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第11回六次産業化委員会 今期委員会活動総括（活動報告書の確認）／富山
マリアージュ･デイナー
健康委員会 第2回正副委員長会議 平成29年度の活動総括および平成30年
度の活動について
3月幹事会／会員定例会 「マイナスからプラスへ『見せる五感経営』 －女性の感
性を仕事に活かす方法とは－」講師：石坂産業（株）代表取締役 石坂典子氏
第5回芸術文化委員会 イセコレクション鑑賞会
教育問題委員会 第6回正副委員長会議 教師との交流の進め方について／5経
済同友会教育担当委員会交流会について／第8回海外教育事情視察について
芸術文化委員会 第3回正副委員長会議 平成30年度の当面の活動方針につい
て
働き方改革委員会 第3回正副委員長会議 富山おかえりプロジェクト総括
3月常任幹事会
第4回地域創生委員会 平成29年度の活動総括および平成30年度の活動につ
いて
経営･ＣＳＲ委員会 ごきげんよう職場訪問（首都圏版）（東京・神奈川）（～１５）
六次産業化委員会 第14回正副委員長会議 平成30年2･3月活動報告／今年
度の活動総括
第4回健康委員会 今年度の活動総括および来年度の活動計画について
第4回同友会経営道場 講師：日本銀行富山事務所 所長 工藤治氏、（株）ＫＥＣ 
専務取締役 中川雅弘氏
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教育問題委員会 第3回正副委員長会議 教師との交流の進め方について
10月幹事会／会員定例会 「地域交通を主体とした一体的な地域づくりについて」
講師：富山大学 副学長 中川大氏
第10回日本海沿岸地域経済同友会代表幹事サミット（兵庫県豊岡市）（～２７）
環境問題委員会 第3回正副委員長会議 環境提言素案及び海外環境先進都市
視察報告書について
第3回芸術文化委員会 富山県美術館鑑賞会
会員増強委員会 第3回女性会員拡大小委員会 女性会員候補推薦状況につい
て／今後の取組みの進め方について
働き方改革委員会 第2回正副委員長会議 絆とやま（仮称）の内容について／絆
とやま（仮称）参加企業の調整について
第7回環境問題委員会 環境提言の素案について／海外環境先進都市視察報
告について
六次産業化委員会 第11回正副委員長会議 第4回とやま特産品サミット「富山の
おむすび編」の進め方について
11月常任幹事会
環境問題委員会 富山経済同友会サルベージ･パーティ
第3回地域創生委員会 県外先進地視察（広島県尾道・北九州）（～２２）
教育問題委員会 第4回正副委員長会議 教師との交流の進め方について
六次産業化委員会 第4回とやま特産品サミット「富山のおむすび編」
2017年度全国経済同友会代表幹事円卓会議（熊本県熊本市）
第3回健康委員会（拡大委員会）「未病のマーカーを知り、発病する前に対処する
新たな医療の始まり」 講師：富山大学附属病院 病院長 齋藤滋氏
健康委員会 拡大委員会講師を囲んでの懇親会
第8回環境問題委員会 環境提言案について／環境憲章行動宣言の改定案に
ついて
第7回海外教育事情視察・第37回海外経済視察報告会／12月会員定例会／
年末懇親会 「立山黒部の自然－その魅力とポテンシャルをどう伝えるか－」講師：
富山県立山カルデラ砂防博物館 学芸課 課長 飯田肇氏
第2回働き方改革委員会 おかえりプロジェクト（旧称:絆とやま）について／「講演」 
講師：富山県総合政策局 少子対策･県民活躍課 女性活躍･働き方改革推進班
長 掃本之博氏
第6回経営･ＣＳＲ委員会 提言書素案について
新年幹事会／富山県知事との昼食会
働き方改革委員会 富山おかえりプロジェクト（東京都）
第3回企画委員会 提言書･報告書について／平成30年度委員会体制について
第4回芸術文化委員会 雅楽と和食に親しむ会
六次産業化委員会 第13回正副委員長会議 富山マリアージュ･ディナーについて
／活動報告書について
教育問題委員会 第5回正副委員長会議 教師との交流の進め方について／第7
回海外教育事情視察報告会について／5経済同友会教育担当委員会交流会に
ついて
第7回経営･ＣＳＲ委員会（拡大委員会）「日本銀行の金融政策運営と北陸経済の
現状について」講師：日本銀行 金沢支店 支店長 宮田慶一氏
第9回環境問題委員会 環境提言案について／環境憲章 行動宣言改定案につ
いて
第5回芸術文化委員会 イセコレクション鑑賞会
2月会員定例会「AIネイティブ時代を君たちはどう生きるか」講師：ヤフー（株） ＣＳ
Ｏ（チーフストラテジーオフィサー） 安宅和人氏
教育問題委員会 会員定例会の講師を囲んでの懇親会
2月常任幹事会
第3回働き方改革委員会 「日立グループの働き方改革の取り組みとITの活用」 講
師：（株）日立ソリューションズ 人事総務本部 担当部長 井上正人氏
教育問題委員会 第3回委員会 教師との交流の進め方について／5経済同友会
教育担当委員会交流会について／第7回海外教育事情視察報告会
地域創生委員会 第3回正副委員長会議 今年度活動の総括について／来年度
活動計画について
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第1回芸術文化委員会  今年度の事業計画およびスケジュールについて／「魚津の
たてもん祭り」講師：魚津市教育委員会 生涯学習･スポーツ課 主任 的場茂晃氏
第1回働き方改革委員会 今年度の事業計画およびスケジュールについて
第1回教育問題委員会 今年度の取組みについて （海外教育事情視察、課外授
業、教師との交流など） 
六次産業化委員会 地域創生委員会合同開催 「電車で枝豆＆ビールを楽しもう！」
（電鉄富山⇔有峰口）
第5回環境問題委員会 環境提言策定等に向けた取組みの進捗状況について／
海外環境先進都市視察について
第2回芸術文化委員会 魚津「たてもん祭り」見学会（魚津歴史民俗博物館、諏
訪神社） 
第2回健康委員会 立山弥陀ヶ原トレッキング（立山室堂、弥陀ヶ原、弘法他）（～
８）
新会員歓迎オリエンテーション／懇親会
第7回海外教育事情視察 「シンガポール、台湾の学校教育を視る」（～２２）
第3回同友会経営道場 「考動させた“５つの言葉” ～共通価値の創造に取り組む
経営～」 講師：代表幹事 （株）北陸銀行 取締役会長 麦野英順氏
第2回地域創生委員会 （拡大委員会）「地域の活性化と外国人観光客誘致の必
要性について」 講師：観光庁 外客受入担当参事官付 課長補佐 塩野長己氏
第2回女性会員拡大小委員会  オブザーバー参加制度の今後の取組みについて
／女性会員拡大の勧誘ツール（修正案）の確認について
環境問題委員会 海外環境先進都市ドイツ視察 ドイツ（フライブルク、ハイデルベ
ルク等）
第26回経済同友会中央日本地区会議（石川県金沢市）
六次産業化委員会 第10回正副委員長会議 第3回とやま特産品サミットについ
て／第4回とやま特産品サミットについて／大豆、コシヒカリの収穫と今後の行事
予定について
2017年度全国経済同友会事務局長会議（三重県志摩市）（～８）
第2回企画委員会 第2回委員長会議について／会員ＯＢ会創設について／女性
会員拡大に向けた取組について／第10回日本海沿岸地域経済同友会代表幹事
サミットについて
企画委員会 第2回委員長会議 各委員会事業計画／活動実績／今後のスケ
ジュールについて
芸術文化委員会 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／地域創生委員会との共同活動について／イセ文化財団のコレクション
鑑賞について
六次産業化委員会 第3回とやま特産品サミットin立山（～２１）
地域創生委員会 第2回正副委員長会議 県外先進地視察について／交流人口
拡大に向けた取組みについて
第74回 あけぼの会ゴルフコンペ
教育問題委員会 第2回正副委員長会議 海外教育事情視察について（報告）／
課外授業参観及び課外授業オリエンテーションについて ／教師との交流の実施
方法について
第5回経営･ＣＳＲ委員会（拡大委員会）「講演会」講師：みずほ総合研究所（株） 
経済調査部 部長 太田智之氏
経営･ＣＳＲ委員会 第3回ごきげんよう職場訪問（北星ゴム工業（株）、日本カーバ
イド工業（株）、日本海ガス（株））
第37回 海外経済視察 「スイス経済の強み･山岳観光の特色、イタリア経済を学
ぶ」（～１０.4）
経営･ＣＳＲ委員会 北陸銀行海外駐在員事務所長意見交換会
教育問題委員会 課外授業参観（高岡市立志貴野中学校） 
六次産業化委員会 富山のおむすび検討会
経営･ＣＳＲ委員会 第5回正副委員長会議 提言作成の役割分担について／ごき
げんよう職場訪問（首都圏版）の訪問先について
第2回教育問題委員会 課外授業オリエンテーション 海外教育事情視察報告／
教師との交流の進め方／課外授業実施校の教師との意見交換
とやま環境フェア2017出展（～２２）
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4月常任幹事会
六次産業化委員会 第7回正副委員長会議 第2回とやま特産品サミット結果報告
／平成29年度の活動計画について
4月幹事会
健康委員会／第1回呉羽山丘陵ウォーキング 
第10回健康委員会 「神奈川県のヘルスケア・ニューフロンティアの取組み」 講
師：神奈川県政策局ヘルスケア・ニューフロンティア推進本部室 未病産業担当
課長 有泉尚英氏、（株）ファンケル 法人営業本部 健康経営推進営業部 推進営
業グループ 課長 玉城賀子氏、（株）分析屋 社長室データサイエンティスト 臨床
発達心理士 青柳早苗氏
第3回環境問題委員会 28年度の活動総括及び29年度の活動方針について／
「環境施策に係る県の取組みについて」 講師：富山県環境政策課 主査 八田哲
典氏、富山県環境政策課 主任 的場義典氏、立山科学工業（株）総務部ＣＳＲグ
ループ 長谷川一巳氏
第30回全国経済同友会セミナー（宮城県仙台市）（～21）
平成29年度定時総会／懇親会／六次産業化委員会／日本酒「山雲海」「同六
もん」製造記者発表
第3回経営･CSR委員会（拡大委員会）「日本企業の海外直接投資動向と中小企
業の海外事業展開について」講師：（株）みずほ銀行 国際戦略部 部長 塩飽啓
一郎氏
経営･CSR委員会 第4回正副委員長会議 提言作成の役割分担について／第5
回委員会の内容について／ごきげんよう職場訪問県内版の訪問先について
（一社）岡山経済同友会創立70周年記念式典 （岡山県岡山市）
企画委員会 平成29年度第1回委員長会議 各代表幹事所信表明／各委員会
の活動報告･取組み等について（意見交換）
第5回経済同友会教育担当委員会交流会 （愛知県名古屋市） 
全国植樹祭歓迎「富山経済同友会クリーン大作戦」
六次産業化委員会 第8回正副委員長会議 今年度の活動計画について／第3
回とやま特産品サミットに向けて
経済同友会中央日本地区会議 事務局長会議（石川県七尾市）（～６）
第2回会員増強委員会 女性会員拡大小委員会について／新会員歓迎オリエン
テーションについて
芸術文化委員会 （正副委員長） 砺波夜高祭り見学会
働き方改革委員会 第１回正副委員長会議 今年度の活動計画について
芸術文化委員会 第1回正副委員長会議 今年度の活動計画について
第4回環境問題委員会 県内視察（富山市エコタウンリサイクル施設、富山ライト
レール及びフィーダーバス試乗及び車両基地）
第4回経営･CSR委員会（拡大委員会）「海外における県伝統工芸品展示販売の
事例紹介について」 パネリスト： 富山県商工労働部次長 大橋豊氏、伊勢丹タイ
ランド ゼネラルマネージャー 山本聡氏、（株）能作 代表取締役社長 能作克治氏、
コーディネーター： 経営･CSR委員会 委員長 山瀬孝氏
健康委員会 第1回正副委員長会議 今年度の活動計画について
地域創生委員会 第1回正副委員長会議 今年度の活動計画について
第7回六次産業化委員会 平成28年度の活動総括、平成29年度の活動予定／
第2回とやま特産品サミットin東京 お酒のおつまみ編 表彰式／意見交換会「富
山経済同友会六次産業化委員会の役割とは？」
環境問題委員会 第2回正副委員長会議 今年度の活動計画について
六次産業化委員会 第9回正副委員長会議 今年度の活動計画について
7月幹事会／会員定例会 「困難な世界に向き合い、新しい時代の経営を築く ～
『中庸』を射貫け！実感的リーダー論～」 講師：元週刊ダイヤモンド副編集長 森健
二氏
第1回健康委員会 今年度の活動について／「実録 脳梗塞の予兆と予防」副代
表幹事 塩井保彦氏
第1回地域創生委員会 委員会の活動指針および今後の活動計画について
第1回女性会員拡大小委員会 女性会員拡大の勧誘ツールについて／勧誘対象
者について
7月常任幹事会 新会員歓迎オリエンテーションについて他

●「富山県美術館全面オー
プン 記念展が開幕」
●天皇・皇后両陛下が富山
県に来訪
●「朝乃山に敢闘賞 大相撲
秋場所千秋楽で10勝目」
●富山湾で新種のクリオネが
確認
●富山市議会議員改選選挙
が行われる

●マレーシア空港で金正男氏
暗殺
●「働き方改革実行計画」決
定
●史上最年少プロ棋士、中
学生の藤井聡太四段（14）
が２９連勝の快挙
●九州北部で記録的豪雨
●衆院選で自民大勝、民進
が分裂
●プレミアムフライデー開始
●韓国大統領に文在寅氏
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▲日本酒「山雲海」「同六もん」製造記者発表

▲立山弥陀ヶ原トレッキング

▲「電車で枝豆＆ビールを楽しもう！」

2017（平成29年度）
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第11回六次産業化委員会 今期委員会活動総括（活動報告書の確認）／富山
マリアージュ･デイナー
健康委員会 第2回正副委員長会議 平成29年度の活動総括および平成30年
度の活動について
3月幹事会／会員定例会 「マイナスからプラスへ『見せる五感経営』 －女性の感
性を仕事に活かす方法とは－」講師：石坂産業（株）代表取締役 石坂典子氏
第5回芸術文化委員会 イセコレクション鑑賞会
教育問題委員会 第6回正副委員長会議 教師との交流の進め方について／5経
済同友会教育担当委員会交流会について／第8回海外教育事情視察について
芸術文化委員会 第3回正副委員長会議 平成30年度の当面の活動方針につい
て
働き方改革委員会 第3回正副委員長会議 富山おかえりプロジェクト総括
3月常任幹事会
第4回地域創生委員会 平成29年度の活動総括および平成30年度の活動につ
いて
経営･ＣＳＲ委員会 ごきげんよう職場訪問（首都圏版）（東京・神奈川）（～１５）
六次産業化委員会 第14回正副委員長会議 平成30年2･3月活動報告／今年
度の活動総括
第4回健康委員会 今年度の活動総括および来年度の活動計画について
第4回同友会経営道場 講師：日本銀行富山事務所 所長 工藤治氏、（株）ＫＥＣ 
専務取締役 中川雅弘氏

2017.10.24
2017.10.25

2017.10.26
2017.10.31

2017.11.2
2017.11.6

2017.11.7

2017.11.8

2017.11.10

2017.11.14
2017.11.19
2017.11.21
2017.11.26
2017.11.29
2017.12.4
2017.12.5

2017.12.5
2017.12.6

2017.12.14

2017.12.20

2017.12.26
2018.1.16
2018.1.17
2018.1.19
2018.1.22
2018.1.25

2018.1.26

2018.1.30

2018.2.1

2018.2.5
2018.2.9

2018.2.9
2018.2.13
2018.2.14

2018.2.15

2018.2.19

教育問題委員会 第3回正副委員長会議 教師との交流の進め方について
10月幹事会／会員定例会 「地域交通を主体とした一体的な地域づくりについて」
講師：富山大学 副学長 中川大氏
第10回日本海沿岸地域経済同友会代表幹事サミット（兵庫県豊岡市）（～２７）
環境問題委員会 第3回正副委員長会議 環境提言素案及び海外環境先進都市
視察報告書について
第3回芸術文化委員会 富山県美術館鑑賞会
会員増強委員会 第3回女性会員拡大小委員会 女性会員候補推薦状況につい
て／今後の取組みの進め方について
働き方改革委員会 第2回正副委員長会議 絆とやま（仮称）の内容について／絆
とやま（仮称）参加企業の調整について
第7回環境問題委員会 環境提言の素案について／海外環境先進都市視察報
告について
六次産業化委員会 第11回正副委員長会議 第4回とやま特産品サミット「富山の
おむすび編」の進め方について
11月常任幹事会
環境問題委員会 富山経済同友会サルベージ･パーティ
第3回地域創生委員会 県外先進地視察（広島県尾道・北九州）（～２２）
教育問題委員会 第4回正副委員長会議 教師との交流の進め方について
六次産業化委員会 第4回とやま特産品サミット「富山のおむすび編」
2017年度全国経済同友会代表幹事円卓会議（熊本県熊本市）
第3回健康委員会（拡大委員会）「未病のマーカーを知り、発病する前に対処する
新たな医療の始まり」 講師：富山大学附属病院 病院長 齋藤滋氏
健康委員会 拡大委員会講師を囲んでの懇親会
第8回環境問題委員会 環境提言案について／環境憲章行動宣言の改定案に
ついて
第7回海外教育事情視察・第37回海外経済視察報告会／12月会員定例会／
年末懇親会 「立山黒部の自然－その魅力とポテンシャルをどう伝えるか－」講師：
富山県立山カルデラ砂防博物館 学芸課 課長 飯田肇氏
第2回働き方改革委員会 おかえりプロジェクト（旧称:絆とやま）について／「講演」 
講師：富山県総合政策局 少子対策･県民活躍課 女性活躍･働き方改革推進班
長 掃本之博氏
第6回経営･ＣＳＲ委員会 提言書素案について
新年幹事会／富山県知事との昼食会
働き方改革委員会 富山おかえりプロジェクト（東京都）
第3回企画委員会 提言書･報告書について／平成30年度委員会体制について
第4回芸術文化委員会 雅楽と和食に親しむ会
六次産業化委員会 第13回正副委員長会議 富山マリアージュ･ディナーについて
／活動報告書について
教育問題委員会 第5回正副委員長会議 教師との交流の進め方について／第7
回海外教育事情視察報告会について／5経済同友会教育担当委員会交流会に
ついて
第7回経営･ＣＳＲ委員会（拡大委員会）「日本銀行の金融政策運営と北陸経済の
現状について」講師：日本銀行 金沢支店 支店長 宮田慶一氏
第9回環境問題委員会 環境提言案について／環境憲章 行動宣言改定案につ
いて
第5回芸術文化委員会 イセコレクション鑑賞会
2月会員定例会「AIネイティブ時代を君たちはどう生きるか」講師：ヤフー（株） ＣＳ
Ｏ（チーフストラテジーオフィサー） 安宅和人氏
教育問題委員会 会員定例会の講師を囲んでの懇親会
2月常任幹事会
第3回働き方改革委員会 「日立グループの働き方改革の取り組みとITの活用」 講
師：（株）日立ソリューションズ 人事総務本部 担当部長 井上正人氏
教育問題委員会 第3回委員会 教師との交流の進め方について／5経済同友会
教育担当委員会交流会について／第7回海外教育事情視察報告会
地域創生委員会 第3回正副委員長会議 今年度活動の総括について／来年度
活動計画について
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第1回芸術文化委員会  今年度の事業計画およびスケジュールについて／「魚津の
たてもん祭り」講師：魚津市教育委員会 生涯学習･スポーツ課 主任 的場茂晃氏
第1回働き方改革委員会 今年度の事業計画およびスケジュールについて
第1回教育問題委員会 今年度の取組みについて （海外教育事情視察、課外授
業、教師との交流など） 
六次産業化委員会 地域創生委員会合同開催 「電車で枝豆＆ビールを楽しもう！」
（電鉄富山⇔有峰口）
第5回環境問題委員会 環境提言策定等に向けた取組みの進捗状況について／
海外環境先進都市視察について
第2回芸術文化委員会 魚津「たてもん祭り」見学会（魚津歴史民俗博物館、諏
訪神社） 
第2回健康委員会 立山弥陀ヶ原トレッキング（立山室堂、弥陀ヶ原、弘法他）（～
８）
新会員歓迎オリエンテーション／懇親会
第7回海外教育事情視察 「シンガポール、台湾の学校教育を視る」（～２２）
第3回同友会経営道場 「考動させた“５つの言葉” ～共通価値の創造に取り組む
経営～」 講師：代表幹事 （株）北陸銀行 取締役会長 麦野英順氏
第2回地域創生委員会 （拡大委員会）「地域の活性化と外国人観光客誘致の必
要性について」 講師：観光庁 外客受入担当参事官付 課長補佐 塩野長己氏
第2回女性会員拡大小委員会  オブザーバー参加制度の今後の取組みについて
／女性会員拡大の勧誘ツール（修正案）の確認について
環境問題委員会 海外環境先進都市ドイツ視察 ドイツ（フライブルク、ハイデルベ
ルク等）
第26回経済同友会中央日本地区会議（石川県金沢市）
六次産業化委員会 第10回正副委員長会議 第3回とやま特産品サミットについ
て／第4回とやま特産品サミットについて／大豆、コシヒカリの収穫と今後の行事
予定について
2017年度全国経済同友会事務局長会議（三重県志摩市）（～８）
第2回企画委員会 第2回委員長会議について／会員ＯＢ会創設について／女性
会員拡大に向けた取組について／第10回日本海沿岸地域経済同友会代表幹事
サミットについて
企画委員会 第2回委員長会議 各委員会事業計画／活動実績／今後のスケ
ジュールについて
芸術文化委員会 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／地域創生委員会との共同活動について／イセ文化財団のコレクション
鑑賞について
六次産業化委員会 第3回とやま特産品サミットin立山（～２１）
地域創生委員会 第2回正副委員長会議 県外先進地視察について／交流人口
拡大に向けた取組みについて
第74回 あけぼの会ゴルフコンペ
教育問題委員会 第2回正副委員長会議 海外教育事情視察について（報告）／
課外授業参観及び課外授業オリエンテーションについて ／教師との交流の実施
方法について
第5回経営･ＣＳＲ委員会（拡大委員会）「講演会」講師：みずほ総合研究所（株） 
経済調査部 部長 太田智之氏
経営･ＣＳＲ委員会 第3回ごきげんよう職場訪問（北星ゴム工業（株）、日本カーバ
イド工業（株）、日本海ガス（株））
第37回 海外経済視察 「スイス経済の強み･山岳観光の特色、イタリア経済を学
ぶ」（～１０.4）
経営･ＣＳＲ委員会 北陸銀行海外駐在員事務所長意見交換会
教育問題委員会 課外授業参観（高岡市立志貴野中学校） 
六次産業化委員会 富山のおむすび検討会
経営･ＣＳＲ委員会 第5回正副委員長会議 提言作成の役割分担について／ごき
げんよう職場訪問（首都圏版）の訪問先について
第2回教育問題委員会 課外授業オリエンテーション 海外教育事情視察報告／
教師との交流の進め方／課外授業実施校の教師との意見交換
とやま環境フェア2017出展（～２２）
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4月常任幹事会
六次産業化委員会 第7回正副委員長会議 第2回とやま特産品サミット結果報告
／平成29年度の活動計画について
4月幹事会
健康委員会／第1回呉羽山丘陵ウォーキング 
第10回健康委員会 「神奈川県のヘルスケア・ニューフロンティアの取組み」 講
師：神奈川県政策局ヘルスケア・ニューフロンティア推進本部室 未病産業担当
課長 有泉尚英氏、（株）ファンケル 法人営業本部 健康経営推進営業部 推進営
業グループ 課長 玉城賀子氏、（株）分析屋 社長室データサイエンティスト 臨床
発達心理士 青柳早苗氏
第3回環境問題委員会 28年度の活動総括及び29年度の活動方針について／
「環境施策に係る県の取組みについて」 講師：富山県環境政策課 主査 八田哲
典氏、富山県環境政策課 主任 的場義典氏、立山科学工業（株）総務部ＣＳＲグ
ループ 長谷川一巳氏
第30回全国経済同友会セミナー（宮城県仙台市）（～21）
平成29年度定時総会／懇親会／六次産業化委員会／日本酒「山雲海」「同六
もん」製造記者発表
第3回経営･CSR委員会（拡大委員会）「日本企業の海外直接投資動向と中小企
業の海外事業展開について」講師：（株）みずほ銀行 国際戦略部 部長 塩飽啓
一郎氏
経営･CSR委員会 第4回正副委員長会議 提言作成の役割分担について／第5
回委員会の内容について／ごきげんよう職場訪問県内版の訪問先について
（一社）岡山経済同友会創立70周年記念式典 （岡山県岡山市）
企画委員会 平成29年度第1回委員長会議 各代表幹事所信表明／各委員会
の活動報告･取組み等について（意見交換）
第5回経済同友会教育担当委員会交流会 （愛知県名古屋市） 
全国植樹祭歓迎「富山経済同友会クリーン大作戦」
六次産業化委員会 第8回正副委員長会議 今年度の活動計画について／第3
回とやま特産品サミットに向けて
経済同友会中央日本地区会議 事務局長会議（石川県七尾市）（～６）
第2回会員増強委員会 女性会員拡大小委員会について／新会員歓迎オリエン
テーションについて
芸術文化委員会 （正副委員長） 砺波夜高祭り見学会
働き方改革委員会 第１回正副委員長会議 今年度の活動計画について
芸術文化委員会 第1回正副委員長会議 今年度の活動計画について
第4回環境問題委員会 県内視察（富山市エコタウンリサイクル施設、富山ライト
レール及びフィーダーバス試乗及び車両基地）
第4回経営･CSR委員会（拡大委員会）「海外における県伝統工芸品展示販売の
事例紹介について」 パネリスト： 富山県商工労働部次長 大橋豊氏、伊勢丹タイ
ランド ゼネラルマネージャー 山本聡氏、（株）能作 代表取締役社長 能作克治氏、
コーディネーター： 経営･CSR委員会 委員長 山瀬孝氏
健康委員会 第1回正副委員長会議 今年度の活動計画について
地域創生委員会 第1回正副委員長会議 今年度の活動計画について
第7回六次産業化委員会 平成28年度の活動総括、平成29年度の活動予定／
第2回とやま特産品サミットin東京 お酒のおつまみ編 表彰式／意見交換会「富
山経済同友会六次産業化委員会の役割とは？」
環境問題委員会 第2回正副委員長会議 今年度の活動計画について
六次産業化委員会 第9回正副委員長会議 今年度の活動計画について
7月幹事会／会員定例会 「困難な世界に向き合い、新しい時代の経営を築く ～
『中庸』を射貫け！実感的リーダー論～」 講師：元週刊ダイヤモンド副編集長 森健
二氏
第1回健康委員会 今年度の活動について／「実録 脳梗塞の予兆と予防」副代
表幹事 塩井保彦氏
第1回地域創生委員会 委員会の活動指針および今後の活動計画について
第1回女性会員拡大小委員会 女性会員拡大の勧誘ツールについて／勧誘対象
者について
7月常任幹事会 新会員歓迎オリエンテーションについて他

▲環境問題委員会／海外環境先進都市ドイツ視察

▲第74回 あけぼの会ゴルフコンペ

2017（平成29年度）
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第11回六次産業化委員会 今期委員会活動総括（活動報告書の確認）／富山
マリアージュ･デイナー
健康委員会 第2回正副委員長会議 平成29年度の活動総括および平成30年
度の活動について
3月幹事会／会員定例会 「マイナスからプラスへ『見せる五感経営』 －女性の感
性を仕事に活かす方法とは－」講師：石坂産業（株）代表取締役 石坂典子氏
第5回芸術文化委員会 イセコレクション鑑賞会
教育問題委員会 第6回正副委員長会議 教師との交流の進め方について／5経
済同友会教育担当委員会交流会について／第8回海外教育事情視察について
芸術文化委員会 第3回正副委員長会議 平成30年度の当面の活動方針につい
て
働き方改革委員会 第3回正副委員長会議 富山おかえりプロジェクト総括
3月常任幹事会
第4回地域創生委員会 平成29年度の活動総括および平成30年度の活動につ
いて
経営･ＣＳＲ委員会 ごきげんよう職場訪問（首都圏版）（東京・神奈川）（～１５）
六次産業化委員会 第14回正副委員長会議 平成30年2･3月活動報告／今年
度の活動総括
第4回健康委員会 今年度の活動総括および来年度の活動計画について
第4回同友会経営道場 講師：日本銀行富山事務所 所長 工藤治氏、（株）ＫＥＣ 
専務取締役 中川雅弘氏
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教育問題委員会 第3回正副委員長会議 教師との交流の進め方について
10月幹事会／会員定例会 「地域交通を主体とした一体的な地域づくりについて」
講師：富山大学 副学長 中川大氏
第10回日本海沿岸地域経済同友会代表幹事サミット（兵庫県豊岡市）（～２７）
環境問題委員会 第3回正副委員長会議 環境提言素案及び海外環境先進都市
視察報告書について
第3回芸術文化委員会 富山県美術館鑑賞会
会員増強委員会 第3回女性会員拡大小委員会 女性会員候補推薦状況につい
て／今後の取組みの進め方について
働き方改革委員会 第2回正副委員長会議 絆とやま（仮称）の内容について／絆
とやま（仮称）参加企業の調整について
第7回環境問題委員会 環境提言の素案について／海外環境先進都市視察報
告について
六次産業化委員会 第11回正副委員長会議 第4回とやま特産品サミット「富山の
おむすび編」の進め方について
11月常任幹事会
環境問題委員会 富山経済同友会サルベージ･パーティ
第3回地域創生委員会 県外先進地視察（広島県尾道・北九州）（～２２）
教育問題委員会 第4回正副委員長会議 教師との交流の進め方について
六次産業化委員会 第4回とやま特産品サミット「富山のおむすび編」
2017年度全国経済同友会代表幹事円卓会議（熊本県熊本市）
第3回健康委員会（拡大委員会）「未病のマーカーを知り、発病する前に対処する
新たな医療の始まり」 講師：富山大学附属病院 病院長 齋藤滋氏
健康委員会 拡大委員会講師を囲んでの懇親会
第8回環境問題委員会 環境提言案について／環境憲章行動宣言の改定案に
ついて
第7回海外教育事情視察・第37回海外経済視察報告会／12月会員定例会／
年末懇親会 「立山黒部の自然－その魅力とポテンシャルをどう伝えるか－」講師：
富山県立山カルデラ砂防博物館 学芸課 課長 飯田肇氏
第2回働き方改革委員会 おかえりプロジェクト（旧称:絆とやま）について／「講演」 
講師：富山県総合政策局 少子対策･県民活躍課 女性活躍･働き方改革推進班
長 掃本之博氏
第6回経営･ＣＳＲ委員会 提言書素案について
新年幹事会／富山県知事との昼食会
働き方改革委員会 富山おかえりプロジェクト（東京都）
第3回企画委員会 提言書･報告書について／平成30年度委員会体制について
第4回芸術文化委員会 雅楽と和食に親しむ会
六次産業化委員会 第13回正副委員長会議 富山マリアージュ･ディナーについて
／活動報告書について
教育問題委員会 第5回正副委員長会議 教師との交流の進め方について／第7
回海外教育事情視察報告会について／5経済同友会教育担当委員会交流会に
ついて
第7回経営･ＣＳＲ委員会（拡大委員会）「日本銀行の金融政策運営と北陸経済の
現状について」講師：日本銀行 金沢支店 支店長 宮田慶一氏
第9回環境問題委員会 環境提言案について／環境憲章 行動宣言改定案につ
いて
第5回芸術文化委員会 イセコレクション鑑賞会
2月会員定例会「AIネイティブ時代を君たちはどう生きるか」講師：ヤフー（株） ＣＳ
Ｏ（チーフストラテジーオフィサー） 安宅和人氏
教育問題委員会 会員定例会の講師を囲んでの懇親会
2月常任幹事会
第3回働き方改革委員会 「日立グループの働き方改革の取り組みとITの活用」 講
師：（株）日立ソリューションズ 人事総務本部 担当部長 井上正人氏
教育問題委員会 第3回委員会 教師との交流の進め方について／5経済同友会
教育担当委員会交流会について／第7回海外教育事情視察報告会
地域創生委員会 第3回正副委員長会議 今年度活動の総括について／来年度
活動計画について
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第1回芸術文化委員会  今年度の事業計画およびスケジュールについて／「魚津の
たてもん祭り」講師：魚津市教育委員会 生涯学習･スポーツ課 主任 的場茂晃氏
第1回働き方改革委員会 今年度の事業計画およびスケジュールについて
第1回教育問題委員会 今年度の取組みについて （海外教育事情視察、課外授
業、教師との交流など） 
六次産業化委員会 地域創生委員会合同開催 「電車で枝豆＆ビールを楽しもう！」
（電鉄富山⇔有峰口）
第5回環境問題委員会 環境提言策定等に向けた取組みの進捗状況について／
海外環境先進都市視察について
第2回芸術文化委員会 魚津「たてもん祭り」見学会（魚津歴史民俗博物館、諏
訪神社） 
第2回健康委員会 立山弥陀ヶ原トレッキング（立山室堂、弥陀ヶ原、弘法他）（～
８）
新会員歓迎オリエンテーション／懇親会
第7回海外教育事情視察 「シンガポール、台湾の学校教育を視る」（～２２）
第3回同友会経営道場 「考動させた“５つの言葉” ～共通価値の創造に取り組む
経営～」 講師：代表幹事 （株）北陸銀行 取締役会長 麦野英順氏
第2回地域創生委員会 （拡大委員会）「地域の活性化と外国人観光客誘致の必
要性について」 講師：観光庁 外客受入担当参事官付 課長補佐 塩野長己氏
第2回女性会員拡大小委員会  オブザーバー参加制度の今後の取組みについて
／女性会員拡大の勧誘ツール（修正案）の確認について
環境問題委員会 海外環境先進都市ドイツ視察 ドイツ（フライブルク、ハイデルベ
ルク等）
第26回経済同友会中央日本地区会議（石川県金沢市）
六次産業化委員会 第10回正副委員長会議 第3回とやま特産品サミットについ
て／第4回とやま特産品サミットについて／大豆、コシヒカリの収穫と今後の行事
予定について
2017年度全国経済同友会事務局長会議（三重県志摩市）（～８）
第2回企画委員会 第2回委員長会議について／会員ＯＢ会創設について／女性
会員拡大に向けた取組について／第10回日本海沿岸地域経済同友会代表幹事
サミットについて
企画委員会 第2回委員長会議 各委員会事業計画／活動実績／今後のスケ
ジュールについて
芸術文化委員会 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／地域創生委員会との共同活動について／イセ文化財団のコレクション
鑑賞について
六次産業化委員会 第3回とやま特産品サミットin立山（～２１）
地域創生委員会 第2回正副委員長会議 県外先進地視察について／交流人口
拡大に向けた取組みについて
第74回 あけぼの会ゴルフコンペ
教育問題委員会 第2回正副委員長会議 海外教育事情視察について（報告）／
課外授業参観及び課外授業オリエンテーションについて ／教師との交流の実施
方法について
第5回経営･ＣＳＲ委員会（拡大委員会）「講演会」講師：みずほ総合研究所（株） 
経済調査部 部長 太田智之氏
経営･ＣＳＲ委員会 第3回ごきげんよう職場訪問（北星ゴム工業（株）、日本カーバ
イド工業（株）、日本海ガス（株））
第37回 海外経済視察 「スイス経済の強み･山岳観光の特色、イタリア経済を学
ぶ」（～１０.4）
経営･ＣＳＲ委員会 北陸銀行海外駐在員事務所長意見交換会
教育問題委員会 課外授業参観（高岡市立志貴野中学校） 
六次産業化委員会 富山のおむすび検討会
経営･ＣＳＲ委員会 第5回正副委員長会議 提言作成の役割分担について／ごき
げんよう職場訪問（首都圏版）の訪問先について
第2回教育問題委員会 課外授業オリエンテーション 海外教育事情視察報告／
教師との交流の進め方／課外授業実施校の教師との意見交換
とやま環境フェア2017出展（～２２）
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4月常任幹事会
六次産業化委員会 第7回正副委員長会議 第2回とやま特産品サミット結果報告
／平成29年度の活動計画について
4月幹事会
健康委員会／第1回呉羽山丘陵ウォーキング 
第10回健康委員会 「神奈川県のヘルスケア・ニューフロンティアの取組み」 講
師：神奈川県政策局ヘルスケア・ニューフロンティア推進本部室 未病産業担当
課長 有泉尚英氏、（株）ファンケル 法人営業本部 健康経営推進営業部 推進営
業グループ 課長 玉城賀子氏、（株）分析屋 社長室データサイエンティスト 臨床
発達心理士 青柳早苗氏
第3回環境問題委員会 28年度の活動総括及び29年度の活動方針について／
「環境施策に係る県の取組みについて」 講師：富山県環境政策課 主査 八田哲
典氏、富山県環境政策課 主任 的場義典氏、立山科学工業（株）総務部ＣＳＲグ
ループ 長谷川一巳氏
第30回全国経済同友会セミナー（宮城県仙台市）（～21）
平成29年度定時総会／懇親会／六次産業化委員会／日本酒「山雲海」「同六
もん」製造記者発表
第3回経営･CSR委員会（拡大委員会）「日本企業の海外直接投資動向と中小企
業の海外事業展開について」講師：（株）みずほ銀行 国際戦略部 部長 塩飽啓
一郎氏
経営･CSR委員会 第4回正副委員長会議 提言作成の役割分担について／第5
回委員会の内容について／ごきげんよう職場訪問県内版の訪問先について
（一社）岡山経済同友会創立70周年記念式典 （岡山県岡山市）
企画委員会 平成29年度第1回委員長会議 各代表幹事所信表明／各委員会
の活動報告･取組み等について（意見交換）
第5回経済同友会教育担当委員会交流会 （愛知県名古屋市） 
全国植樹祭歓迎「富山経済同友会クリーン大作戦」
六次産業化委員会 第8回正副委員長会議 今年度の活動計画について／第3
回とやま特産品サミットに向けて
経済同友会中央日本地区会議 事務局長会議（石川県七尾市）（～６）
第2回会員増強委員会 女性会員拡大小委員会について／新会員歓迎オリエン
テーションについて
芸術文化委員会 （正副委員長） 砺波夜高祭り見学会
働き方改革委員会 第１回正副委員長会議 今年度の活動計画について
芸術文化委員会 第1回正副委員長会議 今年度の活動計画について
第4回環境問題委員会 県内視察（富山市エコタウンリサイクル施設、富山ライト
レール及びフィーダーバス試乗及び車両基地）
第4回経営･CSR委員会（拡大委員会）「海外における県伝統工芸品展示販売の
事例紹介について」 パネリスト： 富山県商工労働部次長 大橋豊氏、伊勢丹タイ
ランド ゼネラルマネージャー 山本聡氏、（株）能作 代表取締役社長 能作克治氏、
コーディネーター： 経営･CSR委員会 委員長 山瀬孝氏
健康委員会 第1回正副委員長会議 今年度の活動計画について
地域創生委員会 第1回正副委員長会議 今年度の活動計画について
第7回六次産業化委員会 平成28年度の活動総括、平成29年度の活動予定／
第2回とやま特産品サミットin東京 お酒のおつまみ編 表彰式／意見交換会「富
山経済同友会六次産業化委員会の役割とは？」
環境問題委員会 第2回正副委員長会議 今年度の活動計画について
六次産業化委員会 第9回正副委員長会議 今年度の活動計画について
7月幹事会／会員定例会 「困難な世界に向き合い、新しい時代の経営を築く ～
『中庸』を射貫け！実感的リーダー論～」 講師：元週刊ダイヤモンド副編集長 森健
二氏
第1回健康委員会 今年度の活動について／「実録 脳梗塞の予兆と予防」副代
表幹事 塩井保彦氏
第1回地域創生委員会 委員会の活動指針および今後の活動計画について
第1回女性会員拡大小委員会 女性会員拡大の勧誘ツールについて／勧誘対象
者について
7月常任幹事会 新会員歓迎オリエンテーションについて他

▲環境問題委員会 サルベージ･パーティ

▲年末懇親会

▲2月会員定例会 講師：安宅和人氏

2017（平成29年度）



月　日 富 山 経 済 同 友 会
経済社会情勢

富山県内 国内・国外

2018.2.22

2018.3.1

2018.3.2

2018.3.5
2018.3.6

2018.3.7

2018.3.9
2018.3.13
2018.3.14

2018.3.14
2018.3.19

2018.3.20
2018.3.28

第11回六次産業化委員会 今期委員会活動総括（活動報告書の確認）／富山
マリアージュ･デイナー
健康委員会 第2回正副委員長会議 平成29年度の活動総括および平成30年
度の活動について
3月幹事会／会員定例会 「マイナスからプラスへ『見せる五感経営』 －女性の感
性を仕事に活かす方法とは－」講師：石坂産業（株）代表取締役 石坂典子氏
第5回芸術文化委員会 イセコレクション鑑賞会
教育問題委員会 第6回正副委員長会議 教師との交流の進め方について／5経
済同友会教育担当委員会交流会について／第8回海外教育事情視察について
芸術文化委員会 第3回正副委員長会議 平成30年度の当面の活動方針につい
て
働き方改革委員会 第3回正副委員長会議 富山おかえりプロジェクト総括
3月常任幹事会
第4回地域創生委員会 平成29年度の活動総括および平成30年度の活動につ
いて
経営･ＣＳＲ委員会 ごきげんよう職場訪問（首都圏版）（東京・神奈川）（～１５）
六次産業化委員会 第14回正副委員長会議 平成30年2･3月活動報告／今年
度の活動総括
第4回健康委員会 今年度の活動総括および来年度の活動計画について
第4回同友会経営道場 講師：日本銀行富山事務所 所長 工藤治氏、（株）ＫＥＣ 
専務取締役 中川雅弘氏
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2017.10.24
2017.10.25

2017.10.26
2017.10.31

2017.11.2
2017.11.6

2017.11.7

2017.11.8

2017.11.10

2017.11.14
2017.11.19
2017.11.21
2017.11.26
2017.11.29
2017.12.4
2017.12.5

2017.12.5
2017.12.6

2017.12.14

2017.12.20

2017.12.26
2018.1.16
2018.1.17
2018.1.19
2018.1.22
2018.1.25

2018.1.26

2018.1.30

2018.2.1

2018.2.5
2018.2.9

2018.2.9
2018.2.13
2018.2.14

2018.2.15

2018.2.19

教育問題委員会 第3回正副委員長会議 教師との交流の進め方について
10月幹事会／会員定例会 「地域交通を主体とした一体的な地域づくりについて」
講師：富山大学 副学長 中川大氏
第10回日本海沿岸地域経済同友会代表幹事サミット（兵庫県豊岡市）（～２７）
環境問題委員会 第3回正副委員長会議 環境提言素案及び海外環境先進都市
視察報告書について
第3回芸術文化委員会 富山県美術館鑑賞会
会員増強委員会 第3回女性会員拡大小委員会 女性会員候補推薦状況につい
て／今後の取組みの進め方について
働き方改革委員会 第2回正副委員長会議 絆とやま（仮称）の内容について／絆
とやま（仮称）参加企業の調整について
第7回環境問題委員会 環境提言の素案について／海外環境先進都市視察報
告について
六次産業化委員会 第11回正副委員長会議 第4回とやま特産品サミット「富山の
おむすび編」の進め方について
11月常任幹事会
環境問題委員会 富山経済同友会サルベージ･パーティ
第3回地域創生委員会 県外先進地視察（広島県尾道・北九州）（～２２）
教育問題委員会 第4回正副委員長会議 教師との交流の進め方について
六次産業化委員会 第4回とやま特産品サミット「富山のおむすび編」
2017年度全国経済同友会代表幹事円卓会議（熊本県熊本市）
第3回健康委員会（拡大委員会）「未病のマーカーを知り、発病する前に対処する
新たな医療の始まり」 講師：富山大学附属病院 病院長 齋藤滋氏
健康委員会 拡大委員会講師を囲んでの懇親会
第8回環境問題委員会 環境提言案について／環境憲章行動宣言の改定案に
ついて
第7回海外教育事情視察・第37回海外経済視察報告会／12月会員定例会／
年末懇親会 「立山黒部の自然－その魅力とポテンシャルをどう伝えるか－」講師：
富山県立山カルデラ砂防博物館 学芸課 課長 飯田肇氏
第2回働き方改革委員会 おかえりプロジェクト（旧称:絆とやま）について／「講演」 
講師：富山県総合政策局 少子対策･県民活躍課 女性活躍･働き方改革推進班
長 掃本之博氏
第6回経営･ＣＳＲ委員会 提言書素案について
新年幹事会／富山県知事との昼食会
働き方改革委員会 富山おかえりプロジェクト（東京都）
第3回企画委員会 提言書･報告書について／平成30年度委員会体制について
第4回芸術文化委員会 雅楽と和食に親しむ会
六次産業化委員会 第13回正副委員長会議 富山マリアージュ･ディナーについて
／活動報告書について
教育問題委員会 第5回正副委員長会議 教師との交流の進め方について／第7
回海外教育事情視察報告会について／5経済同友会教育担当委員会交流会に
ついて
第7回経営･ＣＳＲ委員会（拡大委員会）「日本銀行の金融政策運営と北陸経済の
現状について」講師：日本銀行 金沢支店 支店長 宮田慶一氏
第9回環境問題委員会 環境提言案について／環境憲章 行動宣言改定案につ
いて
第5回芸術文化委員会 イセコレクション鑑賞会
2月会員定例会「AIネイティブ時代を君たちはどう生きるか」講師：ヤフー（株） ＣＳ
Ｏ（チーフストラテジーオフィサー） 安宅和人氏
教育問題委員会 会員定例会の講師を囲んでの懇親会
2月常任幹事会
第3回働き方改革委員会 「日立グループの働き方改革の取り組みとITの活用」 講
師：（株）日立ソリューションズ 人事総務本部 担当部長 井上正人氏
教育問題委員会 第3回委員会 教師との交流の進め方について／5経済同友会
教育担当委員会交流会について／第7回海外教育事情視察報告会
地域創生委員会 第3回正副委員長会議 今年度活動の総括について／来年度
活動計画について
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2017.9.24
2017.9.25
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2017.9.27
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第1回芸術文化委員会  今年度の事業計画およびスケジュールについて／「魚津の
たてもん祭り」講師：魚津市教育委員会 生涯学習･スポーツ課 主任 的場茂晃氏
第1回働き方改革委員会 今年度の事業計画およびスケジュールについて
第1回教育問題委員会 今年度の取組みについて （海外教育事情視察、課外授
業、教師との交流など） 
六次産業化委員会 地域創生委員会合同開催 「電車で枝豆＆ビールを楽しもう！」
（電鉄富山⇔有峰口）
第5回環境問題委員会 環境提言策定等に向けた取組みの進捗状況について／
海外環境先進都市視察について
第2回芸術文化委員会 魚津「たてもん祭り」見学会（魚津歴史民俗博物館、諏
訪神社） 
第2回健康委員会 立山弥陀ヶ原トレッキング（立山室堂、弥陀ヶ原、弘法他）（～
８）
新会員歓迎オリエンテーション／懇親会
第7回海外教育事情視察 「シンガポール、台湾の学校教育を視る」（～２２）
第3回同友会経営道場 「考動させた“５つの言葉” ～共通価値の創造に取り組む
経営～」 講師：代表幹事 （株）北陸銀行 取締役会長 麦野英順氏
第2回地域創生委員会 （拡大委員会）「地域の活性化と外国人観光客誘致の必
要性について」 講師：観光庁 外客受入担当参事官付 課長補佐 塩野長己氏
第2回女性会員拡大小委員会  オブザーバー参加制度の今後の取組みについて
／女性会員拡大の勧誘ツール（修正案）の確認について
環境問題委員会 海外環境先進都市ドイツ視察 ドイツ（フライブルク、ハイデルベ
ルク等）
第26回経済同友会中央日本地区会議（石川県金沢市）
六次産業化委員会 第10回正副委員長会議 第3回とやま特産品サミットについ
て／第4回とやま特産品サミットについて／大豆、コシヒカリの収穫と今後の行事
予定について
2017年度全国経済同友会事務局長会議（三重県志摩市）（～８）
第2回企画委員会 第2回委員長会議について／会員ＯＢ会創設について／女性
会員拡大に向けた取組について／第10回日本海沿岸地域経済同友会代表幹事
サミットについて
企画委員会 第2回委員長会議 各委員会事業計画／活動実績／今後のスケ
ジュールについて
芸術文化委員会 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／地域創生委員会との共同活動について／イセ文化財団のコレクション
鑑賞について
六次産業化委員会 第3回とやま特産品サミットin立山（～２１）
地域創生委員会 第2回正副委員長会議 県外先進地視察について／交流人口
拡大に向けた取組みについて
第74回 あけぼの会ゴルフコンペ
教育問題委員会 第2回正副委員長会議 海外教育事情視察について（報告）／
課外授業参観及び課外授業オリエンテーションについて ／教師との交流の実施
方法について
第5回経営･ＣＳＲ委員会（拡大委員会）「講演会」講師：みずほ総合研究所（株） 
経済調査部 部長 太田智之氏
経営･ＣＳＲ委員会 第3回ごきげんよう職場訪問（北星ゴム工業（株）、日本カーバ
イド工業（株）、日本海ガス（株））
第37回 海外経済視察 「スイス経済の強み･山岳観光の特色、イタリア経済を学
ぶ」（～１０.4）
経営･ＣＳＲ委員会 北陸銀行海外駐在員事務所長意見交換会
教育問題委員会 課外授業参観（高岡市立志貴野中学校） 
六次産業化委員会 富山のおむすび検討会
経営･ＣＳＲ委員会 第5回正副委員長会議 提言作成の役割分担について／ごき
げんよう職場訪問（首都圏版）の訪問先について
第2回教育問題委員会 課外授業オリエンテーション 海外教育事情視察報告／
教師との交流の進め方／課外授業実施校の教師との意見交換
とやま環境フェア2017出展（～２２）
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4月常任幹事会
六次産業化委員会 第7回正副委員長会議 第2回とやま特産品サミット結果報告
／平成29年度の活動計画について
4月幹事会
健康委員会／第1回呉羽山丘陵ウォーキング 
第10回健康委員会 「神奈川県のヘルスケア・ニューフロンティアの取組み」 講
師：神奈川県政策局ヘルスケア・ニューフロンティア推進本部室 未病産業担当
課長 有泉尚英氏、（株）ファンケル 法人営業本部 健康経営推進営業部 推進営
業グループ 課長 玉城賀子氏、（株）分析屋 社長室データサイエンティスト 臨床
発達心理士 青柳早苗氏
第3回環境問題委員会 28年度の活動総括及び29年度の活動方針について／
「環境施策に係る県の取組みについて」 講師：富山県環境政策課 主査 八田哲
典氏、富山県環境政策課 主任 的場義典氏、立山科学工業（株）総務部ＣＳＲグ
ループ 長谷川一巳氏
第30回全国経済同友会セミナー（宮城県仙台市）（～21）
平成29年度定時総会／懇親会／六次産業化委員会／日本酒「山雲海」「同六
もん」製造記者発表
第3回経営･CSR委員会（拡大委員会）「日本企業の海外直接投資動向と中小企
業の海外事業展開について」講師：（株）みずほ銀行 国際戦略部 部長 塩飽啓
一郎氏
経営･CSR委員会 第4回正副委員長会議 提言作成の役割分担について／第5
回委員会の内容について／ごきげんよう職場訪問県内版の訪問先について
（一社）岡山経済同友会創立70周年記念式典 （岡山県岡山市）
企画委員会 平成29年度第1回委員長会議 各代表幹事所信表明／各委員会
の活動報告･取組み等について（意見交換）
第5回経済同友会教育担当委員会交流会 （愛知県名古屋市） 
全国植樹祭歓迎「富山経済同友会クリーン大作戦」
六次産業化委員会 第8回正副委員長会議 今年度の活動計画について／第3
回とやま特産品サミットに向けて
経済同友会中央日本地区会議 事務局長会議（石川県七尾市）（～６）
第2回会員増強委員会 女性会員拡大小委員会について／新会員歓迎オリエン
テーションについて
芸術文化委員会 （正副委員長） 砺波夜高祭り見学会
働き方改革委員会 第１回正副委員長会議 今年度の活動計画について
芸術文化委員会 第1回正副委員長会議 今年度の活動計画について
第4回環境問題委員会 県内視察（富山市エコタウンリサイクル施設、富山ライト
レール及びフィーダーバス試乗及び車両基地）
第4回経営･CSR委員会（拡大委員会）「海外における県伝統工芸品展示販売の
事例紹介について」 パネリスト： 富山県商工労働部次長 大橋豊氏、伊勢丹タイ
ランド ゼネラルマネージャー 山本聡氏、（株）能作 代表取締役社長 能作克治氏、
コーディネーター： 経営･CSR委員会 委員長 山瀬孝氏
健康委員会 第1回正副委員長会議 今年度の活動計画について
地域創生委員会 第1回正副委員長会議 今年度の活動計画について
第7回六次産業化委員会 平成28年度の活動総括、平成29年度の活動予定／
第2回とやま特産品サミットin東京 お酒のおつまみ編 表彰式／意見交換会「富
山経済同友会六次産業化委員会の役割とは？」
環境問題委員会 第2回正副委員長会議 今年度の活動計画について
六次産業化委員会 第9回正副委員長会議 今年度の活動計画について
7月幹事会／会員定例会 「困難な世界に向き合い、新しい時代の経営を築く ～
『中庸』を射貫け！実感的リーダー論～」 講師：元週刊ダイヤモンド副編集長 森健
二氏
第1回健康委員会 今年度の活動について／「実録 脳梗塞の予兆と予防」副代
表幹事 塩井保彦氏
第1回地域創生委員会 委員会の活動指針および今後の活動計画について
第1回女性会員拡大小委員会 女性会員拡大の勧誘ツールについて／勧誘対象
者について
7月常任幹事会 新会員歓迎オリエンテーションについて他

▲第3回ごきげんよう職場訪問

▲富山おかえりプロジェクト

▲3月会員定例会 講師：石坂典子氏

2017（平成29年度）


