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教育問題委員会 第6回正副委員長会議 2019年度活動総括／2020年度活動
計画／提言の策定について
富山駅路面電車南北接続開業式典
第10回環境問題委員会 2019年度活動総括／2020年度活動計画
第7回六次産業化委員会 前田薬品工業（株）Healthian-wood視察（講演会・
食事会 ・施設散策）「Healthian-woodというVillage-村-づくり」講師：前田薬品
工業（株）代表取締役社長 前田大介氏
人財創出委員会 第7回正副委員長会議 2020年活動計画他
第4回人財創出委員会 2019年活動総括／2020年活動計画
地域創生委員会 第4回正副委員長会議 2019年度活動総括／2020年度活動
計画
第6回教育問題委員会 2019年度活動総括／2020年度活動計画／提言の策
定について
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第7回文化スポーツ委員会 県外視察／奈良「万葉集」ゆかりの地巡り（大神神
社、奈良県立万葉文化館 他）（奈良県）（～13）
第8回環境問題委員会 県外視察／食品ロス削減の取組み事例視察（滋賀県大
津市環境部廃棄物減量推進課、福井県安全環境部循環社会推進課）（滋賀県・
福井県）（～19）
11月幹事会／会員定例会／懇親会 「日本文化の原点―『万葉集』をひもとく」講
師：高志の国文学館 館長 中西進氏
地域創生委員会 第3回正副委員長会議 今後の活動計画について／県外視察
について等
第2回働き方改革委員会 「中小企業における健康経営」講師：（株）浅野製版所 
経営企画部 新佐絵吏氏
人財創出委員会 第5回正副委員長会議 アンケート結果協議／とやナビプロジェ
クトについて／TOYAMA KATARAI CAFE 2020について
第3回人財創出委員会 アンケート結果について／とやナビプロジェクトについて／
TOYAMA KATARAI CAFE 2020について／「社会構造の変化に応じた社内
人事制度改革」講師：PwCコンサルティング（同）シニアマネージャー 大橋歩氏、
「富山県プロフェッショナル人材事業の現状について」講師：富山県プロフェッショ
ナル人材戦略本部長 川合哲氏
経営･ＣＳＲ委員会 第6回正副委員長会議 ごきげんよう職場訪問の開催について
／第20回富山景気定点観測アンケートトピックスについて
海外視察報告会／12月会員定例会／年末懇親会「不二製油のESG経営」講
師：不二製油グループ本社（株） 代表取締役社長 清水洋史氏
環境問題委員会 第6回正副委員長会議 今後の委員会活動について
第5回企画総務委員会 第40回海外経済視察について／全国立山大使の会に
ついて／次年度委員会体制について／委員会運営について
六次産業化委員会 第5回正副委員長会議 報告書の作成について
第4回教育問題委員会「教師と企業人との交流（第３回）」
新年幹事会／富山県知事との昼食会
人財創出委員会「TOYAMA KATARAI CAFE 2020」  
第6回企画委員会 第40回海外経済視察について
第2回地域創生委員会 「富山市センサーネットワークを活用したスマートシティの推
進」講師：富山市企画管理部 情報統計課 課長 藤沢晃氏
第6回経営・CSR委員会（拡大委員会）「自社工場での改善活動紹介～改善活
動から始まるIT/IoT利活用～」講師：（株）イマオコーポレーション 代表取締役社
長 今尾任城氏、情報ビジネス部 山岡利幸氏
1月会員定例会「働き方改革の実現に向けた組織改革とアジャイル経営」講師：イ
ンテリジェンスフィールド（同） 代表 福田祥司氏
第9回環境問題委員会 SDGsカードゲームによる食品ロス削減対応策の検討等
第8回文化スポーツ委員会 「美しい日本のことば」講師：当会特別顧問 中尾哲雄
氏
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 武田吉孝氏
第3回地域創生委員会 県外視察／会津若松市役所、会津大学（福島県会津若
松市）（～7） 
会員増強委員会 代表幹事と女性会員の集い
2月会員定例会「第4次産業革命、ビジネスの常識が根底から変わる。そして、地方
にチャンスが訪れる。」講師：（株）INCJ 代表取締役会長 元日産自動車（株）代
表取締役兼COO（最高執行責任者） 志賀俊之氏
第5回教育問題委員会 第9回海外教育事情視察報告会
経営・ＣＳＲ委員会 第8回ごきげんよう職場訪問（県外視察：三菱重工MRJミュー
ジアム、三菱重工業（株）名古屋航空宇宙システム製作所飛島工場 、サントリー
山崎蒸溜所、京セラ（株））（愛知県･大阪府･京都府） （～21）
人財創出委員会 とやナビプロジェクト（東京都）
環境問題委員会 第7回正副委員長会議 食品ロス削減に係る意見交換会
人財創出委員会 第6回正副委員長会議 TOYAMA KATARAI CAFE 2020開
催結果報告／とやナビプロジェクト開催結果報告／2019年度総括、2020年度
活動計画 ／本委員会の提言（ゴール設定）について
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新会員歓迎オリエンテーション
環境問題委員会 打ち水大作戦
環境問題委員会 第5回正副委員長会議 今後の活動について
企画総務委員会 地域創生委員会 第39回海外経済視察報告会
第6回六次産業化委員会（拡大委員会）「データで本当に儲ける方法」講師：（株）
データビークル 代表取締役CPO 西内啓氏、「データで６次化やってみた ～阿蘇
クッキー編～」講師：（株）データビークル 代表取締役CEO 油野達也氏
第3回企画総務委員会 取り組むべき課題、今後のテーマについて／第40回海外
経済視察について／全国立山大使の会開催について
8月幹事会／会員定例会「がんと共に生きる人を支えるこれからの企業 あなたは、
社員は、家族はどうあるべきか？」講師：（一社）なちゅらる･ケアサポート 代表理事 
中屋みゆき氏
人財創出委員会 第3回正副委員長会議 今後の担当業務の進め方について／
おかえりプロジェクトについて
教育問題委員会 第3回正副委員長会議 教師と企業人との交流（第2回）につい
て
地域創生委員会 第3回正副委員長会議 今後の活動計画／県外視察について
第3回教育問題委員会 「教師と企業人との交流（第２回）」 「長期社会体験研修
を受講して」講師：高崎市立東部小学校 教諭 中山拓哉氏／グループディスカッ
ション
文化スポーツ委員会 第2回正副委員長会議 今後の委員会活動について
第2回人財創出委員会 2019年度の活動について／「地方創生の取組につい
て」講師：内閣官房まち･ひと･しごと創生本部事務局 事務局次長 菅家秀人氏／
「富山県における移住･UIJターンの取り組み」講師：富山県総合政策局 企画調
整室 課長 舟根秀也氏
第2回文化スポーツ委員会 勉強会「万葉集」講師：高岡市万葉歴史館 館長 坂
本信幸氏
第2回委員長会議 各委員会取組状況･活動計画等について（意見交換）
2019年度全国経済同友会事務局長会議（鹿児島県鹿児島市）（～１３）  
第9回海外教育事情視察 「ドイツの職業教育、ベルギー・フランスの社会・文化を
学ぶ」（～23）
第3回同友会経営道場 第19回富山景気定点観測アンケート調査結果における
トピックスの説明／各企業の「働き方改革」事例紹介：①日本銀行富山事務所②
（株）みずほ銀行富山支店③ブリーズベイオペレーション3号（株）④増山電業（株）
⑤（株）ユニオンランチ
第3回文化スポーツ委員会  勉強会「越中万葉」講師：高岡市万葉歴史館 学芸
課長 新谷秀夫氏
経営･CSR委員会 第5回正副委員長会議  今後の活動について ／「ごきげんよ
う職場訪問」開催について等
人財創出委員会 第4回正副委員長会議 アンケート内容検討／UIJターン促進事
業について／留学生との交流事業について
第28回経済同友会中央日本地区会議 （富山県富山市）
第4回文化スポーツ委員会 高岡万葉まつり「万葉集全20巻朗唱の会」参加
第4回企画総務委員会 第40回海外経済視察について／全国立山大使の会開
催について／当会が取り組むべき課題、今後のテーマについて
第5回文化スポーツ委員会 「越中万葉」大伴家持ゆかりの地巡り
教育問題委員会 第4回正副委員長会議 教師と企業人との交流（第3回）につい
て／今後のスケジュールについて
会員増強委員会 第4回正副委員長会議 新会員勧誘パンフレットの見直しについ
て／代表幹事と女性の集いについて
第6回文化スポーツ委員会 勉強会「短歌の作り方」講師：高岡市万葉歴史館 館
長 坂本信幸氏
2019年度全国経済同友会代表幹事円卓会議（滋賀県大津市）
第12回日本海沿岸地域経済同友会代表幹事サミット（秋田県秋田市）
11月会員定例会 「北海道と富山との交流」講師：参議院議員 高橋はるみ氏
経営・CSR委員会 第7回ごきげんよう職場訪問（（株）不二越・阪神化成工業
（株））
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第4回六次産業化委員会 今年度活動総括および来年度活動計画について
4月幹事会
第32回全国経済同友会セミナー（新潟県新潟市）（～１２）
六次産業化委員会 第4回正副委員長会議 2019年度活動計画の検討について
2019年度定時総会／懇親会
地域創生委員会 第1回正副委員長会議 今次活動方針について／今年度活動
計画について
人財創出委員会 第1回正副委員長会議 今次活動方針について／今年度活動
計画について
働き方改革委員会 第1回正副委員長会議 今次活動方針について／今年度活
動計画について
文化スポーツ委員会 第1回正副委員長会議 今次活動方針について／今年度活
動計画について
教育問題委員会 第1回正副委員長会議 今次活動方針について／今年度活動
計画について
2019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
第39回海外経済視察 スペイン・イギリス「欧州先進地からとやま型スマートシティ
構築を考える」 （～２９）
経営･ＣＳＲ委員会 第4回正副委員長会議 今年度活動計画について
会員増強委員会 第3回正副委員長会議 今年度活動計画について／新会員歓
迎オリエンテーションについて
北海道経済同友会創立70周年記念式典（北海道札幌市）
第7回経済同友会教育担当委員会交流会（群馬県高崎市・前橋市）
第77回あけぼの会ゴルフ･コンペ
第2回企画総務委員会 当会の取り組むべき課題／海外経済視察報告会につい
て
6月会員定例会「大学の研究力は地域経済成長の原動力となるか」講師：富山大
学 学長 齋藤滋氏
地域創生委員会 会員定例会 講師（富山大学 齋藤滋学長）を囲んでの懇親会
第6回環境問題委員会 「食品ロス･食品廃棄物の削減に向けた取組み」講師：富
山県農林水産部農産食品課 主幹 中村真由美氏、同生活環境文化部環境政策
課 主査 八田哲典氏
経済同友会中央日本地区会議事務局長会議（富山県富山市）（～２８）
人財創出委員会 第2回正副委員長会議 今後の担当業務のすすめ方
第1回人財創出委員会 2019年度の活動について／「地方創生の実現に向けた
人財確保について」講師：みずほ総合研究所（株） 調査本部 政策調査部 主任
研究員 岡田豊氏
第1回地域創生委員会 今次委員会の活動方針／今年度活動内容について
第2回会員増強委員会 新会員歓迎オリエンテーションについて
第1回教育問題委員会 今次委員会の活動方針／今年度活動内容について／
教師と企業人との交流について
第5回六次産業化委員会 今年度活動計画／「若手農業従事者からみた富山県
における農業の現状」講師：ＪＡ富山県青年組織協議会 会長 髙木謙太郎氏
第7回環境問題委員会 「SDGsカードゲーム体験」講師：金沢工業大学学生プロ
ジェクト SDGs Global Youth Innovators 蟹谷慧氏、高畠晃大氏、中田大輔氏
第1回文化スポーツ委員会 活動方針と事業計画について／「成長への道、成功
への扉」講師：奥田中学校バスケットボール部 コーチ 坂本穣治氏
第5回経営･CSR委員会 「宇奈月温泉の訪日観光客と外国人労働者の現状につ
いて～2023年、開湯百周年を迎える宇奈月温泉～」講師：（株）延楽 代表取締
役社長 濱田政利氏
教育問題委員会 第2回正副委員長会議 教師と企業人との交流（第1回）につい
て
第2回教育問題委員会 「教師と企業人との交流（第1回）」 事業趣旨の説明／グ
ループディスカッション
第1回働き方改革委員会 委員会の活動方針及び活動計画について／「女性活
躍と働き方改革の推進について」 講師：富山県総合政策局少子化対策･県民活
躍課 女性活躍･働き方改革推進班長 寺井宏友氏

●朝乃山初優勝 富山県出
身で111年ぶり大関朝乃山
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●富山駅 路面電車南北直
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●富山県立山に現れたクタ
ベという妖怪伝説話題に
●富山、高岡など1月の積
雪ゼロ
●富山市出身のバスケット
ボール選手八村塁 NBAウィ
ザーズデビュー

●天皇陛下即位、「令和」
に改元
●消費税１０％に、軽減税率
導入
●台風・豪雨で甚大被害
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●パリ ノートルダム大聖堂炎
上
●東日本で台風大雨被害
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▲6月会員定例会 講師：齋藤滋氏

▲経済同友会中央日本地区会議事務局長会議

2019（平成31年度・令和元年度）
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教育問題委員会 第6回正副委員長会議 2019年度活動総括／2020年度活動
計画／提言の策定について
富山駅路面電車南北接続開業式典
第10回環境問題委員会 2019年度活動総括／2020年度活動計画
第7回六次産業化委員会 前田薬品工業（株）Healthian-wood視察（講演会・
食事会 ・施設散策）「Healthian-woodというVillage-村-づくり」講師：前田薬品
工業（株）代表取締役社長 前田大介氏
人財創出委員会 第7回正副委員長会議 2020年活動計画他
第4回人財創出委員会 2019年活動総括／2020年活動計画
地域創生委員会 第4回正副委員長会議 2019年度活動総括／2020年度活動
計画
第6回教育問題委員会 2019年度活動総括／2020年度活動計画／提言の策
定について

2019.11.12

2019.11.18

2019.11.20

2019.11.26

2019.12.2

2019.12.4

2019.12.4

2019.12.5

2019.12.9

2019.12.11
2019.12.13

2019.12.24
2019.12.26
2020.1.15
2020.1.16
2020.1.17
2020.1.17

2020.1.22

2020.1.27

2020.1.29
2020.1.31

2020.2.5

2020.2.6

2020.2.12
2020.2.18

2020.2.19
2020.2.20

2020.2.23
2020.2.25
2020.3.9

第7回文化スポーツ委員会 県外視察／奈良「万葉集」ゆかりの地巡り（大神神
社、奈良県立万葉文化館 他）（奈良県）（～13）
第8回環境問題委員会 県外視察／食品ロス削減の取組み事例視察（滋賀県大
津市環境部廃棄物減量推進課、福井県安全環境部循環社会推進課）（滋賀県・
福井県）（～19）
11月幹事会／会員定例会／懇親会 「日本文化の原点―『万葉集』をひもとく」講
師：高志の国文学館 館長 中西進氏
地域創生委員会 第3回正副委員長会議 今後の活動計画について／県外視察
について等
第2回働き方改革委員会 「中小企業における健康経営」講師：（株）浅野製版所 
経営企画部 新佐絵吏氏
人財創出委員会 第5回正副委員長会議 アンケート結果協議／とやナビプロジェ
クトについて／TOYAMA KATARAI CAFE 2020について
第3回人財創出委員会 アンケート結果について／とやナビプロジェクトについて／
TOYAMA KATARAI CAFE 2020について／「社会構造の変化に応じた社内
人事制度改革」講師：PwCコンサルティング（同）シニアマネージャー 大橋歩氏、
「富山県プロフェッショナル人材事業の現状について」講師：富山県プロフェッショ
ナル人材戦略本部長 川合哲氏
経営･ＣＳＲ委員会 第6回正副委員長会議 ごきげんよう職場訪問の開催について
／第20回富山景気定点観測アンケートトピックスについて
海外視察報告会／12月会員定例会／年末懇親会「不二製油のESG経営」講
師：不二製油グループ本社（株） 代表取締役社長 清水洋史氏
環境問題委員会 第6回正副委員長会議 今後の委員会活動について
第5回企画総務委員会 第40回海外経済視察について／全国立山大使の会に
ついて／次年度委員会体制について／委員会運営について
六次産業化委員会 第5回正副委員長会議 報告書の作成について
第4回教育問題委員会「教師と企業人との交流（第３回）」
新年幹事会／富山県知事との昼食会
人財創出委員会「TOYAMA KATARAI CAFE 2020」  
第6回企画委員会 第40回海外経済視察について
第2回地域創生委員会 「富山市センサーネットワークを活用したスマートシティの推
進」講師：富山市企画管理部 情報統計課 課長 藤沢晃氏
第6回経営・CSR委員会（拡大委員会）「自社工場での改善活動紹介～改善活
動から始まるIT/IoT利活用～」講師：（株）イマオコーポレーション 代表取締役社
長 今尾任城氏、情報ビジネス部 山岡利幸氏
1月会員定例会「働き方改革の実現に向けた組織改革とアジャイル経営」講師：イ
ンテリジェンスフィールド（同） 代表 福田祥司氏
第9回環境問題委員会 SDGsカードゲームによる食品ロス削減対応策の検討等
第8回文化スポーツ委員会 「美しい日本のことば」講師：当会特別顧問 中尾哲雄
氏
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 武田吉孝氏
第3回地域創生委員会 県外視察／会津若松市役所、会津大学（福島県会津若
松市）（～7） 
会員増強委員会 代表幹事と女性会員の集い
2月会員定例会「第4次産業革命、ビジネスの常識が根底から変わる。そして、地方
にチャンスが訪れる。」講師：（株）INCJ 代表取締役会長 元日産自動車（株）代
表取締役兼COO（最高執行責任者） 志賀俊之氏
第5回教育問題委員会 第9回海外教育事情視察報告会
経営・ＣＳＲ委員会 第8回ごきげんよう職場訪問（県外視察：三菱重工MRJミュー
ジアム、三菱重工業（株）名古屋航空宇宙システム製作所飛島工場 、サントリー
山崎蒸溜所、京セラ（株））（愛知県･大阪府･京都府） （～21）
人財創出委員会 とやナビプロジェクト（東京都）
環境問題委員会 第7回正副委員長会議 食品ロス削減に係る意見交換会
人財創出委員会 第6回正副委員長会議 TOYAMA KATARAI CAFE 2020開
催結果報告／とやナビプロジェクト開催結果報告／2019年度総括、2020年度
活動計画 ／本委員会の提言（ゴール設定）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

2019.7.31
2019.8.1
2019.8.1
2019.8.5
2019.8.6

2019.8.8
 
2019.8.8

2019.8.19

2019.8.27

2019.8.27
2019.8.29

2019.8.30
2019.9.3

2019.9.5

2019.9.10
2019.9.12
2019.9.15

2019.9.18

2019.9.25

2019.10.1

2019.10.2

2019.10.4
2019.10.6
2019.10.7
 
2019.10.19
2019.10.23

2019.10.24

2019.10.25

2019.10.28
2019.10.31
2019.11.4
2019.11.11

新会員歓迎オリエンテーション
環境問題委員会 打ち水大作戦
環境問題委員会 第5回正副委員長会議 今後の活動について
企画総務委員会 地域創生委員会 第39回海外経済視察報告会
第6回六次産業化委員会（拡大委員会）「データで本当に儲ける方法」講師：（株）
データビークル 代表取締役CPO 西内啓氏、「データで６次化やってみた ～阿蘇
クッキー編～」講師：（株）データビークル 代表取締役CEO 油野達也氏
第3回企画総務委員会 取り組むべき課題、今後のテーマについて／第40回海外
経済視察について／全国立山大使の会開催について
8月幹事会／会員定例会「がんと共に生きる人を支えるこれからの企業 あなたは、
社員は、家族はどうあるべきか？」講師：（一社）なちゅらる･ケアサポート 代表理事 
中屋みゆき氏
人財創出委員会 第3回正副委員長会議 今後の担当業務の進め方について／
おかえりプロジェクトについて
教育問題委員会 第3回正副委員長会議 教師と企業人との交流（第2回）につい
て
地域創生委員会 第3回正副委員長会議 今後の活動計画／県外視察について
第3回教育問題委員会 「教師と企業人との交流（第２回）」 「長期社会体験研修
を受講して」講師：高崎市立東部小学校 教諭 中山拓哉氏／グループディスカッ
ション
文化スポーツ委員会 第2回正副委員長会議 今後の委員会活動について
第2回人財創出委員会 2019年度の活動について／「地方創生の取組につい
て」講師：内閣官房まち･ひと･しごと創生本部事務局 事務局次長 菅家秀人氏／
「富山県における移住･UIJターンの取り組み」講師：富山県総合政策局 企画調
整室 課長 舟根秀也氏
第2回文化スポーツ委員会 勉強会「万葉集」講師：高岡市万葉歴史館 館長 坂
本信幸氏
第2回委員長会議 各委員会取組状況･活動計画等について（意見交換）
2019年度全国経済同友会事務局長会議（鹿児島県鹿児島市）（～１３）  
第9回海外教育事情視察 「ドイツの職業教育、ベルギー・フランスの社会・文化を
学ぶ」（～23）
第3回同友会経営道場 第19回富山景気定点観測アンケート調査結果における
トピックスの説明／各企業の「働き方改革」事例紹介：①日本銀行富山事務所②
（株）みずほ銀行富山支店③ブリーズベイオペレーション3号（株）④増山電業（株）
⑤（株）ユニオンランチ
第3回文化スポーツ委員会  勉強会「越中万葉」講師：高岡市万葉歴史館 学芸
課長 新谷秀夫氏
経営･CSR委員会 第5回正副委員長会議  今後の活動について ／「ごきげんよ
う職場訪問」開催について等
人財創出委員会 第4回正副委員長会議 アンケート内容検討／UIJターン促進事
業について／留学生との交流事業について
第28回経済同友会中央日本地区会議 （富山県富山市）
第4回文化スポーツ委員会 高岡万葉まつり「万葉集全20巻朗唱の会」参加
第4回企画総務委員会 第40回海外経済視察について／全国立山大使の会開
催について／当会が取り組むべき課題、今後のテーマについて
第5回文化スポーツ委員会 「越中万葉」大伴家持ゆかりの地巡り
教育問題委員会 第4回正副委員長会議 教師と企業人との交流（第3回）につい
て／今後のスケジュールについて
会員増強委員会 第4回正副委員長会議 新会員勧誘パンフレットの見直しについ
て／代表幹事と女性の集いについて
第6回文化スポーツ委員会 勉強会「短歌の作り方」講師：高岡市万葉歴史館 館
長 坂本信幸氏
2019年度全国経済同友会代表幹事円卓会議（滋賀県大津市）
第12回日本海沿岸地域経済同友会代表幹事サミット（秋田県秋田市）
11月会員定例会 「北海道と富山との交流」講師：参議院議員 高橋はるみ氏
経営・CSR委員会 第7回ごきげんよう職場訪問（（株）不二越・阪神化成工業
（株））
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第4回六次産業化委員会 今年度活動総括および来年度活動計画について
4月幹事会
第32回全国経済同友会セミナー（新潟県新潟市）（～１２）
六次産業化委員会 第4回正副委員長会議 2019年度活動計画の検討について
2019年度定時総会／懇親会
地域創生委員会 第1回正副委員長会議 今次活動方針について／今年度活動
計画について
人財創出委員会 第1回正副委員長会議 今次活動方針について／今年度活動
計画について
働き方改革委員会 第1回正副委員長会議 今次活動方針について／今年度活
動計画について
文化スポーツ委員会 第1回正副委員長会議 今次活動方針について／今年度活
動計画について
教育問題委員会 第1回正副委員長会議 今次活動方針について／今年度活動
計画について
2019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
第39回海外経済視察 スペイン・イギリス「欧州先進地からとやま型スマートシティ
構築を考える」 （～２９）
経営･ＣＳＲ委員会 第4回正副委員長会議 今年度活動計画について
会員増強委員会 第3回正副委員長会議 今年度活動計画について／新会員歓
迎オリエンテーションについて
北海道経済同友会創立70周年記念式典（北海道札幌市）
第7回経済同友会教育担当委員会交流会（群馬県高崎市・前橋市）
第77回あけぼの会ゴルフ･コンペ
第2回企画総務委員会 当会の取り組むべき課題／海外経済視察報告会につい
て
6月会員定例会「大学の研究力は地域経済成長の原動力となるか」講師：富山大
学 学長 齋藤滋氏
地域創生委員会 会員定例会 講師（富山大学 齋藤滋学長）を囲んでの懇親会
第6回環境問題委員会 「食品ロス･食品廃棄物の削減に向けた取組み」講師：富
山県農林水産部農産食品課 主幹 中村真由美氏、同生活環境文化部環境政策
課 主査 八田哲典氏
経済同友会中央日本地区会議事務局長会議（富山県富山市）（～２８）
人財創出委員会 第2回正副委員長会議 今後の担当業務のすすめ方
第1回人財創出委員会 2019年度の活動について／「地方創生の実現に向けた
人財確保について」講師：みずほ総合研究所（株） 調査本部 政策調査部 主任
研究員 岡田豊氏
第1回地域創生委員会 今次委員会の活動方針／今年度活動内容について
第2回会員増強委員会 新会員歓迎オリエンテーションについて
第1回教育問題委員会 今次委員会の活動方針／今年度活動内容について／
教師と企業人との交流について
第5回六次産業化委員会 今年度活動計画／「若手農業従事者からみた富山県
における農業の現状」講師：ＪＡ富山県青年組織協議会 会長 髙木謙太郎氏
第7回環境問題委員会 「SDGsカードゲーム体験」講師：金沢工業大学学生プロ
ジェクト SDGs Global Youth Innovators 蟹谷慧氏、高畠晃大氏、中田大輔氏
第1回文化スポーツ委員会 活動方針と事業計画について／「成長への道、成功
への扉」講師：奥田中学校バスケットボール部 コーチ 坂本穣治氏
第5回経営･CSR委員会 「宇奈月温泉の訪日観光客と外国人労働者の現状につ
いて～2023年、開湯百周年を迎える宇奈月温泉～」講師：（株）延楽 代表取締
役社長 濱田政利氏
教育問題委員会 第2回正副委員長会議 教師と企業人との交流（第1回）につい
て
第2回教育問題委員会 「教師と企業人との交流（第1回）」 事業趣旨の説明／グ
ループディスカッション
第1回働き方改革委員会 委員会の活動方針及び活動計画について／「女性活
躍と働き方改革の推進について」 講師：富山県総合政策局少子化対策･県民活
躍課 女性活躍･働き方改革推進班長 寺井宏友氏

▲11月会員定例会 講師：高橋はるみ氏

▲第7回ごきげんよう職場訪問

▲第4回文化スポーツ委員会

▲「越中万葉」大伴家持ゆかりの地巡り

2019（平成31年度・令和元年度）



2020.3.13

2020.3.21
2020.3.25
2020.3.26

2020.3.26
2020.3.26
2020.3.27

2020.3.30

教育問題委員会 第6回正副委員長会議 2019年度活動総括／2020年度活動
計画／提言の策定について
富山駅路面電車南北接続開業式典
第10回環境問題委員会 2019年度活動総括／2020年度活動計画
第7回六次産業化委員会 前田薬品工業（株）Healthian-wood視察（講演会・
食事会 ・施設散策）「Healthian-woodというVillage-村-づくり」講師：前田薬品
工業（株）代表取締役社長 前田大介氏
人財創出委員会 第7回正副委員長会議 2020年活動計画他
第4回人財創出委員会 2019年活動総括／2020年活動計画
地域創生委員会 第4回正副委員長会議 2019年度活動総括／2020年度活動
計画
第6回教育問題委員会 2019年度活動総括／2020年度活動計画／提言の策
定について

月　日 富 山 経 済 同 友 会
経済社会情勢

富山県内 国内・国外

2019.11.12

2019.11.18

2019.11.20

2019.11.26

2019.12.2

2019.12.4

2019.12.4

2019.12.5

2019.12.9

2019.12.11
2019.12.13

2019.12.24
2019.12.26
2020.1.15
2020.1.16
2020.1.17
2020.1.17

2020.1.22

2020.1.27

2020.1.29
2020.1.31

2020.2.5

2020.2.6

2020.2.12
2020.2.18

2020.2.19
2020.2.20

2020.2.23
2020.2.25
2020.3.9

第7回文化スポーツ委員会 県外視察／奈良「万葉集」ゆかりの地巡り（大神神
社、奈良県立万葉文化館 他）（奈良県）（～13）
第8回環境問題委員会 県外視察／食品ロス削減の取組み事例視察（滋賀県大
津市環境部廃棄物減量推進課、福井県安全環境部循環社会推進課）（滋賀県・
福井県）（～19）
11月幹事会／会員定例会／懇親会 「日本文化の原点―『万葉集』をひもとく」講
師：高志の国文学館 館長 中西進氏
地域創生委員会 第3回正副委員長会議 今後の活動計画について／県外視察
について等
第2回働き方改革委員会 「中小企業における健康経営」講師：（株）浅野製版所 
経営企画部 新佐絵吏氏
人財創出委員会 第5回正副委員長会議 アンケート結果協議／とやナビプロジェ
クトについて／TOYAMA KATARAI CAFE 2020について
第3回人財創出委員会 アンケート結果について／とやナビプロジェクトについて／
TOYAMA KATARAI CAFE 2020について／「社会構造の変化に応じた社内
人事制度改革」講師：PwCコンサルティング（同）シニアマネージャー 大橋歩氏、
「富山県プロフェッショナル人材事業の現状について」講師：富山県プロフェッショ
ナル人材戦略本部長 川合哲氏
経営･ＣＳＲ委員会 第6回正副委員長会議 ごきげんよう職場訪問の開催について
／第20回富山景気定点観測アンケートトピックスについて
海外視察報告会／12月会員定例会／年末懇親会「不二製油のESG経営」講
師：不二製油グループ本社（株） 代表取締役社長 清水洋史氏
環境問題委員会 第6回正副委員長会議 今後の委員会活動について
第5回企画総務委員会 第40回海外経済視察について／全国立山大使の会に
ついて／次年度委員会体制について／委員会運営について
六次産業化委員会 第5回正副委員長会議 報告書の作成について
第4回教育問題委員会「教師と企業人との交流（第３回）」
新年幹事会／富山県知事との昼食会
人財創出委員会「TOYAMA KATARAI CAFE 2020」  
第6回企画委員会 第40回海外経済視察について
第2回地域創生委員会 「富山市センサーネットワークを活用したスマートシティの推
進」講師：富山市企画管理部 情報統計課 課長 藤沢晃氏
第6回経営・CSR委員会（拡大委員会）「自社工場での改善活動紹介～改善活
動から始まるIT/IoT利活用～」講師：（株）イマオコーポレーション 代表取締役社
長 今尾任城氏、情報ビジネス部 山岡利幸氏
1月会員定例会「働き方改革の実現に向けた組織改革とアジャイル経営」講師：イ
ンテリジェンスフィールド（同） 代表 福田祥司氏
第9回環境問題委員会 SDGsカードゲームによる食品ロス削減対応策の検討等
第8回文化スポーツ委員会 「美しい日本のことば」講師：当会特別顧問 中尾哲雄
氏
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 武田吉孝氏
第3回地域創生委員会 県外視察／会津若松市役所、会津大学（福島県会津若
松市）（～7） 
会員増強委員会 代表幹事と女性会員の集い
2月会員定例会「第4次産業革命、ビジネスの常識が根底から変わる。そして、地方
にチャンスが訪れる。」講師：（株）INCJ 代表取締役会長 元日産自動車（株）代
表取締役兼COO（最高執行責任者） 志賀俊之氏
第5回教育問題委員会 第9回海外教育事情視察報告会
経営・ＣＳＲ委員会 第8回ごきげんよう職場訪問（県外視察：三菱重工MRJミュー
ジアム、三菱重工業（株）名古屋航空宇宙システム製作所飛島工場 、サントリー
山崎蒸溜所、京セラ（株））（愛知県･大阪府･京都府） （～21）
人財創出委員会 とやナビプロジェクト（東京都）
環境問題委員会 第7回正副委員長会議 食品ロス削減に係る意見交換会
人財創出委員会 第6回正副委員長会議 TOYAMA KATARAI CAFE 2020開
催結果報告／とやナビプロジェクト開催結果報告／2019年度総括、2020年度
活動計画 ／本委員会の提言（ゴール設定）について
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2019.10.19
2019.10.23

2019.10.24

2019.10.25

2019.10.28
2019.10.31
2019.11.4
2019.11.11

新会員歓迎オリエンテーション
環境問題委員会 打ち水大作戦
環境問題委員会 第5回正副委員長会議 今後の活動について
企画総務委員会 地域創生委員会 第39回海外経済視察報告会
第6回六次産業化委員会（拡大委員会）「データで本当に儲ける方法」講師：（株）
データビークル 代表取締役CPO 西内啓氏、「データで６次化やってみた ～阿蘇
クッキー編～」講師：（株）データビークル 代表取締役CEO 油野達也氏
第3回企画総務委員会 取り組むべき課題、今後のテーマについて／第40回海外
経済視察について／全国立山大使の会開催について
8月幹事会／会員定例会「がんと共に生きる人を支えるこれからの企業 あなたは、
社員は、家族はどうあるべきか？」講師：（一社）なちゅらる･ケアサポート 代表理事 
中屋みゆき氏
人財創出委員会 第3回正副委員長会議 今後の担当業務の進め方について／
おかえりプロジェクトについて
教育問題委員会 第3回正副委員長会議 教師と企業人との交流（第2回）につい
て
地域創生委員会 第3回正副委員長会議 今後の活動計画／県外視察について
第3回教育問題委員会 「教師と企業人との交流（第２回）」 「長期社会体験研修
を受講して」講師：高崎市立東部小学校 教諭 中山拓哉氏／グループディスカッ
ション
文化スポーツ委員会 第2回正副委員長会議 今後の委員会活動について
第2回人財創出委員会 2019年度の活動について／「地方創生の取組につい
て」講師：内閣官房まち･ひと･しごと創生本部事務局 事務局次長 菅家秀人氏／
「富山県における移住･UIJターンの取り組み」講師：富山県総合政策局 企画調
整室 課長 舟根秀也氏
第2回文化スポーツ委員会 勉強会「万葉集」講師：高岡市万葉歴史館 館長 坂
本信幸氏
第2回委員長会議 各委員会取組状況･活動計画等について（意見交換）
2019年度全国経済同友会事務局長会議（鹿児島県鹿児島市）（～１３）  
第9回海外教育事情視察 「ドイツの職業教育、ベルギー・フランスの社会・文化を
学ぶ」（～23）
第3回同友会経営道場 第19回富山景気定点観測アンケート調査結果における
トピックスの説明／各企業の「働き方改革」事例紹介：①日本銀行富山事務所②
（株）みずほ銀行富山支店③ブリーズベイオペレーション3号（株）④増山電業（株）
⑤（株）ユニオンランチ
第3回文化スポーツ委員会  勉強会「越中万葉」講師：高岡市万葉歴史館 学芸
課長 新谷秀夫氏
経営･CSR委員会 第5回正副委員長会議  今後の活動について ／「ごきげんよ
う職場訪問」開催について等
人財創出委員会 第4回正副委員長会議 アンケート内容検討／UIJターン促進事
業について／留学生との交流事業について
第28回経済同友会中央日本地区会議 （富山県富山市）
第4回文化スポーツ委員会 高岡万葉まつり「万葉集全20巻朗唱の会」参加
第4回企画総務委員会 第40回海外経済視察について／全国立山大使の会開
催について／当会が取り組むべき課題、今後のテーマについて
第5回文化スポーツ委員会 「越中万葉」大伴家持ゆかりの地巡り
教育問題委員会 第4回正副委員長会議 教師と企業人との交流（第3回）につい
て／今後のスケジュールについて
会員増強委員会 第4回正副委員長会議 新会員勧誘パンフレットの見直しについ
て／代表幹事と女性の集いについて
第6回文化スポーツ委員会 勉強会「短歌の作り方」講師：高岡市万葉歴史館 館
長 坂本信幸氏
2019年度全国経済同友会代表幹事円卓会議（滋賀県大津市）
第12回日本海沿岸地域経済同友会代表幹事サミット（秋田県秋田市）
11月会員定例会 「北海道と富山との交流」講師：参議院議員 高橋はるみ氏
経営・CSR委員会 第7回ごきげんよう職場訪問（（株）不二越・阪神化成工業
（株））
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第4回六次産業化委員会 今年度活動総括および来年度活動計画について
4月幹事会
第32回全国経済同友会セミナー（新潟県新潟市）（～１２）
六次産業化委員会 第4回正副委員長会議 2019年度活動計画の検討について
2019年度定時総会／懇親会
地域創生委員会 第1回正副委員長会議 今次活動方針について／今年度活動
計画について
人財創出委員会 第1回正副委員長会議 今次活動方針について／今年度活動
計画について
働き方改革委員会 第1回正副委員長会議 今次活動方針について／今年度活
動計画について
文化スポーツ委員会 第1回正副委員長会議 今次活動方針について／今年度活
動計画について
教育問題委員会 第1回正副委員長会議 今次活動方針について／今年度活動
計画について
2019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
第39回海外経済視察 スペイン・イギリス「欧州先進地からとやま型スマートシティ
構築を考える」 （～２９）
経営･ＣＳＲ委員会 第4回正副委員長会議 今年度活動計画について
会員増強委員会 第3回正副委員長会議 今年度活動計画について／新会員歓
迎オリエンテーションについて
北海道経済同友会創立70周年記念式典（北海道札幌市）
第7回経済同友会教育担当委員会交流会（群馬県高崎市・前橋市）
第77回あけぼの会ゴルフ･コンペ
第2回企画総務委員会 当会の取り組むべき課題／海外経済視察報告会につい
て
6月会員定例会「大学の研究力は地域経済成長の原動力となるか」講師：富山大
学 学長 齋藤滋氏
地域創生委員会 会員定例会 講師（富山大学 齋藤滋学長）を囲んでの懇親会
第6回環境問題委員会 「食品ロス･食品廃棄物の削減に向けた取組み」講師：富
山県農林水産部農産食品課 主幹 中村真由美氏、同生活環境文化部環境政策
課 主査 八田哲典氏
経済同友会中央日本地区会議事務局長会議（富山県富山市）（～２８）
人財創出委員会 第2回正副委員長会議 今後の担当業務のすすめ方
第1回人財創出委員会 2019年度の活動について／「地方創生の実現に向けた
人財確保について」講師：みずほ総合研究所（株） 調査本部 政策調査部 主任
研究員 岡田豊氏
第1回地域創生委員会 今次委員会の活動方針／今年度活動内容について
第2回会員増強委員会 新会員歓迎オリエンテーションについて
第1回教育問題委員会 今次委員会の活動方針／今年度活動内容について／
教師と企業人との交流について
第5回六次産業化委員会 今年度活動計画／「若手農業従事者からみた富山県
における農業の現状」講師：ＪＡ富山県青年組織協議会 会長 髙木謙太郎氏
第7回環境問題委員会 「SDGsカードゲーム体験」講師：金沢工業大学学生プロ
ジェクト SDGs Global Youth Innovators 蟹谷慧氏、高畠晃大氏、中田大輔氏
第1回文化スポーツ委員会 活動方針と事業計画について／「成長への道、成功
への扉」講師：奥田中学校バスケットボール部 コーチ 坂本穣治氏
第5回経営･CSR委員会 「宇奈月温泉の訪日観光客と外国人労働者の現状につ
いて～2023年、開湯百周年を迎える宇奈月温泉～」講師：（株）延楽 代表取締
役社長 濱田政利氏
教育問題委員会 第2回正副委員長会議 教師と企業人との交流（第1回）につい
て
第2回教育問題委員会 「教師と企業人との交流（第1回）」 事業趣旨の説明／グ
ループディスカッション
第1回働き方改革委員会 委員会の活動方針及び活動計画について／「女性活
躍と働き方改革の推進について」 講師：富山県総合政策局少子化対策･県民活
躍課 女性活躍･働き方改革推進班長 寺井宏友氏

▲11月会員定例会 講師：中西進氏

▲人財創出委員会 TOYAMA KATARAI CAFE 2020

▲12月会員定例会 講師：清水洋史

▲1月会員定例会 講師：福田祥司氏  

▲会員増強委員会 代表幹事と女性会員の集い

▲2月会員定例会 講師：志賀俊之氏

▲第9回環境問題委員会

2019（平成31年度・令和元年度）
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富山県内 国内・国外

2020.3.13

2020.3.21
2020.3.25
2020.3.26

2020.3.26
2020.3.26
2020.3.27

2020.3.30

教育問題委員会 第6回正副委員長会議 2019年度活動総括／2020年度活動
計画／提言の策定について
富山駅路面電車南北接続開業式典
第10回環境問題委員会 2019年度活動総括／2020年度活動計画
第7回六次産業化委員会 前田薬品工業（株）Healthian-wood視察（講演会・
食事会 ・施設散策）「Healthian-woodというVillage-村-づくり」講師：前田薬品
工業（株）代表取締役社長 前田大介氏
人財創出委員会 第7回正副委員長会議 2020年活動計画他
第4回人財創出委員会 2019年活動総括／2020年活動計画
地域創生委員会 第4回正副委員長会議 2019年度活動総括／2020年度活動
計画
第6回教育問題委員会 2019年度活動総括／2020年度活動計画／提言の策
定について
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第7回文化スポーツ委員会 県外視察／奈良「万葉集」ゆかりの地巡り（大神神
社、奈良県立万葉文化館 他）（奈良県）（～13）
第8回環境問題委員会 県外視察／食品ロス削減の取組み事例視察（滋賀県大
津市環境部廃棄物減量推進課、福井県安全環境部循環社会推進課）（滋賀県・
福井県）（～19）
11月幹事会／会員定例会／懇親会 「日本文化の原点―『万葉集』をひもとく」講
師：高志の国文学館 館長 中西進氏
地域創生委員会 第3回正副委員長会議 今後の活動計画について／県外視察
について等
第2回働き方改革委員会 「中小企業における健康経営」講師：（株）浅野製版所 
経営企画部 新佐絵吏氏
人財創出委員会 第5回正副委員長会議 アンケート結果協議／とやナビプロジェ
クトについて／TOYAMA KATARAI CAFE 2020について
第3回人財創出委員会 アンケート結果について／とやナビプロジェクトについて／
TOYAMA KATARAI CAFE 2020について／「社会構造の変化に応じた社内
人事制度改革」講師：PwCコンサルティング（同）シニアマネージャー 大橋歩氏、
「富山県プロフェッショナル人材事業の現状について」講師：富山県プロフェッショ
ナル人材戦略本部長 川合哲氏
経営･ＣＳＲ委員会 第6回正副委員長会議 ごきげんよう職場訪問の開催について
／第20回富山景気定点観測アンケートトピックスについて
海外視察報告会／12月会員定例会／年末懇親会「不二製油のESG経営」講
師：不二製油グループ本社（株） 代表取締役社長 清水洋史氏
環境問題委員会 第6回正副委員長会議 今後の委員会活動について
第5回企画総務委員会 第40回海外経済視察について／全国立山大使の会に
ついて／次年度委員会体制について／委員会運営について
六次産業化委員会 第5回正副委員長会議 報告書の作成について
第4回教育問題委員会「教師と企業人との交流（第３回）」
新年幹事会／富山県知事との昼食会
人財創出委員会「TOYAMA KATARAI CAFE 2020」  
第6回企画委員会 第40回海外経済視察について
第2回地域創生委員会 「富山市センサーネットワークを活用したスマートシティの推
進」講師：富山市企画管理部 情報統計課 課長 藤沢晃氏
第6回経営・CSR委員会（拡大委員会）「自社工場での改善活動紹介～改善活
動から始まるIT/IoT利活用～」講師：（株）イマオコーポレーション 代表取締役社
長 今尾任城氏、情報ビジネス部 山岡利幸氏
1月会員定例会「働き方改革の実現に向けた組織改革とアジャイル経営」講師：イ
ンテリジェンスフィールド（同） 代表 福田祥司氏
第9回環境問題委員会 SDGsカードゲームによる食品ロス削減対応策の検討等
第8回文化スポーツ委員会 「美しい日本のことば」講師：当会特別顧問 中尾哲雄
氏
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 武田吉孝氏
第3回地域創生委員会 県外視察／会津若松市役所、会津大学（福島県会津若
松市）（～7） 
会員増強委員会 代表幹事と女性会員の集い
2月会員定例会「第4次産業革命、ビジネスの常識が根底から変わる。そして、地方
にチャンスが訪れる。」講師：（株）INCJ 代表取締役会長 元日産自動車（株）代
表取締役兼COO（最高執行責任者） 志賀俊之氏
第5回教育問題委員会 第9回海外教育事情視察報告会
経営・ＣＳＲ委員会 第8回ごきげんよう職場訪問（県外視察：三菱重工MRJミュー
ジアム、三菱重工業（株）名古屋航空宇宙システム製作所飛島工場 、サントリー
山崎蒸溜所、京セラ（株））（愛知県･大阪府･京都府） （～21）
人財創出委員会 とやナビプロジェクト（東京都）
環境問題委員会 第7回正副委員長会議 食品ロス削減に係る意見交換会
人財創出委員会 第6回正副委員長会議 TOYAMA KATARAI CAFE 2020開
催結果報告／とやナビプロジェクト開催結果報告／2019年度総括、2020年度
活動計画 ／本委員会の提言（ゴール設定）について
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新会員歓迎オリエンテーション
環境問題委員会 打ち水大作戦
環境問題委員会 第5回正副委員長会議 今後の活動について
企画総務委員会 地域創生委員会 第39回海外経済視察報告会
第6回六次産業化委員会（拡大委員会）「データで本当に儲ける方法」講師：（株）
データビークル 代表取締役CPO 西内啓氏、「データで６次化やってみた ～阿蘇
クッキー編～」講師：（株）データビークル 代表取締役CEO 油野達也氏
第3回企画総務委員会 取り組むべき課題、今後のテーマについて／第40回海外
経済視察について／全国立山大使の会開催について
8月幹事会／会員定例会「がんと共に生きる人を支えるこれからの企業 あなたは、
社員は、家族はどうあるべきか？」講師：（一社）なちゅらる･ケアサポート 代表理事 
中屋みゆき氏
人財創出委員会 第3回正副委員長会議 今後の担当業務の進め方について／
おかえりプロジェクトについて
教育問題委員会 第3回正副委員長会議 教師と企業人との交流（第2回）につい
て
地域創生委員会 第3回正副委員長会議 今後の活動計画／県外視察について
第3回教育問題委員会 「教師と企業人との交流（第２回）」 「長期社会体験研修
を受講して」講師：高崎市立東部小学校 教諭 中山拓哉氏／グループディスカッ
ション
文化スポーツ委員会 第2回正副委員長会議 今後の委員会活動について
第2回人財創出委員会 2019年度の活動について／「地方創生の取組につい
て」講師：内閣官房まち･ひと･しごと創生本部事務局 事務局次長 菅家秀人氏／
「富山県における移住･UIJターンの取り組み」講師：富山県総合政策局 企画調
整室 課長 舟根秀也氏
第2回文化スポーツ委員会 勉強会「万葉集」講師：高岡市万葉歴史館 館長 坂
本信幸氏
第2回委員長会議 各委員会取組状況･活動計画等について（意見交換）
2019年度全国経済同友会事務局長会議（鹿児島県鹿児島市）（～１３）  
第9回海外教育事情視察 「ドイツの職業教育、ベルギー・フランスの社会・文化を
学ぶ」（～23）
第3回同友会経営道場 第19回富山景気定点観測アンケート調査結果における
トピックスの説明／各企業の「働き方改革」事例紹介：①日本銀行富山事務所②
（株）みずほ銀行富山支店③ブリーズベイオペレーション3号（株）④増山電業（株）
⑤（株）ユニオンランチ
第3回文化スポーツ委員会  勉強会「越中万葉」講師：高岡市万葉歴史館 学芸
課長 新谷秀夫氏
経営･CSR委員会 第5回正副委員長会議  今後の活動について ／「ごきげんよ
う職場訪問」開催について等
人財創出委員会 第4回正副委員長会議 アンケート内容検討／UIJターン促進事
業について／留学生との交流事業について
第28回経済同友会中央日本地区会議 （富山県富山市）
第4回文化スポーツ委員会 高岡万葉まつり「万葉集全20巻朗唱の会」参加
第4回企画総務委員会 第40回海外経済視察について／全国立山大使の会開
催について／当会が取り組むべき課題、今後のテーマについて
第5回文化スポーツ委員会 「越中万葉」大伴家持ゆかりの地巡り
教育問題委員会 第4回正副委員長会議 教師と企業人との交流（第3回）につい
て／今後のスケジュールについて
会員増強委員会 第4回正副委員長会議 新会員勧誘パンフレットの見直しについ
て／代表幹事と女性の集いについて
第6回文化スポーツ委員会 勉強会「短歌の作り方」講師：高岡市万葉歴史館 館
長 坂本信幸氏
2019年度全国経済同友会代表幹事円卓会議（滋賀県大津市）
第12回日本海沿岸地域経済同友会代表幹事サミット（秋田県秋田市）
11月会員定例会 「北海道と富山との交流」講師：参議院議員 高橋はるみ氏
経営・CSR委員会 第7回ごきげんよう職場訪問（（株）不二越・阪神化成工業
（株））
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第4回六次産業化委員会 今年度活動総括および来年度活動計画について
4月幹事会
第32回全国経済同友会セミナー（新潟県新潟市）（～１２）
六次産業化委員会 第4回正副委員長会議 2019年度活動計画の検討について
2019年度定時総会／懇親会
地域創生委員会 第1回正副委員長会議 今次活動方針について／今年度活動
計画について
人財創出委員会 第1回正副委員長会議 今次活動方針について／今年度活動
計画について
働き方改革委員会 第1回正副委員長会議 今次活動方針について／今年度活
動計画について
文化スポーツ委員会 第1回正副委員長会議 今次活動方針について／今年度活
動計画について
教育問題委員会 第1回正副委員長会議 今次活動方針について／今年度活動
計画について
2019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
第39回海外経済視察 スペイン・イギリス「欧州先進地からとやま型スマートシティ
構築を考える」 （～２９）
経営･ＣＳＲ委員会 第4回正副委員長会議 今年度活動計画について
会員増強委員会 第3回正副委員長会議 今年度活動計画について／新会員歓
迎オリエンテーションについて
北海道経済同友会創立70周年記念式典（北海道札幌市）
第7回経済同友会教育担当委員会交流会（群馬県高崎市・前橋市）
第77回あけぼの会ゴルフ･コンペ
第2回企画総務委員会 当会の取り組むべき課題／海外経済視察報告会につい
て
6月会員定例会「大学の研究力は地域経済成長の原動力となるか」講師：富山大
学 学長 齋藤滋氏
地域創生委員会 会員定例会 講師（富山大学 齋藤滋学長）を囲んでの懇親会
第6回環境問題委員会 「食品ロス･食品廃棄物の削減に向けた取組み」講師：富
山県農林水産部農産食品課 主幹 中村真由美氏、同生活環境文化部環境政策
課 主査 八田哲典氏
経済同友会中央日本地区会議事務局長会議（富山県富山市）（～２８）
人財創出委員会 第2回正副委員長会議 今後の担当業務のすすめ方
第1回人財創出委員会 2019年度の活動について／「地方創生の実現に向けた
人財確保について」講師：みずほ総合研究所（株） 調査本部 政策調査部 主任
研究員 岡田豊氏
第1回地域創生委員会 今次委員会の活動方針／今年度活動内容について
第2回会員増強委員会 新会員歓迎オリエンテーションについて
第1回教育問題委員会 今次委員会の活動方針／今年度活動内容について／
教師と企業人との交流について
第5回六次産業化委員会 今年度活動計画／「若手農業従事者からみた富山県
における農業の現状」講師：ＪＡ富山県青年組織協議会 会長 髙木謙太郎氏
第7回環境問題委員会 「SDGsカードゲーム体験」講師：金沢工業大学学生プロ
ジェクト SDGs Global Youth Innovators 蟹谷慧氏、高畠晃大氏、中田大輔氏
第1回文化スポーツ委員会 活動方針と事業計画について／「成長への道、成功
への扉」講師：奥田中学校バスケットボール部 コーチ 坂本穣治氏
第5回経営･CSR委員会 「宇奈月温泉の訪日観光客と外国人労働者の現状につ
いて～2023年、開湯百周年を迎える宇奈月温泉～」講師：（株）延楽 代表取締
役社長 濱田政利氏
教育問題委員会 第2回正副委員長会議 教師と企業人との交流（第1回）につい
て
第2回教育問題委員会 「教師と企業人との交流（第1回）」 事業趣旨の説明／グ
ループディスカッション
第1回働き方改革委員会 委員会の活動方針及び活動計画について／「女性活
躍と働き方改革の推進について」 講師：富山県総合政策局少子化対策･県民活
躍課 女性活躍･働き方改革推進班長 寺井宏友氏

▲とやナビプロジェクト

▲富山駅路面電車南北接続開業式典

2019（平成31年度・令和元年度）


