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北東アジア研究交流ネットワーク（NEASE-NET） 

第 10回フォーラム＆国際シンポジウム(案) 

 2015年 5月 18日現在 

テーマ：アジア地域統合の新時代と北東アジア地域協力の行方 

１．開催日時と会場 

  日時：2015年 7月 18日 (土)～19日 (日)国際フォーラム 

   関連行事 

7月 19日午後：能登地域振興フォーラム、20日能登半島エクスカーション 

２．会場 

7月 18日午後：北陸大学講義室(202) 

7月 19日午前：石川県政記念しいのき迎賓館（セミナー・ルーム A） 

関連行事 

7月 19日午後：能登町宇出津ラブロ恋路ホテル会議室 

３．主催および共催、協力、後援 

主催：北東アジア研究交流ネットワーク 

共催：北陸大学未来創造学部・ 

後援：ワンアジア財団・北陸大学地域連携センター 

協力：北陸環日本海経済交流促進協議会（北陸 AJEC、会長：永原 功） 

   環日本海経済交流センター（富山、会長：藤野 文晤） 

   環日本海国際学術交流協会（金沢、会長：山村 勝郎） 

   韓国東北アジア知識人連帯（NAIS・KOREA）   

能登町地域活性化推進協議（会長・谷内 治朋） 

その他 

後援団体：北陸中日新聞社、北国新聞、その他 

 

第一日目 7 月 18日（土）13:00～18:20  場所：北陸大学講義室（202） 

総合司会：李 鋼哲・北陸大学未来創造学部教授 

開会の挨拶： 13:00～13:10 

谷口 誠・北東アジア研究交流ネットワーク代表幹事 

小倉 勤・北陸大学学長・理事長 

来賓の挨拶： 13:10～13:20 

韓国：NAIS-KOREA代表者 

   中国：中国駐日本名古屋総領事 

   ロシア：    

基調講演：13:20～14:50（各 30分） 

（１） ソドブジャムツ・フレルバータル・モンゴル駐日本特命全権大使 

（２） 中国側調整中 

（３） 金 泳鎬（Yeongho KIM）韓国壇国大学碩座教授、元産業資源部長官 

     

 休憩 15分間（コーヒーブレイク） 
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第 1セッション： 15:05～16:35 

テーマ： ASEAN経済共同体の創成および北東アジア地域協力へのインパクト 

司会：叶 秋男・北陸大学未来創造学部教授・学部長 

基調報告：石川 幸一・亜細亜大学教授（20分） 

パネル報告 45分（3名） 

 平川 均・国士舘大学教授（名古屋大学名誉教授）・NEASE-NET幹事 

 李 暁東・島根県立大学教授・前北東アジア地域研究センター長 

 李 洙勲・韓国慶南大学教授・NAISKOREA共同代表 

     （テーマ：ASEAN共同体の北東アジアに与える影響） 

パネル・ディスカッション ＆ フロアー質疑応答（25分） 

 

休憩 15分間（コーヒーブレイク） 

 

第 2セッション：16:50～18:20 

テーマ：アジア地域協力のダイナミズムと構造的転換－AIIB創設、BRICS開発銀行、

中国の「一路一帯」構想、上海協力機構などの検証－ 

司会：千葉 康弘・NEASE-NET副代表幹事/胡光輝・北陸大学未来創造学部准教授  

基調報告：羽場 久美子・青山学院大学教授（20分） 

パネル報告（予定）（45分） 

谷口 誠・NEASE-NET代表幹事・桜美林大学北東アジア研究所顧問 

    （仮題：？     ）  

杉本 勝則・NEASE―NET幹事 

（仮題：中国の「一帯一路」構想から見るアジア地域協力の展望） 

中川 十郎・名古屋市立大学特任教授・NEASE―NET幹事 

（仮題:上海協力機構、BRICS開発銀行構想の現状とアジア地域協力の展望） 

 

パネル・ディスカッション ＆フロアー質疑応答（25分） 

討論者（予定）： 

石田 護 

田中 弘 

小牧 輝夫 

懇親会 18:30～20:00（大学のカフェテリア、学生も参加） 

懇親会後 NEASE-NET 会員はホテルに移動、チェックイン（20:30～） 

 

第二日 7 月 19 日（日）09:15～12:15 場所：しいのき迎賓館 

第 3セッション：09:15～10:35(80分間)  

テーマ：地方間国際ネットワークと地域活性化への取り組み－北陸新幹線開通と環日

本海協力の新しい展開－ 

 司会：武田 幸男・北陸大学教授・地域連携センター長 

岡 洋樹・東北大学東北アジア研究センター長・NEASE-NET 副代表幹事 

 基調報告：吉田進・NEASE-NET副代表幹事 
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  パネラー： 

杉山 正樹・北陸 AJEC理事・調査部長 

 新井 洋史・環日本海経済研究所（新潟）調査部主任研究員 

 藤野 文晤・環日本海経済交流センター 

 中国 

 韓国 

 ロシア極東 

 モンゴル 

休憩 10分間  

総括セッション：10:45～12:15（90分間） 

NEASE-NET創立後 10 年間の回顧と今後の取り組み（総会を兼ねて）  

 進行：小牧 輝夫幹事・杉本 勝則幹事 

① 報告 谷口 誠 NEASE-NET代表幹事(15分間) 

② 各団体会員等の近況報告（30） 

③ 会員のフリー・ディスカッション（30分間） 

④ 総括とコミュニケ-（15分間） 

閉会の辞：塩谷隆英・NEASE-NET副代表幹事 

  

    昼食：12:15～13:00  

  13:10 しいのぎ迎賓館から出発―能登へ向う（マイクロバス） 

  15:30 能登町着 

19日：16:00～18:00 能登地域振興フォーラム ＆ 

20日：能登エクスカーションは（別添資料） 

 

問い合わせ先： 北陸大学地域連携センター事務局 

電話：076-229-6111 FAX：076-229-6112 or e-mail: hu-ccc@hokuriku-u.ac.jp 

李 鋼哲研究室：電話：076-229-6063Mobile:090-3595-1144E-Mail：k-li@hokuriku-u.ac.jp 

参加者範囲：①受講生  ②大学の教職員 ③社会人受講者、④NEASE-NET会員等 

 ⑤協力・後援団体の会員 

 

【関 連 行 事】（ 

別添資料） 

能 登 地 域 振 興 フ ォ ー ラ ム  

～ 地 方 創 生 と 環 日 本 海 国 際 協 力 の あ り 方 ～ 

■主 催 

能登町地域活性化推進協議会 

■共 催：北東アジア研究交流ネットワーク（ＮＥＡＳＥ－ＮＥＴ） 

■後 援：石川県地域振興課等 

 

■基本コンセプト 

近年日本政府が掲げている「地方創生」を以下に進めるのか、という問題意識をも

って、能登地域振興と北東アジア地域（特に環日本海地域）を有機的に結びつけるため

mailto:hu-ccc@hokuriku-u.ac.jp
mailto:k-li@hokuriku-u.ac.jp
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の知的交流を図るのが、本フォーラムの趣旨である。 

そのために、能登町地域活性化推進協議会と北東アジア研究交流ネットワーク（ＮＥ

ＡＳＥ－ＮＥＴ）の有識者たちが一堂に会し幅広い意見交換・経験交流の場を設ける。 

また、能登町及び能登町地域活性化推進協議会の取り組みを広く発信する。 

 

■タイムスケジュール案 

7月 19日（日） 

12:15～13:00 昼食 

13:00 「石川県政しいおき迎賓館」出発 

＊移動手段 団体予約バス（途中、千里浜で降車休憩・写真撮影（約 15分） 

15:30 能登町「ラブロ恋路」到着 

16:00 能登地域振興フォーラム 

＊会場 多目的ホール 

＊司会 今井眞美子（ＢＬサウンド：珠洲市）  

16:00～16:10 開会挨拶：谷内 治朋・地域活性化推進協議会会長 

谷口 誠（ＮＥＡＳＥ－ＮＥＴ代表幹事） 

16:10～16:40 基調講演 舘 逸志（国土交通省大臣官房審議官） 

＊テーマは「半島振興と地方創生」を想定 

16:40～16:50 質疑応答 

休憩 10分 

17:00～17:40 パネル・ディスカッション 

＊コーディネーター：上田隆穂（学習院大学経営学部教授） 

＊パネラー 

舘 逸志（国土交通省大臣官房審議官） 

谷内治朋（町地域活性化推進協議会会長） 

塩谷英隆（ＮＥＡＳＥ－ＮＥＴ副代表幹事、元経済企画庁事務次官） 

李 鋼哲（ＮＥＡＳＥ－ＮＥＴ幹事、北陸大学教授） 

17:40～18:00 フロアーとの質疑応答 

（休 憩） 

 

18:15～18:30 受付・会費徴収 

18:30～20:30 意見交換会 

＊司会 今井眞美子（ＢＬサウンド：珠洲市） 

＊会場 コンベンションホール 

18:30～18:35 挨拶 持木一茂（能登町長）  

18:35～18:40 ○○○○（○○○○○○） 

18:40～18:42 乾杯発声 ○○○○（ＮＥＡＳＥ－ＮＥＴ） 

＊乾杯酒 能登杜氏のお酒、アトラクション 唐獅子太鼓 

20:30 閉会宣言 一后晴之（町活性化推進協議会企画担当） 

 

7月 20日（月） 

9:00～11:30 ソビエット戦士の碑、真脇遺跡〔環状木柱列〕 

＊移動手段 能登町マイクロバス 

11:30～13:00 あえのこと見学・昼食 

＊会場 柳田植物公園「合鹿庵」 
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13:30 千枚田 

14:00 能登空港 

16:00 ＪＲ金沢駅到着 

■参加者負担金 

①意見交換会 ３，０００円 

②宿泊費 約７，０００円 

お部屋により料金が異なるため、各自で「ラブロ恋路」へお支払いいただきます 

③昼食代（20日） ２，０００円 

以上 

 

 



    NEASE－Net第 10回フォーラム（金沢）の交通・ホテルなどの 

ご案内 

 

１． 会場案内 

（１）7月 18日(土) 北陸大学太陽が丘キャンパス（2号棟 201大教室） 

来校後、まずは休憩室 403会議室、同日案内係よりご案内します）  

住所：〒920-1154 石川県金沢市太陽が丘１丁目１番地 

アクセスマップは下記の URLをクリックすれば、詳細が表示されます。 

http://www.hokuriku-u.ac.jp/basic/access/index.html 

  （２）19日（日、午前）石川県政記念しいのき迎賓館 2階会議室 

（金沢市広坂 2丁目 1番 1号 

http://www.shiinoki-geihinkan.jp/about/access.html 

（JR 金沢駅バスターミナル 東口 7～10 番、西口 4 番乗り場よりバスにて「香林坊（アトリ

オ前）」下車（所要約 10分）、徒歩約 5分、タクシー10分以内） 

小松空港から空港連絡バス(金沢市内経由）で約 50 分。「香林坊（日本銀行前）」にて下車。

徒歩約 5分。 

 （３）19日（午後）団体予約バスで能登町（千里が浜経由）へ。 

  ラブロ恋路リゾートホテル（石川県鳳珠郡能登町恋路３−１８）会議室 

    

２．交通案内 

（１）新幹線利用：東京駅から金沢駅まで最速（かがやき号）2時間 30分。 

本学太陽が丘キャンパスまでは、金沢駅からバスで約 32分（料金 390円）、タクシーで約 25

分（葯 3,200円）かかります。 

（２）航空便利用：羽田空港から小松空港まで大体時間毎に航空便があります。 

小松空港からは、空港連絡バス（葯 20～30分毎）で香林坊まで約 50分かかります。 

香林坊からバスで葯 20分、タクシーで葯 15分 

 

（３）帰路：20日(月)朝から午後 14:00時頃まで能登半島エクスカーション。 

    終了後、団体予約バスで能登空港（ANA：NH750便 17:00発  18:05羽田着）経由で 

金沢駅直行、16:00時頃 JR金沢駅着、小松空港へは空港バスで葯 50分。 

  

３．ホテルのご案内 

  （１）18日(土)は、香林坊、片町付近、または JR金沢駅付近（原則各自予約） 

 （東京からの場合は、旅行会社経由で 1泊ツアーにすると新幹線往復＋ホテルで葯 30,000）

二日目の会場は片町、香林坊、兼六園など近い徒歩圏です。 

手頃な値段では、東横イン（香林坊）、アパホテル（片町）、ホテルトラスティ金沢香林坊 

http://www.hokuriku-u.ac.jp/basic/access/index.html
http://www.shiinoki-geihinkan.jp/about/access.html


より快適なホテルはグランドホテル、金沢白鳥路ホテル、JR 金沢駅前に ANA ホテル、JAL

ホテルなど大勢あります。金沢駅前からも、徒歩圏もしくはタクシーで５～１０分圏です。新

幹線とホテルを一緒に予約すれば割安になりますし、シニア割引も効くと思います。 

                   

  （２）能登のラブロ恋路ホテルは 2 人部屋～4 人部屋（和室、洋室）あります。部屋毎の

人数により料金は（5～7千円不同）、ご希望は申込書に記入のこと。 

 以上 

問い合わせ先： 

北陸大学未来創造学部 李研究室： 

E-Mail：（堀場助手）： machiko.hh@gmail.com 

電話(FAX)：076-229-6063  携帯電話：090-3595-1144 

 

mailto:machiko.hh@gmail.com


NEASE－Net第 10回フォーラム（金沢）
参加申込書

ふりがな

ご氏名：

ご所属：

（勤務先あるいは学生の場合は大学名専攻などをお書きください）

連絡先：電話：

メール：

参加されるところに丸印をつけてください。

1 18日（土）午後のフォーラム
2 同 懇親会（会費 無料）

3 19日（日）午前フォーラムおよび NEASE－Netの総会
4 19日（日）午後能登フォーラム
5 20日（月）能登エクスカーション

ホテルの予約：

1 自分で予約 （差支えない場合はホテル名を）

ホテル名：

2 予約をしてほしい （希望のホテル名、事務局にまかせる）

自宅住所： 年齢 才

3 能登ラブロ恋路ホテル予約希望

a.1人部屋、b.2人部屋、c.3人部屋

申込み締め切り：5月 29日（金）まで。

申し込み先（問い合わせ先）：

北陸大学未来創造学部 李研究室：（堀場助手）

E-Mail： machiko.hh@gmail.com
電話(FAX)：076-229-6063 携帯電話：090-3595-1144

mailto:machiko.hh@gmail.com

