(公財)岐
阜県研究開発財団医工連携推進室、三重県、三重大学
社会連携研究センター、(公財)三重県産業支援セン
ター

151 その他
口蹄疫対策（迅速・適確な家畜防疫及び畜産
物流通体制の整備）

口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザなど、伝播力の著しく強い家畜伝染病の発生に対し、県境を越えた迅速・適確な防
疫対策の確立を図る。

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県、山口県

152 その他 九州・沖縄地方成長産業戦略
九州・沖縄地域におけて重点化すべき戦略分野を特定し、地位資源を掘り起こして必要な戦略を定めるとともに、その
具現化を促す取り組みを検討し、実行する事を目的としている。

福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、宮崎県、熊本県、
鹿児島県、沖縄県

153 その他 東九州メディカルバレー構想
大分県から宮崎県に広がる被害九州地域において、血液や血管に関する医療を中心に、産学官が連携を深め、医療機器
産業の一層の集積と地域経済への波及、更にはこの産業集積を活かした地域活性化と医療分野でのアジアに貢献する地
域を目指す。

大分県、宮崎県
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