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報告会
第7回同友会経営道場 「わが経営哲学を語る」 講師：ダイト（株） 取締役社長 大
津賀保信氏、（株）押田会計 取締役社長 森田幸弘氏
第2回健康委員会 今後の活動計画等について
第6回日本海沿岸地域経済同友会代表幹事サミット（沖縄県名護市）（～14）
第2回芸術文化委員会 内田輝廣氏の講話「水に関わるお話」／ウィスキー･カク
テルの飲酒
地域活性化委員会 第5回正副委員長会議 「スポーツを核とした街づくりを担うス
マート･ベニューについて」  講師：（株）日本政策投資銀行 地域企画部 参事役 
市川豊英氏、地域企画部 調査役 桂田隆行氏
海外教育事情視察・海外経済視察報告会／12月会員定例会／年末懇親会 
「世界経済の現状」 講師：元ＩＭＦ日本代表理事 キヤノングローバル戦略研究所 
研究主幹 小手川大助氏
新年幹事会
平成25年度第2回委員長会議･第4回企画委員会合同会議 各委員会の活動実
績と今後の予定について／当会の行事予定と新幹線開業記念事業検討／委員
会体制について
第9回新交通問題委員会 「北陸新幹線の開業に向けて」 講師：西日本旅客鉄道
（株）金沢支社 副支社長 山田潤一氏
第9回六次産業化委員会 委員会活動の総括について／「成功事例から六次産
業化のヒントを学ぶ」 講師：（株）ナチュラルアート 代表取締役 鈴木誠氏／事例
発表・意見交換（いみず野農業協同組合、新川森林組合、（株）森田農園）
経営･ＣＳＲ委員会 第5回正副委員長会議経営道場のクロージング／活動報告
書（案）について
第2回常任幹事会
地域活性化委員会 第6回正副委員長会議 今期活動の総括と来期活動計画に
ついて／北九州市、フクダ電子アリーナ（千葉）視察の詳細について
第8回環境問題委員会 委員会活動の総括について／（公財）地球環境産業技
術研究機構 システム研究グループ グループリーダー 秋元圭吾氏／事例発表・意
見交換（（株）かんでんエルファーム、千保川をきれいにする会、魚津水族館）
第3回教育問題委員会 学校現地視察（富山市立堀川小学校）・授業参観・校長
等との意見交換など／富山県高等学校長協会との意見交換・教育現場での取
組みの紹介・直面する課題や企業への要望などについて意見交換
地域活性化委員会 第7回正副委員長会議 北九州市、千葉市視察（北九州市
役所、ギラヴァンツ北九州、フクダ電子アリーナ訪問）（～13）
第１回全国経済同友会地方行財政改革推進会議分権改革委員会（東京都） 第
1回会合
2月幹事会／会員定例会／懇親会 「私の六次産業化への道－ブランド戦略はス
トーリーで語れ－」 講師：（有）多田自然農場 代表取締役社長 多田克彦氏
とやま交流委員会 富山県幹部との交流会
第4回教育問題委員会 富山県小学校長会、中学校長会との意見交換
第5回地域活性化委員会 今期の活動総括と来期の活動計画・意見交換等
健康委員会 第3回正副委員長会議 健康委員会 長野視察の具体的内容につい
て
第2回会員増強委員会 会員増強の現状と今後の取組みについて
第8回同友会経営道場（最終） 「わが経営哲学を語る」講師：（株）ジェック経営コン
サルタント 取締役社長 山瀬孝氏、（株）文苑堂書店 取締役会長 吉岡隆一郎氏
新交通問題委員会 第6回正副・専門委員会議 ２年間の活動総括と提言書（案）
についての意見交換
第10回新交通問題委員会（最終） ２年間の委員会活動総括と提言書（案）概要
について説明及び意見交換
第5回経営・ＣＳＲ委員会（最終） 「ＣＳＲ経営の推進とステイクホルダー・マネジメ
ントの課題」 講師：富山大学 経済学部 教授 水谷内徹也氏
第4回常任幹事会
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石根氏、「くらしを支える水」 講師：富山国際大学 現代社会学部 教授 尾畑納子氏
企画委員会 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
新会員歓迎オリエンテーション
第4回海外教育事情視察 ドイツ・オーストリア・チェコ「教員の人間力涵養に向け
て」（～26）
第6回新交通問題委員会（拡大委員会） 「北陸新幹線開業に向けて－魅力と賑
わいのあるまちづくり－」 講師：京都大学大学院 工学研究科 教授 中川大氏
第1回健康委員会 ｢日本一の長寿県 長野に学ぶ～元気のみなもと“食”を考えよ
う～」 講師：松本大学大学院 健康科学研究科 教授 廣田直子氏
第2回地域活性化委員会／愛媛経済同友会との交流会／カターレ富山対愛媛Ｆ
Ｃ戦観戦（愛媛県松山市）（～9.1）
域活性化委員会 第2回正副委員長会議 第3回委員会について／第4回委員会
について／街なかスタジアム構想について
第6回同友会経営道場 発表者：井上機材（株）代表取締役 井上敏夫氏、オリジ
ン工業（株）取締役社長 本間比呂詩氏
第7回六次産業化委員会 「『儲かる農業』で地域活性化」 講師：（有）トップリバー
代表取締役社長 嶋崎秀樹氏
第3回経営･ＣＳＲ委員会（拡大委員会）「天安門からみた最近の中国事情」 講師：
みずほコーポレート銀行（中国）有限公司 北京支店 支店長 岡豊樹氏
9月幹事会／会員定例会 「高岡城と城下町」 講師：高岡市教育委員会事務局
参事 文化財課長 高田克宏氏
第6回環境問題委員会 県外現地視察会（鬼首地熱発電所見学・塩釡商工会議
所訪問・石巻市内視察）（宮城県）（～27）
第3回地域活性化委員会（拡大委員会） 「街中スタジアムが富山を変える」 講師：
Ｊリーグ理事 （株）コンシスト 取締役常務執行役員 傍士銑太氏
教育問題委員会 栃木県･富山経済同友会 教育問題フォーラム（富山県富山市）
第4回経営・ＣＳＲ委員会 三島食品（株）工場見学／広島経済同友会との交流･
意見交換会（広島県広島市）（～3）
第33回海外経済視察 アメリカ合衆国（シアトル･サンフランシスコ）「Facebook、
ボーイング等を視察」（～13）
2013年度全国経済同友会代表幹事円卓会議（岩手県盛岡市）（～8）
とやま交流委員会 第2回正副委員長会議 第4回三山経済同友会交流会打合せ
第7回新交通問題委員会 「新幹線開業に伴う富山地方鉄道の取組みについて」 
講師：富山地方鉄道（株） 専務取締役 稲田祐治氏
第4回三山経済同友会交流会（富山県富山市他）（～23）
第2回健康委員会 「富山県における健康づくりの取組みについて」 講師：富山県
厚生部健康課 課長 今井光雄氏
第1回芸術文化委員会 立山博物館、立山カルデラ砂防博物館見学
地域活性化委員会 第4回正副委員長会議 第4回委員会（岡山視察）の詳細検
討について
第8回六次産業化委員会 県外先進地視察（（農）和郷園見学・富山県アンテナ
ショップ「いきいき富山館」訪問・三重県アンテナショップ「三重テラス」）（千葉県・
東京都）（～14）
11月幹事会／会員定例会 「いつまでも若 し々く生きるために」 講師：順天堂大学
大学院 医学研究科 教授 白澤卓二氏
健康委員会 会員定例会 講師白澤卓二氏を囲んでの懇親会
第4回地域活性化委員会 ｋａｎｋｏスタジアム視察／ファジアーノ岡山 社長 木村
正明氏、岡山経済同友会との意見交換会／カターレ富山対ファジアーノ岡山戦
観戦（岡山県岡山市）（～17）
第7回環境問題委員会 県内現地視察会（（株）かんでんエルファーム見学・稲葉
山風力発電所（小矢部風力発電（有））
第22回経済同友会中央日本地区会議（福井県福井市）
第8回新交通問題委員会 「全日本空輸の中期戦略について」 講師：全日本空輸
（株）常務取締役 西村健氏、「新幹線開業を見据えた富山県の地域交通政策に
ついて」 講師：富山県知事政策局 総合交通政策室 課長 今村慶展氏
第2回教育問題委員会 親学勉強会「親学のスヽ メ」／第4回海外教育事情視察
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4月幹事会
新交通問題委員会 第4回正副委員長･専門委員会議 新年度の活動方針につ
いて／環日本海･交流との合同委員会視察報告について
平成25年度定時総会／懇親会
第5回新交通問題委員会 「富山県東部地域の交通事情と課題について」 講師：
魚津市産業建設部商工観光課 主幹 兼 市外地活性化室 室長 宮野司憲氏
六次産業化委員会 第2回正副委員長会議 平成25年度活動計画について
第1回企画委員会 平成25年度活動計画について／海外経済視察について
第26回全国経済同友会セミナー（岩手県盛岡市）（～24）
教育問題委員会 第1回正副委員長会議・平成25年度活動計画について・経済
同友会教育担当委員会交流会の開催等について
5月幹事会／会員定例会 「最近の金融経済動向」 講師：日本銀行金沢支店 支
店長 北原道夫氏
経営･ＣＳＲ委員会、同友会経営道場 会員定例会 講師 北原道夫氏を囲んでの
懇親会
環境問題委員会 第2回正副委員長会議 平成25年度活動計画について
第5回六次産業化委員会 平成25年度活動計画について／「6次産業化に係る
県内の動き」 講師：富山県農林水産企画課 企画班長 草野浩一氏／「富山県
農業法人協会の取組み」 講師：富山県農業法人 協会 会長 （有）ドリームファー
ム代表取締役 鍋嶋太郎氏／事例発表・意見交換（（株）なんとポーク、魚津漁業
協同組合、農工房長者（株））
芸術文化委員会 第1回正副委員長会議 今年度の委員会活動について
とやま交流委員会 第1回正副委員長会議 今期の委員会活動について
健康委員会 第1回正副委員長会議 平成25年度活動計画について
地域活性化委員会 第1回正副委員長会議 今期の委員会活動について
第4回環境問題委員会 平成25年度活動計画について／環境関係団体等の事
例発表、意見交換（（有）土遊野、NPO法人森林総合支援センター、氷見市教育
委員会）
教育問題委員会 第2回正副委員長会議 経済同友会教育担当委員会交流会の
準備等について／委員会の活動方針について
課外授業講師派遣 「夢をかなえる」 講師：牧田和樹氏（射水市立射北中学校2
学年126名）
第2回企画委員会 海外経済視察旅行業者プレゼンテーション、選定／北陸新幹
線開業記念事業案について
第5回同友会経営道場 発表者：たち建設（株）代表取締役 舘直人氏、（株）柿
里 取締役社長 佐藤幸博氏
教育問題委員会 経済同友会教育担当委員会交流会（黒部市立宇奈月中学校
他）
経営・ＣＳＲ委員会 第4回正副委員長会議 今期の活動計画（案）について
第1回教育問題委員会 課外授業オリエンテーション 今次委員会の活動方針／
平成25年度の活動計画（案）について
新交通問題委員会 第5回正副委員長・専門委員会議 タクシー・レンタカーの利
便性向上に向けた取り組みについて
第1回地域活性化委員会 今期の活動計画（案）について／「道州制と新幹線開
業後の財政運営」 講師：富山県経営管理部 部長 新田一郎氏
第1回とやま交流委員会 今期の活動計画（案）について
第1回会員増強委員会 委員会活動計画について／新会員歓迎オリエンテーショ
ンについて
常任幹事会
7月幹事会／会員定例会 「北陸新幹線開業と富山県の観光経済について」 講
師：（株）ジェイティービー 常務取締役 久保田穣氏
新交通問題委員会 会員定例会 講師 久保田穣氏を囲んでの懇親会
第6回六次産業化委員会 県内現地視察会（氷見市）
2013年度全国経済同友会事務局長会議（香川県高松市）（～２）
環境問題委員会 打ち水大作戦2013
打ち水大作戦2013／第5回環境問題委員会（拡大委員会） 「微細藻類を用いた
有用バイオマスの生産に向けて」 講師：筑波大学大学院 生命環境系 教授 鈴木

●全国高校サッカー選手権
大会 富山第一高等学校初
優勝
●新型インフル治療薬「アビ
ガン」（ファビピラビル）富山
化学工業と富山大学が共同
研究して開発

●衆院選で自公政権奪還
●ロンドン五輪
●北朝鮮弾道ミサイル発射
●韓国大統領に朴槿恵氏
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2013（平成25年度）

▲第26回全国経済同友会セミナー

▲課外授業講師派遣 講師：牧田和樹氏

▲環境問題委員会 打ち水大作戦2013
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報告会
第7回同友会経営道場 「わが経営哲学を語る」 講師：ダイト（株） 取締役社長 大
津賀保信氏、（株）押田会計 取締役社長 森田幸弘氏
第2回健康委員会 今後の活動計画等について
第6回日本海沿岸地域経済同友会代表幹事サミット（沖縄県名護市）（～14）
第2回芸術文化委員会 内田輝廣氏の講話「水に関わるお話」／ウィスキー･カク
テルの飲酒
地域活性化委員会 第5回正副委員長会議 「スポーツを核とした街づくりを担うス
マート･ベニューについて」  講師：（株）日本政策投資銀行 地域企画部 参事役 
市川豊英氏、地域企画部 調査役 桂田隆行氏
海外教育事情視察・海外経済視察報告会／12月会員定例会／年末懇親会 
「世界経済の現状」 講師：元ＩＭＦ日本代表理事 キヤノングローバル戦略研究所 
研究主幹 小手川大助氏
新年幹事会
平成25年度第2回委員長会議･第4回企画委員会合同会議 各委員会の活動実
績と今後の予定について／当会の行事予定と新幹線開業記念事業検討／委員
会体制について
第9回新交通問題委員会 「北陸新幹線の開業に向けて」 講師：西日本旅客鉄道
（株）金沢支社 副支社長 山田潤一氏
第9回六次産業化委員会 委員会活動の総括について／「成功事例から六次産
業化のヒントを学ぶ」 講師：（株）ナチュラルアート 代表取締役 鈴木誠氏／事例
発表・意見交換（いみず野農業協同組合、新川森林組合、（株）森田農園）
経営･ＣＳＲ委員会 第5回正副委員長会議経営道場のクロージング／活動報告
書（案）について
第2回常任幹事会
地域活性化委員会 第6回正副委員長会議 今期活動の総括と来期活動計画に
ついて／北九州市、フクダ電子アリーナ（千葉）視察の詳細について
第8回環境問題委員会 委員会活動の総括について／（公財）地球環境産業技
術研究機構 システム研究グループ グループリーダー 秋元圭吾氏／事例発表・意
見交換（（株）かんでんエルファーム、千保川をきれいにする会、魚津水族館）
第3回教育問題委員会 学校現地視察（富山市立堀川小学校）・授業参観・校長
等との意見交換など／富山県高等学校長協会との意見交換・教育現場での取
組みの紹介・直面する課題や企業への要望などについて意見交換
地域活性化委員会 第7回正副委員長会議 北九州市、千葉市視察（北九州市
役所、ギラヴァンツ北九州、フクダ電子アリーナ訪問）（～13）
第１回全国経済同友会地方行財政改革推進会議分権改革委員会（東京都） 第
1回会合
2月幹事会／会員定例会／懇親会 「私の六次産業化への道－ブランド戦略はス
トーリーで語れ－」 講師：（有）多田自然農場 代表取締役社長 多田克彦氏
とやま交流委員会 富山県幹部との交流会
第4回教育問題委員会 富山県小学校長会、中学校長会との意見交換
第5回地域活性化委員会 今期の活動総括と来期の活動計画・意見交換等
健康委員会 第3回正副委員長会議 健康委員会 長野視察の具体的内容につい
て
第2回会員増強委員会 会員増強の現状と今後の取組みについて
第8回同友会経営道場（最終） 「わが経営哲学を語る」講師：（株）ジェック経営コン
サルタント 取締役社長 山瀬孝氏、（株）文苑堂書店 取締役会長 吉岡隆一郎氏
新交通問題委員会 第6回正副・専門委員会議 ２年間の活動総括と提言書（案）
についての意見交換
第10回新交通問題委員会（最終） ２年間の委員会活動総括と提言書（案）概要
について説明及び意見交換
第5回経営・ＣＳＲ委員会（最終） 「ＣＳＲ経営の推進とステイクホルダー・マネジメ
ントの課題」 講師：富山大学 経済学部 教授 水谷内徹也氏
第4回常任幹事会
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富山県内 国内・国外

2013.8.9

2013.8.9
2013.8.18

2013.8.21

2013.8.27

2013.8.31

2013.9.3

2013.9.5

2013.9.10

2013.9.12

2013.9.25

2013.9.26

2013.10.1

2013.10.2
2013.10.2

2013.10.6
2013.10.7
2013.10.17
2013.10.21

2013.10.22
2013.10.29

2013.11.6
2013.11.11

2013.11.13

2013.11.15

2013.11.15
2013.11.16

2013.11.18

2013.11.22
2013.11.25

2013.11.26

石根氏、「くらしを支える水」 講師：富山国際大学 現代社会学部 教授 尾畑納子氏
企画委員会 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
新会員歓迎オリエンテーション
第4回海外教育事情視察 ドイツ・オーストリア・チェコ「教員の人間力涵養に向け
て」（～26）
第6回新交通問題委員会（拡大委員会） 「北陸新幹線開業に向けて－魅力と賑
わいのあるまちづくり－」 講師：京都大学大学院 工学研究科 教授 中川大氏
第1回健康委員会 ｢日本一の長寿県 長野に学ぶ～元気のみなもと“食”を考えよ
う～」 講師：松本大学大学院 健康科学研究科 教授 廣田直子氏
第2回地域活性化委員会／愛媛経済同友会との交流会／カターレ富山対愛媛Ｆ
Ｃ戦観戦（愛媛県松山市）（～9.1）
域活性化委員会 第2回正副委員長会議 第3回委員会について／第4回委員会
について／街なかスタジアム構想について
第6回同友会経営道場 発表者：井上機材（株）代表取締役 井上敏夫氏、オリジ
ン工業（株）取締役社長 本間比呂詩氏
第7回六次産業化委員会 「『儲かる農業』で地域活性化」 講師：（有）トップリバー
代表取締役社長 嶋崎秀樹氏
第3回経営･ＣＳＲ委員会（拡大委員会）「天安門からみた最近の中国事情」 講師：
みずほコーポレート銀行（中国）有限公司 北京支店 支店長 岡豊樹氏
9月幹事会／会員定例会 「高岡城と城下町」 講師：高岡市教育委員会事務局
参事 文化財課長 高田克宏氏
第6回環境問題委員会 県外現地視察会（鬼首地熱発電所見学・塩釡商工会議
所訪問・石巻市内視察）（宮城県）（～27）
第3回地域活性化委員会（拡大委員会） 「街中スタジアムが富山を変える」 講師：
Ｊリーグ理事 （株）コンシスト 取締役常務執行役員 傍士銑太氏
教育問題委員会 栃木県･富山経済同友会 教育問題フォーラム（富山県富山市）
第4回経営・ＣＳＲ委員会 三島食品（株）工場見学／広島経済同友会との交流･
意見交換会（広島県広島市）（～3）
第33回海外経済視察 アメリカ合衆国（シアトル･サンフランシスコ）「Facebook、
ボーイング等を視察」（～13）
2013年度全国経済同友会代表幹事円卓会議（岩手県盛岡市）（～8）
とやま交流委員会 第2回正副委員長会議 第4回三山経済同友会交流会打合せ
第7回新交通問題委員会 「新幹線開業に伴う富山地方鉄道の取組みについて」 
講師：富山地方鉄道（株） 専務取締役 稲田祐治氏
第4回三山経済同友会交流会（富山県富山市他）（～23）
第2回健康委員会 「富山県における健康づくりの取組みについて」 講師：富山県
厚生部健康課 課長 今井光雄氏
第1回芸術文化委員会 立山博物館、立山カルデラ砂防博物館見学
地域活性化委員会 第4回正副委員長会議 第4回委員会（岡山視察）の詳細検
討について
第8回六次産業化委員会 県外先進地視察（（農）和郷園見学・富山県アンテナ
ショップ「いきいき富山館」訪問・三重県アンテナショップ「三重テラス」）（千葉県・
東京都）（～14）
11月幹事会／会員定例会 「いつまでも若 し々く生きるために」 講師：順天堂大学
大学院 医学研究科 教授 白澤卓二氏
健康委員会 会員定例会 講師白澤卓二氏を囲んでの懇親会
第4回地域活性化委員会 ｋａｎｋｏスタジアム視察／ファジアーノ岡山 社長 木村
正明氏、岡山経済同友会との意見交換会／カターレ富山対ファジアーノ岡山戦
観戦（岡山県岡山市）（～17）
第7回環境問題委員会 県内現地視察会（（株）かんでんエルファーム見学・稲葉
山風力発電所（小矢部風力発電（有））
第22回経済同友会中央日本地区会議（福井県福井市）
第8回新交通問題委員会 「全日本空輸の中期戦略について」 講師：全日本空輸
（株）常務取締役 西村健氏、「新幹線開業を見据えた富山県の地域交通政策に
ついて」 講師：富山県知事政策局 総合交通政策室 課長 今村慶展氏
第2回教育問題委員会 親学勉強会「親学のスヽ メ」／第4回海外教育事情視察
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4月幹事会
新交通問題委員会 第4回正副委員長･専門委員会議 新年度の活動方針につ
いて／環日本海･交流との合同委員会視察報告について
平成25年度定時総会／懇親会
第5回新交通問題委員会 「富山県東部地域の交通事情と課題について」 講師：
魚津市産業建設部商工観光課 主幹 兼 市外地活性化室 室長 宮野司憲氏
六次産業化委員会 第2回正副委員長会議 平成25年度活動計画について
第1回企画委員会 平成25年度活動計画について／海外経済視察について
第26回全国経済同友会セミナー（岩手県盛岡市）（～24）
教育問題委員会 第1回正副委員長会議・平成25年度活動計画について・経済
同友会教育担当委員会交流会の開催等について
5月幹事会／会員定例会 「最近の金融経済動向」 講師：日本銀行金沢支店 支
店長 北原道夫氏
経営･ＣＳＲ委員会、同友会経営道場 会員定例会 講師 北原道夫氏を囲んでの
懇親会
環境問題委員会 第2回正副委員長会議 平成25年度活動計画について
第5回六次産業化委員会 平成25年度活動計画について／「6次産業化に係る
県内の動き」 講師：富山県農林水産企画課 企画班長 草野浩一氏／「富山県
農業法人協会の取組み」 講師：富山県農業法人 協会 会長 （有）ドリームファー
ム代表取締役 鍋嶋太郎氏／事例発表・意見交換（（株）なんとポーク、魚津漁業
協同組合、農工房長者（株））
芸術文化委員会 第1回正副委員長会議 今年度の委員会活動について
とやま交流委員会 第1回正副委員長会議 今期の委員会活動について
健康委員会 第1回正副委員長会議 平成25年度活動計画について
地域活性化委員会 第1回正副委員長会議 今期の委員会活動について
第4回環境問題委員会 平成25年度活動計画について／環境関係団体等の事
例発表、意見交換（（有）土遊野、NPO法人森林総合支援センター、氷見市教育
委員会）
教育問題委員会 第2回正副委員長会議 経済同友会教育担当委員会交流会の
準備等について／委員会の活動方針について
課外授業講師派遣 「夢をかなえる」 講師：牧田和樹氏（射水市立射北中学校2
学年126名）
第2回企画委員会 海外経済視察旅行業者プレゼンテーション、選定／北陸新幹
線開業記念事業案について
第5回同友会経営道場 発表者：たち建設（株）代表取締役 舘直人氏、（株）柿
里 取締役社長 佐藤幸博氏
教育問題委員会 経済同友会教育担当委員会交流会（黒部市立宇奈月中学校
他）
経営・ＣＳＲ委員会 第4回正副委員長会議 今期の活動計画（案）について
第1回教育問題委員会 課外授業オリエンテーション 今次委員会の活動方針／
平成25年度の活動計画（案）について
新交通問題委員会 第5回正副委員長・専門委員会議 タクシー・レンタカーの利
便性向上に向けた取り組みについて
第1回地域活性化委員会 今期の活動計画（案）について／「道州制と新幹線開
業後の財政運営」 講師：富山県経営管理部 部長 新田一郎氏
第1回とやま交流委員会 今期の活動計画（案）について
第1回会員増強委員会 委員会活動計画について／新会員歓迎オリエンテーショ
ンについて
常任幹事会
7月幹事会／会員定例会 「北陸新幹線開業と富山県の観光経済について」 講
師：（株）ジェイティービー 常務取締役 久保田穣氏
新交通問題委員会 会員定例会 講師 久保田穣氏を囲んでの懇親会
第6回六次産業化委員会 県内現地視察会（氷見市）
2013年度全国経済同友会事務局長会議（香川県高松市）（～２）
環境問題委員会 打ち水大作戦2013
打ち水大作戦2013／第5回環境問題委員会（拡大委員会） 「微細藻類を用いた
有用バイオマスの生産に向けて」 講師：筑波大学大学院 生命環境系 教授 鈴木

2013（平成25年度）

▲第4回三山経済同友会交流会

▲11月会員定例会 講師：白澤卓二氏

▲第6回新交通問題委員会 講師：中川大氏

▲第3回地域活性化委員会 講師：傍士銑太氏
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報告会
第7回同友会経営道場 「わが経営哲学を語る」 講師：ダイト（株） 取締役社長 大
津賀保信氏、（株）押田会計 取締役社長 森田幸弘氏
第2回健康委員会 今後の活動計画等について
第6回日本海沿岸地域経済同友会代表幹事サミット（沖縄県名護市）（～14）
第2回芸術文化委員会 内田輝廣氏の講話「水に関わるお話」／ウィスキー･カク
テルの飲酒
地域活性化委員会 第5回正副委員長会議 「スポーツを核とした街づくりを担うス
マート･ベニューについて」  講師：（株）日本政策投資銀行 地域企画部 参事役 
市川豊英氏、地域企画部 調査役 桂田隆行氏
海外教育事情視察・海外経済視察報告会／12月会員定例会／年末懇親会 
「世界経済の現状」 講師：元ＩＭＦ日本代表理事 キヤノングローバル戦略研究所 
研究主幹 小手川大助氏
新年幹事会
平成25年度第2回委員長会議･第4回企画委員会合同会議 各委員会の活動実
績と今後の予定について／当会の行事予定と新幹線開業記念事業検討／委員
会体制について
第9回新交通問題委員会 「北陸新幹線の開業に向けて」 講師：西日本旅客鉄道
（株）金沢支社 副支社長 山田潤一氏
第9回六次産業化委員会 委員会活動の総括について／「成功事例から六次産
業化のヒントを学ぶ」 講師：（株）ナチュラルアート 代表取締役 鈴木誠氏／事例
発表・意見交換（いみず野農業協同組合、新川森林組合、（株）森田農園）
経営･ＣＳＲ委員会 第5回正副委員長会議経営道場のクロージング／活動報告
書（案）について
第2回常任幹事会
地域活性化委員会 第6回正副委員長会議 今期活動の総括と来期活動計画に
ついて／北九州市、フクダ電子アリーナ（千葉）視察の詳細について
第8回環境問題委員会 委員会活動の総括について／（公財）地球環境産業技
術研究機構 システム研究グループ グループリーダー 秋元圭吾氏／事例発表・意
見交換（（株）かんでんエルファーム、千保川をきれいにする会、魚津水族館）
第3回教育問題委員会 学校現地視察（富山市立堀川小学校）・授業参観・校長
等との意見交換など／富山県高等学校長協会との意見交換・教育現場での取
組みの紹介・直面する課題や企業への要望などについて意見交換
地域活性化委員会 第7回正副委員長会議 北九州市、千葉市視察（北九州市
役所、ギラヴァンツ北九州、フクダ電子アリーナ訪問）（～13）
第１回全国経済同友会地方行財政改革推進会議分権改革委員会（東京都） 第
1回会合
2月幹事会／会員定例会／懇親会 「私の六次産業化への道－ブランド戦略はス
トーリーで語れ－」 講師：（有）多田自然農場 代表取締役社長 多田克彦氏
とやま交流委員会 富山県幹部との交流会
第4回教育問題委員会 富山県小学校長会、中学校長会との意見交換
第5回地域活性化委員会 今期の活動総括と来期の活動計画・意見交換等
健康委員会 第3回正副委員長会議 健康委員会 長野視察の具体的内容につい
て
第2回会員増強委員会 会員増強の現状と今後の取組みについて
第8回同友会経営道場（最終） 「わが経営哲学を語る」講師：（株）ジェック経営コン
サルタント 取締役社長 山瀬孝氏、（株）文苑堂書店 取締役会長 吉岡隆一郎氏
新交通問題委員会 第6回正副・専門委員会議 ２年間の活動総括と提言書（案）
についての意見交換
第10回新交通問題委員会（最終） ２年間の委員会活動総括と提言書（案）概要
について説明及び意見交換
第5回経営・ＣＳＲ委員会（最終） 「ＣＳＲ経営の推進とステイクホルダー・マネジメ
ントの課題」 講師：富山大学 経済学部 教授 水谷内徹也氏
第4回常任幹事会
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石根氏、「くらしを支える水」 講師：富山国際大学 現代社会学部 教授 尾畑納子氏
企画委員会 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
新会員歓迎オリエンテーション
第4回海外教育事情視察 ドイツ・オーストリア・チェコ「教員の人間力涵養に向け
て」（～26）
第6回新交通問題委員会（拡大委員会） 「北陸新幹線開業に向けて－魅力と賑
わいのあるまちづくり－」 講師：京都大学大学院 工学研究科 教授 中川大氏
第1回健康委員会 ｢日本一の長寿県 長野に学ぶ～元気のみなもと“食”を考えよ
う～」 講師：松本大学大学院 健康科学研究科 教授 廣田直子氏
第2回地域活性化委員会／愛媛経済同友会との交流会／カターレ富山対愛媛Ｆ
Ｃ戦観戦（愛媛県松山市）（～9.1）
域活性化委員会 第2回正副委員長会議 第3回委員会について／第4回委員会
について／街なかスタジアム構想について
第6回同友会経営道場 発表者：井上機材（株）代表取締役 井上敏夫氏、オリジ
ン工業（株）取締役社長 本間比呂詩氏
第7回六次産業化委員会 「『儲かる農業』で地域活性化」 講師：（有）トップリバー
代表取締役社長 嶋崎秀樹氏
第3回経営･ＣＳＲ委員会（拡大委員会）「天安門からみた最近の中国事情」 講師：
みずほコーポレート銀行（中国）有限公司 北京支店 支店長 岡豊樹氏
9月幹事会／会員定例会 「高岡城と城下町」 講師：高岡市教育委員会事務局
参事 文化財課長 高田克宏氏
第6回環境問題委員会 県外現地視察会（鬼首地熱発電所見学・塩釡商工会議
所訪問・石巻市内視察）（宮城県）（～27）
第3回地域活性化委員会（拡大委員会） 「街中スタジアムが富山を変える」 講師：
Ｊリーグ理事 （株）コンシスト 取締役常務執行役員 傍士銑太氏
教育問題委員会 栃木県･富山経済同友会 教育問題フォーラム（富山県富山市）
第4回経営・ＣＳＲ委員会 三島食品（株）工場見学／広島経済同友会との交流･
意見交換会（広島県広島市）（～3）
第33回海外経済視察 アメリカ合衆国（シアトル･サンフランシスコ）「Facebook、
ボーイング等を視察」（～13）
2013年度全国経済同友会代表幹事円卓会議（岩手県盛岡市）（～8）
とやま交流委員会 第2回正副委員長会議 第4回三山経済同友会交流会打合せ
第7回新交通問題委員会 「新幹線開業に伴う富山地方鉄道の取組みについて」 
講師：富山地方鉄道（株） 専務取締役 稲田祐治氏
第4回三山経済同友会交流会（富山県富山市他）（～23）
第2回健康委員会 「富山県における健康づくりの取組みについて」 講師：富山県
厚生部健康課 課長 今井光雄氏
第1回芸術文化委員会 立山博物館、立山カルデラ砂防博物館見学
地域活性化委員会 第4回正副委員長会議 第4回委員会（岡山視察）の詳細検
討について
第8回六次産業化委員会 県外先進地視察（（農）和郷園見学・富山県アンテナ
ショップ「いきいき富山館」訪問・三重県アンテナショップ「三重テラス」）（千葉県・
東京都）（～14）
11月幹事会／会員定例会 「いつまでも若 し々く生きるために」 講師：順天堂大学
大学院 医学研究科 教授 白澤卓二氏
健康委員会 会員定例会 講師白澤卓二氏を囲んでの懇親会
第4回地域活性化委員会 ｋａｎｋｏスタジアム視察／ファジアーノ岡山 社長 木村
正明氏、岡山経済同友会との意見交換会／カターレ富山対ファジアーノ岡山戦
観戦（岡山県岡山市）（～17）
第7回環境問題委員会 県内現地視察会（（株）かんでんエルファーム見学・稲葉
山風力発電所（小矢部風力発電（有））
第22回経済同友会中央日本地区会議（福井県福井市）
第8回新交通問題委員会 「全日本空輸の中期戦略について」 講師：全日本空輸
（株）常務取締役 西村健氏、「新幹線開業を見据えた富山県の地域交通政策に
ついて」 講師：富山県知事政策局 総合交通政策室 課長 今村慶展氏
第2回教育問題委員会 親学勉強会「親学のスヽ メ」／第4回海外教育事情視察
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4月幹事会
新交通問題委員会 第4回正副委員長･専門委員会議 新年度の活動方針につ
いて／環日本海･交流との合同委員会視察報告について
平成25年度定時総会／懇親会
第5回新交通問題委員会 「富山県東部地域の交通事情と課題について」 講師：
魚津市産業建設部商工観光課 主幹 兼 市外地活性化室 室長 宮野司憲氏
六次産業化委員会 第2回正副委員長会議 平成25年度活動計画について
第1回企画委員会 平成25年度活動計画について／海外経済視察について
第26回全国経済同友会セミナー（岩手県盛岡市）（～24）
教育問題委員会 第1回正副委員長会議・平成25年度活動計画について・経済
同友会教育担当委員会交流会の開催等について
5月幹事会／会員定例会 「最近の金融経済動向」 講師：日本銀行金沢支店 支
店長 北原道夫氏
経営･ＣＳＲ委員会、同友会経営道場 会員定例会 講師 北原道夫氏を囲んでの
懇親会
環境問題委員会 第2回正副委員長会議 平成25年度活動計画について
第5回六次産業化委員会 平成25年度活動計画について／「6次産業化に係る
県内の動き」 講師：富山県農林水産企画課 企画班長 草野浩一氏／「富山県
農業法人協会の取組み」 講師：富山県農業法人 協会 会長 （有）ドリームファー
ム代表取締役 鍋嶋太郎氏／事例発表・意見交換（（株）なんとポーク、魚津漁業
協同組合、農工房長者（株））
芸術文化委員会 第1回正副委員長会議 今年度の委員会活動について
とやま交流委員会 第1回正副委員長会議 今期の委員会活動について
健康委員会 第1回正副委員長会議 平成25年度活動計画について
地域活性化委員会 第1回正副委員長会議 今期の委員会活動について
第4回環境問題委員会 平成25年度活動計画について／環境関係団体等の事
例発表、意見交換（（有）土遊野、NPO法人森林総合支援センター、氷見市教育
委員会）
教育問題委員会 第2回正副委員長会議 経済同友会教育担当委員会交流会の
準備等について／委員会の活動方針について
課外授業講師派遣 「夢をかなえる」 講師：牧田和樹氏（射水市立射北中学校2
学年126名）
第2回企画委員会 海外経済視察旅行業者プレゼンテーション、選定／北陸新幹
線開業記念事業案について
第5回同友会経営道場 発表者：たち建設（株）代表取締役 舘直人氏、（株）柿
里 取締役社長 佐藤幸博氏
教育問題委員会 経済同友会教育担当委員会交流会（黒部市立宇奈月中学校
他）
経営・ＣＳＲ委員会 第4回正副委員長会議 今期の活動計画（案）について
第1回教育問題委員会 課外授業オリエンテーション 今次委員会の活動方針／
平成25年度の活動計画（案）について
新交通問題委員会 第5回正副委員長・専門委員会議 タクシー・レンタカーの利
便性向上に向けた取り組みについて
第1回地域活性化委員会 今期の活動計画（案）について／「道州制と新幹線開
業後の財政運営」 講師：富山県経営管理部 部長 新田一郎氏
第1回とやま交流委員会 今期の活動計画（案）について
第1回会員増強委員会 委員会活動計画について／新会員歓迎オリエンテーショ
ンについて
常任幹事会
7月幹事会／会員定例会 「北陸新幹線開業と富山県の観光経済について」 講
師：（株）ジェイティービー 常務取締役 久保田穣氏
新交通問題委員会 会員定例会 講師 久保田穣氏を囲んでの懇親会
第6回六次産業化委員会 県内現地視察会（氷見市）
2013年度全国経済同友会事務局長会議（香川県高松市）（～２）
環境問題委員会 打ち水大作戦2013
打ち水大作戦2013／第5回環境問題委員会（拡大委員会） 「微細藻類を用いた
有用バイオマスの生産に向けて」 講師：筑波大学大学院 生命環境系 教授 鈴木
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