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平成２０年度 事業報告 
日 程 内 容 場所等 

4月 04日 
○農商工連携 88選の認定【㈱ｲｿｯﾌﾟｱｸﾞﾘｼｽﾃﾑ】 
｢ＩＴ農業の実践とﾌｰﾄﾞﾁｪｰﾝｼｽﾃﾑの構築｣  

4月 09日 ○麻プロジェクト会議 北見市工業技術ｾﾝﾀｰ 

4月 18 日 ○麻プロジェクト会議 北見市工業技術ｾﾝﾀｰ 

4月 14 日 ○地方の元気再生事業説明会【事務局参加】 札幌市男女共同参画ｾﾝﾀｰ 

5月 12 日 
○講師派遣（麻プロジェクト舟山幹事） 
「地域資源有効活用による地域経済の活性化」 
【北見商工会議所経営指導員連絡協議会】 

ｵﾎｰﾂｸﾋﾞｱﾌｧｸﾄﾘｰ 

5月 26 日 □幹事会 北見市工業技術ｾﾝﾀｰ 

5月 30 日 □定期総会 ｵﾎｰﾂｸﾋﾞｱﾌｧｸﾄﾘｰ 

6月 03日 
○ｲｿｯﾌﾟｺﾘﾄﾞｰﾙ事業「イソップ次世代農業推進会議」 
【東京農工大学、東京大学他】 

システムサプライ 

6月 16 日 
○農商工連携サミット in 首相官邸での事例報告 
【門脇幹事：㈱イソップアグリシステム】 

総理官邸（大ホール） 

6月 20 日 
○講師派遣（舟山幹事） 
「産業用大麻による新しいビジネス創造」 
【商工中金旭川支店主催 北見地区中金会研修会】 

 

6月 26日 ○麻プロジェクト会議 北見市工業技術ｾﾝﾀｰ 

6月 30 日 
○国の制度改革等に関する要望の提出 
「産業用大麻種子の流通体制構築[輸入規制緩和ある
いは国内調達体制の確立]」⇒【規制緩和不可】 

 

7月 7日 ○麻プロジェクト会議 北見市工業技術ｾﾝﾀｰ 

7月 11 日 
○ﾉｰｽﾃｯｸ財団・ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ研究補助金への応募 
｢産業用大麻種子の管理システム構築に向けた調査研
究｣（麻プロジェクト）⇒【不採択】 

 

8月 08日 

○北海道チャレンジパートナー特区の認定授与式 
｢北見市産業用大麻特区｣（田口代表、舟山幹事） 
【特定ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ(以下 PT)の創設による THC検査体
制の確立、諸課題の整理等支援】 

北見市役所 

8月 24 日 
○建設トップランナーフォーラムでの報告 
「新しい発想で新しいビジネスを」（舟山幹事） 日本建築会館 

9月 12 日 ○麻プロジェクト会議 北見市工業技術ｾﾝﾀｰ 

10 月 01日 ○麻プロジェクト会議 香遊生活 

9月 25 日 
○新分野進出ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ事業での講演(門脇幹事) 
「新しい枠組みによる地域づくり」 
【財団法人地域総合整備財団（総務省）主催】 

熊本県上天草市 

10 月 17日 
○北海道ﾁｬﾚﾝｼﾞﾊﾟｰﾄﾅｰ特区・第 1回 PT会議 
【舟山、進藤、鴨下、猪狩、事務局出席】 北海道庁 

10 月 30日 

○地域産業交流セミナーでの講演・パネラー 
「地域産業としての農と食を考える」(門脇幹事)  
【財団法人地域総合整備財団（総務省）主催】 

第１ホテル東京 

○農商工連携ｼﾝﾎﾟｼﾞｭｰﾑでの講師・パネラー 
「技術が拓く新たな連携」(門脇幹事) 
【農林水産省主催】 

東京国際ﾌｫｰﾗﾑ 

10 月 31日 
○講師派遣（舟山幹事） 「産業用大麻で新ビジネス」 
【帯広畜産大学 産学人材育成フォーラム】 帯広市・十勝プラザ 

11 月 07日 
○イソップ大豆クラスター推進会議 
【生産者、需要者、北見農業試験場、北見市他】 ピアソンホテル 

11 月 11日 
○国の制度改革等に関する要望の提出 
｢THC 含有率が 0.00%である外国産大麻葉等の分析の実
施｣⇒【実施不可】 

 

11 月 14日 ○麻プロジェクト会議 北見市工業技術ｾﾝﾀｰ 
11 月 20日 

～24 日 
○日中韓大麻産業国際会議 
【舟山幹事、進藤幹事出席】 韓国・東海市ほか 
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12 月 03日 

○第 1回十勝農学談話会講演会での発表 
<中村麻プﾛﾒﾝﾊﾞｰ> 
「産業用大麻による地下水の硝酸浄化に対する取組」 
<舟山幹事> 
「産業用大麻の栽培加工で地域再生を目指す」 

帯広市・十勝プラザ 

12 月 18日 ○麻プロジェクト会議 北見市工業技術ｾﾝﾀｰ 

1月 19日 ○麻プロジェクト会議 北見市工業技術ｾﾝﾀｰ 

1月 19 日 
○講師派遣（舟山幹事） 
「建設業から農業へ～農商工連携で麻栽培」 
【旭川中小企業同友会 農業部会新年例会】 

旭川市 

1月 20 日 □1月例会兼新年会 ｵﾎｰﾂｸﾋﾞｱﾌｧｸﾄﾘｰ 

1月 22 日 

○情報化トップセミナーでの講演（門脇幹事） 
「地域への危機感をｴﾈﾙｷﾞｰに 

～農業と情報技術の融合～」 
【主催：（財）全国中小企業情報化促進センター】 

虎ノ門ﾊﾟｽﾄﾗﾙﾎﾃﾙ 

1月 28 日 
○地域融合フォーラム～大豆クラスターの胎動～ 
【主催：ｲｿｯﾌﾟｱｸﾞﾘｼｽﾃﾑ、共催：産ｸﾗｵﾎｰﾂｸ】 北見東急イン 

1月 30 日 
○イソップ大豆クラスター推進会議 
【生産者、需要者、北見農業試験場、北見市他】 ピアソンホテル 

2月 06日 
○講師派遣（舟山幹事） 
「農業生産法人によるﾊｰﾌﾞの栽培・加工・販売」 
【建設業の新分野進出優良事例発表会 主催:北海道】 

札幌市・ＫＫＲ札幌 

2月 10 日 

○建設トップランナーフォーラムイン唐津での発表 
<有田幹事>「産業クラスター・産学連携による工学的
人材育成から新規産業創出へ」 
<舟山幹事>「建設業から農業へ～農商工連携で麻栽培」 

佐賀県 

2月 16 日 ○麻プロジェクト会議 北見市工業技術ｾﾝﾀｰ 

2月 23 日 ○麻プロジェクト会議 北見市工業技術ｾﾝﾀｰ 

2月 24 日 

○「地域の挑戦！ 新産業創出ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ」の開催 
～農業と工業の連携 産業用大麻の可能性を探る～ 
◆基調講演 中部大学教授 武田邦彦 氏 
◆先進国における産業用大麻の現状と今後の展望 
報告 
・産業ｸﾗｽﾀｰ研究会ｵﾎｰﾂｸ麻ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの活動経過報告 

㈱舟山組 代表取締役社長 舟山 秀太郎 
五十嵐建設㈱ 専務取締役 五十嵐 龍 

講師 
・ＮＰＯ法人ﾊﾞｲｵﾏｽ産業社会ﾈｯﾄﾜｰｸ 赤星 栄志氏 
・多摩美術大学 非常勤講師 井戸 理恵子氏 
・宮古島産業用ﾍﾝﾌﾟ促進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 伊香賀 正直氏 
・岐阜県産業用麻協会 事務局長 田口 龍治氏 

ホテル黒部 

3月 03日 
○農商工連携セミナーでの講演・パネラー 
「連携からｱｸﾞﾘﾋﾞｼﾞﾈｽへ」(門脇幹事) 
【豊橋技科大 文科省産学官連携戦略展開事業】 

ホテルアソシア豊橋 

3月 18 日 ○麻プロジェクト会議 北見市工業技術ｾﾝﾀｰ 

3月 21 日 
○ｲｿｯﾌﾟｺﾘﾄﾞｰﾙ事業 「イソップ次世代農業推進会議」 
【農水省、東京大学、北見工業大学、北見市他】 システムサプライ 

3月 24 日 
○内閣府・農政改革特命チーム会議への出席 
【ほか数回開催】(門脇幹事) 内閣府 

3月 25 日 
○北海道ﾁｬﾚﾝｼﾞﾊﾟｰﾄﾅｰ特区・第 2回 PT会議 
【舟山、五十嵐、鴨下、猪狩、事務局出席】 北海道庁 

3月 27 日 
○イソップ大豆クラスター推進会議 
【生産者、需要者、北見農業試験場、北見市他】 ピアソンホテル 

 


