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第7回地域創生委員会  第6回委員会（県外視察）報告／提言の内容について
／フィールドワーク「大人の遠足」発信について
人財創出委員会 第10回正副委員長会議  提言書（素案）について／各事業の
進捗状況について／とやナビプロジェクト・スケッチオーデション／（公社）経済同
友会との連携／必要な人材に関するアンケート調査結果（速報）
教育問題委員会 第11回正副委員長会議 教育に関する提言案について
文化スポーツ委員会 第6回正副委員長会議 今次活動状況について（報告） ／
同友会の日について／活動報告書作成について
第5回働き方改革委員会 働き方改革の取組状況について
第7回企画総務委員会 SDGs推進を考慮した委員会再編案について／SDGs宣
言について／60周年記念事業について／60周年記念事業の予算について／
ホームページのリニューアルについて
人財創出委員会 スケッチオーデション
教育問題委員会 第12回正副委員長会議 教育に関する提言案について
人財創出委員会 とやナビプロジェクト －ミートアップ富山－
第9回教育問題委員会 教育に関する提言案について
地域創生委員会 第9回正副委員長会議
3月幹事会／3月会員定例会 「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」講師：ラ
クスル（株）代表取締役社長CEO 松本恭攝氏
地域創生委員会 第9回正副委員長会議
企業経営委員会 第4回正副委員長会議
第6回働き方改革委員会
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2021.1.6
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記念美術館企画展「富山ゆかりの美術」鑑賞
令和2年度委員長会議
企業経営委員会 第１回同友会経営道場 発表者：（株）牧田組 取締役社長 牧
田和樹氏
第12回文化スポーツ委員会 勉強会「ラフカディオ･ハーン」講師：高志の国文学
館 主任学芸員 綿引香織氏
9月幹事会／会員定例会「経営戦略としての働き方改革～生産性で差をつけ、コ
ロナ時代を勝ち抜くには～」講師:（株）ワーク･ライフバランス代表取締役社長 小
室淑恵氏
第4回企画総務委員会（拡大委員会）「SDGsの実践が会社の未来を変える! ～
ポイントは３つの“Ｉ（アイ）”～」講師：etincelle（エタンセル）代表 西野美冬氏
第5回地域創生委員会 フィールドワーク／大人の遠足（委員が考えた７つの観光
コースを参加者が選択して巡回）
第13回文化スポーツ委員会 勉強会「越中瀬戸焼･小杉焼･丸山焼･篁牛人」講
師：富山市民俗民芸村陶芸館 学芸員 高木好美氏／富山市民俗民芸村陶芸
館、篁牛人記念美術館鑑賞 解説：同 篁牛人記念美術館 館長 木村昌弘氏
教育問題委員会 第9回正副委員長会議 今後の活動について／海外教育事情
視察参加教員アンケート実施について／教育に関する提言案について
第14回文化スポーツ委員会 富山大学附属図書館「ヘルン文庫」について／富
山市馬場記念公園について
第5回企画総務委員会 60周年記念事業の予算案／60周年記念式典の来賓お
よび招待者／SDGs推進を考慮した委員会再編案
人財創出委員会 第9回正副委員長会議 提言内容について／各事業の進捗共
有他
企業経営委員会 第3回正副委員長会議 ごきげんよう職場訪問について／次回
委員会について／次回経営道場について他 
第6回人財創出委員会 講演①「With/Afterコロナ時代におけるDX、Society5.0、
地方創生テレワークの推進･普及に向けて」講師：内閣官房まち･ひと･しごと創生
本部事務局 参事官 松田昇剛氏、講演②「beyondコロナに向けて」講師：富山
県商工労働部 理事 三牧純一郎氏、講演③「お試し移住計画 事業構想～富山
での地方創生テレワークの推進･普及に向けて」講師：エムシードゥコー（株）富山
営業所 セールスエグゼクティブ 澤田祐介氏
11月幹事会／会員定例会「鼎談：檀ふみさんと語るお酒の万葉歌」パネリスト：女
優･エッセイスト 檀ふみ氏、高岡市万葉歴史館 館長 坂本信幸氏、当会特別顧問 
中尾哲雄氏
教育問題委員会 第10回正副委員長会議 海外教育事情視察参加教員アンケー
トの結果について／教育に関する提言案について
地域創生委員会 第7回正副委員長会議 第5回委員会フィールドワークについて
／県外視察について
第6回地域創生委員会 県外視察（高松市役所・高松丸亀町商店街振興組合
他）（香川県高松市）（～18）
第15回文化スポーツ委員会 県外視察（小泉八雲記念館・小泉八雲旧居他）（島
根県松江市）（～27）
企画総務委員会 新会員歓迎オリエンテーション
年末懇親会
地域創生委員会 第8回正副委員長会議 県外視察報告／提言の内容、提言策
定のスケジュールについて
第2回企業経営委員会 With/Afterコロナにおける企業経営について／「日立製
作所がDXへ取組む背景・経緯とNew  Normalを見据えた今後の方向性」講師：
（株）日立製作所 冨田幸宏氏
第8回教育問題委員会 今年度の活動について／教育に関する提言案について
第6回企画総務委員会 SDGs推進を考慮した委員会再編案について／SDGs宣
言について／「環境憲章」と「SDGs」について／60周年記念式典･祝賀会のス
ケジュールについて／60周年記念事業の予算案について／ホームページのリ
ニューアルについて
新年幹事会（書面表決） 会員の入退会／報告事項（1）創立60周年記念事業
について （2）活動予定･活動報告（中止･書面開催） 

月　日 富 山 経 済 同 友 会
経済社会情勢

富山県内 国内・国外

2020.4.8
2020.4.17
　
2020.4.21
2020.4.22
2020.4.27
2020.5.12
　
2020.5.22

2020.6.11

2020.6.17

2020.6.19

2020.6.24

2020.6.26

2020.7.1

2020.7.7

2020.7.8

2020.7.17

2020.7.20

2020.7.28

2020.7.29

2020.7.31

2020.8.4

2020.8.5

2020.8.6

2020.8.18

2020.8.26

2020.9.2

2020.9.7

2020.9.7

4月幹事会
働き方改革委員会 第2回正副委員長会議 2019年度活動総括／2020年度活
動計画
2020年度定時総会
企業経営委員会 第1回正副委員長会議
文化スポーツ委員会 第3回正副委員長会議
第1回企画総務委員会 今年度活動方針と活動計画について／今年度各委員会
活動計画について／新型コロナウイルスの対応策について
教育問題委員会 第7回正副委員長会議 今年度活動計画について／教育に関
する提言案について／With/Afterコロナにおける委員会活動や教育の在り方に
ついて
第1回60周年記念事業チームミーティング 60周年記念式典と記念誌の内容検
討
第9回文化スポーツ委員会 2020年度活動計画について／高志の国文学館企
画展鑑賞「ラフカディオ・ハーンの共感力 ―発見 探求、そして発信へ―」
企業経営委員会 第2回正副委員長会議 第１回委員会の開催について／経営
道場／ごきげんよう職場訪問 他
人財創出委員会 第8回正副委員長会議 今年度活動内容・スケジュール／第5
回委員会について他
第3回働き方改革委員会 今年度活動方針及び活動計画について／With/After
コロナにおける働き方改革について意見交換  
地域創生委員会 第5回正副委員長会議 第４回委員会の開催について／委員会
におけるafterコロナに関する検討について
第2回60周年記念事業チームミーティング 60周年記念式典と記念誌の内容検
討
7月幹事会／会員定例会「スマートシティおよびデータサイエンスについて」①県外
先進事例視察報告「スマートシティ会津若松」発表者：地域創生委員会副委員長 
吉田守一氏、②講演「富山市版スマートシティの取組み」講師：富山市長 森雅志
氏、③事例紹介「富山市センサーネットワーク活用実証実験」発表者：（株）アイ
ペック 代表取締役 東出悦子氏、④講演「地域課題解決を通じたデータサイエン
ティストの育成―富山大学データサイエンス寄附講座の設立―」講師：富山大学 
学長 齋藤滋氏
第4回地域創生委員会 2020年度活動計画について／With/Afterコロナを見据
えた「new normal」や地域活性化について意見交換
第2回企画総務委員会 SDGs勉強会「SDGs未来都市計画の概要や産学への
期待について」講師：富山県総合政策局 局長 柿沢昌宏氏
教育問題委員会 第8回正副委員長会議 教育と企業人との交流について／海外
教育事情視察について／教育に関する提言案について
第1回企業経営委員会（拡大委員会）2020年度活動計画について／「最近の
金融経済情勢」講師：日本銀行金沢支店 支店長 武田吉孝氏
第5回人財創出委員会 今年度活動計画について／With/Afterコロナにおける
人財創出について（意見交換）
第3回企画総務委員会 SDGsの課題抽出と目標設定など／60周年式典内容検
討と年史の作成／新会員歓迎オリエンテーション／懇親会
文化スポーツ委員会 今後の活動内容･スケジュールについて／県外視察につい
て
 第4回働き方改革委員会 セミナー「withコロナ時代の企業経営課題とは」講師：
インテリジェンスフィールド（同）代表 福田祥司氏
第7回教育問題委員会 今年度活動計画について／教育に関する提言書につい
て
第10回文化スポーツ委員会 「ラフカディオ･ハーンと富山」講師：特別顧問 中尾
哲雄氏
地域創生委員会 第6回正副委員長会議 県外視察について／フィールドワークプ
ランの選定について 
文化スポーツ委員会 第5回正副委員長会議 県外視察について／今後の活動に
ついて
第11回文化スポーツ委員会 勉強会「富山ゆかりの芸術について」／富山市佐藤

●富山知事選、新人の新田
八朗氏が現職らを破り当選
●県立高校の再編・統合 4
月新しい４高校開校
●北陸の記録的大雪、35年
ぶりの積雪120センチ超え

●新型コロナ猛威、初の緊
急事態宣言 広がる「新しい日
常」
●東京五輪、１年延期
●安倍首相が退陣、後任に
菅氏
●九州一帯で記録的な豪雨
●藤井聡太さん最年少二冠
●「鬼滅の刃」大ヒット
●米大統領選でバイデン氏
勝利
●香港統制強める中国
●英国がＥＵ離脱
●全米で人種差別抗議デモ

安
倍
　
晋
三（
第
四
次
）

石
井
　
隆
一（
第
四
次
）

▲2020年度定時総会

▲7月会員定例会

▲第1回企業経営委員会 講師：武田吉孝氏

2020（令和2年度）
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第7回地域創生委員会  第6回委員会（県外視察）報告／提言の内容について
／フィールドワーク「大人の遠足」発信について
人財創出委員会 第10回正副委員長会議  提言書（素案）について／各事業の
進捗状況について／とやナビプロジェクト・スケッチオーデション／（公社）経済同
友会との連携／必要な人材に関するアンケート調査結果（速報）
教育問題委員会 第11回正副委員長会議 教育に関する提言案について
文化スポーツ委員会 第6回正副委員長会議 今次活動状況について（報告） ／
同友会の日について／活動報告書作成について
第5回働き方改革委員会 働き方改革の取組状況について
第7回企画総務委員会 SDGs推進を考慮した委員会再編案について／SDGs宣
言について／60周年記念事業について／60周年記念事業の予算について／
ホームページのリニューアルについて
人財創出委員会 スケッチオーデション
教育問題委員会 第12回正副委員長会議 教育に関する提言案について
人財創出委員会 とやナビプロジェクト －ミートアップ富山－
第9回教育問題委員会 教育に関する提言案について
地域創生委員会 第9回正副委員長会議
3月幹事会／3月会員定例会 「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」講師：ラ
クスル（株）代表取締役社長CEO 松本恭攝氏
地域創生委員会 第9回正副委員長会議
企業経営委員会 第4回正副委員長会議
第6回働き方改革委員会

月　日 富 山 経 済 同 友 会
経済社会情勢
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記念美術館企画展「富山ゆかりの美術」鑑賞
令和2年度委員長会議
企業経営委員会 第１回同友会経営道場 発表者：（株）牧田組 取締役社長 牧
田和樹氏
第12回文化スポーツ委員会 勉強会「ラフカディオ･ハーン」講師：高志の国文学
館 主任学芸員 綿引香織氏
9月幹事会／会員定例会「経営戦略としての働き方改革～生産性で差をつけ、コ
ロナ時代を勝ち抜くには～」講師:（株）ワーク･ライフバランス代表取締役社長 小
室淑恵氏
第4回企画総務委員会（拡大委員会）「SDGsの実践が会社の未来を変える! ～
ポイントは３つの“Ｉ（アイ）”～」講師：etincelle（エタンセル）代表 西野美冬氏
第5回地域創生委員会 フィールドワーク／大人の遠足（委員が考えた７つの観光
コースを参加者が選択して巡回）
第13回文化スポーツ委員会 勉強会「越中瀬戸焼･小杉焼･丸山焼･篁牛人」講
師：富山市民俗民芸村陶芸館 学芸員 高木好美氏／富山市民俗民芸村陶芸
館、篁牛人記念美術館鑑賞 解説：同 篁牛人記念美術館 館長 木村昌弘氏
教育問題委員会 第9回正副委員長会議 今後の活動について／海外教育事情
視察参加教員アンケート実施について／教育に関する提言案について
第14回文化スポーツ委員会 富山大学附属図書館「ヘルン文庫」について／富
山市馬場記念公園について
第5回企画総務委員会 60周年記念事業の予算案／60周年記念式典の来賓お
よび招待者／SDGs推進を考慮した委員会再編案
人財創出委員会 第9回正副委員長会議 提言内容について／各事業の進捗共
有他
企業経営委員会 第3回正副委員長会議 ごきげんよう職場訪問について／次回
委員会について／次回経営道場について他 
第6回人財創出委員会 講演①「With/Afterコロナ時代におけるDX、Society5.0、
地方創生テレワークの推進･普及に向けて」講師：内閣官房まち･ひと･しごと創生
本部事務局 参事官 松田昇剛氏、講演②「beyondコロナに向けて」講師：富山
県商工労働部 理事 三牧純一郎氏、講演③「お試し移住計画 事業構想～富山
での地方創生テレワークの推進･普及に向けて」講師：エムシードゥコー（株）富山
営業所 セールスエグゼクティブ 澤田祐介氏
11月幹事会／会員定例会「鼎談：檀ふみさんと語るお酒の万葉歌」パネリスト：女
優･エッセイスト 檀ふみ氏、高岡市万葉歴史館 館長 坂本信幸氏、当会特別顧問 
中尾哲雄氏
教育問題委員会 第10回正副委員長会議 海外教育事情視察参加教員アンケー
トの結果について／教育に関する提言案について
地域創生委員会 第7回正副委員長会議 第5回委員会フィールドワークについて
／県外視察について
第6回地域創生委員会 県外視察（高松市役所・高松丸亀町商店街振興組合
他）（香川県高松市）（～18）
第15回文化スポーツ委員会 県外視察（小泉八雲記念館・小泉八雲旧居他）（島
根県松江市）（～27）
企画総務委員会 新会員歓迎オリエンテーション
年末懇親会
地域創生委員会 第8回正副委員長会議 県外視察報告／提言の内容、提言策
定のスケジュールについて
第2回企業経営委員会 With/Afterコロナにおける企業経営について／「日立製
作所がDXへ取組む背景・経緯とNew  Normalを見据えた今後の方向性」講師：
（株）日立製作所 冨田幸宏氏
第8回教育問題委員会 今年度の活動について／教育に関する提言案について
第6回企画総務委員会 SDGs推進を考慮した委員会再編案について／SDGs宣
言について／「環境憲章」と「SDGs」について／60周年記念式典･祝賀会のス
ケジュールについて／60周年記念事業の予算案について／ホームページのリ
ニューアルについて
新年幹事会（書面表決） 会員の入退会／報告事項（1）創立60周年記念事業
について （2）活動予定･活動報告（中止･書面開催） 
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2020.9.2

2020.9.7
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4月幹事会
働き方改革委員会 第2回正副委員長会議 2019年度活動総括／2020年度活
動計画
2020年度定時総会
企業経営委員会 第1回正副委員長会議
文化スポーツ委員会 第3回正副委員長会議
第1回企画総務委員会 今年度活動方針と活動計画について／今年度各委員会
活動計画について／新型コロナウイルスの対応策について
教育問題委員会 第7回正副委員長会議 今年度活動計画について／教育に関
する提言案について／With/Afterコロナにおける委員会活動や教育の在り方に
ついて
第1回60周年記念事業チームミーティング 60周年記念式典と記念誌の内容検
討
第9回文化スポーツ委員会 2020年度活動計画について／高志の国文学館企
画展鑑賞「ラフカディオ・ハーンの共感力 ―発見 探求、そして発信へ―」
企業経営委員会 第2回正副委員長会議 第１回委員会の開催について／経営
道場／ごきげんよう職場訪問 他
人財創出委員会 第8回正副委員長会議 今年度活動内容・スケジュール／第5
回委員会について他
第3回働き方改革委員会 今年度活動方針及び活動計画について／With/After
コロナにおける働き方改革について意見交換  
地域創生委員会 第5回正副委員長会議 第４回委員会の開催について／委員会
におけるafterコロナに関する検討について
第2回60周年記念事業チームミーティング 60周年記念式典と記念誌の内容検
討
7月幹事会／会員定例会「スマートシティおよびデータサイエンスについて」①県外
先進事例視察報告「スマートシティ会津若松」発表者：地域創生委員会副委員長 
吉田守一氏、②講演「富山市版スマートシティの取組み」講師：富山市長 森雅志
氏、③事例紹介「富山市センサーネットワーク活用実証実験」発表者：（株）アイ
ペック 代表取締役 東出悦子氏、④講演「地域課題解決を通じたデータサイエン
ティストの育成―富山大学データサイエンス寄附講座の設立―」講師：富山大学 
学長 齋藤滋氏
第4回地域創生委員会 2020年度活動計画について／With/Afterコロナを見据
えた「new normal」や地域活性化について意見交換
第2回企画総務委員会 SDGs勉強会「SDGs未来都市計画の概要や産学への
期待について」講師：富山県総合政策局 局長 柿沢昌宏氏
教育問題委員会 第8回正副委員長会議 教育と企業人との交流について／海外
教育事情視察について／教育に関する提言案について
第1回企業経営委員会（拡大委員会）2020年度活動計画について／「最近の
金融経済情勢」講師：日本銀行金沢支店 支店長 武田吉孝氏
第5回人財創出委員会 今年度活動計画について／With/Afterコロナにおける
人財創出について（意見交換）
第3回企画総務委員会 SDGsの課題抽出と目標設定など／60周年式典内容検
討と年史の作成／新会員歓迎オリエンテーション／懇親会
文化スポーツ委員会 今後の活動内容･スケジュールについて／県外視察につい
て
 第4回働き方改革委員会 セミナー「withコロナ時代の企業経営課題とは」講師：
インテリジェンスフィールド（同）代表 福田祥司氏
第7回教育問題委員会 今年度活動計画について／教育に関する提言書につい
て
第10回文化スポーツ委員会 「ラフカディオ･ハーンと富山」講師：特別顧問 中尾
哲雄氏
地域創生委員会 第6回正副委員長会議 県外視察について／フィールドワークプ
ランの選定について 
文化スポーツ委員会 第5回正副委員長会議 県外視察について／今後の活動に
ついて
第11回文化スポーツ委員会 勉強会「富山ゆかりの芸術について」／富山市佐藤

▲第5回地域創生委員会フィールドワーク

▲11月会員定例会
パネリスト：檀ふみ氏、坂本信幸氏、中尾哲雄氏

▲第6回地域創生委員会

▲年末懇親会

▲9月会員定例会 講師：小室淑恵氏　

2020（令和2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

2021.1.22

2021.1.25

2021.1.26
2021.1.28

2021.2.3
2021.2.5

2021.2.14
2021.2.16
2021.2.18
2021.2.22
2021.2.25
2021.3.3

2021.3.8
2021.3.12
2021.3.17

第7回地域創生委員会  第6回委員会（県外視察）報告／提言の内容について
／フィールドワーク「大人の遠足」発信について
人財創出委員会 第10回正副委員長会議  提言書（素案）について／各事業の
進捗状況について／とやナビプロジェクト・スケッチオーデション／（公社）経済同
友会との連携／必要な人材に関するアンケート調査結果（速報）
教育問題委員会 第11回正副委員長会議 教育に関する提言案について
文化スポーツ委員会 第6回正副委員長会議 今次活動状況について（報告） ／
同友会の日について／活動報告書作成について
第5回働き方改革委員会 働き方改革の取組状況について
第7回企画総務委員会 SDGs推進を考慮した委員会再編案について／SDGs宣
言について／60周年記念事業について／60周年記念事業の予算について／
ホームページのリニューアルについて
人財創出委員会 スケッチオーデション
教育問題委員会 第12回正副委員長会議 教育に関する提言案について
人財創出委員会 とやナビプロジェクト －ミートアップ富山－
第9回教育問題委員会 教育に関する提言案について
地域創生委員会 第9回正副委員長会議
3月幹事会／3月会員定例会 「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」講師：ラ
クスル（株）代表取締役社長CEO 松本恭攝氏
地域創生委員会 第9回正副委員長会議
企業経営委員会 第4回正副委員長会議
第6回働き方改革委員会
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記念美術館企画展「富山ゆかりの美術」鑑賞
令和2年度委員長会議
企業経営委員会 第１回同友会経営道場 発表者：（株）牧田組 取締役社長 牧
田和樹氏
第12回文化スポーツ委員会 勉強会「ラフカディオ･ハーン」講師：高志の国文学
館 主任学芸員 綿引香織氏
9月幹事会／会員定例会「経営戦略としての働き方改革～生産性で差をつけ、コ
ロナ時代を勝ち抜くには～」講師:（株）ワーク･ライフバランス代表取締役社長 小
室淑恵氏
第4回企画総務委員会（拡大委員会）「SDGsの実践が会社の未来を変える! ～
ポイントは３つの“Ｉ（アイ）”～」講師：etincelle（エタンセル）代表 西野美冬氏
第5回地域創生委員会 フィールドワーク／大人の遠足（委員が考えた７つの観光
コースを参加者が選択して巡回）
第13回文化スポーツ委員会 勉強会「越中瀬戸焼･小杉焼･丸山焼･篁牛人」講
師：富山市民俗民芸村陶芸館 学芸員 高木好美氏／富山市民俗民芸村陶芸
館、篁牛人記念美術館鑑賞 解説：同 篁牛人記念美術館 館長 木村昌弘氏
教育問題委員会 第9回正副委員長会議 今後の活動について／海外教育事情
視察参加教員アンケート実施について／教育に関する提言案について
第14回文化スポーツ委員会 富山大学附属図書館「ヘルン文庫」について／富
山市馬場記念公園について
第5回企画総務委員会 60周年記念事業の予算案／60周年記念式典の来賓お
よび招待者／SDGs推進を考慮した委員会再編案
人財創出委員会 第9回正副委員長会議 提言内容について／各事業の進捗共
有他
企業経営委員会 第3回正副委員長会議 ごきげんよう職場訪問について／次回
委員会について／次回経営道場について他 
第6回人財創出委員会 講演①「With/Afterコロナ時代におけるDX、Society5.0、
地方創生テレワークの推進･普及に向けて」講師：内閣官房まち･ひと･しごと創生
本部事務局 参事官 松田昇剛氏、講演②「beyondコロナに向けて」講師：富山
県商工労働部 理事 三牧純一郎氏、講演③「お試し移住計画 事業構想～富山
での地方創生テレワークの推進･普及に向けて」講師：エムシードゥコー（株）富山
営業所 セールスエグゼクティブ 澤田祐介氏
11月幹事会／会員定例会「鼎談：檀ふみさんと語るお酒の万葉歌」パネリスト：女
優･エッセイスト 檀ふみ氏、高岡市万葉歴史館 館長 坂本信幸氏、当会特別顧問 
中尾哲雄氏
教育問題委員会 第10回正副委員長会議 海外教育事情視察参加教員アンケー
トの結果について／教育に関する提言案について
地域創生委員会 第7回正副委員長会議 第5回委員会フィールドワークについて
／県外視察について
第6回地域創生委員会 県外視察（高松市役所・高松丸亀町商店街振興組合
他）（香川県高松市）（～18）
第15回文化スポーツ委員会 県外視察（小泉八雲記念館・小泉八雲旧居他）（島
根県松江市）（～27）
企画総務委員会 新会員歓迎オリエンテーション
年末懇親会
地域創生委員会 第8回正副委員長会議 県外視察報告／提言の内容、提言策
定のスケジュールについて
第2回企業経営委員会 With/Afterコロナにおける企業経営について／「日立製
作所がDXへ取組む背景・経緯とNew  Normalを見据えた今後の方向性」講師：
（株）日立製作所 冨田幸宏氏
第8回教育問題委員会 今年度の活動について／教育に関する提言案について
第6回企画総務委員会 SDGs推進を考慮した委員会再編案について／SDGs宣
言について／「環境憲章」と「SDGs」について／60周年記念式典･祝賀会のス
ケジュールについて／60周年記念事業の予算案について／ホームページのリ
ニューアルについて
新年幹事会（書面表決） 会員の入退会／報告事項（1）創立60周年記念事業
について （2）活動予定･活動報告（中止･書面開催） 
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4月幹事会
働き方改革委員会 第2回正副委員長会議 2019年度活動総括／2020年度活
動計画
2020年度定時総会
企業経営委員会 第1回正副委員長会議
文化スポーツ委員会 第3回正副委員長会議
第1回企画総務委員会 今年度活動方針と活動計画について／今年度各委員会
活動計画について／新型コロナウイルスの対応策について
教育問題委員会 第7回正副委員長会議 今年度活動計画について／教育に関
する提言案について／With/Afterコロナにおける委員会活動や教育の在り方に
ついて
第1回60周年記念事業チームミーティング 60周年記念式典と記念誌の内容検
討
第9回文化スポーツ委員会 2020年度活動計画について／高志の国文学館企
画展鑑賞「ラフカディオ・ハーンの共感力 ―発見 探求、そして発信へ―」
企業経営委員会 第2回正副委員長会議 第１回委員会の開催について／経営
道場／ごきげんよう職場訪問 他
人財創出委員会 第8回正副委員長会議 今年度活動内容・スケジュール／第5
回委員会について他
第3回働き方改革委員会 今年度活動方針及び活動計画について／With/After
コロナにおける働き方改革について意見交換  
地域創生委員会 第5回正副委員長会議 第４回委員会の開催について／委員会
におけるafterコロナに関する検討について
第2回60周年記念事業チームミーティング 60周年記念式典と記念誌の内容検
討
7月幹事会／会員定例会「スマートシティおよびデータサイエンスについて」①県外
先進事例視察報告「スマートシティ会津若松」発表者：地域創生委員会副委員長 
吉田守一氏、②講演「富山市版スマートシティの取組み」講師：富山市長 森雅志
氏、③事例紹介「富山市センサーネットワーク活用実証実験」発表者：（株）アイ
ペック 代表取締役 東出悦子氏、④講演「地域課題解決を通じたデータサイエン
ティストの育成―富山大学データサイエンス寄附講座の設立―」講師：富山大学 
学長 齋藤滋氏
第4回地域創生委員会 2020年度活動計画について／With/Afterコロナを見据
えた「new normal」や地域活性化について意見交換
第2回企画総務委員会 SDGs勉強会「SDGs未来都市計画の概要や産学への
期待について」講師：富山県総合政策局 局長 柿沢昌宏氏
教育問題委員会 第8回正副委員長会議 教育と企業人との交流について／海外
教育事情視察について／教育に関する提言案について
第1回企業経営委員会（拡大委員会）2020年度活動計画について／「最近の
金融経済情勢」講師：日本銀行金沢支店 支店長 武田吉孝氏
第5回人財創出委員会 今年度活動計画について／With/Afterコロナにおける
人財創出について（意見交換）
第3回企画総務委員会 SDGsの課題抽出と目標設定など／60周年式典内容検
討と年史の作成／新会員歓迎オリエンテーション／懇親会
文化スポーツ委員会 今後の活動内容･スケジュールについて／県外視察につい
て
 第4回働き方改革委員会 セミナー「withコロナ時代の企業経営課題とは」講師：
インテリジェンスフィールド（同）代表 福田祥司氏
第7回教育問題委員会 今年度活動計画について／教育に関する提言書につい
て
第10回文化スポーツ委員会 「ラフカディオ･ハーンと富山」講師：特別顧問 中尾
哲雄氏
地域創生委員会 第6回正副委員長会議 県外視察について／フィールドワークプ
ランの選定について 
文化スポーツ委員会 第5回正副委員長会議 県外視察について／今後の活動に
ついて
第11回文化スポーツ委員会 勉強会「富山ゆかりの芸術について」／富山市佐藤

▲スケッチオーデション

▲3月会員定例会 講師：松本恭攝氏

2020（令和2年度）


