
2019.2.18
2019.2.19
2019.2.20

2019.2.21

2019.2.26
2019.3.1

2019.3.4

2019.3.5

2019.3.6

2019.3.11

2019.3.13
2019.3.15
2019.3.15

2019.3.15
2019.3.18

2019.3.26
2019.3.28

六次産業化委員会 講師を囲んでの懇親会
第8回地域創生委員会 提言最終案について
教育問題委員会 第7回委員会 報告書案、教師と企業人との交流結果／課外授
業オリエンテーション／第8回海外教育事情視察 報告会
第2回同友会経営道場 講師：（株）ワプラス 代表取締役 村上宏康氏、（株）カ
ターレ富山 取締役社長 森野弘樹氏
健康委員会 第7回正副委員長会議 活動報告書（健康経営事例集）案の確認
教育問題委員会 第11回正副委員長会議 今次の活動総括について／報告書
（案）について
3月幹事会／会員定例会「コンパクトシティ戦略による富山型都市経営の構築 ～
公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり」講師：富山市長 森雅志氏
芸術文化委員会 第7回正副委員長会議 今次活動の総括について／作成物報
告について／第12回委員会（拡大委員会）について
経営・ＣＳＲ委員会 ごきげんよう職場訪問（（株）みずほ銀行本店、（株）ＡＮＡケー
タリングサービス他、（株）Ｊバイオフードリサイクル、東芝未来科学館、（株）日立製
作所 白山閣、日産自動車（株）栃木工場）（東京都・神奈川県・栃木県）（～7）
第5回環境問題委員会 今年度の活動総括について／次年度の活動計画につい
て
第8回教育問題委員会 今次活動の総括について
第12回芸術文化委員会 今次の活動報告について／今次作成物について
第12回芸術文化委員会 第9回地域創生委員会（合同拡大委員会）「はんだ山車
まつりについて」講師：半田山車祭り保存会 副会長 石川大介氏
芸術文化委員会・地域創生委員会 講師を囲んでの懇親会
六次産業化委員会 第3回正副委員長会議 今年度活動の総括および来年度活
動計画について
第9回健康委員会 今次委員会活動の総括について
第6回働き方改革委員会 今次活動の総括について／富山おかえりプロジェクトⅡ
実施報告について
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会員増強委員会／女性会員ランチミーティング
第6回地域創生委員会 提言の素案について
芸術文化委員会 第5回正副委員長会議 今年度の活動について／活動報告書
について
第3回経営・CSR委員会（拡大委員会）「いい会社をつくりましょう」講師：伊那食
品工業（株） 代表取締役社長 井上修氏
経営・CSR委員会 講師を囲んでの懇親会
第11回日本海沿岸地域経済同友会代表幹事サミット（福井県あわら市）（～9）
第7回健康委員会（拡大委員会）／呉羽丘陵ウォーキング（呉羽丘陵フットパス）
2018年度全国経済同友会代表幹事円卓会議（鳥取県米子市）
第4回環境問題委員会 県外視察（福島第一原子力発電所および周辺）（福島県
内）（～14）
第8回健康委員会 県外視察／慶應義塾大学先端生命科学研究所・同研究所
発のベンチャー企業（山形県鶴岡市）（～16）
会員増強委員会 女性会員ランチミーティング ［高岡・射水会場］
経営･ＣＳＲ委員会 第3回正副委員長会議 第2回経営道場発表者について／ご
きげんよう職場訪問について
第6回教育問題委員会 「教師と企業人との交流（第3回）」グループディスカッショ
ンの進め方について
教育問題委員会「教師と企業人との交流（第3回）」講師：新田代表幹事
地域創生委員会 第7回正副委員長会議 提言中間案について
働き方改革委員会 第7回正副委員長会議 富山おかえりプロジェクトⅡ開催につ
いて
第2回六次産業化委員会 県外視察（沖縄国際物流ハブ）／沖縄経済同友会と
の意見交換会（沖縄県那覇市）（～6） 
第7回地域創生委員会 提言中間案について
芸術文化委員会 第6回正副委員長会議 今後の活動スケジュールについて／活
動報告書について
海外視察報告会 12月会員定例会／年末懇親会 「あなたに伝えたい政治の話」 
講師：国際政治学研究者 三浦瑠麗氏
（公社）経済同友会との昼食懇談会
教育問題委員会 第9回正副委員長会議 報告書について／今後のスケジュール
について
第6回企画委員会 2019年度事務局体制について／役員の担当委員会管理規
定の作成について
新年幹事会／富山県知事との昼食会
健康委員会 第6回正副委員長会議 活動報告書（健康経営好事例集）の骨子お
よび担当割の検討
1月会員定例会「ドイツの事例から考える～省エネと移動距離の短いまちづくりによ
る経済の活性化～」 講師：環境ジャーナリスト 村上敦氏
環境問題委員会／会員定例会 講師を囲んでの懇親会
働き方改革委員会 第8回正副委員長会議 富山おかえりプロジェクトⅡについて
第7回企画委員会 2019年度委員会体制･運営について／中央日本地区会議に
ついて／地域創生委員会 提言について
地域創生委員会 第8回正副委員長会議 提言最終案について
第4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
経営･ＣＳＲ委員会 講師を囲んでの懇親会
教育問題委員会 第10回正副委員長会議 報告書（案）について
会員増強委員会 代表幹事と女性会員の集い
教育問題委員会 課外授業参観（1学年9クラス）（富山市立速星中学校）
働き方改革委員会／富山おかえりプロジェクトⅡ（東京都）
環境問題委員会 第4回正副委員長会議 今年度の活動の総括／次年度の活動
計画
第3回六次産業化委員会（拡大委員会）「スーパー公務員の失敗履歴」講師：総
務省 地域力創造アドバイザー 立正大学客員教授、新潟経営大学特別客員教
授、東京大学朝日講座講師 高野誠鮮氏
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第5回健康委員会 今年度の活動計画について／健康経営に係る好事例集作成
について
第4回働き方改革委員会 平成30年度事業計画およびスケジュールについて
第4回働き方改革委員会 （拡大委員会）「NTT西日本グループのIT、AI等を活用し
た働き方改革の取り組み」 講師：西日本電信電話（株） 富山支店 支店長 花川
靖司氏
第1回六次産業化委員会 今年度活動計画／富山県との勉強会
第2回環境問題委員会 打ち水大作戦「SDGs･ESGの潮流と企業の取り組みに
ついて」 講師：日本政策投資銀行 サステナビリティ企画部 調査役 八矢舞子氏
新会員歓迎オリエンテーション／懇親会
第5回教育問題委員会 課外授業オリエンテーションについて／教師と企業人との
交流（第2回） グループディスカッションの進め方について
教育問題委員会「教師と企業人との交流（第2回）」
8月会員定例会「地方創生と産業化に関する一考」講師：イーソリューションズ（株） 
代表取締役社長 佐々木経世氏
第6回健康委員会 角川介護予防センター体験視察／「健康経営と運動」講師：
富山大学名誉教授、富山産業保健総合支援センター 所長 鏡森定信氏
経営･CSR委員会 第2回正副委員長会議 今次の委員会活動について／第2回
経営道場発表者について／ごきげんよう職場訪問について
代表幹事北京ミッション（～26）
第5回企画委員会 「全国立山大使の会」活動計画について／第2回委員長会議
について他
地域創生委員会 第5回正副委員長会議 提言素案について
第1回同友会経営道場 発表：当会代表幹事 日本海ガス絆ホールディングス（株） 
取締役社長 新田八朗氏
第10回芸術文化委員会 「おわら風の盆」鑑賞会
企画委員会 平成30年度第2回委員長会議 各委員会の取組状況／活動計画
等について／当会の活動予定について
環境問題委員会 第3回正副委員長会議 SDGsへの理解促進（先進取組事例
の視察）について／県外視察について他
教育問題委員会 第8回正副委員長会議 課外授業オリエンテーションについて
2018年度全国経済同友会事務局長会議（岩手県盛岡市）（～14）
第8回海外教育事情視察 アメリカ合衆国西海岸「アメリカの学校教育を視る」（～
24）
会員増強委員会 第2回正副委員長会議 新会員勧誘パンフレットの取扱い（見直
し）について／女性会員増強に向けた取組みについて
第2回経営・CSR委員会（拡大委員会） 「KAIZENで企業価値を高める」 講師：
ティ･エス･ケイ（株） 代表取締役社長 髙木悦朗氏
働き方改革委員会 第6回正副委員長会議 富山おかえりプロジェクトⅡ開催につ
いて／報告書作成について他
経営･CSR委員会 第5回ごきげんよう職場訪問（三協立山（株）、若鶴酒造（株））
（射水市・砺波市）
第38回海外経済視察 アメリカ合衆国（ニューヨーク、ボストン、ワシントンDC）「2
年目を迎えたトランプ政権下の米国」（～10.4）
第11回芸術文化委員会 「新湊曳山祭り」鑑賞会
経済同友会中央日本地区会議 （岐阜県岐阜市）
第5回働き方改革委員会 報告書作成について／富山おかえりプロジェクトⅡ開催
について
第5回働き方改革委員会（拡大委員会）「笑って考えるワークライフバランス」 講
師：東京大学大学院総合文化研究科 教授 瀬地山角氏
働き方改革委員会 講師を囲んでの懇親会
第3回環境問題委員会 SDGs先進取組事例視察 （金沢工業大学、会宝産業
（株）訪問）（金沢市他）
10月幹事会／会員定例会 「地方創生を超えて～地域経済の自立戦略を考える
～」講師：（一社）地域研究工房 代表理事 北海道経済同友会 特別会員 小磯
修二氏
地域創生委員会 第6回正副委員長会議 提言素案について
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健康委員会 第3回正副委員長会議 第4回健康委員会を踏まえた平成30年度の
活動について
第4回教育問題委員会 教師と企業人との交流について／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
4月幹事会
六次産業化委員会 「富富富」種まき
第31回全国経済同友会セミナー （栃木県宇都宮市）（～２０）
平成30年度定時総会／懇親会
会員増強委員会 第1回正副委員長会議 今次活動計画について
六次産業化委員会 第1回正副委員長会議 今次活動計画について
環境問題委員会 第1回正副委員長会議 今次活動計画について
第6回芸術文化委員会 高岡御車山祭り鑑賞
経営･CSR委員会 第1回正副委員長会議 今次の委員会活動について
第7回芸術文化委員会 城端曳山祭り鑑賞会 
第4回企画委員会 第1回委員長会議について／全国立山大使の会キックオフ
ミーティングについて
企画委員会 平成30年度第1回委員長会議 各委員会の取組状況･活動計画等
について／当会の活動予定について
健康委員会 第4回正副委員長会議 ヘルスケアを目的としたウェアラブル端末に
関する勉強会
教育問題委員会「第１回教師と企業人との交流（第1回）」  冒頭講和［米原蕃 
特別顧問］／対談［米原特別顧問、伊東委員長］／教師と会員とのグループディ
スカッション
地域創生委員会 第4回正副委員長会議 提言策定検討の為の有識者訪問と視
察 （イーソリューションズ（株） 、東京オリンピック･パラリンピック競技大会組織委
員会、東京シティアイ、ビジネスコンシェルジュ東京）（東京都内）
「全国立山大使の会」キックオフミーティング
健康委員会 第5回正副委員長会議 健康経営および未病対策の好事例の収集･
発信の具体的進め方について／角川介護予防センター体験視察について／メン
タルヘルスに関する講演会の講師候補者のリストアップについて
働き方改革委員会 第4回正副委員長会議 平成30年度の活動方針と計画につ
いて／富山おかえりプロジェクトⅡ開催について
第5回地域創生委員会 今年度の活動計画について／提言の骨子（案）について
第6回経済同友会教育担当委員会交流会（富山県富山市）
第8回芸術文化委員会 今年度の活動計画について／「ユネスコ無形文化遺産
に登録された曳山行事について」 講師：富山県教育委員会 生涯学習･文化財室 
副主幹 池田恵子氏
環境問題委員会 第2回正副委員長会議 提言に関する自治体との意見交換につ
いて／SDGｓに関する勉強会の実施について
教育問題委員会 第7回正副委員長会議 第2回教師と企業人との交流について
／県教委進路指導研修会への講師派遣について／富山県私立学校審議会委
員の推薦について
経済同友会中央日本地区会議 事務局長会議（岐阜県高山市）（～２０）
第1回会員増強委員会 会員増強に向けた取組みについて／新会員歓迎オリエン
テーションについて
（公社）栃木県経済同友会創立三十周年記念式典／記念コンサート／記念パー
ティー（栃木県宇都宮市）
働き方改革委員会 第5回正副委員長会議 今次の委員会スケジュールについて
／表彰企業について／第4回働き方改革委員会拡大委員会について／富山お
かえりプロジェクトⅡ開催について
第1回経営･CSR委員会 今次の活動方針／活動計画について
第1回環境問題委員会 今次委員会の活動方針と30年度活動内容について
六次産業化委員会 第2回正副委員長会議 今次委員会活動について
7月幹事会／会員定例会「脱優等生が創るニッポンの未来」講師：慶應義塾大学
先端生命科学研究所 所長 冨田勝氏
健康委員会 会員定例会 講師を囲む懇親会
第9回芸術文化委員会 県外先進地視察（岐阜県高山市）（～２０）

●スイス・バーゼルの2州と交
流促進で協定 
●奥田交番警察官襲撃事件
●ねんりんピック富山2018
開催
●富山県美術館 全館開館
●富山市 「SDGs未来都市」
「自治体SDGsモデル事業」
に選定

●平昌五輪で冬季最多１３メ
ダル
●西日本豪雨 平成最悪の
人的被害
●テニス・大坂なおみが全米
オープン優勝
●日産・ゴーン会長を逮捕
●北海道で震度７、道内全域
で停電
●ノーベル賞に本庶佑氏
●オウム松本死刑囚ら元幹
部の死刑執行
●大谷翔平、メジャー新人王
に
●大型台風襲来、関空が冠
水し孤立
●豊洲市場が開場
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▲「全国立山大使の会」キックオフミーティング 

▲第6回経済同友会教育担当委員会交流会

▲経済同友会中央日本地区会議

2018（平成30年度）



2019.2.18
2019.2.19
2019.2.20

2019.2.21

2019.2.26
2019.3.1

2019.3.4

2019.3.5

2019.3.6

2019.3.11

2019.3.13
2019.3.15
2019.3.15

2019.3.15
2019.3.18

2019.3.26
2019.3.28

六次産業化委員会 講師を囲んでの懇親会
第8回地域創生委員会 提言最終案について
教育問題委員会 第7回委員会 報告書案、教師と企業人との交流結果／課外授
業オリエンテーション／第8回海外教育事情視察 報告会
第2回同友会経営道場 講師：（株）ワプラス 代表取締役 村上宏康氏、（株）カ
ターレ富山 取締役社長 森野弘樹氏
健康委員会 第7回正副委員長会議 活動報告書（健康経営事例集）案の確認
教育問題委員会 第11回正副委員長会議 今次の活動総括について／報告書
（案）について
3月幹事会／会員定例会「コンパクトシティ戦略による富山型都市経営の構築 ～
公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり」講師：富山市長 森雅志氏
芸術文化委員会 第7回正副委員長会議 今次活動の総括について／作成物報
告について／第12回委員会（拡大委員会）について
経営・ＣＳＲ委員会 ごきげんよう職場訪問（（株）みずほ銀行本店、（株）ＡＮＡケー
タリングサービス他、（株）Ｊバイオフードリサイクル、東芝未来科学館、（株）日立製
作所 白山閣、日産自動車（株）栃木工場）（東京都・神奈川県・栃木県）（～7）
第5回環境問題委員会 今年度の活動総括について／次年度の活動計画につい
て
第8回教育問題委員会 今次活動の総括について
第12回芸術文化委員会 今次の活動報告について／今次作成物について
第12回芸術文化委員会 第9回地域創生委員会（合同拡大委員会）「はんだ山車
まつりについて」講師：半田山車祭り保存会 副会長 石川大介氏
芸術文化委員会・地域創生委員会 講師を囲んでの懇親会
六次産業化委員会 第3回正副委員長会議 今年度活動の総括および来年度活
動計画について
第9回健康委員会 今次委員会活動の総括について
第6回働き方改革委員会 今次活動の総括について／富山おかえりプロジェクトⅡ
実施報告について

2018.10.24
2018.11.2
2018.11.5

2018.11.6

2018.11.6
2018.11.8
2018.11.10
2018.11.12
2018.11.13

2018.11.15

2018.11.26
2018.11.29

2018.12.1

2018.12.1
2018.12.3
2018.12.4

2018.12.5

2018.12.11
2018.12.12

2018.12.17

2018.12.26
2018.12.27

2019.1.16

2019.1.16
2019.1.18

2019.1.23

2019.1.23
2019.1.25
2019.2.4

2019.2.5
2019.2.5

2019.2.5
2019.2.6
2019.2.6
2019.2.7 
2019.2.13
2019.2.15

2019.2.18

会員増強委員会／女性会員ランチミーティング
第6回地域創生委員会 提言の素案について
芸術文化委員会 第5回正副委員長会議 今年度の活動について／活動報告書
について
第3回経営・CSR委員会（拡大委員会）「いい会社をつくりましょう」講師：伊那食
品工業（株） 代表取締役社長 井上修氏
経営・CSR委員会 講師を囲んでの懇親会
第11回日本海沿岸地域経済同友会代表幹事サミット（福井県あわら市）（～9）
第7回健康委員会（拡大委員会）／呉羽丘陵ウォーキング（呉羽丘陵フットパス）
2018年度全国経済同友会代表幹事円卓会議（鳥取県米子市）
第4回環境問題委員会 県外視察（福島第一原子力発電所および周辺）（福島県
内）（～14）
第8回健康委員会 県外視察／慶應義塾大学先端生命科学研究所・同研究所
発のベンチャー企業（山形県鶴岡市）（～16）
会員増強委員会 女性会員ランチミーティング ［高岡・射水会場］
経営･ＣＳＲ委員会 第3回正副委員長会議 第2回経営道場発表者について／ご
きげんよう職場訪問について
第6回教育問題委員会 「教師と企業人との交流（第3回）」グループディスカッショ
ンの進め方について
教育問題委員会「教師と企業人との交流（第3回）」講師：新田代表幹事
地域創生委員会 第7回正副委員長会議 提言中間案について
働き方改革委員会 第7回正副委員長会議 富山おかえりプロジェクトⅡ開催につ
いて
第2回六次産業化委員会 県外視察（沖縄国際物流ハブ）／沖縄経済同友会と
の意見交換会（沖縄県那覇市）（～6） 
第7回地域創生委員会 提言中間案について
芸術文化委員会 第6回正副委員長会議 今後の活動スケジュールについて／活
動報告書について
海外視察報告会 12月会員定例会／年末懇親会 「あなたに伝えたい政治の話」 
講師：国際政治学研究者 三浦瑠麗氏
（公社）経済同友会との昼食懇談会
教育問題委員会 第9回正副委員長会議 報告書について／今後のスケジュール
について
第6回企画委員会 2019年度事務局体制について／役員の担当委員会管理規
定の作成について
新年幹事会／富山県知事との昼食会
健康委員会 第6回正副委員長会議 活動報告書（健康経営好事例集）の骨子お
よび担当割の検討
1月会員定例会「ドイツの事例から考える～省エネと移動距離の短いまちづくりによ
る経済の活性化～」 講師：環境ジャーナリスト 村上敦氏
環境問題委員会／会員定例会 講師を囲んでの懇親会
働き方改革委員会 第8回正副委員長会議 富山おかえりプロジェクトⅡについて
第7回企画委員会 2019年度委員会体制･運営について／中央日本地区会議に
ついて／地域創生委員会 提言について
地域創生委員会 第8回正副委員長会議 提言最終案について
第4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
経営･ＣＳＲ委員会 講師を囲んでの懇親会
教育問題委員会 第10回正副委員長会議 報告書（案）について
会員増強委員会 代表幹事と女性会員の集い
教育問題委員会 課外授業参観（1学年9クラス）（富山市立速星中学校）
働き方改革委員会／富山おかえりプロジェクトⅡ（東京都）
環境問題委員会 第4回正副委員長会議 今年度の活動の総括／次年度の活動
計画
第3回六次産業化委員会（拡大委員会）「スーパー公務員の失敗履歴」講師：総
務省 地域力創造アドバイザー 立正大学客員教授、新潟経営大学特別客員教
授、東京大学朝日講座講師 高野誠鮮氏

月　日 富 山 経 済 同 友 会
経済社会情勢

富山県内 国内・国外

2018.7.20

2018.7.24
2018.7.24

2018.7.26
2018.7.30

2018.7.30
2018.8.1

2018.8.1
2018.8.6

2018.8.7

2018.8.21

2018.8.24
2018.8.29

2018.8.30
2018.8.31

2018.9.3
2018.9.4

2018.9.6

2018.9.13
2018.9.13
2018.9.17

2018.9.18

2018.9.19

2018.9.21

2018.9.25

2018.9.27

2018.10.1
2018.10.5
2018.10.9
 
2018.10.9
 
2018.10.9 
2018.10.18

2018.10.19

2018.10.22

第5回健康委員会 今年度の活動計画について／健康経営に係る好事例集作成
について
第4回働き方改革委員会 平成30年度事業計画およびスケジュールについて
第4回働き方改革委員会 （拡大委員会）「NTT西日本グループのIT、AI等を活用し
た働き方改革の取り組み」 講師：西日本電信電話（株） 富山支店 支店長 花川
靖司氏
第1回六次産業化委員会 今年度活動計画／富山県との勉強会
第2回環境問題委員会 打ち水大作戦「SDGs･ESGの潮流と企業の取り組みに
ついて」 講師：日本政策投資銀行 サステナビリティ企画部 調査役 八矢舞子氏
新会員歓迎オリエンテーション／懇親会
第5回教育問題委員会 課外授業オリエンテーションについて／教師と企業人との
交流（第2回） グループディスカッションの進め方について
教育問題委員会「教師と企業人との交流（第2回）」
8月会員定例会「地方創生と産業化に関する一考」講師：イーソリューションズ（株） 
代表取締役社長 佐々木経世氏
第6回健康委員会 角川介護予防センター体験視察／「健康経営と運動」講師：
富山大学名誉教授、富山産業保健総合支援センター 所長 鏡森定信氏
経営･CSR委員会 第2回正副委員長会議 今次の委員会活動について／第2回
経営道場発表者について／ごきげんよう職場訪問について
代表幹事北京ミッション（～26）
第5回企画委員会 「全国立山大使の会」活動計画について／第2回委員長会議
について他
地域創生委員会 第5回正副委員長会議 提言素案について
第1回同友会経営道場 発表：当会代表幹事 日本海ガス絆ホールディングス（株） 
取締役社長 新田八朗氏
第10回芸術文化委員会 「おわら風の盆」鑑賞会
企画委員会 平成30年度第2回委員長会議 各委員会の取組状況／活動計画
等について／当会の活動予定について
環境問題委員会 第3回正副委員長会議 SDGsへの理解促進（先進取組事例
の視察）について／県外視察について他
教育問題委員会 第8回正副委員長会議 課外授業オリエンテーションについて
2018年度全国経済同友会事務局長会議（岩手県盛岡市）（～14）
第8回海外教育事情視察 アメリカ合衆国西海岸「アメリカの学校教育を視る」（～
24）
会員増強委員会 第2回正副委員長会議 新会員勧誘パンフレットの取扱い（見直
し）について／女性会員増強に向けた取組みについて
第2回経営・CSR委員会（拡大委員会） 「KAIZENで企業価値を高める」 講師：
ティ･エス･ケイ（株） 代表取締役社長 髙木悦朗氏
働き方改革委員会 第6回正副委員長会議 富山おかえりプロジェクトⅡ開催につ
いて／報告書作成について他
経営･CSR委員会 第5回ごきげんよう職場訪問（三協立山（株）、若鶴酒造（株））
（射水市・砺波市）
第38回海外経済視察 アメリカ合衆国（ニューヨーク、ボストン、ワシントンDC）「2
年目を迎えたトランプ政権下の米国」（～10.4）
第11回芸術文化委員会 「新湊曳山祭り」鑑賞会
経済同友会中央日本地区会議 （岐阜県岐阜市）
第5回働き方改革委員会 報告書作成について／富山おかえりプロジェクトⅡ開催
について
第5回働き方改革委員会（拡大委員会）「笑って考えるワークライフバランス」 講
師：東京大学大学院総合文化研究科 教授 瀬地山角氏
働き方改革委員会 講師を囲んでの懇親会
第3回環境問題委員会 SDGs先進取組事例視察 （金沢工業大学、会宝産業
（株）訪問）（金沢市他）
10月幹事会／会員定例会 「地方創生を超えて～地域経済の自立戦略を考える
～」講師：（一社）地域研究工房 代表理事 北海道経済同友会 特別会員 小磯
修二氏
地域創生委員会 第6回正副委員長会議 提言素案について
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2018.4.4

2018.4.10

2018.4.11
2018.4.16
2018.4.19
2018.4.25
2018.4.26
2018.4.26
2018.4.27
2018.5.1
2018.5.1
2018.5.5
2018.5.7

2018.5.8

2018.5.10

2018.5.19

2018.5.22

2018.5.24
2018.5.25

2018.6.4

2018.6.6 
2018.6.11
2018.6.13

2018.6.14

2018.6.18

2018.6.19
2018.6.20

2018.6.25

2018.7.2

2018.7.4
2018.7.5
2018.7.6
2018.7.13
2018.7.13

2018.7.19

健康委員会 第3回正副委員長会議 第4回健康委員会を踏まえた平成30年度の
活動について
第4回教育問題委員会 教師と企業人との交流について／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
4月幹事会
六次産業化委員会 「富富富」種まき
第31回全国経済同友会セミナー （栃木県宇都宮市）（～２０）
平成30年度定時総会／懇親会
会員増強委員会 第1回正副委員長会議 今次活動計画について
六次産業化委員会 第1回正副委員長会議 今次活動計画について
環境問題委員会 第1回正副委員長会議 今次活動計画について
第6回芸術文化委員会 高岡御車山祭り鑑賞
経営･CSR委員会 第1回正副委員長会議 今次の委員会活動について
第7回芸術文化委員会 城端曳山祭り鑑賞会 
第4回企画委員会 第1回委員長会議について／全国立山大使の会キックオフ
ミーティングについて
企画委員会 平成30年度第1回委員長会議 各委員会の取組状況･活動計画等
について／当会の活動予定について
健康委員会 第4回正副委員長会議 ヘルスケアを目的としたウェアラブル端末に
関する勉強会
教育問題委員会「第１回教師と企業人との交流（第1回）」  冒頭講和［米原蕃 
特別顧問］／対談［米原特別顧問、伊東委員長］／教師と会員とのグループディ
スカッション
地域創生委員会 第4回正副委員長会議 提言策定検討の為の有識者訪問と視
察 （イーソリューションズ（株） 、東京オリンピック･パラリンピック競技大会組織委
員会、東京シティアイ、ビジネスコンシェルジュ東京）（東京都内）
「全国立山大使の会」キックオフミーティング
健康委員会 第5回正副委員長会議 健康経営および未病対策の好事例の収集･
発信の具体的進め方について／角川介護予防センター体験視察について／メン
タルヘルスに関する講演会の講師候補者のリストアップについて
働き方改革委員会 第4回正副委員長会議 平成30年度の活動方針と計画につ
いて／富山おかえりプロジェクトⅡ開催について
第5回地域創生委員会 今年度の活動計画について／提言の骨子（案）について
第6回経済同友会教育担当委員会交流会（富山県富山市）
第8回芸術文化委員会 今年度の活動計画について／「ユネスコ無形文化遺産
に登録された曳山行事について」 講師：富山県教育委員会 生涯学習･文化財室 
副主幹 池田恵子氏
環境問題委員会 第2回正副委員長会議 提言に関する自治体との意見交換につ
いて／SDGｓに関する勉強会の実施について
教育問題委員会 第7回正副委員長会議 第2回教師と企業人との交流について
／県教委進路指導研修会への講師派遣について／富山県私立学校審議会委
員の推薦について
経済同友会中央日本地区会議 事務局長会議（岐阜県高山市）（～２０）
第1回会員増強委員会 会員増強に向けた取組みについて／新会員歓迎オリエン
テーションについて
（公社）栃木県経済同友会創立三十周年記念式典／記念コンサート／記念パー
ティー（栃木県宇都宮市）
働き方改革委員会 第5回正副委員長会議 今次の委員会スケジュールについて
／表彰企業について／第4回働き方改革委員会拡大委員会について／富山お
かえりプロジェクトⅡ開催について
第1回経営･CSR委員会 今次の活動方針／活動計画について
第1回環境問題委員会 今次委員会の活動方針と30年度活動内容について
六次産業化委員会 第2回正副委員長会議 今次委員会活動について
7月幹事会／会員定例会「脱優等生が創るニッポンの未来」講師：慶應義塾大学
先端生命科学研究所 所長 冨田勝氏
健康委員会 会員定例会 講師を囲む懇親会
第9回芸術文化委員会 県外先進地視察（岐阜県高山市）（～２０）

▲第11回芸術文化委員会

▲第3回環境問題委員会

▲代表幹事北京ミッション

2018（平成30年度）



2019.2.18
2019.2.19
2019.2.20

2019.2.21

2019.2.26
2019.3.1

2019.3.4

2019.3.5

2019.3.6

2019.3.11

2019.3.13
2019.3.15
2019.3.15

2019.3.15
2019.3.18

2019.3.26
2019.3.28

六次産業化委員会 講師を囲んでの懇親会
第8回地域創生委員会 提言最終案について
教育問題委員会 第7回委員会 報告書案、教師と企業人との交流結果／課外授
業オリエンテーション／第8回海外教育事情視察 報告会
第2回同友会経営道場 講師：（株）ワプラス 代表取締役 村上宏康氏、（株）カ
ターレ富山 取締役社長 森野弘樹氏
健康委員会 第7回正副委員長会議 活動報告書（健康経営事例集）案の確認
教育問題委員会 第11回正副委員長会議 今次の活動総括について／報告書
（案）について
3月幹事会／会員定例会「コンパクトシティ戦略による富山型都市経営の構築 ～
公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり」講師：富山市長 森雅志氏
芸術文化委員会 第7回正副委員長会議 今次活動の総括について／作成物報
告について／第12回委員会（拡大委員会）について
経営・ＣＳＲ委員会 ごきげんよう職場訪問（（株）みずほ銀行本店、（株）ＡＮＡケー
タリングサービス他、（株）Ｊバイオフードリサイクル、東芝未来科学館、（株）日立製
作所 白山閣、日産自動車（株）栃木工場）（東京都・神奈川県・栃木県）（～7）
第5回環境問題委員会 今年度の活動総括について／次年度の活動計画につい
て
第8回教育問題委員会 今次活動の総括について
第12回芸術文化委員会 今次の活動報告について／今次作成物について
第12回芸術文化委員会 第9回地域創生委員会（合同拡大委員会）「はんだ山車
まつりについて」講師：半田山車祭り保存会 副会長 石川大介氏
芸術文化委員会・地域創生委員会 講師を囲んでの懇親会
六次産業化委員会 第3回正副委員長会議 今年度活動の総括および来年度活
動計画について
第9回健康委員会 今次委員会活動の総括について
第6回働き方改革委員会 今次活動の総括について／富山おかえりプロジェクトⅡ
実施報告について

月　日 富 山 経 済 同 友 会
経済社会情勢

富山県内 国内・国外

2018.10.24
2018.11.2
2018.11.5

2018.11.6

2018.11.6
2018.11.8
2018.11.10
2018.11.12
2018.11.13

2018.11.15

2018.11.26
2018.11.29

2018.12.1

2018.12.1
2018.12.3
2018.12.4

2018.12.5

2018.12.11
2018.12.12

2018.12.17

2018.12.26
2018.12.27

2019.1.16

2019.1.16
2019.1.18

2019.1.23

2019.1.23
2019.1.25
2019.2.4

2019.2.5
2019.2.5

2019.2.5
2019.2.6
2019.2.6
2019.2.7 
2019.2.13
2019.2.15

2019.2.18

会員増強委員会／女性会員ランチミーティング
第6回地域創生委員会 提言の素案について
芸術文化委員会 第5回正副委員長会議 今年度の活動について／活動報告書
について
第3回経営・CSR委員会（拡大委員会）「いい会社をつくりましょう」講師：伊那食
品工業（株） 代表取締役社長 井上修氏
経営・CSR委員会 講師を囲んでの懇親会
第11回日本海沿岸地域経済同友会代表幹事サミット（福井県あわら市）（～9）
第7回健康委員会（拡大委員会）／呉羽丘陵ウォーキング（呉羽丘陵フットパス）
2018年度全国経済同友会代表幹事円卓会議（鳥取県米子市）
第4回環境問題委員会 県外視察（福島第一原子力発電所および周辺）（福島県
内）（～14）
第8回健康委員会 県外視察／慶應義塾大学先端生命科学研究所・同研究所
発のベンチャー企業（山形県鶴岡市）（～16）
会員増強委員会 女性会員ランチミーティング ［高岡・射水会場］
経営･ＣＳＲ委員会 第3回正副委員長会議 第2回経営道場発表者について／ご
きげんよう職場訪問について
第6回教育問題委員会 「教師と企業人との交流（第3回）」グループディスカッショ
ンの進め方について
教育問題委員会「教師と企業人との交流（第3回）」講師：新田代表幹事
地域創生委員会 第7回正副委員長会議 提言中間案について
働き方改革委員会 第7回正副委員長会議 富山おかえりプロジェクトⅡ開催につ
いて
第2回六次産業化委員会 県外視察（沖縄国際物流ハブ）／沖縄経済同友会と
の意見交換会（沖縄県那覇市）（～6） 
第7回地域創生委員会 提言中間案について
芸術文化委員会 第6回正副委員長会議 今後の活動スケジュールについて／活
動報告書について
海外視察報告会 12月会員定例会／年末懇親会 「あなたに伝えたい政治の話」 
講師：国際政治学研究者 三浦瑠麗氏
（公社）経済同友会との昼食懇談会
教育問題委員会 第9回正副委員長会議 報告書について／今後のスケジュール
について
第6回企画委員会 2019年度事務局体制について／役員の担当委員会管理規
定の作成について
新年幹事会／富山県知事との昼食会
健康委員会 第6回正副委員長会議 活動報告書（健康経営好事例集）の骨子お
よび担当割の検討
1月会員定例会「ドイツの事例から考える～省エネと移動距離の短いまちづくりによ
る経済の活性化～」 講師：環境ジャーナリスト 村上敦氏
環境問題委員会／会員定例会 講師を囲んでの懇親会
働き方改革委員会 第8回正副委員長会議 富山おかえりプロジェクトⅡについて
第7回企画委員会 2019年度委員会体制･運営について／中央日本地区会議に
ついて／地域創生委員会 提言について
地域創生委員会 第8回正副委員長会議 提言最終案について
第4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
経営･ＣＳＲ委員会 講師を囲んでの懇親会
教育問題委員会 第10回正副委員長会議 報告書（案）について
会員増強委員会 代表幹事と女性会員の集い
教育問題委員会 課外授業参観（1学年9クラス）（富山市立速星中学校）
働き方改革委員会／富山おかえりプロジェクトⅡ（東京都）
環境問題委員会 第4回正副委員長会議 今年度の活動の総括／次年度の活動
計画
第3回六次産業化委員会（拡大委員会）「スーパー公務員の失敗履歴」講師：総
務省 地域力創造アドバイザー 立正大学客員教授、新潟経営大学特別客員教
授、東京大学朝日講座講師 高野誠鮮氏
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2018.7.24
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2018.7.26
2018.7.30

2018.7.30
2018.8.1

2018.8.1
2018.8.6

2018.8.7

2018.8.21

2018.8.24
2018.8.29

2018.8.30
2018.8.31

2018.9.3
2018.9.4

2018.9.6

2018.9.13
2018.9.13
2018.9.17

2018.9.18

2018.9.19

2018.9.21

2018.9.25

2018.9.27

2018.10.1
2018.10.5
2018.10.9
 
2018.10.9
 
2018.10.9 
2018.10.18

2018.10.19

2018.10.22

第5回健康委員会 今年度の活動計画について／健康経営に係る好事例集作成
について
第4回働き方改革委員会 平成30年度事業計画およびスケジュールについて
第4回働き方改革委員会 （拡大委員会）「NTT西日本グループのIT、AI等を活用し
た働き方改革の取り組み」 講師：西日本電信電話（株） 富山支店 支店長 花川
靖司氏
第1回六次産業化委員会 今年度活動計画／富山県との勉強会
第2回環境問題委員会 打ち水大作戦「SDGs･ESGの潮流と企業の取り組みに
ついて」 講師：日本政策投資銀行 サステナビリティ企画部 調査役 八矢舞子氏
新会員歓迎オリエンテーション／懇親会
第5回教育問題委員会 課外授業オリエンテーションについて／教師と企業人との
交流（第2回） グループディスカッションの進め方について
教育問題委員会「教師と企業人との交流（第2回）」
8月会員定例会「地方創生と産業化に関する一考」講師：イーソリューションズ（株） 
代表取締役社長 佐々木経世氏
第6回健康委員会 角川介護予防センター体験視察／「健康経営と運動」講師：
富山大学名誉教授、富山産業保健総合支援センター 所長 鏡森定信氏
経営･CSR委員会 第2回正副委員長会議 今次の委員会活動について／第2回
経営道場発表者について／ごきげんよう職場訪問について
代表幹事北京ミッション（～26）
第5回企画委員会 「全国立山大使の会」活動計画について／第2回委員長会議
について他
地域創生委員会 第5回正副委員長会議 提言素案について
第1回同友会経営道場 発表：当会代表幹事 日本海ガス絆ホールディングス（株） 
取締役社長 新田八朗氏
第10回芸術文化委員会 「おわら風の盆」鑑賞会
企画委員会 平成30年度第2回委員長会議 各委員会の取組状況／活動計画
等について／当会の活動予定について
環境問題委員会 第3回正副委員長会議 SDGsへの理解促進（先進取組事例
の視察）について／県外視察について他
教育問題委員会 第8回正副委員長会議 課外授業オリエンテーションについて
2018年度全国経済同友会事務局長会議（岩手県盛岡市）（～14）
第8回海外教育事情視察 アメリカ合衆国西海岸「アメリカの学校教育を視る」（～
24）
会員増強委員会 第2回正副委員長会議 新会員勧誘パンフレットの取扱い（見直
し）について／女性会員増強に向けた取組みについて
第2回経営・CSR委員会（拡大委員会） 「KAIZENで企業価値を高める」 講師：
ティ･エス･ケイ（株） 代表取締役社長 髙木悦朗氏
働き方改革委員会 第6回正副委員長会議 富山おかえりプロジェクトⅡ開催につ
いて／報告書作成について他
経営･CSR委員会 第5回ごきげんよう職場訪問（三協立山（株）、若鶴酒造（株））
（射水市・砺波市）
第38回海外経済視察 アメリカ合衆国（ニューヨーク、ボストン、ワシントンDC）「2
年目を迎えたトランプ政権下の米国」（～10.4）
第11回芸術文化委員会 「新湊曳山祭り」鑑賞会
経済同友会中央日本地区会議 （岐阜県岐阜市）
第5回働き方改革委員会 報告書作成について／富山おかえりプロジェクトⅡ開催
について
第5回働き方改革委員会（拡大委員会）「笑って考えるワークライフバランス」 講
師：東京大学大学院総合文化研究科 教授 瀬地山角氏
働き方改革委員会 講師を囲んでの懇親会
第3回環境問題委員会 SDGs先進取組事例視察 （金沢工業大学、会宝産業
（株）訪問）（金沢市他）
10月幹事会／会員定例会 「地方創生を超えて～地域経済の自立戦略を考える
～」講師：（一社）地域研究工房 代表理事 北海道経済同友会 特別会員 小磯
修二氏
地域創生委員会 第6回正副委員長会議 提言素案について
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健康委員会 第3回正副委員長会議 第4回健康委員会を踏まえた平成30年度の
活動について
第4回教育問題委員会 教師と企業人との交流について／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
4月幹事会
六次産業化委員会 「富富富」種まき
第31回全国経済同友会セミナー （栃木県宇都宮市）（～２０）
平成30年度定時総会／懇親会
会員増強委員会 第1回正副委員長会議 今次活動計画について
六次産業化委員会 第1回正副委員長会議 今次活動計画について
環境問題委員会 第1回正副委員長会議 今次活動計画について
第6回芸術文化委員会 高岡御車山祭り鑑賞
経営･CSR委員会 第1回正副委員長会議 今次の委員会活動について
第7回芸術文化委員会 城端曳山祭り鑑賞会 
第4回企画委員会 第1回委員長会議について／全国立山大使の会キックオフ
ミーティングについて
企画委員会 平成30年度第1回委員長会議 各委員会の取組状況･活動計画等
について／当会の活動予定について
健康委員会 第4回正副委員長会議 ヘルスケアを目的としたウェアラブル端末に
関する勉強会
教育問題委員会「第１回教師と企業人との交流（第1回）」  冒頭講和［米原蕃 
特別顧問］／対談［米原特別顧問、伊東委員長］／教師と会員とのグループディ
スカッション
地域創生委員会 第4回正副委員長会議 提言策定検討の為の有識者訪問と視
察 （イーソリューションズ（株） 、東京オリンピック･パラリンピック競技大会組織委
員会、東京シティアイ、ビジネスコンシェルジュ東京）（東京都内）
「全国立山大使の会」キックオフミーティング
健康委員会 第5回正副委員長会議 健康経営および未病対策の好事例の収集･
発信の具体的進め方について／角川介護予防センター体験視察について／メン
タルヘルスに関する講演会の講師候補者のリストアップについて
働き方改革委員会 第4回正副委員長会議 平成30年度の活動方針と計画につ
いて／富山おかえりプロジェクトⅡ開催について
第5回地域創生委員会 今年度の活動計画について／提言の骨子（案）について
第6回経済同友会教育担当委員会交流会（富山県富山市）
第8回芸術文化委員会 今年度の活動計画について／「ユネスコ無形文化遺産
に登録された曳山行事について」 講師：富山県教育委員会 生涯学習･文化財室 
副主幹 池田恵子氏
環境問題委員会 第2回正副委員長会議 提言に関する自治体との意見交換につ
いて／SDGｓに関する勉強会の実施について
教育問題委員会 第7回正副委員長会議 第2回教師と企業人との交流について
／県教委進路指導研修会への講師派遣について／富山県私立学校審議会委
員の推薦について
経済同友会中央日本地区会議 事務局長会議（岐阜県高山市）（～２０）
第1回会員増強委員会 会員増強に向けた取組みについて／新会員歓迎オリエン
テーションについて
（公社）栃木県経済同友会創立三十周年記念式典／記念コンサート／記念パー
ティー（栃木県宇都宮市）
働き方改革委員会 第5回正副委員長会議 今次の委員会スケジュールについて
／表彰企業について／第4回働き方改革委員会拡大委員会について／富山お
かえりプロジェクトⅡ開催について
第1回経営･CSR委員会 今次の活動方針／活動計画について
第1回環境問題委員会 今次委員会の活動方針と30年度活動内容について
六次産業化委員会 第2回正副委員長会議 今次委員会活動について
7月幹事会／会員定例会「脱優等生が創るニッポンの未来」講師：慶應義塾大学
先端生命科学研究所 所長 冨田勝氏
健康委員会 会員定例会 講師を囲む懇親会
第9回芸術文化委員会 県外先進地視察（岐阜県高山市）（～２０）

▲会員増強委員会 女性会員ランチミーティング

▲第8回健康委員会県外視察

▲教育問題委員会

▲12月会員定例会 講師：三浦瑠麗氏

▲会員増強委員会 代表幹事と女性会員の集い

▲（公社）経済同友会との昼食懇談会
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月　日 富 山 経 済 同 友 会
経済社会情勢

富山県内 国内・国外

2019.2.18
2019.2.19
2019.2.20

2019.2.21

2019.2.26
2019.3.1

2019.3.4

2019.3.5

2019.3.6

2019.3.11

2019.3.13
2019.3.15
2019.3.15

2019.3.15
2019.3.18

2019.3.26
2019.3.28

六次産業化委員会 講師を囲んでの懇親会
第8回地域創生委員会 提言最終案について
教育問題委員会 第7回委員会 報告書案、教師と企業人との交流結果／課外授
業オリエンテーション／第8回海外教育事情視察 報告会
第2回同友会経営道場 講師：（株）ワプラス 代表取締役 村上宏康氏、（株）カ
ターレ富山 取締役社長 森野弘樹氏
健康委員会 第7回正副委員長会議 活動報告書（健康経営事例集）案の確認
教育問題委員会 第11回正副委員長会議 今次の活動総括について／報告書
（案）について
3月幹事会／会員定例会「コンパクトシティ戦略による富山型都市経営の構築 ～
公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり」講師：富山市長 森雅志氏
芸術文化委員会 第7回正副委員長会議 今次活動の総括について／作成物報
告について／第12回委員会（拡大委員会）について
経営・ＣＳＲ委員会 ごきげんよう職場訪問（（株）みずほ銀行本店、（株）ＡＮＡケー
タリングサービス他、（株）Ｊバイオフードリサイクル、東芝未来科学館、（株）日立製
作所 白山閣、日産自動車（株）栃木工場）（東京都・神奈川県・栃木県）（～7）
第5回環境問題委員会 今年度の活動総括について／次年度の活動計画につい
て
第8回教育問題委員会 今次活動の総括について
第12回芸術文化委員会 今次の活動報告について／今次作成物について
第12回芸術文化委員会 第9回地域創生委員会（合同拡大委員会）「はんだ山車
まつりについて」講師：半田山車祭り保存会 副会長 石川大介氏
芸術文化委員会・地域創生委員会 講師を囲んでの懇親会
六次産業化委員会 第3回正副委員長会議 今年度活動の総括および来年度活
動計画について
第9回健康委員会 今次委員会活動の総括について
第6回働き方改革委員会 今次活動の総括について／富山おかえりプロジェクトⅡ
実施報告について

安
倍
　
晋
三（
第
四
次
）

石
井
　
隆
一（
第
四
次
）

2018.10.24
2018.11.2
2018.11.5

2018.11.6

2018.11.6
2018.11.8
2018.11.10
2018.11.12
2018.11.13

2018.11.15

2018.11.26
2018.11.29

2018.12.1

2018.12.1
2018.12.3
2018.12.4

2018.12.5

2018.12.11
2018.12.12

2018.12.17

2018.12.26
2018.12.27

2019.1.16

2019.1.16
2019.1.18

2019.1.23

2019.1.23
2019.1.25
2019.2.4

2019.2.5
2019.2.5

2019.2.5
2019.2.6
2019.2.6
2019.2.7 
2019.2.13
2019.2.15

2019.2.18

会員増強委員会／女性会員ランチミーティング
第6回地域創生委員会 提言の素案について
芸術文化委員会 第5回正副委員長会議 今年度の活動について／活動報告書
について
第3回経営・CSR委員会（拡大委員会）「いい会社をつくりましょう」講師：伊那食
品工業（株） 代表取締役社長 井上修氏
経営・CSR委員会 講師を囲んでの懇親会
第11回日本海沿岸地域経済同友会代表幹事サミット（福井県あわら市）（～9）
第7回健康委員会（拡大委員会）／呉羽丘陵ウォーキング（呉羽丘陵フットパス）
2018年度全国経済同友会代表幹事円卓会議（鳥取県米子市）
第4回環境問題委員会 県外視察（福島第一原子力発電所および周辺）（福島県
内）（～14）
第8回健康委員会 県外視察／慶應義塾大学先端生命科学研究所・同研究所
発のベンチャー企業（山形県鶴岡市）（～16）
会員増強委員会 女性会員ランチミーティング ［高岡・射水会場］
経営･ＣＳＲ委員会 第3回正副委員長会議 第2回経営道場発表者について／ご
きげんよう職場訪問について
第6回教育問題委員会 「教師と企業人との交流（第3回）」グループディスカッショ
ンの進め方について
教育問題委員会「教師と企業人との交流（第3回）」講師：新田代表幹事
地域創生委員会 第7回正副委員長会議 提言中間案について
働き方改革委員会 第7回正副委員長会議 富山おかえりプロジェクトⅡ開催につ
いて
第2回六次産業化委員会 県外視察（沖縄国際物流ハブ）／沖縄経済同友会と
の意見交換会（沖縄県那覇市）（～6） 
第7回地域創生委員会 提言中間案について
芸術文化委員会 第6回正副委員長会議 今後の活動スケジュールについて／活
動報告書について
海外視察報告会 12月会員定例会／年末懇親会 「あなたに伝えたい政治の話」 
講師：国際政治学研究者 三浦瑠麗氏
（公社）経済同友会との昼食懇談会
教育問題委員会 第9回正副委員長会議 報告書について／今後のスケジュール
について
第6回企画委員会 2019年度事務局体制について／役員の担当委員会管理規
定の作成について
新年幹事会／富山県知事との昼食会
健康委員会 第6回正副委員長会議 活動報告書（健康経営好事例集）の骨子お
よび担当割の検討
1月会員定例会「ドイツの事例から考える～省エネと移動距離の短いまちづくりによ
る経済の活性化～」 講師：環境ジャーナリスト 村上敦氏
環境問題委員会／会員定例会 講師を囲んでの懇親会
働き方改革委員会 第8回正副委員長会議 富山おかえりプロジェクトⅡについて
第7回企画委員会 2019年度委員会体制･運営について／中央日本地区会議に
ついて／地域創生委員会 提言について
地域創生委員会 第8回正副委員長会議 提言最終案について
第4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
経営･ＣＳＲ委員会 講師を囲んでの懇親会
教育問題委員会 第10回正副委員長会議 報告書（案）について
会員増強委員会 代表幹事と女性会員の集い
教育問題委員会 課外授業参観（1学年9クラス）（富山市立速星中学校）
働き方改革委員会／富山おかえりプロジェクトⅡ（東京都）
環境問題委員会 第4回正副委員長会議 今年度の活動の総括／次年度の活動
計画
第3回六次産業化委員会（拡大委員会）「スーパー公務員の失敗履歴」講師：総
務省 地域力創造アドバイザー 立正大学客員教授、新潟経営大学特別客員教
授、東京大学朝日講座講師 高野誠鮮氏

2018.7.20

2018.7.24
2018.7.24

2018.7.26
2018.7.30

2018.7.30
2018.8.1

2018.8.1
2018.8.6

2018.8.7

2018.8.21

2018.8.24
2018.8.29

2018.8.30
2018.8.31

2018.9.3
2018.9.4

2018.9.6

2018.9.13
2018.9.13
2018.9.17

2018.9.18

2018.9.19

2018.9.21

2018.9.25

2018.9.27

2018.10.1
2018.10.5
2018.10.9
 
2018.10.9
 
2018.10.9 
2018.10.18

2018.10.19

2018.10.22

第5回健康委員会 今年度の活動計画について／健康経営に係る好事例集作成
について
第4回働き方改革委員会 平成30年度事業計画およびスケジュールについて
第4回働き方改革委員会 （拡大委員会）「NTT西日本グループのIT、AI等を活用し
た働き方改革の取り組み」 講師：西日本電信電話（株） 富山支店 支店長 花川
靖司氏
第1回六次産業化委員会 今年度活動計画／富山県との勉強会
第2回環境問題委員会 打ち水大作戦「SDGs･ESGの潮流と企業の取り組みに
ついて」 講師：日本政策投資銀行 サステナビリティ企画部 調査役 八矢舞子氏
新会員歓迎オリエンテーション／懇親会
第5回教育問題委員会 課外授業オリエンテーションについて／教師と企業人との
交流（第2回） グループディスカッションの進め方について
教育問題委員会「教師と企業人との交流（第2回）」
8月会員定例会「地方創生と産業化に関する一考」講師：イーソリューションズ（株） 
代表取締役社長 佐々木経世氏
第6回健康委員会 角川介護予防センター体験視察／「健康経営と運動」講師：
富山大学名誉教授、富山産業保健総合支援センター 所長 鏡森定信氏
経営･CSR委員会 第2回正副委員長会議 今次の委員会活動について／第2回
経営道場発表者について／ごきげんよう職場訪問について
代表幹事北京ミッション（～26）
第5回企画委員会 「全国立山大使の会」活動計画について／第2回委員長会議
について他
地域創生委員会 第5回正副委員長会議 提言素案について
第1回同友会経営道場 発表：当会代表幹事 日本海ガス絆ホールディングス（株） 
取締役社長 新田八朗氏
第10回芸術文化委員会 「おわら風の盆」鑑賞会
企画委員会 平成30年度第2回委員長会議 各委員会の取組状況／活動計画
等について／当会の活動予定について
環境問題委員会 第3回正副委員長会議 SDGsへの理解促進（先進取組事例
の視察）について／県外視察について他
教育問題委員会 第8回正副委員長会議 課外授業オリエンテーションについて
2018年度全国経済同友会事務局長会議（岩手県盛岡市）（～14）
第8回海外教育事情視察 アメリカ合衆国西海岸「アメリカの学校教育を視る」（～
24）
会員増強委員会 第2回正副委員長会議 新会員勧誘パンフレットの取扱い（見直
し）について／女性会員増強に向けた取組みについて
第2回経営・CSR委員会（拡大委員会） 「KAIZENで企業価値を高める」 講師：
ティ･エス･ケイ（株） 代表取締役社長 髙木悦朗氏
働き方改革委員会 第6回正副委員長会議 富山おかえりプロジェクトⅡ開催につ
いて／報告書作成について他
経営･CSR委員会 第5回ごきげんよう職場訪問（三協立山（株）、若鶴酒造（株））
（射水市・砺波市）
第38回海外経済視察 アメリカ合衆国（ニューヨーク、ボストン、ワシントンDC）「2
年目を迎えたトランプ政権下の米国」（～10.4）
第11回芸術文化委員会 「新湊曳山祭り」鑑賞会
経済同友会中央日本地区会議 （岐阜県岐阜市）
第5回働き方改革委員会 報告書作成について／富山おかえりプロジェクトⅡ開催
について
第5回働き方改革委員会（拡大委員会）「笑って考えるワークライフバランス」 講
師：東京大学大学院総合文化研究科 教授 瀬地山角氏
働き方改革委員会 講師を囲んでの懇親会
第3回環境問題委員会 SDGs先進取組事例視察 （金沢工業大学、会宝産業
（株）訪問）（金沢市他）
10月幹事会／会員定例会 「地方創生を超えて～地域経済の自立戦略を考える
～」講師：（一社）地域研究工房 代表理事 北海道経済同友会 特別会員 小磯
修二氏
地域創生委員会 第6回正副委員長会議 提言素案について

2018.4.4

2018.4.10

2018.4.11
2018.4.16
2018.4.19
2018.4.25
2018.4.26
2018.4.26
2018.4.27
2018.5.1
2018.5.1
2018.5.5
2018.5.7

2018.5.8

2018.5.10

2018.5.19

2018.5.22

2018.5.24
2018.5.25

2018.6.4

2018.6.6 
2018.6.11
2018.6.13

2018.6.14

2018.6.18

2018.6.19
2018.6.20

2018.6.25

2018.7.2

2018.7.4
2018.7.5
2018.7.6
2018.7.13
2018.7.13

2018.7.19

健康委員会 第3回正副委員長会議 第4回健康委員会を踏まえた平成30年度の
活動について
第4回教育問題委員会 教師と企業人との交流について／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
4月幹事会
六次産業化委員会 「富富富」種まき
第31回全国経済同友会セミナー （栃木県宇都宮市）（～２０）
平成30年度定時総会／懇親会
会員増強委員会 第1回正副委員長会議 今次活動計画について
六次産業化委員会 第1回正副委員長会議 今次活動計画について
環境問題委員会 第1回正副委員長会議 今次活動計画について
第6回芸術文化委員会 高岡御車山祭り鑑賞
経営･CSR委員会 第1回正副委員長会議 今次の委員会活動について
第7回芸術文化委員会 城端曳山祭り鑑賞会 
第4回企画委員会 第1回委員長会議について／全国立山大使の会キックオフ
ミーティングについて
企画委員会 平成30年度第1回委員長会議 各委員会の取組状況･活動計画等
について／当会の活動予定について
健康委員会 第4回正副委員長会議 ヘルスケアを目的としたウェアラブル端末に
関する勉強会
教育問題委員会「第１回教師と企業人との交流（第1回）」  冒頭講和［米原蕃 
特別顧問］／対談［米原特別顧問、伊東委員長］／教師と会員とのグループディ
スカッション
地域創生委員会 第4回正副委員長会議 提言策定検討の為の有識者訪問と視
察 （イーソリューションズ（株） 、東京オリンピック･パラリンピック競技大会組織委
員会、東京シティアイ、ビジネスコンシェルジュ東京）（東京都内）
「全国立山大使の会」キックオフミーティング
健康委員会 第5回正副委員長会議 健康経営および未病対策の好事例の収集･
発信の具体的進め方について／角川介護予防センター体験視察について／メン
タルヘルスに関する講演会の講師候補者のリストアップについて
働き方改革委員会 第4回正副委員長会議 平成30年度の活動方針と計画につ
いて／富山おかえりプロジェクトⅡ開催について
第5回地域創生委員会 今年度の活動計画について／提言の骨子（案）について
第6回経済同友会教育担当委員会交流会（富山県富山市）
第8回芸術文化委員会 今年度の活動計画について／「ユネスコ無形文化遺産
に登録された曳山行事について」 講師：富山県教育委員会 生涯学習･文化財室 
副主幹 池田恵子氏
環境問題委員会 第2回正副委員長会議 提言に関する自治体との意見交換につ
いて／SDGｓに関する勉強会の実施について
教育問題委員会 第7回正副委員長会議 第2回教師と企業人との交流について
／県教委進路指導研修会への講師派遣について／富山県私立学校審議会委
員の推薦について
経済同友会中央日本地区会議 事務局長会議（岐阜県高山市）（～２０）
第1回会員増強委員会 会員増強に向けた取組みについて／新会員歓迎オリエン
テーションについて
（公社）栃木県経済同友会創立三十周年記念式典／記念コンサート／記念パー
ティー（栃木県宇都宮市）
働き方改革委員会 第5回正副委員長会議 今次の委員会スケジュールについて
／表彰企業について／第4回働き方改革委員会拡大委員会について／富山お
かえりプロジェクトⅡ開催について
第1回経営･CSR委員会 今次の活動方針／活動計画について
第1回環境問題委員会 今次委員会の活動方針と30年度活動内容について
六次産業化委員会 第2回正副委員長会議 今次委員会活動について
7月幹事会／会員定例会「脱優等生が創るニッポンの未来」講師：慶應義塾大学
先端生命科学研究所 所長 冨田勝氏
健康委員会 会員定例会 講師を囲む懇親会
第9回芸術文化委員会 県外先進地視察（岐阜県高山市）（～２０）

▲3月会員定例会 講師：森雅志氏

▲経営・ＣＳＲ委員会 ごきげんよう職場訪問

2018（平成30年度）


