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平成24年度第2回委員長会議・第6回企画委員会 合同会議 平成24年度委員
会活動状況について／平成25年度事業計画について 
地域活性化委員会 第7回正副委員長会議 委員会活動報告／委員会提案につ
いて 
第7回教育問題委員会 提言（案）について
第8回地域活性化委員会 委員会活動報告／委員会提案について／富山の夜
の活性化方策について
新交通問題委員会 第3回正副委員長・ 専門委員会議 今期の活動実績と今後
の活動予定（案）について
2月幹事会／会員定例会 「楽しい会社」 講師：三島食品（株）代表取締役社長 
三島豊氏
経営･ＣＳＲ委員会、同友会経営道場 会員定例会講師 三島豊氏を囲んでの懇親
会
環境問題委員会 「エコノワとやま交流会」（環境保全活動団体等との交流会）へ
の参加
第4回同友会経営道場 講師：（有）ゼフィール 代表取締役 今井壽子氏、日本海
環境サービス（株）取締役社長 紫藤正一氏
第2回会員増強委員会 会員数の推移について／今後の委員会活動について
課外授業講師派遣 ｢これからの日本を担うみなさんへ」 講師：新田八朗氏（富山
県立呉羽高等学校1学年229名）
第8回教育問題委員会 学校現地視察 富山市立中央小学校 （校長：城野 実井
子 氏）／富山県小学校長会・中学校長会との意見交換（富山県小学校長会長 
小出 薫氏、富山県中学校長会長 高田勇氏 ほか6名）
経営・ＣＳＲ委員会 第3回正副委員長会議 平成24年度活動実績について／平
成25年度の活動方針、計画について
全国経済同友会東日本大震災追悼シンポジウム （宮城県仙台市）
環日本海・交流委員会／新交通問題委員会 合同委員会（長野県上田市）／県
外現地視察（しなの鉄道、上田電鉄、小諸 商工会議所、岩村田本町商店街振興
組合（佐久市））（～14）
教育問題委員会／富山･新潟経済同友会交流会（新潟県新潟市）
第2回経営･ＣＳＲ 委員会 拡大会議 「九州新幹線全線開業と熊本」 講師：ホテ
ル日航熊本 取締役社長 熊本商工会議所 会頭 田川憲生氏
第3回芸術文化、第4回環日本海･交流 合同委員会／「富山の北前船」 講師： 
富山県知事政策局課長 松島吉信氏／「鎖国の扉を開いた越中人」 講師：作家 
辻沢賢信氏
第3回環境問題委員会 県内現地視察会 （富山太陽光発電所（富山市）、 でんき
宇奈月プロジェクト（黒部市））
第3回常任幹事会
教育問題委員会 提言発表  ｢公共の精神を尊び、『生きる力』を備えた人間の育
成のために～『教育は国家百年の大計』である～｣ （富山経済記者クラブ）
第4回六次産業化委員会 基調講演：（株）伊賀の里モクモク手づくりファーム 代
表取締役社長 木村修氏／事例発表・意見交換：みな穂農業協同組合 営農企
画課長 西村清氏、堀岡養殖漁業協同組合 参事 坂東貴裕氏、立山町そば推進
協議会 事務局長 水上龍之介氏
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地域活性化委員会／サッカー愛媛FC幹部との交流会／試合観戦／地域スポー
ツを通じた地域活性化に関する意見交換／カターレ富山 対 愛媛FC戦観戦（富
山県総合運動公園陸上競技場ほか）
第4回環日本海･交流委員会 今後の委員会活動について
第1回同友会経営道場 「わが経営哲学を語る」 講師：（株）富山銀行 取締役頭
取 齊藤栄吉氏
教育問題委員会 第２回教育問題の基本を学ぶ会 ゆとり教育の変遷について 
教育問題委員会 第6回正副委員長会議 中央日本地区会議の開催について／
提言（案）について 
9月幹事会／会員定例会／懇親会 「越中万葉の魅力」 講師：高岡市万葉歴史
館館長 奈良女子大学名誉教授 坂本信幸氏
六次産業化委員会 漁業･水産業との懇談会／漁業・水産業団体との意見交換
地域活性化委員会 第5回正副委員長会議 スポーツ振興策の検討／食べ歩き飲
み歩きによる地域活性化の事例抽出と視察検討 
第2回環境問題委員会 富山県、富山市及び関係団体の取組みについての説明
／意見交換
第32回海外経済視察 「スペイン・ユーロ圏の経済情勢の調査／スペインのエネ
ルギー事業の調査・視察」（スペイン）（～14）
第2回六次産業化委員会 県内現地視察会 
経営･ＣＳＲ委員会 第2回正副委員長会議 経営･ＣＳＲ委員会主管行事 11月定
例会、2月定例会について
第５回日本海沿岸地域経済同友会代表幹事サミット／第5回環日本海･交流委員
会（北海道札幌市） （～23）
第5回環日本海･交流委員会 札幌市内視察（北海道札幌市）
教育問題委員会 第7回正副委員長会議 第21回経済同友会中央日本地区会
議の開催について／提言（案）について
第7回教育問題委員会 第21回経済同友会中央日本地区会議の開催について
／提言（案）について
第2回同友会経営道場 「わが経営哲学を語る」 講師：（株）ウィーズ 代表取締役 
米陀安弘氏、（株）FP不動産センター 代表取締役 石倉央氏
新交通問題委員会 第2回正副委員長･専門委員会議 今期のテーマの絞込みに
ついて（交通ネットワーク）
第3回三山経済同友会交流会（和歌山県和歌山市）（～7）
第6回地域活性化委員会／同友会の日・カターレ富山観戦（富山県総合運動公
園陸上競技場）
第7回地域活性化委員会 県内地域活性化事例視察（射水市・氷見市）
教育問題委員会 第1回提言検討会 提言（案）について 
第3回六次産業化委員会 県外先進地視察（三重県）（～２１）
11月幹事会／会員定例会 「嵐を踏み越えて」 講師：（一財）キヤノングローバル
戦略研究所 理事長 前日本銀行総裁 福井俊彦氏
経営･ＣＳＲ委員会 福井俊彦氏を囲んでの懇親会
2012年度全国経済同友会代表幹事円卓会議（福島県福島市）（～27）
第21回経済同友会中央日本地区会議 （富山県富山市）
第3回同友会経営道場 講師：正栄産業（株）代表取締役 森藤正浩氏、山口郵
便逓送（株）取締役社長 山口純平氏
教育問題委員会 第2回提言検討会 提言（案）について 
第32回海外経済視察報告会／12月会員定例会／年末懇親会 「6次産業化・
農商工連携で地域を元気に！」 講師：NPO法人農商工連携サポートセンター 代表
理事 大塚洋一郎氏
第2回新交通問題委員会 「九州新幹線全線開業及び 北海道新幹線準備状況
からの示唆」 講師：（株）日本政策投資銀行 北海道支店 次長 武田浩氏
新年幹事会
教育問題委員会 第8回正副委員長会議 新潟同友会との交流について 
第2回常任幹事会 
第3回新交通問題委員会 「富山県西部の交通体系の現状と今後のあり方－新
幹線開業後を展望して－」 講師：富山高等専門学校 国際ビジネス学科 准教授 
岡本勝規氏
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第３回環日本海・交流委員会 全国セミナー エクスカーション随行対応について 
第３回全国経済同友会セミナー実行委員会 全国セミナー準備状況と当日の運営
について
第25回全国経済同友会セミナー（富山県富山市）（富山国際会議場、ANAクラ
ウンプラザホテル富山、富山第一ホテル）（～20）
5月幹事会 会員の入退会／平成24年度定時総会付議事項／第25回全国経済
同友会セミナー（報告）
経営・CSR委員会 第6回正副委員長会議 活動報告書について／次期委員会･
道場について
全国経済同友会セミナー実行委員会 慰労会 
平成24年度定時総会 平成23年度事業報告／平成23年度各委員会報告／平
成23年度決算（同監査報告）／平成24年度事業計画／平成24年度予算／新
役員の選任／懇親会
第4回企画委員会 今年度の事業計画について／海外経済視察について 
教育問題委員会  教育の基本を学ぶ会／教育基本法や新学習要領の概要等に
ついて
教育問題委員会 第3回正副委員長会議 今年度の事業計画について
環日本海･交流委員会 第3回正副委員長会議 今年度の活動について
芸術文化委員会 第3回正副委員長会議 今年度の活動について
地域活性化委員会 第3回正副委員長会議 今年度の活動について
第5回企画委員会 海外経済視察について／委員長会議について 
７月幹事会／会員定例会 「私の歩み来た道」 講師：富山経済同友会特別顧問 
中尾哲雄氏
富山県ふるさとの歌「ふるさとの空」完成発表会
経営・CSR委員会 第1回正副委員長会議 委員会講師候補について／経営道
場の運営方法について／景気定点観測アンケート（案）について 
六次産業化委員会 第1回正副委員長会議 委員会の活動方針について／今年
度の活動内容について
経済同友会中央日本地区事務局長会議（富山県富山市）（～１３）
教育問題委員会 第4回正副委員長会議 提言の方向性について 
環境問題委員会 第1回正副委員長会議 今次委員会の活動方針について／今
年度の活動計画（案）について 
第1回常任幹事会
第1回会員増強委員会 委員会活動計画／新会員歓迎オリエンテーションについて
第1回環境問題委員会 今年度の活動計画について／富山県や関係団体の取
組みについて意見交換
打ち水大作戦2012／ 環境問題委員会（拡大委員会）（富山駅北 ブールバール）
エネルギー･環境の選択肢に関する説明会
全国経済同友会事務局長会議（沖縄県沖縄市）（～3）
環日本海･交流委員会 第4回正副委員長会議 今年度の活動計画について
新交通問題委員会 第1回正副委員長･専門委員会議 委員会の方針策定について
第5回教育問題委員会 今年度活動計画について／課外授業オリエンテーション、 
課外授業講師の経験者と講師派遣を受けた学校とのディスカッション
第1回六次産業化委員会 委員会の活動方針、今年度の活動計画について／六
次産業化及び農商工連携についての講演会
第1回経営･CSR委員会 委員会の活動方針、今年度の活動計画について／「中
国経済と中国ビジネス-光と影」 講師：（株）みずほコーポレート銀行 顧問 菅野真
一郎氏
新会員歓迎オリエンテーション
第1回委員長会議 各委員会の活動方針と今後の予定について／当会の活動予
定について
第5回地域活性化委員会 意見交換会／新幹線戦略とやま県民会議について／
地域スポーツ振興について
第2回芸術文化委員会 講演会と懇親会
第1回新交通問題委員会 委員会の活動方針、今年度の活動計画について／
「富山県内の公共交通について」 講師：富山県知事政策局 総合交通政策室長 
大坪昭一氏

●富山－台北便就航
●県立イタイイタイ病資料館
開館
●立山弥陀ヶ原・大日平がラ
ムサール条約湿地に登録
●高志の国文学館開館
●とやま世界こども舞台芸術
祭2012、全国高等学校総
合文化祭とやま2012開催

●LINE人気爆発
●LCCのピーチ就航
●ロンドン五輪
●オスプレイ沖縄配備
●山中伸弥教授ノーベル賞
●衆院選で自公政権奪還
●東京スカイツリー開業
●北朝鮮弾道ミサイル発射

野
田
　
佳
彦

石
井
　
隆
一（
第
二
次
）

2012（平成24年度）

▲第25回全国経済同友会セミナー

▲平成24年度定時総会

▲７月幹事会／会員定例会

▲富山県ふるさとの歌「ふるさとの空」完成発表会

▲打ち水大作戦2012
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平成24年度第2回委員長会議・第6回企画委員会 合同会議 平成24年度委員
会活動状況について／平成25年度事業計画について 
地域活性化委員会 第7回正副委員長会議 委員会活動報告／委員会提案につ
いて 
第7回教育問題委員会 提言（案）について
第8回地域活性化委員会 委員会活動報告／委員会提案について／富山の夜
の活性化方策について
新交通問題委員会 第3回正副委員長・ 専門委員会議 今期の活動実績と今後
の活動予定（案）について
2月幹事会／会員定例会 「楽しい会社」 講師：三島食品（株）代表取締役社長 
三島豊氏
経営･ＣＳＲ委員会、同友会経営道場 会員定例会講師 三島豊氏を囲んでの懇親
会
環境問題委員会 「エコノワとやま交流会」（環境保全活動団体等との交流会）へ
の参加
第4回同友会経営道場 講師：（有）ゼフィール 代表取締役 今井壽子氏、日本海
環境サービス（株）取締役社長 紫藤正一氏
第2回会員増強委員会 会員数の推移について／今後の委員会活動について
課外授業講師派遣 ｢これからの日本を担うみなさんへ」 講師：新田八朗氏（富山
県立呉羽高等学校1学年229名）
第8回教育問題委員会 学校現地視察 富山市立中央小学校 （校長：城野 実井
子 氏）／富山県小学校長会・中学校長会との意見交換（富山県小学校長会長 
小出 薫氏、富山県中学校長会長 高田勇氏 ほか6名）
経営・ＣＳＲ委員会 第3回正副委員長会議 平成24年度活動実績について／平
成25年度の活動方針、計画について
全国経済同友会東日本大震災追悼シンポジウム （宮城県仙台市）
環日本海・交流委員会／新交通問題委員会 合同委員会（長野県上田市）／県
外現地視察（しなの鉄道、上田電鉄、小諸 商工会議所、岩村田本町商店街振興
組合（佐久市））（～14）
教育問題委員会／富山･新潟経済同友会交流会（新潟県新潟市）
第2回経営･ＣＳＲ 委員会 拡大会議 「九州新幹線全線開業と熊本」 講師：ホテ
ル日航熊本 取締役社長 熊本商工会議所 会頭 田川憲生氏
第3回芸術文化、第4回環日本海･交流 合同委員会／「富山の北前船」 講師： 
富山県知事政策局課長 松島吉信氏／「鎖国の扉を開いた越中人」 講師：作家 
辻沢賢信氏
第3回環境問題委員会 県内現地視察会 （富山太陽光発電所（富山市）、 でんき
宇奈月プロジェクト（黒部市））
第3回常任幹事会
教育問題委員会 提言発表  ｢公共の精神を尊び、『生きる力』を備えた人間の育
成のために～『教育は国家百年の大計』である～｣ （富山経済記者クラブ）
第4回六次産業化委員会 基調講演：（株）伊賀の里モクモク手づくりファーム 代
表取締役社長 木村修氏／事例発表・意見交換：みな穂農業協同組合 営農企
画課長 西村清氏、堀岡養殖漁業協同組合 参事 坂東貴裕氏、立山町そば推進
協議会 事務局長 水上龍之介氏

月　日 富 山 経 済 同 友 会
経済社会情勢

富山県内 国内・国外

2012.9.2

2012.9.4
2012.9.6

2012.9.27
2012.9.27

2012.9.27

2012.10.3
2012.10.4

2012.10.4

2012.10.6

2012.10.12
2012.10.18

2012.10.22

2012.10.23
2012.10.29

2012.10.29

2012.10.29

2012.10.30

2012.11.6
2012.11.11

2012.11.15
2012.11.15
2012.11.20
2012.11.26

2012.11.26
2012.11.26
2012.11.30
2012.12.6

2012.12.20
2012.12.26

2013.1.10

2013.1.11
2013.1.17
2013.1.18
2013.1.22

地域活性化委員会／サッカー愛媛FC幹部との交流会／試合観戦／地域スポー
ツを通じた地域活性化に関する意見交換／カターレ富山 対 愛媛FC戦観戦（富
山県総合運動公園陸上競技場ほか）
第4回環日本海･交流委員会 今後の委員会活動について
第1回同友会経営道場 「わが経営哲学を語る」 講師：（株）富山銀行 取締役頭
取 齊藤栄吉氏
教育問題委員会 第２回教育問題の基本を学ぶ会 ゆとり教育の変遷について 
教育問題委員会 第6回正副委員長会議 中央日本地区会議の開催について／
提言（案）について 
9月幹事会／会員定例会／懇親会 「越中万葉の魅力」 講師：高岡市万葉歴史
館館長 奈良女子大学名誉教授 坂本信幸氏
六次産業化委員会 漁業･水産業との懇談会／漁業・水産業団体との意見交換
地域活性化委員会 第5回正副委員長会議 スポーツ振興策の検討／食べ歩き飲
み歩きによる地域活性化の事例抽出と視察検討 
第2回環境問題委員会 富山県、富山市及び関係団体の取組みについての説明
／意見交換
第32回海外経済視察 「スペイン・ユーロ圏の経済情勢の調査／スペインのエネ
ルギー事業の調査・視察」（スペイン）（～14）
第2回六次産業化委員会 県内現地視察会 
経営･ＣＳＲ委員会 第2回正副委員長会議 経営･ＣＳＲ委員会主管行事 11月定
例会、2月定例会について
第５回日本海沿岸地域経済同友会代表幹事サミット／第5回環日本海･交流委員
会（北海道札幌市） （～23）
第5回環日本海･交流委員会 札幌市内視察（北海道札幌市）
教育問題委員会 第7回正副委員長会議 第21回経済同友会中央日本地区会
議の開催について／提言（案）について
第7回教育問題委員会 第21回経済同友会中央日本地区会議の開催について
／提言（案）について
第2回同友会経営道場 「わが経営哲学を語る」 講師：（株）ウィーズ 代表取締役 
米陀安弘氏、（株）FP不動産センター 代表取締役 石倉央氏
新交通問題委員会 第2回正副委員長･専門委員会議 今期のテーマの絞込みに
ついて（交通ネットワーク）
第3回三山経済同友会交流会（和歌山県和歌山市）（～7）
第6回地域活性化委員会／同友会の日・カターレ富山観戦（富山県総合運動公
園陸上競技場）
第7回地域活性化委員会 県内地域活性化事例視察（射水市・氷見市）
教育問題委員会 第1回提言検討会 提言（案）について 
第3回六次産業化委員会 県外先進地視察（三重県）（～２１）
11月幹事会／会員定例会 「嵐を踏み越えて」 講師：（一財）キヤノングローバル
戦略研究所 理事長 前日本銀行総裁 福井俊彦氏
経営･ＣＳＲ委員会 福井俊彦氏を囲んでの懇親会
2012年度全国経済同友会代表幹事円卓会議（福島県福島市）（～27）
第21回経済同友会中央日本地区会議 （富山県富山市）
第3回同友会経営道場 講師：正栄産業（株）代表取締役 森藤正浩氏、山口郵
便逓送（株）取締役社長 山口純平氏
教育問題委員会 第2回提言検討会 提言（案）について 
第32回海外経済視察報告会／12月会員定例会／年末懇親会 「6次産業化・
農商工連携で地域を元気に！」 講師：NPO法人農商工連携サポートセンター 代表
理事 大塚洋一郎氏
第2回新交通問題委員会 「九州新幹線全線開業及び 北海道新幹線準備状況
からの示唆」 講師：（株）日本政策投資銀行 北海道支店 次長 武田浩氏
新年幹事会
教育問題委員会 第8回正副委員長会議 新潟同友会との交流について 
第2回常任幹事会 
第3回新交通問題委員会 「富山県西部の交通体系の現状と今後のあり方－新
幹線開業後を展望して－」 講師：富山高等専門学校 国際ビジネス学科 准教授 
岡本勝規氏
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2012.4.5
2012.4.6

2012.4.19

2012.5.14

2012.5.17

2012.5.17
2012.5.24

2012.5.30
2012.6.1

2012.6.4
2012.6.11
2012.6.18
2012.6.20
2012.7.3
2012.7.5

2012.7.6
2012.7.10

2012.7.10

2012.7.12
2012.7.17
2012.7.18

2012.7.23
2012.7.26
2012.8.1

2012.8.1
2012.8.1
2012.8.2
2012.8.8
2012.8.8
2012.8.21

2012.8.22

2012.8.23

2012.8.24
2012.8.24

2012.8.27

2012.8.30
2012.8.31

第３回環日本海・交流委員会 全国セミナー エクスカーション随行対応について 
第３回全国経済同友会セミナー実行委員会 全国セミナー準備状況と当日の運営
について
第25回全国経済同友会セミナー（富山県富山市）（富山国際会議場、ANAクラ
ウンプラザホテル富山、富山第一ホテル）（～20）
5月幹事会 会員の入退会／平成24年度定時総会付議事項／第25回全国経済
同友会セミナー（報告）
経営・CSR委員会 第6回正副委員長会議 活動報告書について／次期委員会･
道場について
全国経済同友会セミナー実行委員会 慰労会 
平成24年度定時総会 平成23年度事業報告／平成23年度各委員会報告／平
成23年度決算（同監査報告）／平成24年度事業計画／平成24年度予算／新
役員の選任／懇親会
第4回企画委員会 今年度の事業計画について／海外経済視察について 
教育問題委員会  教育の基本を学ぶ会／教育基本法や新学習要領の概要等に
ついて
教育問題委員会 第3回正副委員長会議 今年度の事業計画について
環日本海･交流委員会 第3回正副委員長会議 今年度の活動について
芸術文化委員会 第3回正副委員長会議 今年度の活動について
地域活性化委員会 第3回正副委員長会議 今年度の活動について
第5回企画委員会 海外経済視察について／委員長会議について 
７月幹事会／会員定例会 「私の歩み来た道」 講師：富山経済同友会特別顧問 
中尾哲雄氏
富山県ふるさとの歌「ふるさとの空」完成発表会
経営・CSR委員会 第1回正副委員長会議 委員会講師候補について／経営道
場の運営方法について／景気定点観測アンケート（案）について 
六次産業化委員会 第1回正副委員長会議 委員会の活動方針について／今年
度の活動内容について
経済同友会中央日本地区事務局長会議（富山県富山市）（～１３）
教育問題委員会 第4回正副委員長会議 提言の方向性について 
環境問題委員会 第1回正副委員長会議 今次委員会の活動方針について／今
年度の活動計画（案）について 
第1回常任幹事会
第1回会員増強委員会 委員会活動計画／新会員歓迎オリエンテーションについて
第1回環境問題委員会 今年度の活動計画について／富山県や関係団体の取
組みについて意見交換
打ち水大作戦2012／ 環境問題委員会（拡大委員会）（富山駅北 ブールバール）
エネルギー･環境の選択肢に関する説明会
全国経済同友会事務局長会議（沖縄県沖縄市）（～3）
環日本海･交流委員会 第4回正副委員長会議 今年度の活動計画について
新交通問題委員会 第1回正副委員長･専門委員会議 委員会の方針策定について
第5回教育問題委員会 今年度活動計画について／課外授業オリエンテーション、 
課外授業講師の経験者と講師派遣を受けた学校とのディスカッション
第1回六次産業化委員会 委員会の活動方針、今年度の活動計画について／六
次産業化及び農商工連携についての講演会
第1回経営･CSR委員会 委員会の活動方針、今年度の活動計画について／「中
国経済と中国ビジネス-光と影」 講師：（株）みずほコーポレート銀行 顧問 菅野真
一郎氏
新会員歓迎オリエンテーション
第1回委員長会議 各委員会の活動方針と今後の予定について／当会の活動予
定について
第5回地域活性化委員会 意見交換会／新幹線戦略とやま県民会議について／
地域スポーツ振興について
第2回芸術文化委員会 講演会と懇親会
第1回新交通問題委員会 委員会の活動方針、今年度の活動計画について／
「富山県内の公共交通について」 講師：富山県知事政策局 総合交通政策室長 
大坪昭一氏
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2012（平成24年度）

▲第1回同友会経営道場 講師：齊藤栄吉氏

▲同友会の日・カターレ富山観戦 

▲11月幹事会／会員定例会 講師：福井俊彦氏

▲第21回経済同友会中央日本地区会議



月　日 富 山 経 済 同 友 会
経済社会情勢

富山県内 国内・国外

2013.1.31

2013.2.1

2013.2.5
2013.2.14

2013.2.19

2013.2.21

2013.2.21

2013.2.25

2013.2.27

2013.3.5
2013.3.5

2013.3.6

2013.3.8

2013.3.11
2013.3.13

2013.3.14
2013.3.15

2013.3.18

2013.3.19

2013.3.22
2013.3.25

2013.3.27

平成24年度第2回委員長会議・第6回企画委員会 合同会議 平成24年度委員
会活動状況について／平成25年度事業計画について 
地域活性化委員会 第7回正副委員長会議 委員会活動報告／委員会提案につ
いて 
第7回教育問題委員会 提言（案）について
第8回地域活性化委員会 委員会活動報告／委員会提案について／富山の夜
の活性化方策について
新交通問題委員会 第3回正副委員長・ 専門委員会議 今期の活動実績と今後
の活動予定（案）について
2月幹事会／会員定例会 「楽しい会社」 講師：三島食品（株）代表取締役社長 
三島豊氏
経営･ＣＳＲ委員会、同友会経営道場 会員定例会講師 三島豊氏を囲んでの懇親
会
環境問題委員会 「エコノワとやま交流会」（環境保全活動団体等との交流会）へ
の参加
第4回同友会経営道場 講師：（有）ゼフィール 代表取締役 今井壽子氏、日本海
環境サービス（株）取締役社長 紫藤正一氏
第2回会員増強委員会 会員数の推移について／今後の委員会活動について
課外授業講師派遣 ｢これからの日本を担うみなさんへ」 講師：新田八朗氏（富山
県立呉羽高等学校1学年229名）
第8回教育問題委員会 学校現地視察 富山市立中央小学校 （校長：城野 実井
子 氏）／富山県小学校長会・中学校長会との意見交換（富山県小学校長会長 
小出 薫氏、富山県中学校長会長 高田勇氏 ほか6名）
経営・ＣＳＲ委員会 第3回正副委員長会議 平成24年度活動実績について／平
成25年度の活動方針、計画について
全国経済同友会東日本大震災追悼シンポジウム （宮城県仙台市）
環日本海・交流委員会／新交通問題委員会 合同委員会（長野県上田市）／県
外現地視察（しなの鉄道、上田電鉄、小諸 商工会議所、岩村田本町商店街振興
組合（佐久市））（～14）
教育問題委員会／富山･新潟経済同友会交流会（新潟県新潟市）
第2回経営･ＣＳＲ 委員会 拡大会議 「九州新幹線全線開業と熊本」 講師：ホテ
ル日航熊本 取締役社長 熊本商工会議所 会頭 田川憲生氏
第3回芸術文化、第4回環日本海･交流 合同委員会／「富山の北前船」 講師： 
富山県知事政策局課長 松島吉信氏／「鎖国の扉を開いた越中人」 講師：作家 
辻沢賢信氏
第3回環境問題委員会 県内現地視察会 （富山太陽光発電所（富山市）、 でんき
宇奈月プロジェクト（黒部市））
第3回常任幹事会
教育問題委員会 提言発表  ｢公共の精神を尊び、『生きる力』を備えた人間の育
成のために～『教育は国家百年の大計』である～｣ （富山経済記者クラブ）
第4回六次産業化委員会 基調講演：（株）伊賀の里モクモク手づくりファーム 代
表取締役社長 木村修氏／事例発表・意見交換：みな穂農業協同組合 営農企
画課長 西村清氏、堀岡養殖漁業協同組合 参事 坂東貴裕氏、立山町そば推進
協議会 事務局長 水上龍之介氏
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2012.10.29

2012.10.29
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2012.11.6
2012.11.11

2012.11.15
2012.11.15
2012.11.20
2012.11.26

2012.11.26
2012.11.26
2012.11.30
2012.12.6

2012.12.20
2012.12.26

2013.1.10

2013.1.11
2013.1.17
2013.1.18
2013.1.22

地域活性化委員会／サッカー愛媛FC幹部との交流会／試合観戦／地域スポー
ツを通じた地域活性化に関する意見交換／カターレ富山 対 愛媛FC戦観戦（富
山県総合運動公園陸上競技場ほか）
第4回環日本海･交流委員会 今後の委員会活動について
第1回同友会経営道場 「わが経営哲学を語る」 講師：（株）富山銀行 取締役頭
取 齊藤栄吉氏
教育問題委員会 第２回教育問題の基本を学ぶ会 ゆとり教育の変遷について 
教育問題委員会 第6回正副委員長会議 中央日本地区会議の開催について／
提言（案）について 
9月幹事会／会員定例会／懇親会 「越中万葉の魅力」 講師：高岡市万葉歴史
館館長 奈良女子大学名誉教授 坂本信幸氏
六次産業化委員会 漁業･水産業との懇談会／漁業・水産業団体との意見交換
地域活性化委員会 第5回正副委員長会議 スポーツ振興策の検討／食べ歩き飲
み歩きによる地域活性化の事例抽出と視察検討 
第2回環境問題委員会 富山県、富山市及び関係団体の取組みについての説明
／意見交換
第32回海外経済視察 「スペイン・ユーロ圏の経済情勢の調査／スペインのエネ
ルギー事業の調査・視察」（スペイン）（～14）
第2回六次産業化委員会 県内現地視察会 
経営･ＣＳＲ委員会 第2回正副委員長会議 経営･ＣＳＲ委員会主管行事 11月定
例会、2月定例会について
第５回日本海沿岸地域経済同友会代表幹事サミット／第5回環日本海･交流委員
会（北海道札幌市） （～23）
第5回環日本海･交流委員会 札幌市内視察（北海道札幌市）
教育問題委員会 第7回正副委員長会議 第21回経済同友会中央日本地区会
議の開催について／提言（案）について
第7回教育問題委員会 第21回経済同友会中央日本地区会議の開催について
／提言（案）について
第2回同友会経営道場 「わが経営哲学を語る」 講師：（株）ウィーズ 代表取締役 
米陀安弘氏、（株）FP不動産センター 代表取締役 石倉央氏
新交通問題委員会 第2回正副委員長･専門委員会議 今期のテーマの絞込みに
ついて（交通ネットワーク）
第3回三山経済同友会交流会（和歌山県和歌山市）（～7）
第6回地域活性化委員会／同友会の日・カターレ富山観戦（富山県総合運動公
園陸上競技場）
第7回地域活性化委員会 県内地域活性化事例視察（射水市・氷見市）
教育問題委員会 第1回提言検討会 提言（案）について 
第3回六次産業化委員会 県外先進地視察（三重県）（～２１）
11月幹事会／会員定例会 「嵐を踏み越えて」 講師：（一財）キヤノングローバル
戦略研究所 理事長 前日本銀行総裁 福井俊彦氏
経営･ＣＳＲ委員会 福井俊彦氏を囲んでの懇親会
2012年度全国経済同友会代表幹事円卓会議（福島県福島市）（～27）
第21回経済同友会中央日本地区会議 （富山県富山市）
第3回同友会経営道場 講師：正栄産業（株）代表取締役 森藤正浩氏、山口郵
便逓送（株）取締役社長 山口純平氏
教育問題委員会 第2回提言検討会 提言（案）について 
第32回海外経済視察報告会／12月会員定例会／年末懇親会 「6次産業化・
農商工連携で地域を元気に！」 講師：NPO法人農商工連携サポートセンター 代表
理事 大塚洋一郎氏
第2回新交通問題委員会 「九州新幹線全線開業及び 北海道新幹線準備状況
からの示唆」 講師：（株）日本政策投資銀行 北海道支店 次長 武田浩氏
新年幹事会
教育問題委員会 第8回正副委員長会議 新潟同友会との交流について 
第2回常任幹事会 
第3回新交通問題委員会 「富山県西部の交通体系の現状と今後のあり方－新
幹線開業後を展望して－」 講師：富山高等専門学校 国際ビジネス学科 准教授 
岡本勝規氏
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第３回環日本海・交流委員会 全国セミナー エクスカーション随行対応について 
第３回全国経済同友会セミナー実行委員会 全国セミナー準備状況と当日の運営
について
第25回全国経済同友会セミナー（富山県富山市）（富山国際会議場、ANAクラ
ウンプラザホテル富山、富山第一ホテル）（～20）
5月幹事会 会員の入退会／平成24年度定時総会付議事項／第25回全国経済
同友会セミナー（報告）
経営・CSR委員会 第6回正副委員長会議 活動報告書について／次期委員会･
道場について
全国経済同友会セミナー実行委員会 慰労会 
平成24年度定時総会 平成23年度事業報告／平成23年度各委員会報告／平
成23年度決算（同監査報告）／平成24年度事業計画／平成24年度予算／新
役員の選任／懇親会
第4回企画委員会 今年度の事業計画について／海外経済視察について 
教育問題委員会  教育の基本を学ぶ会／教育基本法や新学習要領の概要等に
ついて
教育問題委員会 第3回正副委員長会議 今年度の事業計画について
環日本海･交流委員会 第3回正副委員長会議 今年度の活動について
芸術文化委員会 第3回正副委員長会議 今年度の活動について
地域活性化委員会 第3回正副委員長会議 今年度の活動について
第5回企画委員会 海外経済視察について／委員長会議について 
７月幹事会／会員定例会 「私の歩み来た道」 講師：富山経済同友会特別顧問 
中尾哲雄氏
富山県ふるさとの歌「ふるさとの空」完成発表会
経営・CSR委員会 第1回正副委員長会議 委員会講師候補について／経営道
場の運営方法について／景気定点観測アンケート（案）について 
六次産業化委員会 第1回正副委員長会議 委員会の活動方針について／今年
度の活動内容について
経済同友会中央日本地区事務局長会議（富山県富山市）（～１３）
教育問題委員会 第4回正副委員長会議 提言の方向性について 
環境問題委員会 第1回正副委員長会議 今次委員会の活動方針について／今
年度の活動計画（案）について 
第1回常任幹事会
第1回会員増強委員会 委員会活動計画／新会員歓迎オリエンテーションについて
第1回環境問題委員会 今年度の活動計画について／富山県や関係団体の取
組みについて意見交換
打ち水大作戦2012／ 環境問題委員会（拡大委員会）（富山駅北 ブールバール）
エネルギー･環境の選択肢に関する説明会
全国経済同友会事務局長会議（沖縄県沖縄市）（～3）
環日本海･交流委員会 第4回正副委員長会議 今年度の活動計画について
新交通問題委員会 第1回正副委員長･専門委員会議 委員会の方針策定について
第5回教育問題委員会 今年度活動計画について／課外授業オリエンテーション、 
課外授業講師の経験者と講師派遣を受けた学校とのディスカッション
第1回六次産業化委員会 委員会の活動方針、今年度の活動計画について／六
次産業化及び農商工連携についての講演会
第1回経営･CSR委員会 委員会の活動方針、今年度の活動計画について／「中
国経済と中国ビジネス-光と影」 講師：（株）みずほコーポレート銀行 顧問 菅野真
一郎氏
新会員歓迎オリエンテーション
第1回委員長会議 各委員会の活動方針と今後の予定について／当会の活動予
定について
第5回地域活性化委員会 意見交換会／新幹線戦略とやま県民会議について／
地域スポーツ振興について
第2回芸術文化委員会 講演会と懇親会
第1回新交通問題委員会 委員会の活動方針、今年度の活動計画について／
「富山県内の公共交通について」 講師：富山県知事政策局 総合交通政策室長 
大坪昭一氏

2012（平成24年度）

▲新交通問題委員会 合同委員会

▲課外授業講師派遣 講師：新田八朗氏

▲全国経済同友会東日本大震災追悼シンポジウム


