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とやま交流委員会 第4回正副委員長会議 今後の活動計画について
第5回教育問題委員会 教育に関する提言案について
2016年度全国経済同友会代表幹事円卓会議（静岡県浜松市）
健康委員会 第4回正副委員長会議 第1回提案書作成委員会 健康経営に関す
る提案書作成について
第6回海外教育事情視察・第36回海外経済視察報告会／12月会員定例会／
年末懇親会 「経済展望と今後の企業経営 ～日本経済復活の条件、企業経営が
めざすもの～」 講師：東京大学名誉教授、学習院大学教授 （経済財政諮問会議
議員、復興推進委員会委員長）伊藤元重氏 
第4回六次産業化委員会 今後の活動について／担当役員 桶屋泰三氏 黄綬褒
章受章記念「お祝いの会」
教育問題委員会 第4回正副委員長会議 教育に関する提言案について
5経済団体合同「新春互礼会」
地域活性化委員会 第7回正副委員長会議 女性のＵターン促進に向けた提言
（案）の修正について
新年幹事会／富山県知事との昼食会
「同友会の日」富山グラウジーズ戦 観戦
教育問題委員会 第5回正副委員長会議 教育に関する提言案の修正について
第5回六次産業化委員会 「六次産業化のこれから～悠牧豚の取り組み」 講師：
悠牧豚（株） 代表取締役 川瀬悠氏
健康委員会 第2回提案書作成委員会
企画委員会 1月常任幹事会議案について
第2回常任幹事会
第2回経営･ＣＳＲ委員会（拡大委員会） 「デフレ脱却に向けた日本銀行の取組み
と北陸の経済展望」 講師：日本銀行金沢支店 支店長 小澤浩太郎氏
経営･ＣＳＲ委員会 講師 小澤浩太郎氏を囲んでの懇親会
第6回地域活性化委員会 女性のＵターン促進に向けた提言（案）について
経営･ＣＳＲ委員会 第3回正副委員長会議 次回開催委員会の講演内容につい
て
第2回同友会経営道場 発表者：みずほ証券（株） 富山支店 支店長 大内光平
氏、 （学）浦山学園理事長 浦山哲郎氏
とやま交流委員会 県外視察（熊本経済同友会訪問・阿蘇ジオパーク視察 等）
（熊本県）（～15）
六次産業化委員会 第6回正副委員長会議 第2回とやま特産品サミットの運営に
ついて
健康委員会 第3回提案書作成委員会
第5回とやま交流委員会 富山県幹部との意見交換会･交流会
教育問題委員会 第6回海外教育事情視察 報告会
第9回健康委員会 健康経営に関する提案書（案）について
経営・CSR委員会 第2回ごきげんよう職場訪問 （首都圏方面） （～１０）
3月幹事会／会員定例会 「アントレプレナーシップ（起業家精神）について」 講師：
（株）株式会社レノバ 代表取締役会長 千本倖生氏
環境問題委員会 会員定例会の講師を囲んでの懇親会
第6回六次産業化委員会 第2回とやま特産品サミットin東京（～17）
第7回地域活性化委員会 女性のＵターン促進に向けた提言の最終案について／
今次委員会で取り組んできた活動について
第10回企画委員会 提言（案）について①地域活性化委員会②教育問題委員会
／平成29年度定時総会に向けて（H28年度事業報告、委員会報告、決算、H29
年度事業計画、委員会活動について）
第7回教育問題委員会 教育に関する提言について
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第4回教育問題委員会 今次委員会の活動方針と28年度の活動内容について
／教育に関する提言について
第1回環境問題委員会 今次委員会の活動方針と28年度の活動内容について
／「富山物質循環フレームワークについて」 講師：富山県生活環境文化部 環境
政策課主幹 九澤和英氏
六次産業化委員会 第4回正副委員長会議 委員会活動経過報告／おつまみ品
評会
地域活性化委員会 第5回正副委員長会議 第4回委員会に向けた資料検討他
第1回拡大経営･ＣＳＲ委員会ならびに第1回同友会経営道場 ごきげんよう職場
訪問 見学会（（株）広貫堂）／懇親会
（公社）経済同友会と富山･金沢･福井経済同友会との意見交換会（富山県富山
市）
芸術文化委員会 第8回正副委員長会議 「コバケンとその仲間たちオーケストラin
富山」当日に向けての確認事項について
第4回地域活性化委員会 地方創生にかかる若い女性の定着／「Ｕターンに関す
る県の施策や今後の取組みについて」 講師：富山県観光･地域振興局長 亀井
明紀氏／人口減少問題に関する提言について
第2回六次産業化委員会 今後の活動について／第1回とやま特産品サミット（酒
のおつまみ20種の品評会）
第6回 海外教育事情視察 「フィンランド、デンマークの学校教育などを視察」（～
24）
第1回会員増強委員会（拡大委員会）「生きがい､やりがい､自己実現～目標達成
の為に～」 講師：日本女子プロゴルフ協会 会長 小林浩美氏
「コバケンとその仲間たちオーケストラin富山」
第4回とやま交流委員会 黒部川第四発電所見学会（黒部市、立山町）（～５）
第2回環境問題委員会 立山カルデラ砂防体験学習会（立山町）
10月幹事会／会員定例会 「日本企業の国際化を巡る環境 ～地方企業の国際
化に向けて～」 講師：みずほ総合研究所（株） 調査本部副本部長 首席エコノミ
スト兼みずほ銀行企画管理部参事役 泰松真也氏
第6回健康委員会 県外視察（神奈川県ヘルスケア・ニューフロンティア（国家戦
略特区） ～未病の改善と最先端医療･最新技術の追求～）（神奈川県横浜市、
川崎市、藤沢市）（～１４）
第9回日本海沿岸地域経済同友会代表幹事 サミット（京都府京都市） （～１８）
第7回健康委員会（拡大委員会）「医療サービスの変革に向けて」 講師：ボストン
コンサルティンググループ シニア・パートナー・アンド・マネージング・ディレクター（公
社）経済同友会 副代表幹事 御立尚資氏
第3回六次産業化委員会 酒蔵見学「日本酒のできるまで」講師：（株）桝田酒造
店 取締役会長 桝田敬次郎氏
地域活性化委員会 第6回正副委員長会議 女性向け･企業向けアンケート結果
／ワークショップ結果を踏まえた人口減少問題提言スケルトンの検討
芸術文化委員会 第9回正副委員長会議 コバケンとその仲間たちオーケストラin
富山 実施報告／今後の委員会活動について
11月幹事会／会員定例会／懇親会 「スーパー新幹線が高岡を救う」 講師：京都
大学大学院工学研究科（都市社会工学）教授 京都大学レジリエンス実践ユニッ
ト長 安倍内閣 内閣官房参与（防災減災ニューディール担当）藤井聡氏
第8回健康委員会 健康経営に関する提案書作成について／「勉強会：健康経
営について」 講師：全国健康保険協会富山支部 支部長 松井泰治氏
第25回経済同友会中央日本地区会議 （新潟県長岡市）
教育問題委員会 第3回正副委員長会議 教育に関する提言案について
六次産業化委員会 第5回正副委員長会議 第1回とやま特産品サミットの結果報
告／第2回とやま特産品サミット（in東京）について／赤米･黒米の活用について
／副委員長 西尾敏氏送別会
第5回地域活性化委員会 女性向け･企業向けアンケート結果／ワークショップ結
果を踏まえた人口減少問題提言スケルトンの検討
経営･ＣＳＲ委員会 第2回正副委員長会議 地方企業の国際化のあり方について
提言骨子を組み立てるためのブレインストーミング（①提言に向けた意見交換 ②今
後の委員会運営方針確認）
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4月幹事会
第29回全国経済同友会セミナー（岡山県岡山市）（～１５）
第3回健康委員会 健康講和／健康測定／運動指導 「労働安全衛生法に基づく
ストレスチェックとストレス対症法」 講師：富山県国際健康プラザ 保健師 滝上節
子氏
平成28年度定時総会／懇親会
とやま交流委員会 第3回正副委員長会議 平成28年度活動計画について
G７応援「富山経済同友会クリーン大作戦」（～１６）
芸術文化委員会 第6回正副委員長会議 コバケンとその仲間たちオーケストラin
富山 開催に向けての進捗状況報告／今後の日程／チケット販売計画等につい
て
5月幹事会／会員定例会 「これからの経済と経営戦略」 講師：オリックス（株） シ
ニア･チェアマン 宮内義彦氏
経済同友会中央日本地区会議 事務局長会議（新潟県新潟市） （～２７）
第4回芸術文化委員会 コバケンとその仲間たちオーケストラin富山 開催の意義と
実施詳細について
六次産業化委員会 赤米･黒米田植え体験
第4回経済同友会教育担当委員会交流会（栃木県那須塩原市・宇都宮市）
地域活性化委員会 第4回正副委員長会議 人口減少問題提言書策定方針につ
いて／平成28年度の委員会運営について
六次産業化委員会 第１回正副委員長会議 平成28年度活動計画について／富
山県農林水産部の取組みについて
経営･ＣＳＲ委員会 第１回正副委員長会議 平成28年度の活動計画について／
経営道場の運営方法について
第1回六次産業化委員会 平成28年度活動計画について／「（株）はすみふぁー
むの取組みについて」 講師：（株）はすみふぁーむ 取締役CFO 能作尚子氏
第4回健康委員会 尾瀬トレッキング（福島県尾瀬、桧枝岐村）（～３０）
芸術文化委員会 第7回正副委員長会議 コバケンとその仲間たちオーケストラin
富山 チケット販売状況報告と今後のチケット販売促進施策について
六次産業化委員会 第2回正副委員長会議 平成28年度活動計画について／
「富山市の六次産業化の取組みについて」 講師：富山市商工労働部薬業物産
課 課長 竹井博文氏、富山市物産振興会 会長 塩井保彦氏 
第3回地域活性化委員会 人口減少問題提言書策定方針について／今後のスケ
ジュールについて
第5回芸術文化委員会（拡大委員会） 「日本刀『正宗』と『虎徹』鑑賞会」説明：
森記念秋水美術館 学芸課長･事務長 山誠二郎氏
第5回健康委員会 平成28年度活動計画について／「富山県における製薬産業
の現状と更なる発展に向けた取組み」 講師：富山県厚生部 くすり政策課 課長 
坂西義史氏
群馬経済同友会60周年記念式典（群馬県高崎市）
教育問題委員会 課外授業参観／課外授業オリエンテーション（高岡市立戸出中
学校）
第8回企画委員会 7月常任幹事会の議案について
六次産業化委員会 第3回正副委員長会議 今期の具体的活動内容について
平成28年度第1回常任幹事会
7月幹事会／会員定例会 「環太平洋パートナーシップ（TPP）協定の概要につい
て」 講師：経済産業省通商政策局 経済連携交渉官 横田光弘氏、「エネルギー
ミックス･原子力政策について」 講師：資源エネルギー庁電力･ガス事業部 原子力
立地･核燃料サイクル産業課 原子力発電立地対策･広報室長 佐々木雅人氏
経営･ＣＳＲ委員会 六次産業化委員会 会員定例会の講師お二人を囲んでの懇
親会
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と28年度の活
動計画について
企画委員会 平成28年度第1回委員長会議 各委員会の活動計画･地方創生の
取組み等について／人口問題に対する提言について／今後の活動予定について
第36回 海外経済視察 デンマーク、フィンランド、ロシア「北欧経済の強みと課題」
（～24）

●富山米の新品種「富富富」
販売
●富山市でG7環境大臣会
合が開催
●富山市議会　政務活動費
不正受給事件
●複合商業ビル「ユウタウン
総曲輪」開業　
●「高岡御車山祭の御車山
行事」ユネスコ無形文化遺産
に登録
●富山県立山（室堂）にて雪
崩が発生。東京工業大学の
学生3人が巻き込まれ1人が
死亡
●富山・石川版「ミシュランガ
イド」刊行 富山の日本料理
店「山崎」が三つ星に

●熊本地震、死者１５０人超
●米大統領、歴史的な広島
訪問
●障害者施設で１９人殺害
●リオ五輪、過去最多４１メダ
ル
●米大統領選でトランプ氏勝
利
●ポケモンGO現象が広がる
●SMAPが2016年12月31
日に解散
●イチロー、大リーグ3千安打
達成 史上30人目
●小池氏、無党派層にも浸
透 女性初の都知事誕生
●朴大統領弾劾を可決
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▲G７応援「富山経済同友会クリーン大作戦」 

▲ 5月会員定例会 講師：宮内義彦氏

▲六次産業化委員会 赤米･黒米田植え体験

▲第4回健康委員会 尾瀬トレッキング

2016（平成28年度）
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とやま交流委員会 第4回正副委員長会議 今後の活動計画について
第5回教育問題委員会 教育に関する提言案について
2016年度全国経済同友会代表幹事円卓会議（静岡県浜松市）
健康委員会 第4回正副委員長会議 第1回提案書作成委員会 健康経営に関す
る提案書作成について
第6回海外教育事情視察・第36回海外経済視察報告会／12月会員定例会／
年末懇親会 「経済展望と今後の企業経営 ～日本経済復活の条件、企業経営が
めざすもの～」 講師：東京大学名誉教授、学習院大学教授 （経済財政諮問会議
議員、復興推進委員会委員長）伊藤元重氏 
第4回六次産業化委員会 今後の活動について／担当役員 桶屋泰三氏 黄綬褒
章受章記念「お祝いの会」
教育問題委員会 第4回正副委員長会議 教育に関する提言案について
5経済団体合同「新春互礼会」
地域活性化委員会 第7回正副委員長会議 女性のＵターン促進に向けた提言
（案）の修正について
新年幹事会／富山県知事との昼食会
「同友会の日」富山グラウジーズ戦 観戦
教育問題委員会 第5回正副委員長会議 教育に関する提言案の修正について
第5回六次産業化委員会 「六次産業化のこれから～悠牧豚の取り組み」 講師：
悠牧豚（株） 代表取締役 川瀬悠氏
健康委員会 第2回提案書作成委員会
企画委員会 1月常任幹事会議案について
第2回常任幹事会
第2回経営･ＣＳＲ委員会（拡大委員会） 「デフレ脱却に向けた日本銀行の取組み
と北陸の経済展望」 講師：日本銀行金沢支店 支店長 小澤浩太郎氏
経営･ＣＳＲ委員会 講師 小澤浩太郎氏を囲んでの懇親会
第6回地域活性化委員会 女性のＵターン促進に向けた提言（案）について
経営･ＣＳＲ委員会 第3回正副委員長会議 次回開催委員会の講演内容につい
て
第2回同友会経営道場 発表者：みずほ証券（株） 富山支店 支店長 大内光平
氏、 （学）浦山学園理事長 浦山哲郎氏
とやま交流委員会 県外視察（熊本経済同友会訪問・阿蘇ジオパーク視察 等）
（熊本県）（～15）
六次産業化委員会 第6回正副委員長会議 第2回とやま特産品サミットの運営に
ついて
健康委員会 第3回提案書作成委員会
第5回とやま交流委員会 富山県幹部との意見交換会･交流会
教育問題委員会 第6回海外教育事情視察 報告会
第9回健康委員会 健康経営に関する提案書（案）について
経営・CSR委員会 第2回ごきげんよう職場訪問 （首都圏方面） （～１０）
3月幹事会／会員定例会 「アントレプレナーシップ（起業家精神）について」 講師：
（株）株式会社レノバ 代表取締役会長 千本倖生氏
環境問題委員会 会員定例会の講師を囲んでの懇親会
第6回六次産業化委員会 第2回とやま特産品サミットin東京（～17）
第7回地域活性化委員会 女性のＵターン促進に向けた提言の最終案について／
今次委員会で取り組んできた活動について
第10回企画委員会 提言（案）について①地域活性化委員会②教育問題委員会
／平成29年度定時総会に向けて（H28年度事業報告、委員会報告、決算、H29
年度事業計画、委員会活動について）
第7回教育問題委員会 教育に関する提言について
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富山県内 国内・国外

2016.8.19

2016.8.23

2016.8.24

2016.8.30
2016.8.30

2016.9.6

2016.9.7

2016.9.9

2016.9.14

2016.9.18

2016.9.23

2016.9.25
2016.10.4
2016.10.7
2016.10.13

2016.10.13

2016.10.17
2016.10.26

2016.10.27

2016.11.4

2016.11.4

2016.11.9

2016.11.11

2016.11.15
2016.11.16
2016.11.22

2016.11.24

2016.11.28

第4回教育問題委員会 今次委員会の活動方針と28年度の活動内容について
／教育に関する提言について
第1回環境問題委員会 今次委員会の活動方針と28年度の活動内容について
／「富山物質循環フレームワークについて」 講師：富山県生活環境文化部 環境
政策課主幹 九澤和英氏
六次産業化委員会 第4回正副委員長会議 委員会活動経過報告／おつまみ品
評会
地域活性化委員会 第5回正副委員長会議 第4回委員会に向けた資料検討他
第1回拡大経営･ＣＳＲ委員会ならびに第1回同友会経営道場 ごきげんよう職場
訪問 見学会（（株）広貫堂）／懇親会
（公社）経済同友会と富山･金沢･福井経済同友会との意見交換会（富山県富山
市）
芸術文化委員会 第8回正副委員長会議 「コバケンとその仲間たちオーケストラin
富山」当日に向けての確認事項について
第4回地域活性化委員会 地方創生にかかる若い女性の定着／「Ｕターンに関す
る県の施策や今後の取組みについて」 講師：富山県観光･地域振興局長 亀井
明紀氏／人口減少問題に関する提言について
第2回六次産業化委員会 今後の活動について／第1回とやま特産品サミット（酒
のおつまみ20種の品評会）
第6回 海外教育事情視察 「フィンランド、デンマークの学校教育などを視察」（～
24）
第1回会員増強委員会（拡大委員会）「生きがい､やりがい､自己実現～目標達成
の為に～」 講師：日本女子プロゴルフ協会 会長 小林浩美氏
「コバケンとその仲間たちオーケストラin富山」
第4回とやま交流委員会 黒部川第四発電所見学会（黒部市、立山町）（～５）
第2回環境問題委員会 立山カルデラ砂防体験学習会（立山町）
10月幹事会／会員定例会 「日本企業の国際化を巡る環境 ～地方企業の国際
化に向けて～」 講師：みずほ総合研究所（株） 調査本部副本部長 首席エコノミ
スト兼みずほ銀行企画管理部参事役 泰松真也氏
第6回健康委員会 県外視察（神奈川県ヘルスケア・ニューフロンティア（国家戦
略特区） ～未病の改善と最先端医療･最新技術の追求～）（神奈川県横浜市、
川崎市、藤沢市）（～１４）
第9回日本海沿岸地域経済同友会代表幹事 サミット（京都府京都市） （～１８）
第7回健康委員会（拡大委員会）「医療サービスの変革に向けて」 講師：ボストン
コンサルティンググループ シニア・パートナー・アンド・マネージング・ディレクター（公
社）経済同友会 副代表幹事 御立尚資氏
第3回六次産業化委員会 酒蔵見学「日本酒のできるまで」講師：（株）桝田酒造
店 取締役会長 桝田敬次郎氏
地域活性化委員会 第6回正副委員長会議 女性向け･企業向けアンケート結果
／ワークショップ結果を踏まえた人口減少問題提言スケルトンの検討
芸術文化委員会 第9回正副委員長会議 コバケンとその仲間たちオーケストラin
富山 実施報告／今後の委員会活動について
11月幹事会／会員定例会／懇親会 「スーパー新幹線が高岡を救う」 講師：京都
大学大学院工学研究科（都市社会工学）教授 京都大学レジリエンス実践ユニッ
ト長 安倍内閣 内閣官房参与（防災減災ニューディール担当）藤井聡氏
第8回健康委員会 健康経営に関する提案書作成について／「勉強会：健康経
営について」 講師：全国健康保険協会富山支部 支部長 松井泰治氏
第25回経済同友会中央日本地区会議 （新潟県長岡市）
教育問題委員会 第3回正副委員長会議 教育に関する提言案について
六次産業化委員会 第5回正副委員長会議 第1回とやま特産品サミットの結果報
告／第2回とやま特産品サミット（in東京）について／赤米･黒米の活用について
／副委員長 西尾敏氏送別会
第5回地域活性化委員会 女性向け･企業向けアンケート結果／ワークショップ結
果を踏まえた人口減少問題提言スケルトンの検討
経営･ＣＳＲ委員会 第2回正副委員長会議 地方企業の国際化のあり方について
提言骨子を組み立てるためのブレインストーミング（①提言に向けた意見交換 ②今
後の委員会運営方針確認）
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2016.4.5
2016.4.14
2016.4.20

2016.4.26
2016.5.12
2016.5.15
2016.5.16

2016.5.20

2016.5.26
2016.5.30

2016.6.3
2016.6.3
2016.6.15

2016.6.16

2016.6.27

2016.6.28

2016.6.29 
2016.7.1

2016.7.6

2016.7.11

2016.7.12

2016.7.13

2016.7.15
2016.7.15

2016.7.20 
2016.7.22
2016.7.22
2016.7.28

2016.7.28

2016.8.2

2016.8.8

2016.8.16

4月幹事会
第29回全国経済同友会セミナー（岡山県岡山市）（～１５）
第3回健康委員会 健康講和／健康測定／運動指導 「労働安全衛生法に基づく
ストレスチェックとストレス対症法」 講師：富山県国際健康プラザ 保健師 滝上節
子氏
平成28年度定時総会／懇親会
とやま交流委員会 第3回正副委員長会議 平成28年度活動計画について
G７応援「富山経済同友会クリーン大作戦」（～１６）
芸術文化委員会 第6回正副委員長会議 コバケンとその仲間たちオーケストラin
富山 開催に向けての進捗状況報告／今後の日程／チケット販売計画等につい
て
5月幹事会／会員定例会 「これからの経済と経営戦略」 講師：オリックス（株） シ
ニア･チェアマン 宮内義彦氏
経済同友会中央日本地区会議 事務局長会議（新潟県新潟市） （～２７）
第4回芸術文化委員会 コバケンとその仲間たちオーケストラin富山 開催の意義と
実施詳細について
六次産業化委員会 赤米･黒米田植え体験
第4回経済同友会教育担当委員会交流会（栃木県那須塩原市・宇都宮市）
地域活性化委員会 第4回正副委員長会議 人口減少問題提言書策定方針につ
いて／平成28年度の委員会運営について
六次産業化委員会 第１回正副委員長会議 平成28年度活動計画について／富
山県農林水産部の取組みについて
経営･ＣＳＲ委員会 第１回正副委員長会議 平成28年度の活動計画について／
経営道場の運営方法について
第1回六次産業化委員会 平成28年度活動計画について／「（株）はすみふぁー
むの取組みについて」 講師：（株）はすみふぁーむ 取締役CFO 能作尚子氏
第4回健康委員会 尾瀬トレッキング（福島県尾瀬、桧枝岐村）（～３０）
芸術文化委員会 第7回正副委員長会議 コバケンとその仲間たちオーケストラin
富山 チケット販売状況報告と今後のチケット販売促進施策について
六次産業化委員会 第2回正副委員長会議 平成28年度活動計画について／
「富山市の六次産業化の取組みについて」 講師：富山市商工労働部薬業物産
課 課長 竹井博文氏、富山市物産振興会 会長 塩井保彦氏 
第3回地域活性化委員会 人口減少問題提言書策定方針について／今後のスケ
ジュールについて
第5回芸術文化委員会（拡大委員会） 「日本刀『正宗』と『虎徹』鑑賞会」説明：
森記念秋水美術館 学芸課長･事務長 山誠二郎氏
第5回健康委員会 平成28年度活動計画について／「富山県における製薬産業
の現状と更なる発展に向けた取組み」 講師：富山県厚生部 くすり政策課 課長 
坂西義史氏
群馬経済同友会60周年記念式典（群馬県高崎市）
教育問題委員会 課外授業参観／課外授業オリエンテーション（高岡市立戸出中
学校）
第8回企画委員会 7月常任幹事会の議案について
六次産業化委員会 第3回正副委員長会議 今期の具体的活動内容について
平成28年度第1回常任幹事会
7月幹事会／会員定例会 「環太平洋パートナーシップ（TPP）協定の概要につい
て」 講師：経済産業省通商政策局 経済連携交渉官 横田光弘氏、「エネルギー
ミックス･原子力政策について」 講師：資源エネルギー庁電力･ガス事業部 原子力
立地･核燃料サイクル産業課 原子力発電立地対策･広報室長 佐々木雅人氏
経営･ＣＳＲ委員会 六次産業化委員会 会員定例会の講師お二人を囲んでの懇
親会
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と28年度の活
動計画について
企画委員会 平成28年度第1回委員長会議 各委員会の活動計画･地方創生の
取組み等について／人口問題に対する提言について／今後の活動予定について
第36回 海外経済視察 デンマーク、フィンランド、ロシア「北欧経済の強みと課題」
（～24）

▲コバケンとその仲間たちオーケストラin富山

▲第4回とやま交流委員会

▲第9回日本海沿岸地域代表幹事 サミット

▲11月会員定例会 講師：藤井聡氏

▲第1回会員増強委員会 講師：小林浩美氏

2016（平成28年度）
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2016.11.30
2016.12.2
2016.12.5
2016.12.9

2016.12.12

2016.12.19

2016.12.21
2017.1.4
2017.1.18

2017.1.19
2017.1.21
2017.1.23
2017.1.24

2017.1.25
2017.1.25
2017.1.26
2017.1.30

2017.1.30
2017.2.3
2017.2.9

2017.2.9

2017.2.13

2017.2.14

2017.2.16
2017.2.20
2017.2.23
2017.3.1
2017.3.9
2017.3.14

2017.3.14
2017.3.16
2017.3.23

2017.3.27

2017.3.29

とやま交流委員会 第4回正副委員長会議 今後の活動計画について
第5回教育問題委員会 教育に関する提言案について
2016年度全国経済同友会代表幹事円卓会議（静岡県浜松市）
健康委員会 第4回正副委員長会議 第1回提案書作成委員会 健康経営に関す
る提案書作成について
第6回海外教育事情視察・第36回海外経済視察報告会／12月会員定例会／
年末懇親会 「経済展望と今後の企業経営 ～日本経済復活の条件、企業経営が
めざすもの～」 講師：東京大学名誉教授、学習院大学教授 （経済財政諮問会議
議員、復興推進委員会委員長）伊藤元重氏 
第4回六次産業化委員会 今後の活動について／担当役員 桶屋泰三氏 黄綬褒
章受章記念「お祝いの会」
教育問題委員会 第4回正副委員長会議 教育に関する提言案について
5経済団体合同「新春互礼会」
地域活性化委員会 第7回正副委員長会議 女性のＵターン促進に向けた提言
（案）の修正について
新年幹事会／富山県知事との昼食会
「同友会の日」富山グラウジーズ戦 観戦
教育問題委員会 第5回正副委員長会議 教育に関する提言案の修正について
第5回六次産業化委員会 「六次産業化のこれから～悠牧豚の取り組み」 講師：
悠牧豚（株） 代表取締役 川瀬悠氏
健康委員会 第2回提案書作成委員会
企画委員会 1月常任幹事会議案について
第2回常任幹事会
第2回経営･ＣＳＲ委員会（拡大委員会） 「デフレ脱却に向けた日本銀行の取組み
と北陸の経済展望」 講師：日本銀行金沢支店 支店長 小澤浩太郎氏
経営･ＣＳＲ委員会 講師 小澤浩太郎氏を囲んでの懇親会
第6回地域活性化委員会 女性のＵターン促進に向けた提言（案）について
経営･ＣＳＲ委員会 第3回正副委員長会議 次回開催委員会の講演内容につい
て
第2回同友会経営道場 発表者：みずほ証券（株） 富山支店 支店長 大内光平
氏、 （学）浦山学園理事長 浦山哲郎氏
とやま交流委員会 県外視察（熊本経済同友会訪問・阿蘇ジオパーク視察 等）
（熊本県）（～15）
六次産業化委員会 第6回正副委員長会議 第2回とやま特産品サミットの運営に
ついて
健康委員会 第3回提案書作成委員会
第5回とやま交流委員会 富山県幹部との意見交換会･交流会
教育問題委員会 第6回海外教育事情視察 報告会
第9回健康委員会 健康経営に関する提案書（案）について
経営・CSR委員会 第2回ごきげんよう職場訪問 （首都圏方面） （～１０）
3月幹事会／会員定例会 「アントレプレナーシップ（起業家精神）について」 講師：
（株）株式会社レノバ 代表取締役会長 千本倖生氏
環境問題委員会 会員定例会の講師を囲んでの懇親会
第6回六次産業化委員会 第2回とやま特産品サミットin東京（～17）
第7回地域活性化委員会 女性のＵターン促進に向けた提言の最終案について／
今次委員会で取り組んできた活動について
第10回企画委員会 提言（案）について①地域活性化委員会②教育問題委員会
／平成29年度定時総会に向けて（H28年度事業報告、委員会報告、決算、H29
年度事業計画、委員会活動について）
第7回教育問題委員会 教育に関する提言について
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第4回教育問題委員会 今次委員会の活動方針と28年度の活動内容について
／教育に関する提言について
第1回環境問題委員会 今次委員会の活動方針と28年度の活動内容について
／「富山物質循環フレームワークについて」 講師：富山県生活環境文化部 環境
政策課主幹 九澤和英氏
六次産業化委員会 第4回正副委員長会議 委員会活動経過報告／おつまみ品
評会
地域活性化委員会 第5回正副委員長会議 第4回委員会に向けた資料検討他
第1回拡大経営･ＣＳＲ委員会ならびに第1回同友会経営道場 ごきげんよう職場
訪問 見学会（（株）広貫堂）／懇親会
（公社）経済同友会と富山･金沢･福井経済同友会との意見交換会（富山県富山
市）
芸術文化委員会 第8回正副委員長会議 「コバケンとその仲間たちオーケストラin
富山」当日に向けての確認事項について
第4回地域活性化委員会 地方創生にかかる若い女性の定着／「Ｕターンに関す
る県の施策や今後の取組みについて」 講師：富山県観光･地域振興局長 亀井
明紀氏／人口減少問題に関する提言について
第2回六次産業化委員会 今後の活動について／第1回とやま特産品サミット（酒
のおつまみ20種の品評会）
第6回 海外教育事情視察 「フィンランド、デンマークの学校教育などを視察」（～
24）
第1回会員増強委員会（拡大委員会）「生きがい､やりがい､自己実現～目標達成
の為に～」 講師：日本女子プロゴルフ協会 会長 小林浩美氏
「コバケンとその仲間たちオーケストラin富山」
第4回とやま交流委員会 黒部川第四発電所見学会（黒部市、立山町）（～５）
第2回環境問題委員会 立山カルデラ砂防体験学習会（立山町）
10月幹事会／会員定例会 「日本企業の国際化を巡る環境 ～地方企業の国際
化に向けて～」 講師：みずほ総合研究所（株） 調査本部副本部長 首席エコノミ
スト兼みずほ銀行企画管理部参事役 泰松真也氏
第6回健康委員会 県外視察（神奈川県ヘルスケア・ニューフロンティア（国家戦
略特区） ～未病の改善と最先端医療･最新技術の追求～）（神奈川県横浜市、
川崎市、藤沢市）（～１４）
第9回日本海沿岸地域経済同友会代表幹事 サミット（京都府京都市） （～１８）
第7回健康委員会（拡大委員会）「医療サービスの変革に向けて」 講師：ボストン
コンサルティンググループ シニア・パートナー・アンド・マネージング・ディレクター（公
社）経済同友会 副代表幹事 御立尚資氏
第3回六次産業化委員会 酒蔵見学「日本酒のできるまで」講師：（株）桝田酒造
店 取締役会長 桝田敬次郎氏
地域活性化委員会 第6回正副委員長会議 女性向け･企業向けアンケート結果
／ワークショップ結果を踏まえた人口減少問題提言スケルトンの検討
芸術文化委員会 第9回正副委員長会議 コバケンとその仲間たちオーケストラin
富山 実施報告／今後の委員会活動について
11月幹事会／会員定例会／懇親会 「スーパー新幹線が高岡を救う」 講師：京都
大学大学院工学研究科（都市社会工学）教授 京都大学レジリエンス実践ユニッ
ト長 安倍内閣 内閣官房参与（防災減災ニューディール担当）藤井聡氏
第8回健康委員会 健康経営に関する提案書作成について／「勉強会：健康経
営について」 講師：全国健康保険協会富山支部 支部長 松井泰治氏
第25回経済同友会中央日本地区会議 （新潟県長岡市）
教育問題委員会 第3回正副委員長会議 教育に関する提言案について
六次産業化委員会 第5回正副委員長会議 第1回とやま特産品サミットの結果報
告／第2回とやま特産品サミット（in東京）について／赤米･黒米の活用について
／副委員長 西尾敏氏送別会
第5回地域活性化委員会 女性向け･企業向けアンケート結果／ワークショップ結
果を踏まえた人口減少問題提言スケルトンの検討
経営･ＣＳＲ委員会 第2回正副委員長会議 地方企業の国際化のあり方について
提言骨子を組み立てるためのブレインストーミング（①提言に向けた意見交換 ②今
後の委員会運営方針確認）
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4月幹事会
第29回全国経済同友会セミナー（岡山県岡山市）（～１５）
第3回健康委員会 健康講和／健康測定／運動指導 「労働安全衛生法に基づく
ストレスチェックとストレス対症法」 講師：富山県国際健康プラザ 保健師 滝上節
子氏
平成28年度定時総会／懇親会
とやま交流委員会 第3回正副委員長会議 平成28年度活動計画について
G７応援「富山経済同友会クリーン大作戦」（～１６）
芸術文化委員会 第6回正副委員長会議 コバケンとその仲間たちオーケストラin
富山 開催に向けての進捗状況報告／今後の日程／チケット販売計画等につい
て
5月幹事会／会員定例会 「これからの経済と経営戦略」 講師：オリックス（株） シ
ニア･チェアマン 宮内義彦氏
経済同友会中央日本地区会議 事務局長会議（新潟県新潟市） （～２７）
第4回芸術文化委員会 コバケンとその仲間たちオーケストラin富山 開催の意義と
実施詳細について
六次産業化委員会 赤米･黒米田植え体験
第4回経済同友会教育担当委員会交流会（栃木県那須塩原市・宇都宮市）
地域活性化委員会 第4回正副委員長会議 人口減少問題提言書策定方針につ
いて／平成28年度の委員会運営について
六次産業化委員会 第１回正副委員長会議 平成28年度活動計画について／富
山県農林水産部の取組みについて
経営･ＣＳＲ委員会 第１回正副委員長会議 平成28年度の活動計画について／
経営道場の運営方法について
第1回六次産業化委員会 平成28年度活動計画について／「（株）はすみふぁー
むの取組みについて」 講師：（株）はすみふぁーむ 取締役CFO 能作尚子氏
第4回健康委員会 尾瀬トレッキング（福島県尾瀬、桧枝岐村）（～３０）
芸術文化委員会 第7回正副委員長会議 コバケンとその仲間たちオーケストラin
富山 チケット販売状況報告と今後のチケット販売促進施策について
六次産業化委員会 第2回正副委員長会議 平成28年度活動計画について／
「富山市の六次産業化の取組みについて」 講師：富山市商工労働部薬業物産
課 課長 竹井博文氏、富山市物産振興会 会長 塩井保彦氏 
第3回地域活性化委員会 人口減少問題提言書策定方針について／今後のスケ
ジュールについて
第5回芸術文化委員会（拡大委員会） 「日本刀『正宗』と『虎徹』鑑賞会」説明：
森記念秋水美術館 学芸課長･事務長 山誠二郎氏
第5回健康委員会 平成28年度活動計画について／「富山県における製薬産業
の現状と更なる発展に向けた取組み」 講師：富山県厚生部 くすり政策課 課長 
坂西義史氏
群馬経済同友会60周年記念式典（群馬県高崎市）
教育問題委員会 課外授業参観／課外授業オリエンテーション（高岡市立戸出中
学校）
第8回企画委員会 7月常任幹事会の議案について
六次産業化委員会 第3回正副委員長会議 今期の具体的活動内容について
平成28年度第1回常任幹事会
7月幹事会／会員定例会 「環太平洋パートナーシップ（TPP）協定の概要につい
て」 講師：経済産業省通商政策局 経済連携交渉官 横田光弘氏、「エネルギー
ミックス･原子力政策について」 講師：資源エネルギー庁電力･ガス事業部 原子力
立地･核燃料サイクル産業課 原子力発電立地対策･広報室長 佐々木雅人氏
経営･ＣＳＲ委員会 六次産業化委員会 会員定例会の講師お二人を囲んでの懇
親会
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と28年度の活
動計画について
企画委員会 平成28年度第1回委員長会議 各委員会の活動計画･地方創生の
取組み等について／人口問題に対する提言について／今後の活動予定について
第36回 海外経済視察 デンマーク、フィンランド、ロシア「北欧経済の強みと課題」
（～24）

▲5経済団体合同「新春互礼会」 

▲新年幹事会

▲とやま交流委員会 県外視察熊本

▲ 「同友会の日」富山グラウジーズ戦 観戦

2016（平成28年度）


