
２０２２年１２月８日（木）

交流委員会アドバイザー

大橋 聡司



訪問先 「アメリカ合衆国」

オレゴン・サンフランシスコ

日 程 ７月３１日（日）～８月７日（日）
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視察テーマ
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１．前半（８月１日～３日）

富山県が派遣する「富山県・オレゴン州提携３０周年記念

訪問団」に同行。

①政府関係者や現地関係団体・企業関係者等との交流

②起業家が増加する現地の取組みを調査

をテーマに視察

２．後半（８月３日～５日）

当会単独で、起業家が増加する現地の取組みの調査を

テーマに視察



行程
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月 日 視察先

７月31日(日) 日本出発、ポートランド到着

８月１日(月)

・オレゴン日米協会表敬訪問

・日立ハイテクアメリカ・ヒルズボロ市との意見交換会
・オレゴン・バイオサイエンス協会との意見交換会

・現地企業関係者との夕食会

８月２日(火)

・ポートランド市政府表敬訪問

・起業支援施設(アート・デザイン・エクスチェンジ）視察
・ナイキ本社 視察

・友好提携30周年記念交流会

８月３日(水)

・ポートランド州立大学ビジネス・アクセラレーターとの意見交換会

・現地起業関係者との昼食会
・ポートランド日本庭園 視察

・スマートホーム（HOMMA HAUS Mount Tabor）視察

８月４日(木)
（ポートランドからサンフランシスコへ）

・MITSUI GLOBAL INVESTMENT視察

８月５日(金) ・サンフランシスコ市内、ワイナリー視察

８月７日(日) 日本到着



第４０回海外経済視察団（２６名）
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氏名 会社名 役職

中尾 哲雄 志道経営研究所 代表

団 長
麦野 英順

㈱北陸銀行 特別顧問

副団長
塩井 保彦

㈱広貫堂 取締役会長

大橋 聡司 大高建設㈱ 取締役社長

高林 幸裕 北電産業㈱ 取締役社長

津嶋 春秋 ㈱アーキジオ 取締役会長

池田 安隆 ㈱池田屋安兵衛商店 代表取締役

森田 弘美 ㈱グループフィリア 代表取締役

中沖 雄 ㈱富山銀行 取締役頭取

松原 吉隆 大同産業㈱ 取締役社長

久郷 愼治 ㈱久郷一樹園 代表取締役

浅野 雅史 ㈱バロン 代表取締役

石倉 央 ㈱FP不動産センター 代表取締役

氏名 会社名 役職

稲田 裕彦 救急薬品工業㈱ 代表取締役

尾城 敬郎 三菱商事㈱ 北陸支店長

川合 紀子 ㈲ステップアップ 代表取締役

神崎 直志 三井物産㈱ 理事北陸支社長

島田 好美 ㈱島田商店 代表取締役

宮本 一成 全日本空輸㈱ 富山支店長

杉浦 孝典 ㈱JTB 富山支店長

西野 晴仁 ㈱福見建築設計事務所 代表取締役

堀井 鉄也 堀井鉄工㈱ 取締役社長

特別参加
武内 隆明

武内プレス工業㈱ 専務取締役

特別参加
藤谷 弦一郎

㈱OSCARホールディングス 代表取締役

有藤 直樹 富山経済同友会 事務局長

梅野 裕真 富山経済同友会 事務局次長



（参考）富山県・オレゴン州友好提携３０周年記念訪問団(２４人）
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区分 役職 氏名

団長 富山県知事 新田 八朗

顧問 富山県議会議長 渡辺 守人

富山日米協会会長（キタムラ機械株式会社代表取締役社長） 北村 彰浩

（一社）富山県経営者協会会長（三協立山株式会社 相談役） 山下 清胤

（公社）日本青年会議所北陸信越地区富山ブロック協議会長 松浦 憲秀

（公社）富山青年会議所 理事長 針田 慶

（公社）日本青年会議所北陸信越地区富山ブロック協議会 運営専務 川岸 広宜

（公社）富山青年会議所広報拡大委員会 委員 山辺 真衣

日本貿易振興機構（JETRO）富山貿易情報センター 所長 髙村 大輔

県政エグゼクティブアドバイザー ジョセフ・ランゾウ稲田

同行記者 北日本新聞社、富山新聞社 計２名

県職員 生活環境部長 廣島 伸一 他６名

現地合流 ５名



アメリカ合衆国の概要
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首都 ワシントンＤ．Ｃ．

面積 983.3万平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ

人口（2021年7月） 約3億3,200万人

言語 主として英語（法律上の定めはない）

宗教 信教の自由を憲法で保障（主にキリスト
教）

政体 大統領制、連邦制（５０州他）

国内総生産（2021年） 22兆9,960億ドル

１人当たり国内総生産
（2021年）

69,227米ドル



8

政府関係者や現地関係団体・企業

関係者等との交流



① オレゴン日米協会表敬訪問
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【８月１日（月） ポートランド】

オレゴン州で国際交流を担うNPO。

県とも日本語スピーチコンテスト共催等で連携、協力

山口雅之副会長林玉子会長



① オレゴン日米協会表敬訪問

10

アマンダ・ウェルカー
州経済開発局戦略官の

経済レクチャー

オレゴン州の概要

①人口 約４２０万人(2021年)

②名目GDP ２，７０１億ドル(2021年)

③注力産業

ハイテク産業、食品・飲料、アウトドア・アパレル

バイオサイエンス、森林・木材、高度製造業、

ビジネスサービス

◎伝統的な林業や果物、野菜、それらの食品加工業や

ビール・ワインなどの製造に加え、アパレル、半導体

を中心とするハイテク産業といった製造業のプレゼン

スが高まっている。

（ハイテク産業地帯はシリコンフォレストと呼ばれる）

④税制 消費税はなし
意見交換の様子



②日立ハイテクアメリカ・ヒルズボロ市との意見交換
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【８月１日（月） ヒズボロ】

今村
マネージャー

スティーブ・
キャラウェイ
ヒルズボロ市長

事業概要説明・意見交換



③オレゴン・バイオサイエンス協会との意見交換会
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【８月１日（月） ポートランド】

稲田裕彦救急薬品工業社長が、自社・廣貫堂・池田屋安兵衛商店の概要を紹介



③オレゴン・バイオサイエンス協会との意見交換会
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リーサ・ポジノヴィッチ エグゼクティブディレクターの説明

オレゴンバイオサイエンス協会：当地のバイオサイエンス業界についての概要説明

・州内に１，４８０の会員企業（２２，６９０人の雇用創出）

・会員企業２社より事業紹介（抗がん剤開発、免疫療法ワクチン開発等）



④現地企業関係者等との交流会
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【８月１日（月） ポートランド】



⑤ポートランド市政府訪問
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【８月2日（火） ポートランド】

・ジョアン・ハーデスティ市議会議員（市長代理）表敬

・市交通局、市電株式会社、トライメット社より交通政策と現状
について概要説明



⑥ナイキ本社訪問
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【８月２日（火）ビーバートン】



⑥ナイキ本社訪問
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ジョージ・カミシロ 公共政策・社会貢献担当チーフの挨拶 ボランティアスタッフによるガイド

モニュメントの前で記念写真



⑥ナイキ本社訪問
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日本庭園

セリナ－・ウィリアムズ選手の展示コーナー タイガーウッズコーナー



⑦富山県・オレゴン州友好提携３０周年記念交流会
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【８月2日（火） ポートランド】

• オレゴン州・富山県あわせて約１００名参加

• 2019年の日本語スピーチコンテスト優勝者ロナン・ホールさんによる日本語と
英語のショートスピーチ

• とやまMANGA文庫贈呈式
（ルイスアンドクラーク大学、オレゴン大学、リッチモンド小学校）

ソフォン・チェン州経済開発局長の挨拶



⑦富山県・オレゴン州友好提携３０周年記念交流会
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レセプションの様子



⑧バーバラ・ロバーツ元州知事との懇談
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【８月３日（水） ポートランド】

バーバラ・ロバーツ州知事（左側）



22

起業家が増加する現地の取組みを

調査



①起業支援施設 アート・デザイン・エクスチェンジ（ＡＤＸ）
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・ポートランドのクリエーティブコミュニティの拠点

・ブルーコミュニティマネジャーによる施設案内

【８月2日（火） ポートランド】



①起業支援施設 アート・デザイン・エクスチェンジ（ＡＤＸ）
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②ポートランド州立大学ビジネス・アクセラレーターとの意見交換
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・同大学の取組みはオレゴン州で最も古く、規模的にも大きいアクセラレーターである

・ここ１０年間で１４０のスタートアップを育成、そのうちの７０％が現在も活動している

アーシュ・ハック

ビジネス・アクセラレーターディレクター

【８月３日（水） ポートランド】



③現地起業家との昼食会
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・起業支援団体「ポートランド・インキュベータ－・エクスペリメント（ＰＩＥ）」
共同創業者兼ゼネラルマネージャのリック・タロジ氏より事業概要の説明

・日本人を含む現地起業家の７名と意見交換

【８月３日（水） ポートランド】



④スマートホーム（ＨＯＭＭＡ ＨＡＵＳ ＭＴ．ＴＡＢＯＲ)視察
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【８月３日（水） ポートランド】

HOMMA,INC . CEO 本間 毅氏

・アメリカの建売業者は建物にITを組み込む意識に乏しい。設計段階からITを組み込んだ
スマートホームを建売販売すれば、アメリカ市場でやっていけると判断、2016年にシリ
コンバレーで起業。

オンライン講演



④スマートホーム（ＨＯＭＭＡ ＨＡＵＳ ＭＴ．ＴＡＢＯＲ)視察

28井上亮氏（設計担当）物件の見学

・照明の完全自動制御

・専用アプリですべてをコントロール

・コンパクトな収納設計



⑤MITSUI・GLOBAL・INVESTMENT 視察
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【８月４日（木）メンローパーク】

President & CEO 大久保 潔氏

・三井物産の子会社で、米国に本拠を置くベンチャーキャピタル
・自社のベンチャー投資の概要、シリコンバレーの魅力（スタートアップエコシステ
ムの充実）、日本企業がベンチャー企業と付き合う際の留意点など説明
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その他の視察



①ポートランド日本庭園視察
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【８月３日（水）ポートランド】

チーフキュレータ－ 内山 貞文氏

松永信雄・元駐米大使に「日本国外にある中でも最も美しく本格的な日本庭
園」と称賛された庭園



①ポートランド日本庭園視察
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②サンフランシスコ市内視察
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【８月５日（金）サンフランシスコ】



③ワイナリー視察（ナパバレ－）

34

・サンフランシスコ北、車で１時間半のところにあり、全米一のワイン生産量を
誇る地域

・カルフォルニア州を代表する名門ワイナリー「ケンゾー・エステート」を視察

【８月５日（金）ナパ】



ご清聴ありがとうございました。
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