
日本商工会議所青年部・近畿ブロック商工会議所青年部連合会 

第３７回近畿ブロック大会 越前おおの大会 開催要綱 

 

                            近畿ブロック商工会議所青年部連合会 

                            令和元年度会長 田中 宏直 

                            大野商工会議所 

                            近畿ブロック大会越前おおの大会 

                            大会会長  伊藤 修二 

                            実行委員長 東  知朗 

Ⅰ．開催要綱 

 １．目的 

  経済・社会環境が大きく変化する中で、企業と地域社会の次代を担う青年経済人が互いに交流と連 

携の輪を拡げ、企業の発展と豊かな地域社会の形成に果たす商工会議所の役割を認識し、その実現 

のために青年経済人として何をなすべきかを研究し研鑽することを目的とする。 

 

 ２．日本商工会議所青年部スローガン 

  「Next age, the future of YEG 

    ～新時代の幕開け 同志と共に力と情熱を結集し、未来の創造へ前進～」 

                

 ３．近畿ブロック YEG スローガン 

  「THE STRONG OF YEG ～次代の創造へ、絆を力に～」 

 

 ４．開催地テーマ 

  「結
ゆう

情
じょう

MAX ～集え結
ゆい

の故郷
く に

へ！YEG の結人
ゆうじん

達よ～」 

 

 ５．主催 

   近畿ブロック商工会議所青年部連合会（近畿ブロック YEG） 

   日本商工会議所青年部（日本 YEG） 

 

 ６．主管 

   大野商工会議所青年部 

 

 ７．副主管 

   福井県商工会議所青年部連合会 

 

 ８．後援（依頼予定先） 

   近畿経済産業局 

   福井県 



   大野市 

   関西商工会議所連合会 

   福井県商工会議所連合会 

   大野商工会議所 

   

 ９．来賓（出席依頼予定先・敬称略） 

 近畿経済産業局長 

 福井県知事 

 大野市長 

 衆議院議員 

 参議院議員 

 福井県議会議員 

 大野市議会議員 

 関西商工会議所連合会会長 

 福井県商工会議所連合会会長 

 大野商工会議所会頭 

 大野商工会議所副会頭 

 大野商工会議所専務理事 

 大野商工会議所女性会会長 

 

１０．開催日時及び主会場 

 令和元年１０月１１日（金）１１：００～２０：００ 

 近畿ブロック会長会議 

 ザ・グランユアーズフクイ（ホテルフジタ３階） 

 〒９１０－０００５ 福井県福井市大手３丁目１２番２０号 

 TEL ０７７６－２４－３２００ 

 

 令和元年１０月１２日（土）１０：００～２０：００ 

 近畿ブロック大会 

 大野市文化会館 

 〒９１２－００３５ 福井県大野市有明町１１−１０ 

 TEL ０７７９－６６－５４１０ 

 

１１．参加対象者 

 近畿ブロック管内 各地商工会議所青年部会員・OB 及び商工会議所役職員（７府県連５２単会） 

 

１２．登録料 

 令和元年１０月１１日（金） １名につき１１，０００円 

  ※昼食弁当（お茶付き） 別途１，０００円 ※交流会登録料 別途４，０００円 



 令和元年１０月１２日（土） １名につき１１，０００円 

 

１３．参加予定人数 

 令和元年１０月１１日（金）約２５０名 

 令和元年１０月１２日（土）約１，６００名 

 

Ⅱ．プログラム 

  令和元年１０月１１日（金） 

１０：００～  登録受付  

１１：００～１２：００ 近畿ブロック YEG 役員会（ザ・グランユアーズフクイ）  

１３：００～１４：００ 近畿ブロック YEG 総会（ザ・グランユアーズフクイ）  

１４：３０～１７：３０ 近畿ブロック YEG 会長会議（ザ・グランユアーズフクイ）  

１８：００～２０：００ 前泊者懇親会（ザ・グランユアーズフクイ） 

２０：３０～２２：００ 交流会（e. jiru（エジール））  

 

令和元年１０月１２日（土）  

 ９：３０～  登録受付  

１０：００～１２：００ 記念式典（大野市文化会館）  

１１：００～１７：００ 物産展（大野市役所駐車場）  

１３：３０～１５：３０ 第１分科会（結とぴあ３０５・３０６号室）  

１２：００～１７：００ 第２分科会（九頭竜ダム・長野発電所）  

１２：００～１６：４０ 第３分科会（越前大野城・寺町）  

１２：００～１６：００ 第４分科会（宇野酒造場、南部酒造場、平成大野屋平蔵）  

１２：００～１６：００ 第５分科会（大野市化石発掘体験センター「HOROSSA!」）  

１３：３０～１７：００ 第６分科会（結とぴあ３０７・３０８・３０９号室） 

１２：００～１７：００ フリー分科会（大野市内） 

１２：００～１６：４０ OB サロン（ミルク工房奥越前 六呂師高原の時計台）  

１８：００～２０：００ 大懇親会（大野市役所駐車場） 

 

Ⅲ．分科会  

  ■第１分科会：講師ＭＡＸ！記念講演 

  講 師：岸 博幸氏 

（慶應義塾大学大学院教授／ エイベックス株式会社顧問） 

  会 場：結とぴあ３０５・３０６号室 

  時 間：１３：３０～１５：３０ 

  定 員：３００名 

  登録料：無料 

  概 要：本事業では岸 博幸氏を講師に迎え、「結情ＭＡＸ」をテーマに近畿圏の経済と、人と人 

      との繋がりを講演していただきます。 



  講師プロフィール： 

   １９６２年９月１日生まれ。東京都出身。一橋大学経済学部卒業後、通商産業省（現・経済産業 

   省）入省。通産産業省在籍時にコロンビア大学経営大学院に留学し、MBA 取得。資源エネルギ 

   ー庁長官官房国際資源課等を経て、２００１年、第１次小泉純一郎内閣の経済財政政策担当大臣 

   だった竹中平蔵氏の大臣補佐官に就任。その後、江田憲司衆院議員や元財務官僚の高橋洋一氏ら 

   と共に「官僚国家日本を変える元官僚の会（脱藩官僚の会）」を設立。以降、「脱藩官僚」として 

   テレビや雑誌でも活躍。講演では地域再生をはじめ、政治経済についての話をわかりやすく語る。 

   おもしろく誰にでも理解できるような解説が好評である。 

 

 

 

  ■第２分科会：自然ＭＡＸ！九頭竜ダム・発電所見学 

  会 場：九頭竜ダム・長野発電所 

  時 間：１２：００～１７：００ 

  定 員：４０名 

  登録料：３，０００円（昼食付き） 

  概 要：昨年５０周年を迎えた九頭竜ダム。ダム好きにはたまらない石積みのダム「ロックフィル 

      ダム」の見学と隣設する水力発電所の長野発電所の内部を見学できる分科会となっており 

      ます。 

 

 

 

  ■第３分科会：歴史ＭＡＸ！越前大野城見学、寺町散策 

  会 場：越前大野城・寺町 

  時 間：１２：００～１６：４０ 

  定 員：４５名 

  登録料：２，０００円（昼食付き） 

  概 要：北陸の小京都と呼ばれている城下町、大野市にある越前大野城と寺町を散策する分科会。 

      天空の城として一躍有名になった越前大野城、そして浄土真宗を中心に各宗派の寺院が並 

      び、古い町並みを今に残している寺町。その両方をガイドさんの説明を聞きながら見学し 

      ていきます。 

 

 

 

  ■第４分科会：地酒ＭＡＸ！４つの酒蔵巡り 

  会 場：宇野酒造場、南部酒造場、平成大野屋平蔵 

  時 間：１２：００～１６：００ 

  定 員：４５名 

  登録料：３，０００円（昼食付き） 



  概 要：福井県大野市には名水百選にも選ばれたことのある、「御清水」という名水が湧いている 

      ことでも有名な地域です。市内各地に清水が湧く場所があり、その清水を使って醸す酒造 

      の地酒が美味しいことでも有名です。第４分科会では趣のあるまちなかを歩きつつ、４つ 

      の酒蔵を巡る分科会となります。 

 

 

 

  ■第５分科会：恐竜ＭＡＸ！化石発掘体験 

  会 場：大野市化石発掘体験センター「HOROSSA!」 

  時 間：１２：００～１６：００ 

  定 員：４０名 

  登録料：３，０００円（昼食付き） 

  概 要：近年、「恐竜王国福井」として PR を行っている福井県。恐竜の歯、アンモナイト、貝や植 

      物の化石が数多く発見されている大野市和泉地区にて、古生代（約４億年前）から白亜紀 

      前期（約１億３千年前）の地層の岩石をハンマーでたたいて化石発掘体験を行う分科会で 

      す。 

 

 

  ■第６分科会：交流ＭＡＸ！ビジネス交流会（日本 YEG 主催） 

  会 場：結とぴあ３０７・３０８・３０９号室 

  時 間：１３：３０～１７：００ 

  定 員：８０名 

  登録料：無料  

  概 要：日本ＹＥＧ交流委員会主催による９ブロック大会と全国大会で開催されるＹＥＧ34,000 人を

つなぐビジネス交流会です。人脈を広げ、同志とつながるビジネスチャンスを獲得しましょ

う。 

 

 

  ■フリー分科会：街ブラＭＡＸ！まちなか散策 

  会 場：大野市内 

     （物産展会場内のインフォメーションにて案内を行います。） 

  時 間：１２：００～１７：００ 

  定 員：なし 

  登録料：なし 

  概 要：戦国時代に築かれた越前大野城とそのふもとに広がる碁盤目状の町並み。北陸の小京都と 

      呼ばれる越前おおのは、歴史と文化を受け継ぐ町。そんな風情のある町を自由に散策する 

      分科会です。 

 

 



 

  ■ＯＢサロン：親睦ＭＡＸ！ 

  会 場：ミルク工房奥越前 六呂師高原の時計台 

  時 間：１２：００～１６：４０ 

  定 員：５０名 

  登録料：５，０００円（昼食付き） 

  概 要：YEG の歴史を築いてこられた諸先輩の方々に親睦を深めていただき、更なる絆を構築し 

      ていただける場をご提供いたします。大野のゆったりとした時間と澄んだ空気を感じてい 

      ただける「ミルク工房奥越前 六呂師高原の時計台」での昼食、白山・経ケ岳山麓の豊か 

      な自然の中で育まれた“やまぶどうワイン”のワイナリーを見学していただきます。 

 

Ⅳ．移動 

 主な会場 交通手段 所要時間 

第１分科会 結とぴあ３０５・３０６号室 物産展会場と同会場 なし 

第２分科会 九頭竜ダム・長野発電所 式典会場よりバス移動 約４５分 

第３分科会 越前大野城・寺町 式典会場よりバス移動 約５分 

第４分科会 宇野酒造場、南部酒造場、平成大野屋平蔵 式典会場よりバス移動 約５分 

第５分科会 
大 野 市 化 石 発 掘 体 験 セ ン タ ー

「HOROSSA!」 
式典会場よりバス移動 約５０分 

第６分科会 結とぴあ３０７・３０８・３０９号室 物産展会場と同会場 なし 

フリー分科会 大野市内 物産展会場より徒歩移動 なし 

ＯＢサロン ミルク工房奥越前 六呂師高原の時計台 式典会場よりバス移動 約３０分 

 

  ※１１日（金）開催の「会長会議」参加者を対象に、翌日１２日（土）開催の「大会記念式典」会場

行きシャトルバスを運行いたします。 

   バス乗車は、JR 福井駅東口にて８時１５分から開始。８時３０分出発とさせていただきます。乗

車料金は１名につき１，０００円とします。シャトルバス利用の有無は、大会登録システムにて受

付させていただきます。 

 

  ※また、大懇親会終了後、「JR 福井駅東口」行きシャトルバスを運行いたします。 

   バス乗車は、大懇親会会場（大野市役所駐車場）にて２０時から開始。２０時３０分出発とさせて

いただきます。乗車料金は１名につき１，０００円とします。シャトルバス利用の有無は、大会登

録システムにて受付させていただきます。 

 

Ⅴ．駐車場 

  大野市役所駐車場、城下町東広場駐車場、ショッピングモール Vio（ヴィオ） 

駐車台数  バス３０台、一般約２００台 

 



 

◇記念式典会場周辺地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

◇分科会会場他広域地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記念式典会場 ★

★

★

★

★

第 5 分科会会場 

第 2 分科会会場 

★

★ OB サロン会場 

第 3 分科会会場 

第 4 分科会会場 

第 1 分科会・第 6 分科会会場 

物産展会場・大懇親会会場 


