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4 月27日㈫、創立60周年記念式典が富山国際
会議場で開催され、当会会員のほか、来賓とし
て新田八朗富山県知事、藤井裕久富山市長、（一
社）金沢経済同友会 福光松太郎代表幹事はじめ、
経済団体の代表者、富山県商工労働部長など約
230名が出席した。開催に当たっては検温、手
指の消毒、座席の間隔を取るなど新型コロナウ
イルス感染症対策を徹底した。

冒頭、この10年間に逝去された物故会員26名
の方々のご冥福をお祈りし、出席者一同が黙祷
を捧げた。スクリーンには、物故会員の在りし
日のお姿をお一人ずつ映し出し、元気にご活躍
された当時を偲んだ。

続いて、麦野英順代
表幹事が式辞を述べた。
麦野代表幹事は「現代
は、物事の変動が大き
く、不確実で、複雑に
事象が絡み合い、解決
策の見つからない、ま
さしくＶＵＣＡの時代と言われる状況であるが、
そのような今こそ、当会の設立趣意書にもある、
『進歩的経済人の機関として、現実に密着した
知識と経験を駆使し、自由な立場から積極的に
政策面に参加し、県の経済発展、ひいてはわが
国経済に貢献する』ことが求められている。富
山県も人口減少や高齢化問題、地球温暖化いわ
ゆるカーボン・ニュートラルへの対応など、様々
な課題を抱えているが、当会は本日ＳＤＧｓ宣
言を行い、持続可能な地域経済社会の発展を目
指して、積極的に取り組んでまいる所存である」
と抱負を語った（式辞は 4 ページに全文掲載）。

続く来賓紹介では来賓の皆さまをお一人ずつ
紹介、会場からは大きな拍手が送られた。

次に60周年
記念事業とし
て新型コロナ
ウイルス感染
症対策にご尽
力されている
医療従事者へ
の支援として、
富山県に 6 百万円の寄付金を贈呈するため、目
録の贈呈式が行われた。麦野代表幹事から新田
知事に目録を贈呈し、新田知事より麦野代表幹
事に感謝状が贈られた。

続いて、来賓を代表
し新田知事より祝辞を
頂戴した。新田知事は
「コロナ感染症はまた
拡大の兆しを見せてい
るが、県民の命と暮ら
しを守ることを最優先
課題とし、この危機を乗り越えなければならな
い。その一方でビヨンドコロナの時代を見据え
て、県民、県内企業の皆さまとワンチームとな
って富山県の成長戦略を描き、その実現に向か
って頑張っていきたい。富山経済同友会は60周
年を契機に一
層会員の結束
を強め、本県
経済の発展、
社会課題の解
決にご尽力い
ただきたい」
と語った（祝
辞は 5 ページ
に全文掲載）。

続いて、祝
電の披露が行
われ、県内外
よりお祝いの
メッセージが

持続可能な地域社会の発展を目指す
～ 創立60周年記念式典 ～

麦野代表幹事

新田富山県知事

寄付金贈呈

記念品贈呈



富山経済同友会が取り組む重要課題

パートナーシップ
地域での連携・パートナーシップの確立

（産学官等の連携、協働）

富山経済同友会 SDGs宣言

ー 連携、創造、行動 ー

新型コロナウイルスの世界的な感染拡⼤により、あらゆる国や地域、企業活動や市⺠
生活に至るまで、かつてない危機に見舞われており、従来の考え方・システムによる再
生は極めて困難と言わざるをえない。
このような状況下においては、地域のみならず、日本および世界の課題を解決してい

く観点から、多様な連携・パートナーシップを確立し、新たな価値を創造していかなけ
ればならない。
富山経済同友会は、行動指針「創造する経済人 行動する同友会」のもと、国連が提

唱する「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の達成に向け積極的に取り組むことにより、
持続可能な地域社会の実現に貢献していく。

2021年４月27日

持続可能な企業経営 持続可能な人づくり 持続可能な地域づくり

企業の持続的発展

環境との調和 次世代を担う人財育成

多様な人財の活躍
まちの創生

地域の活性化と魅力向上
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多数寄せられたことが報告された。
そして記念品贈呈では代表幹事として当会の

発展に尽力された、5 人の特別顧問（中尾哲雄氏、
髙木繁雄氏、久和進氏、米原蕃氏、新田八朗氏）
とともに、事務局に勤務した事務局長経験者 5
名と事務局員経験者 8 名に対し、麦野代表幹事
より記念品が贈られた。

引き続き、2020年度
に60周年記念事業担当
役員を務めた羽根由常
任幹事が創立50周年以
降の「富山経済同友会
の10年のあゆみ」を懐
かしい写真を投影しな
がら説明した。2012年
4 月に当会が
主管し富山で
開催した第25
回全国経済同
友会セミナー
を皮切りに、
富山県ふるさ
との歌「ふる
さとの空」の発表会、「同友会の日」の発足、北
陸新幹線開業イベント、富山おかえりプロジェ
クト、「全国立山大使の会」キックオフミーテ
ィング、代表幹事北京ミッション、TOYAMA 
KATARAI CAFE2020、フィールドワーク「大

人の遠足」、スケッチオーデション～原石発掘
～などのプロジェクト、会員定例会、海外経済
視察、海外教育事情視察、三山経済同友会交流
会など2021年 3 月までの多くの事業が紹介さ
れた。

続いて、2020年度に
ＳＤＧｓ推進担当役員
を務めた高林幸裕常任
幹事がＳＤＧｓ宣言を
行った。高林常任幹事
はＳＤＧｓ宣言の経緯、
当会が取り組む重要課
題を説明した後、声高らかに宣言し、会場から
は大きな拍手が沸き上がった。

最後に塩井代表幹事
が挨拶。来賓の皆様に
感謝の言葉を述べた後、
「私ども富山経済同友
会は昭和36年の設立時
の理念 ･ 精神を継承し
ながら、次の70周年に
向け、地域との連携を
図り、行動指針「創造する経済人 行動する同友
会」のもと積極的に同友会活動を行い、地域社
会の発展に貢献していきます」と締めくくった。

なお、式典後に記念祝賀会開催を予定してい
たが、新型コロナウイルス感染症対策のため中
止とし、式典出席者に手土産を配付した。

羽根常任幹事

富山経済同友会の10年のあゆみ
塩井代表幹事

高林常任幹事
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代表幹事の麦野でございます。
本日は、新型コロナウイルス感染症の影響が

続いている中ではありますが、富山経済同友会
の創立60周年記念式典を、このように開催でき
ますことを大変嬉しく思いますとともに、お忙
しい中にも関わらず、新田富山県知事、藤井富
山市長、金沢経済同友会の福光代表幹事をはじ
め、ご来賓の皆様方には、ご臨席を賜りまして、
厚く御礼申し上げます。

富山経済同友会は、1961年 4 月27日、県内
107名の経済人によって設立されて以来、諸先
輩方のご尽力と富山県をはじめとした関係各位
のご支援により、本日、創立60周年を迎えまし
た。設立当時は急速な経済成長期であり、その
頃の課題として、東京との地域格差是正、テン
ポの早い技術革新、輸送力の増強、エネルギー
確保、新港建設などがあったため、富山県の経
済人が共同して研究や提言を行うことを目的に
設立されました。その後、当会は順調に成長を
重ねまして、現在では420名の経済人により構
成されている次第であります。

この60年間で世の中が大きく変わる中、当会
は行動指針である「創造する経済人　行動する
同友会」のもと、地域の活性化や教育、環境、
企業経営などの諸課題について90を超える提言
を行ってまいりました。また、会員が小・中・
高校生に、働くことや学ぶことの意義を教える
課外授業講師派遣活動を、2001年度より20年に
わたり継続しております。

前回の50周年記念式典からの10年間、富山県
においても様々なことがありましたが、特に、
悲願であった北陸新幹線の開業は、我々に大き
な変化をもたらしました。60年前には 9 時間40
分、10年前には 3 時間10分もかかっていた富山
と東京が 2 時間余りで結ばれたことにより、ビ
ジネス客や観光客などの交流人口が増加するだ
けでなく、富山県への本社機能移転や拡充など
の経済波及効果があったことはご承知の通りで
あります。今後は、この効果を発展させるため
に、2023年度末までの敦賀開業、そして、一日
も早い大阪延伸を実現させなければなりません。
北陸新幹線の全線開通は経済効果のみならず、
大災害時における東海道のバイパス機能や、国
土の強靭化にも大きく寄与するものであります。

また、昨年より世界中に広がっている新型コ
ロナウイルス感染症も、人々の価値観や生活ス
タイルを大きく変化させ、消費者ニーズや企業
の経営課題を様変わりさせました。現在は、一
日も早くワクチン接種を全国的に普及させ、感
染収束が期待されるところでありますが、同時
にコロナ禍で顕在化したデジタル化の遅れや東
京一極集中問題、またダイバーシティや地球温

暖化防止への取り組みの遅れなどの様々な課題
を乗り越え、ビヨンドコロナに向けた対応を急
がなければなりません。

現代は、物事の変動が大きく、不確実で、複
雑に事象が絡み合い、解決策の見つからない、
まさしくＶＵＣＡの時代と言われる状況であり
ますが、そのような今こそ、当会の設立趣意書
にもあるように、「進歩的経済人の機関として、
現実に密着した知識と経験を駆使し、自由な立
場から積極的に政策面に参加し、県の経済発展、
ひいてはわが国経済に貢献する」ことが求めら
れているものと確信しております。

さて、当会は本日、ＳＤＧｓ宣言をいたしま
す。ＳＤＧｓは（ 1 ）持続可能な経済成長、（ 2 ）
誰一人取り残さない世界の実現、（ 3 ）気候変
動対策を中心とする環境保全、という 3 つの課
題をバランスよくかつ未来志向で達成すること
を目指すものであります。富山県も人口減少や
高齢化問題、地球温暖化いわゆるカーボン・ニ
ュートラルへの対応など、様々な課題を抱えて
いるため、当会は重点課題として「持続可能な
企業経営」、「持続可能な人づくり」、「持続可能
な地域づくり」、そして「地域での連携・パー
トナーシップの確立」の 4 つを掲げ、持続可能
な地域経済社会の発展を目指して、積極的に取
り組んでまいる所存であります。

今回、 3 つの委員会より提言を行っており
ます。

地域創生委員会では、自治体と経済界が一体
となって、ＤＸを見据えたデジタル化推進によ
る地域創生「デジタル・ワンチームとやま」の
推進を提言いたしました。

人財創出委員会では、「富山県の活性化に資
する高度人材の確保育成に向けた新たな協働・
連携事業の推進」を提言いたしました。

また、教育問題委員会では、「子どもたちの「生
きる力」を育む社会の創造」と題して、教師へ
のサポートやＩＣＴ教育など、具体的な10項目
の方策をまとめました。　

いずれも、富山県全体の持続的発展のために
は必要不可欠なものであり、これらの実現に向
けて、引き続き積極的に貢献してまいります

今後とも、当会は「創造する経済人　行動す
る同友会」として、あらゆるパートナーシップ
のもと、地域の活性化に貢献する提言活動を進
めるとともに、すべての会員にとって有意義な
各種活動を実施してまいる所存でありますので、
引き続き関係各位の変わらぬご支援を何卒よろ
しくお願い申し上げ、創立60周年記念式典の挨
拶とさせていただきます。

本日は誠にありがとうございました。

■ 代表幹事式辞 ■ 代表幹事　麦野　英順
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麦野英順、塩井保彦両代表幹事をはじめ歴代
役員並びに会員の皆様、そして多くのご来賓の
皆様のご臨席のもと、富山経済同友会創立60周
年記念式典が盛大に開催されますことを、心か
らお喜び、お祝い申しあげたいと存じます。

そして、先ほど黙祷を捧げさせていただきま
したが、物故会員の方々をはじめ、この60年の
歴史を紡いでこられた皆様方に心から敬意を表
したいと存じます。

本日はこのように新型コロナ感染症対策をし
っかり施していただいて開催いただきました。
また、あわせて今ほどは現場の第一線でコロナ
と戦われている医療従事者の皆様に役立ててほ
しいということで、多額の寄付をいただきまし
た。富山県で開設しております新型コロナウイ
ルス感染症対策応援基金に受け入れさせていた
だき、ご趣旨に沿った使い方をさせていただき
たく存じます。

さて、1961年の発足以来、富山経済同友会は
富山県の産業そして経済の発展、高度化、また
地域活性化に多大な足跡を残してこられました。

ま た、 本 日 は 後 ほ ど、「富 山 経 済 同 友 会
SDGs 宣言」を表明されると聞いております。
より一層地域との連携を強められ、企業として
の社会的責任を果たす中で、持続可能な社会に
ますます貢献されますことを心から期待いたし
ます。

コロナ感染症は再び拡大の兆しを見せており
ますが、県民の皆様の命と暮らしを守ることを
最優先課題としてこの危機を乗り越えなければ
なりません。その一方で、ビヨンドコロナの時
代を見据え、県民の皆様そして県内企業の皆様
と「ワンチーム」となって、富山県の成長戦略
を描き、さらに富山県の未来の姿を描き、その
実現に向けて頑張ってまいります。

私も、長くこの会でお世話になったものとし
て、少しだけ個人的な感想を述べることをご容
赦願います。麦野代表幹事からもお話がありま
した課外授業が記憶に残っております。経済人
が教壇に立つことはとてもチャレンジングなこ
とであったと思います。私も何度も受け持たせ
ていただきました。ワクワクすると同時にドキ
ドキしながら子どもたちと向かい合ったことを
思い出します。その度にフェイスブックにもア
ップしておりましたので、我ながら良い経験だ
ったと思います。また、この会の海外視察は準
備が入念になされ、クオリティが高いものであ
ったと記憶しております。今は実行がかないま
せんが、再開されて時間が許せば、参加させて
いただければ大変ありがたく存じます。

本日の創立60周年を契機に、会員の皆様がよ
り一層結束を固められ、引き続き本県経済の発
展、そして社会課題の解決にますますご尽力い
ただくことを心から祈念いたしますとともに、
チャンスがあり、夢をかなえることができ、ワ
クワクする富山県を、富山市の藤井市長と連携
し、富山経済同友会の皆様とともに目指してい
くことをお誓いしたいと存じます。

終わりに、富山経済同友会のますますのご発
展、会員企業のますますのご成長、会員の皆様
のお一人お一人のご健勝を心からお祈り申しあ
げます。本日はコロナ禍ということで、残念な
がら祝賀会を開催することはかないません。し
かし人間はイメージができる動物です。素晴ら
しいお料理、素晴らしい飲み物、そして素晴ら
しい仲間たちを想像しながら、それぞれ心の中
で大いに、盛大に、大声をだしてお祝いをして
いただければと存じます。本日は本当におめで
とうございます。

■ 来賓祝辞 ■ 富山県知事　新田　八朗 氏

当日配布したリーフレット 祝花と祝電
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4 月27日㈫、2021年度定時総会が富山国際会
議場で開催され、会員約200名が出席した。

冒頭、塩井代表幹事が開会挨拶を行った。
麦野英順代表幹事が議長を務め、①2020年度

事業報告、②2020年度決算案、③2021年度事業
計画、④2021年度予算案、⑤規約改定、⑥新役
員選任の 6 件について審議が行われた。2020年
度事業報告では牧田和樹副代表幹事が概要報告
を行い、各委員長が活動状況を説明した。また、

板谷聡会計監事が2020年度決算案の監査報告を、
牧田和樹副代表幹事が2021年度事業計画の説明
を行い、いずれも原案通り承認された。

2021年度事業計画では、創立60周年記念事業
として定時総会後の記念式典で①新型コロナウ
イルス感染症対策に尽力されている医療従事者
への支援のため富山県に寄付する、②ＳＤＧｓ
宣言を行う、③ 6 月12日に富山県出身の安宅和
人氏（慶應義塾大学環境情報学部教授、ヤフー
㈱ＣＳＯ）の講演をすることを決めた。また、
1 委員会削減し、 6 委員会に再編し、「持続可
能な企業経営」、「持続可能な人づくり」、「持続
可能な地域づくり」をテーマにＳＤＧｓを推進
することが決定された。

役員の選任では、中村厚氏が会計監事に選任
された。会計監事の本田百合子氏の退任ならび
に 6 名の新幹事の選任も承認された。

総会終了後、創立60周年記念式典を開催した。

2021年度定時総会

産学官連携でＳＤＧｓを推進していこう
開会挨拶　代表幹事　塩　井　保　彦

総会の開催にあたり一言ご挨拶申し上げます。
2020年度を振り返りますとコロナのパンデミッ
クにより社会が大きく変化し、人々の暮らしや
価値観に大きな変化が起きた年でした。また、
行動制限によって大きな打撃を受けた産業と、
巣篭り需要による好調な産業との違いが鮮明に
出た 1 年でもありました。

そのような環境変化の中、当会は海外視察事
業や各地同友会との交流事業の中止があったも
のの、リアルとオンラインを交えながら積極的
に会員定例会や委員会活動を行いました。年度
末には教育問題・人財創出・地域創生の 3 委員
会で県、市、教育委員会に対する大変有意義な
提言を行い、その他の委員会も内容のある活動
報告を出すことができました。会員各位のご協
力に感謝申し上げます。

さて、2021年度が始まりました。今年はコロ
ナワクチンの接種を70％の国民が受け集団免疫
ができることで行動制限がなくなり経済が復調
するという楽観論と、変異ウイルスに対してワ
クチン効果が薄れ状況が今と変わらないという
悲観論がありますが、私は世界中にワクチンが
行きわたり治療薬ができないと感染は収まらな

いことから、数年は一進
一退の with コロナ時代
が続くと思っています。

このような視点から、
当会の2021年から2030年
の活動指針として、この
あとの60周年記念式典に
おいてＳＤＧｓ宣言を行い、委員会体制もＳＤ
Ｇｓ実践体制としていきたいと考えております。

ポストコロナ時代のニューノーマルを考える
と、われわれの企業がＳＤＧｓを経営課題とし
てとらえ、新たな製品やサービスを生み出し、
結果としてＤＸやグリーンイノベーションが進
むよう、新たな価値創造を行っていく必要があ
ります。

当会も新たな価値創造を目指し、各委員会は
行動指針「創造する経済人 行動する同友会」
に加え、富山県、市町村、大学と連携しながら
活動したいと思っております。

是非とも会員諸兄の積極的な委員会活動なら
びに同友会活動への参画をお願い申し上げ、定
時総会冒頭のご挨拶とさせていただきます。
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2021年度定時総会

昨年はコロナ禍の中で海外経済視察、海外教
育事情視察、全国立山大使の会、日本海沿岸地
域経済同友会代表幹事サミット、 5 経済同友会
教育担当委員会交流会など交流系事業のほとん
どが中止になりました。

そのような中、会員定例会含め 6 回の講演会
を開催いたしました。コロナを受けてオンライ
ンとリアルを融合してハイブリッドで行うなど、
取り組みに工夫を凝らして講演会を行ってまい
りました。特に会員定例会での小室淑恵さんと
松本恭攝さんの講演会は東京からのオンライン
で開催しました。東京にいらっしゃる講師がオ
ンラインで繋がって講演会ができる形が確立し
て、講演会の形式に幅ができました。

また、コロナの波の間隙をぬって懇親会を 3

回も開催しま
した。特に年
末懇親会の出
席 者 が142名
ということで、
おそらく県内
経済団体でこ
れだけの規模
の懇親会をコロナ禍で行ったのは当会だけでは
ないかと思います。感染対策には万全を期しつ
つ、経済活動との両立に向けて精一杯事業を進
めてまいりました。

以上をもちまして事業報告とさせていただき
ます。

コロナ禍でも積極的に事業を展開
副代表幹事　牧　田　和　樹

2020年度事業報告

SDGsの推進と60周年記念事業について議論� 企画総務委員長　桶屋 泰三

当委員会の2020年
度の活動について、
ご報告させていただ
きます。

2020年度は、 8 回
の委員会を開催し、
2021年度からのSDGs
推進策、2021年度の

60周年記念事業の企画立案を中心に活動しました。
まず、SDGs に関する活動ですが、 2 回の講

演会を開催しました。具体的には 7 月に富山県
総合政策局長の柿沢昌宏氏に「富山県の SDGs
の取組み」について講演いただき、 9 月にはエ
タンセルの代表　西野冬美氏に「 SDGs の実践
が会社の未来を変える！ポイントは 3 つのＩ」
と題して講演いただきました。

SDGs 推進を考慮した委員会の再編について
は、 8 月から 2 月に開催した 4 回の委員会で議
論を重ねました。

さらに、11月の常任幹事会において、2021年

度以降、当会が SDGs 推進に取り組んでいくこ
とを広くアピールするため、SDGs 宣言を行っ
てはどうかとの提案があり、1 月、2 月に開催し
た委員会で SDGs 宣言文を検討しました。

次に60周年の記念事業ですが、事業内容、記
念式典・祝賀会の内容、記念式典に配付するし
おりなどについて 8 月から 3 月に開催した 5 回
の委員会で議論を重ねました。

12月は新会員歓迎オリエンテーションを開催
し、「富山経済同友会について」と題して、塩
井代表幹事に講演していただきました。

20年振りに当会のホームページのリニューアル
をするため、1 月と 3 月に意見交換を行いました。

当委員会で行っている「日本海沿岸地域経済
同友会代表幹事サミット」などの各地同友会と
の交流会、当会 OB・OG の会である全国立山
大使の会は新型コロナウイルス感染拡大で次年
度に延期となりました。

以上で、企画総務委員会の活動報告を終わら
せていただきます。
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2020年度委員会活動報告（要旨）

コロナ禍での企業経営・新たな活動スタイルを模索� 企業経営委員長　伊勢 　徹

デジタル化推進による地域創生～ “デジタル・ワンチーム ”とやま～� 地域創生委員長　山野 昌道

活動 2 年目となる
2020年度は、 4 回の
委員会と 1 回の会員
定例会主管を行い、
提言策定に向けた活
動を行いました。

7 月には、スマー
トシティやデータサ
イエンスをテーマと

した会員定例会を主管し、県外視察報告や富山
市センサーネットワークを活用した実証実験事
例の紹介、森富山市長及び富山大学 齋藤学長
より、スマートシティ推進やデータサイエンテ
ィスト育成の取り組みについてご講演いただき
ました。同じく 7 月に第 4 回委員会を開催し
after/with コロナを見据えた地域活性化につい
て意見交換を行いました。

10月には第 5 回委員会として、フィールドワ
ーク「大人の遠足」を実施しました。コロナ禍
の今だからこそ、マイクロツーリズムを見直そ
うという趣旨で企画、実施したものです。

11月には第 6 回委員会として、スマートシテ
ィ推進に先進的に取り組む高松市役所、民間主

導による中心商店街の活性化に取り組む高松丸
亀町商店街振興組合を視察しました。

1 月には第 7 回委員会として、提言案やフィ
ールドワークの成果発信について意見交換を行
いました。

3 月には、 2 年間の検討を踏まえた提言『デ
ジタル化推進による地域創生～「デジタル・ワ
ンチーム」とやま～』を策定しました。提言で
は、デジタルにより目指すべきゴールのイメー
ジや実現に向けた課題を整理しました。これら
を基に、行政 ･ 経済界 ･ 社会全体が取り組むべ
き施策として①県と市町村が一体となった行政
のデジタル化、②経済界が取り組むべきデジタ
ル化、③産学官連携による社会全体のデジタル
化を挙げ、取り組むべき13の方策について提言
しました。

なお、「大人の遠足」のまとめとして、小冊
子とウェブサイトを制作しました。ぜひご活用
いただければと思います。

地域創生委員会の活動報告及び提言の説明は
以上となります。 2 年間、どうもありがとうご
ざいました。

活動 1 年目となる
2020年度は、経営者
が抱える様々な課題
や、あるべき経営者
の姿に関して考える
ことをテーマに、 2
回の委員会と 1 回の
経営道場、各種アン

ケート調査を実施しました。　　
一方でコロナ禍の影響により、開催を予定し

ていた、ごきげんよう職場訪問については中止・
延期せざるを得ない状況となってしまいました。

7 月には第 1 回拡大委員会を開催し、日本銀行
武田金沢支店長をお招きし「最近の金融情勢」
についてご講演いただきました。また、この回に
講演の様子を初めて Zoom 配信いたしました。

9 月には第 1 回経営道場を開催し、牧田副代
表幹事に発表をいただきました。また、新たに
グループディスカッションを取り入れ、意見交

換と発表を行いました。
12月には、株式会社日立製作所 ＩＴデジタ

ル統括本部部長 冨田幸宏氏から、ＤＸの時流
や具体的な取り組みについてご講演いただきま
した。また、講演に引き続き、「With/After コロ
ナおける企業経営」について意見交換を行いま
した。

6 月には新型コロナウイルスに関するアンケ
ートを実施し、新型コロナウイルスが事業に及
ぼす影響、自社の対応、テレワーク継続による
感染予防対策以外のメリット、With/After コ
ロナの社会変容を見据えた中長期の取組み、サ
プライチェーンの見直し・再構築等について、
調査を行いました。

7 月と12月には、景気定点観測アンケートを
実施し、それぞれトピックスとしてテレワーク
の導入、事業承継やＭ＆Ａについて調査を行い
ました。

1 年間、どうもありがとうございました。
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2021年度定時総会

付加価値の創造と生産性の向上を目指して� 働き方改革委員長　遊道 義則

高度人材の確保育成に向けた新たな協働と連携事業の推進� 人財創出委員長　中澤 　宏

活動 2 年目となる
2020年度は、 2 回の
委員会と 1 回の会員
定例会主管、 2 回の
イベント開催を行う
と共に、提言策定に
向けた活動を行いま
した。

7 月には第 5 回委員会を開催し「with/After
コロナにおける人財創出」について意見交換を
行いました。

11月には第 6 回委員会として、内閣官房まち・
ひと・しごと創生本部の松田参事官・富山県商
工労働部の三牧理事・エムシードゥコー株式会
社の澤田セールスエグゼクティブの 3 名の講師
にご講演いただき、「地方創生テレワーク」に
ついて理解を深めました。

2 月には起業支援事業として、他組織との共
催のもとビジネスプランコンテスト「スケッチ
オーデション」を開催いたしました。

同じく 2 月、ＵＩＪターン促進事業としてオン
ラインでの合同企業説明会「とやナビプロジェク
ト－ミートアップ富山－」を開催いたしました。

3 月には会員定例会を主管し、ラクスル株式
会社の松本社長に、オンライン登壇によりご講
演をいただきました。

そして 2 年間の活動の総括として、提言『富
山県の活性化に資する高度人材の確保育成に向
けた新たな協働・連携事業の推進』を策定いた
しました。

提言では、高度人材を確保し育成するために
必要な施策を考えるにあたり、富山県の現状分
析をおこなった上で、当会が 2 年間で実施して
きたことからの学び・考察を踏まえて課題を明
らかにしました。解決に向けた具体的なアクシ
ョンプランとして、「富山型地方創生テレワー
クの推進」「ＵＩＪターン・人材マッチングの
促進」「起業支援」の 3 つについて提言してお
ります。

2 年間、どうもありがとうございました。

活動 2 年目となる
2020年度は、企業の
生産性向上や社員の
活力向上、コロナ時
代の働き方改革など
をテーマに活動を行
いました。

6 月の第 3 回委員
会では、with/after コロナの働き方について、
グループ毎に意見交換を行いました。

8 月の第 4 回委員会では、インテリジェンス
フィールド合同会社代表　福田祥司氏によるフ
ォローアップセッションを行い、働き方改革の
実現に向けた組織改革やコロナ時代の企業経営
課題について解説していただきました。

9 月には会員定例会を主管し、株式会社ワー
ク・ライフバランス代表取締役社長 小室淑恵氏
から、経営戦略としてのポストコロナの働き方
について、事例紹介を交えてオンラインでご講演
いただきました。

2 月の第 5 回委員会では、ワークシートを用
いて各委員が自身の活動を振り返り、グループ
毎にそれぞれの働き方改革の取り組みについて
意見交換を行いました。

3 月の今次最終となる第 6 回委員会では、 2
年間の活動の総括として、活動報告書のとりま
とめを行うとともに、富山県総合政策局少子化
対策・県民活躍課長 山下章子氏から、富山県
の働き方改革関連施策についてご講演いただき
ました。

今次の働き方改革委員会では、働き方改革の
本質をしっかりと再認識することから始動し、
社員のエンゲージメントを高め、付加価値の創
造と生産性の向上を実現するために、委員の一
人ひとりが自社の現状を認識し、目標を設定し、
さらにその計画の中で自分がどう行動するのか
を具体的に決定するところにまで到達できたの
ではないかと自負しております。

以上、働き方改革委員会の活動報告を終わらせ
ていただきます。2年間ありがとうございました。
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2020年度委員会活動報告（要旨）

次代を担う子どもたちの「生きる力」を育むために� 教育問題委員長　伊東 潤一郎

活動 2 年目となる
2020年度は、私の教
育問題委員長通算 4
年の総まとめの年で
もあり、教育に関す
る提言の策定のほか、
当初は、教育界と連
携した様々な活動に

取り組むこととしておりました。しかし、コロ
ナ禍の影響により、教育施設の訪問や教師との
交流などの取り組みを行うことができず、新潟
経済同友会主管で開催予定だった「経済同友会
教育担当委員会交流会」、フィンランド、デン
マーク、スウェーデンへの訪問を予定していた
「海外教育事情視察」及びこれまでの視察参加
教員との意見交換会、キャリア教育に関する県
外視察や「教師と企業人との交流」など、予定
していた活動の多くを中止・延期せざるを得な
い状況となってしまいました。

このような中でも、「課外授業講師派遣」は、

多くの会員の皆さんにご協力いただき、15校に
19名の講師を派遣しました。制度創設以来の延
べ数は、281校・356名と着実に派遣実績を積み
重ねており、県内の学校に広く周知され、定着
が図られています。

3 月には、提言「子どもたちの『生きる力』
を育む社会の創造」を策定いたしました。提言
では、予測困難で先行き不透明な時代となる中、
これからの社会がどんなに変化しようとも自ら
の力で活躍できる人材の育成に向け、教師・学
校、子ども、親・家庭の 3 つの柱に加えて、コ
ロナ禍で顕在化したＩＣＴ教育の課題について、
取り組むべき方向性と具体的な10の方策を提示
しました。次代を担う子どもたちの「生きる力」
は、経済界含め社会全体で育んでいくことが必
要であり、この提言を基に取り組みが進んでい
くことを期待しております。

以上、教育問題委員会の活動報告及び提言の
説明を終わらせていただきます。 4 年間ありが
とうございました。

ラフカディオ・ハーンと富山所
ゆかり

縁の芸術を学ぶ� 文化スポーツ副委員長　高瀬 幸忠

活動 2 年目となる
2020年 度 は、 生 誕
170年かつ「ヘルン
文庫」など富山に所
縁のある「小泉八雲」
をメインテーマに活
動しました。また「富
山の歴史に刻まれた

重要な芸術を学ぶ」として、富山所縁の芸術家
と作品に関する勉強会も開催しました。

継続事業の「同友会の日」についても、開催日
を設定し地元プロスポーツチームを応援しまし
た。その結果、 7 回の委員会と 1 回の会員定例
会主管、3 回の「同友会の日」開催となりました。

メインテーマの「小泉八雲」については、 6
月の高志の国文学館企画展鑑賞を皮切りに、 8
月に中尾特別顧問による講演会「小泉八雲と富
山」、 9 月に高志の国文学館学芸員による勉強
会を開催しました。富山大学の「ヘルン文庫」
と「馬場記念公園」視察は、コロナ禍の影響に

より書面開催となりました。
11月には集大成として八雲が過ごした松江市

を訪問し、八雲の曾孫で小泉八雲記念館館長の
小泉凡氏によるミニレクチャーや、八雲所縁の
地を“八雲目線”で解説頂きながら視察しました。

富山所縁の芸術については、富山出身で歴史
に名を刻む水墨画家、陶芸・漆芸を対象に、各
館長や学芸員による勉強会を開催し、歴史など
を学ぶと共に、作品を鑑賞しました。

11月には会員定例会を主管し、女優 ･ エッセ
イストの檀ふみ氏、高岡市万葉歴史館館長の坂
本信幸氏、中尾特別顧問による鼎談「檀ふみさ
んと語るお酒の万葉歌」を開催しました。
「同友会の日」は、 8 月に富山 GRN サンダ

ーバーズ、10月にカターレ富山、 3 月に富山グ
ラウジーズを対象に、新型コロナウイルス感染
防止対策を講じて開催したところ多数ご参加い
ただき、大きな拍手で応援を送りました。

以上、文化スポーツ委員会の活動報告とさせてい
ただきます。2年間どうもありがとうございました。
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組織図

【2021 年度委員会委員長】

委 員 会 名 委　員　長 委 員 会 名 委　員　長
企 画 総 務 委 員 会 桶屋　泰三 教 育 問 題 委 員 会 高瀬　幸忠（新任）
企 業 経 営 委 員 会 伊勢　　徹 地 域 創 生 委 員 会 吉田　守一（新任）
人 財 活 躍 委 員 会 中澤　　宏 文化スポーツ委員会 島田　好美（新任）

企業経営委員会

企画総務委員会

人財活躍委員会

文化スポーツ委員会

地域創生委員会

教育問題委員会

特 別 顧 問

特 別 幹 事

会 計 監 事

＊常任幹事会は代表幹事、副代表幹事、常任幹事をもって構成する

＊幹事会は代表幹事、副代表幹事、常任幹事、特別幹事、会計監事、幹事をもって構成する

昨年に引き続きまして、コロナの状況を見な
がら事業を進めていきたいと思いますが、今年
度は創立60周年を迎えますので、まずは記念事
業が中心になります。この後の記念式典におい
て富山県に対して寄付金を贈呈したいと思って
おります。これは医療従事者支援に役立ててい
ただくため、富山県新型コロナウイルス感染症
対策応援基金に寄付をさせていただきます。

それから 2 つ目の記念事業といたしましては
ＳＤＧｓ宣言を発表したいと思います。

3 つ目の記念事業は記念講演であります。 6
月12日にヤフー株式会社 CSO の安宅和人氏を
お招きして講演会を開催いたします。安宅氏は
3 年前にも当会で講演していただきまして、ま

た昨年「シン・ニホン」という新しい本も出さ
れました。これからの時代に対する知見に触れ
たいと思います。

昨年度、企画総務委員会で検討を重ね、60周
年を契機に委員会を再編することにしました。
「企業経営」、「人づくり」、「地域づくり」の 3
つのカテゴリーに大きく分けて、企画総務委員
会を含め 6 つの委員会体制としました。

新型コロナウイルス感染症の収束にはまだ時
間がかかります。アフターコロナの時代を見据
えて、「連携」・「創造」・「行動」をキーワードに会
員一人ひとりが自己研鑽に努め行動することで、
輝く富山、日本再生へ寄与したいと思います。
以上で2021年度の事業計画の説明を終わります。

2021年度 事業計画

委員会再編 ₆委員会体制に
副代表幹事　牧　田　和　樹
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特別顧問　　　　

【特別顧問】7 名

山　田　圭　藏 元 北陸電力㈱会長

古　田　暉　彦 元 北陸電力㈱副社長

中　尾　哲　雄 元 ㈱インテック会長

髙　木　繁　雄 ㈱北陸銀行特別参与

久　和　　　進 北陸電力㈱取締役会長

米　原　　　蕃 米原商事㈱会長

新　田　八　朗 元 日本海ガス絆ホールディングス㈱社長

役　　員　　　　

【代表幹事】2 名

麦  野  英　順 ㈱北陸銀行取締役会長

 塩　井　保　彦 ㈱広貫堂代表取締役

【副代表幹事】2 名

牧　田  和　樹 ㈱牧田組取締役社長

桶　屋　泰　三  桶屋税理士事務所所長  

【常任幹事】9 名

久　郷　愼　治 ㈱久郷一樹園代表取締役　

羽　根　　　由 ㈱生活ネット研究所代表取締役

津　嶋　春　秋 ㈱アーキジオ取締役会長

大　橋　聡　司 大高建設㈱取締役社長

高　林　幸　裕 北電産業㈱取締役社長

白　倉　三　喜 富山日産自動車㈱取締役会長

稲　田　祐　治 加越能バス㈱取締役社長

池　田　安　隆 ㈱池田屋安兵衛商店代表取締役

石　坂　兼　人 石坂建設㈱取締役社長

【特別幹事】１4名（うち、新任 １ 名）

金　岡　純　二 ㈱富山第一銀行取締役会長

永　原　　　功 北陸電力㈱相談役

林  　　和　夫 朝日建設㈱取締役社長

松　原　吉　隆 大同産業㈱取締役社長

多　田　愼　一 第一物産㈱相談役

金　尾　雅　行 富山港湾運送㈱取締役社長

酒　井　正　人 富士商事㈱取締役社長

稲　葉　　　実 ㈱三四五建築研究所主宰

藤　谷　和　彦 ㈱ＯＳＣＡＲ取締役会長

金　岡　　  寛 金岡忠商事㈱取締役会長

伊　勢　彦　信 イセ食品㈱取締役会長

若　林　啓　介 ㈱若林商店取締役社長

川　本  元　充 北陸機材㈱取締役会長

◎本　田　百合子 アシステム税理士法人代表社員

【会計監事】2 名（うち、新任 １ 名） 

板　谷　　　聡 板谷経営工房㈲取締役社長

◎中　村　　　厚 日本クレアスコンサルティング㈱代表取締役

【幹　　事】87名（うち、新任 6 名） 

四十物　直　之 ㈱四十物昆布取締役社長

浅　野　雅　史 ㈱バロン代表取締役

五十嵐　博　明 ㈱サプラ相談役

池　田　治　郎 富山いすゞ自動車㈱取締役社長

石　倉　　　央 ㈱ＦＰ不動産センター代表取締役

伊　勢　　　徹 ㈱ライフサービス代表取締役

市　森　友　明 ㈱新日本コンサルタント取締役社長

伊　東　潤一郎 アイティオ㈱取締役社長

稲　垣　晴　彦 北陸コカ・コーラボトリング㈱取締役会長

◎稲　田　裕　彦 救急薬品工業㈱代表取締役

井　上　敏　夫 井上機材㈱代表取締役

庵　　　栄　伸 ㈱北陸銀行取締役頭取

今　井　壽　子 ㈲ゼフィール相談役

梅  川　雅  之 富山信用金庫常勤理事

梅　田　ひろ美 ㈱ユニゾーン取締役会長

浦　山　哲　郎 ㈻浦山学園理事長

小　川  万里絵 日本銀行富山事務所事務所長

奥　野　博　之 オークス㈱取締役会長

富山経済同友会　役員名簿
（2021年度）

（◎は新任）
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押　田　洋　治 ㈱押田建築設計事務所取締役社長

◎尾　城　敬　郎 三菱商事㈱北陸支店長

小　竹　秀　子 オダケホーム㈱取締役社長

片　山　浄　見 ㈱富山育英センター取締役社長

金　子　政　史 佐藤工業㈱常務執行役員北陸支店長

川　合　紀　子 ㈲ステップアップ代表取締役

河　上　弥一郎 河上金物㈱取締役社長

神　崎　直　志 三井物産㈱理事北陸支社長

木　村　　　準 ㈱日本抵抗器製作所取締役社長

金　田　俊　樹 ㈲きんた代表取締役

黒　田　　　昭 ㈱三田商会相談役

小　柴　順　子 ㈱コージン会長

◎小　杉　康　夫 ＧＲＮ㈱専務取締役

小　林　紀　男 富山日野自動車㈱取締役会長

◎貞　松　孝　洋 ㈱みずほ銀行富山支店長

渋　谷　清　澄 ㈱エヌエスブレーン取締役社長

島　田　俊　晴 ㈱島田樹脂代表取締役

島　田　好　美 ㈱島田商店代表取締役

千　田　由美子 ㈱アイザック・ユー取締役会長

高　瀬　幸　忠 ㈱スカイインテック取締役社長

◎髙　木　悦　朗 ＴＳＫ㈱代表取締役

高　田　順　一 阪神化成工業㈱取締役社長

髙　田　千　明 髙田食糧㈱取締役社長

髙　野　二　朗 タカノ建設㈱取締役社長

武　内　繁　和 武内プレス工業㈱取締役社長

竹　内　　　茂 ㈱婦中興業取締役社長

舘　　　直　人 たち建設㈱代表取締役

田　村　元　宏 ㈱タムラ設計 . 代表取締役

土　屋　　　誠 日本海ガス㈱取締役社長

寺　﨑　敏　治 富山製紙㈱取締役社長

寺　下　利　宏 ㈱ソシオ代表取締役

東　澤　善　樹 とうざわ印刷工芸㈱取締役社長

中　沖　　　雄 ㈱富山銀行取締役頭取

中　澤　　　宏 ㈱北陸銀行取締役常務執行役員

永　田　義　邦 （一財）北陸予防医学協会理事長

丹　羽　　　誠 ㈲ライフプラン研究所代表取締役

長谷川　達　雄 中央薬品㈱代表取締役

針　田　正　尚 クリーン産業㈱代表取締役

東　出　悦　子 ㈱アイペック代表取締役

福　島　鉄　雄 ㈱エフテック取締役社長

福　田　可　也 ㈱クレハロ代表取締役

藤　井　久　丈 医療法人社団藤聖会理事長

藤　井　裕　久 ㈱藤井産業取締役会長

細　川　泰　郎 細川機業㈱取締役社長

本　間　比呂詩 オリジン工業㈱取締役社長

増　山　一　雄 増山電業㈱代表取締役

松　嶋　重　信 ㈱レシーム専務執行役員

◎松　田　光　司 北陸電力㈱取締役常務執行役員

松　田　　　登 ファインネクス㈱取締役会長

水　口　昭一郎 立山科学㈱取締役会長

翠　田　章　男 ㈱トンボ飲料取締役社長

村　尾　于　尹 ㈱村尾地研取締役会長

森　　　幹　男 森商事㈱代表取締役

森　田　忠　雄 ㈱富山県義肢製作所取締役会長

森　田　弘　美 ㈱グループフィリア代表取締役

森　田　幸　弘 ㈱押田会計取締役社長

森　藤　正　浩 正栄産業㈱代表取締役

矢　野　　　茂 北陸電気工事㈱取締役社長

山　口　昌　広 北酸㈱取締役社長

山　下　清　胤 三協立山㈱相談役

山　瀬　　　孝 ㈱ジェック経営コンサルタント取締役社長

山　野　昌　道 ㈱チューリップテレビ取締役社長

山　本　小　恵 山本司法書士事務所所長

遊　道　義　則 ㈱ユニオンランチ取締役社長

吉　岡　隆一郎 ㈱文苑堂書店取締役会長

吉　田　守　一 ㈱日本政策投資銀行富山事務所長

吉　田　　　登 北登精機㈱代表取締役

米　田　祐　康 金剛薬品㈱取締役会長

綿　貫　勝　介 トナミホールディングス㈱取締役社長

以　上

（202１年 4 月27日現在）

※当会では役職が代表取締役会長、代表取締役社長の
場合、「代表」は省略させていただいております。
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教育問題委員会（伊東潤一郎委員長）は、第
10・11次委員会（平成29年度～令和 2 年度）の
活動を総括し、提言「子どもたちの『生きる力』
を育む社会の創造」をとりまとめ、 3 月幹事会
での審議を経て、 3 月29日㈪に記者発表した。
会見には、伊東委員長のほか、大橋聡司担当役
員、高瀬幸忠副委
員長が出席した。

提言では、次代
を担う子どもたち
の「生きる力」を
社会全体で育んで
いくために、教師・
学校、子ども、親・
家庭の 3 つの柱に加えて、コロナ禍で顕在化し
たＩＣＴ教育の課題について、取り組むべき方
向性と10の方策を提示。

具体的には、教師力をより向上させていくた
め、企業人をはじめとした多様な交流機会の創
出や教師の中長期インターンシップの実施、当
会が長年取り組んでいる課外授業講師派遣のさ
らなる充実や、企業経営者として従業員の家庭
教育へのサポート、さらにＩＣＴ機器の活用や

リテラシー向上支
援など、ＩＣＴの
特性を最大限活用
した学びの充実な
どを提言している。

提言の記者発表
後には、富山県教
育委員会教育長へ
提言書を手交。幹部職員との意見交換を行い、
今後、提言内容の実現に向けて、連携して取り
組んでいくことを確認した。

提言の概要は、以下のとおり。

〈委員長所感〉
　これまでの社会課題だけでな
くコロナの発生という、今まで
に経験したことのない課題を乗
り越えていくためには、次代を
担う人材育成が不可欠だという
観点から、今回の提言をまとめ
させて頂きました。経済界を含
む社会全体が一体となって取り組むことが大切です。
提言の取りまとめにご協力頂いた皆様に感謝すると
共に、これからもご協力をお願い致します。

子どもたちの「生きる力」を育もう
― 教育問題委員会、提言を発表 ―

₃　今後の方向性と具体的な方策

教師
学校

　・「教師力向上」の機会の充実
　　　　・教育現場の「働き方改革」の推進
［方策①］教師と企業人等との多様な交流機会の創出
［方策②］教師の中長期インターンシップの実施
［方策③］経済界や地域社会による学校教育への支援

子ども 　・企業人による課外授業の充実・促進
　　　　・より多くの職業体験機会の提供
［方策④］課外授業講師派遣の拡充
［方策⑤］職業体験事業のさらなる推進

親
家庭

　・「伝えよう “親心 ” 推進月間」の充実
　　　　・親としての成長機会の提供
［方策⑥］家庭でのふれあい機会の創出
［方策⑦］家庭の教育力向上に対する取り組み
［方策⑧］企業における「仕事参観」の実施

ICT 　・遠隔授業の環境整備
　　　　・ＩＣＴツールの活用促進
［方策⑨］ＩＣＴ機器の積極的な活用
［方策⑩］ ＩＣＴツール活用のためのリテラシー

向上支援

提 言 の 概 要
₁　提言の趣旨

　コロナ禍に象徴されるように、急激に変化する時代の中で、次代を担う子どもたちは、様々な社会の変化を
乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手として、予測不可能な未来社会を自立的に「生き
る力」を高めていくことが必要。
　子どもたち一人一人の可能性を最大限に引き出すために、子どもたちの「生きる力」を育む社会の実現を目
指して、我々経済界も共に行動し、コロナ後の新しい時代にふさわしい教育の実現に貢献していく。

₂　教育問題委員会での活動と課題等

伊東委員長

提言を発表する伊東委員長（中央）

伍嶋教育長へ手交
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地域創生委員会（山野昌道委員長）は、今次
活動（令和元年度から 2 年度）の成果として提
言『デジタル化推進による地域創生～「デジタ
ル・ワンチーム」とやま～』をとりまとめ、 3
月幹事会での審議を経て 4 月14日㈬に発表した。

提言では、はじめにデジタル化が求められる
背景や県内での取り組み状況などの現状分析を
行うとともに、他都市におけるデジタル化推進
などに関する先進事例について整理した。

次に、デジタルという“手段”により目指す
べきゴールを①利便性・生産性の向上、②安全・
安心な社会の構築、③新しいサービスのビジネ
スの創造による「地域全体としての「都市力」

「地域力」の向上」であるとし、具体的なイメ
ージを示すとともに、この実現に向けた課題を
整理した。

これらを基に、行政・経済界・社会全体が取
り組むべき施策の方向性として①県と市町村が
一体となった行政のデジタル化、②経済界が取
り組むべきデジタル化、③産学官連携による社
会全体のデジタル化を挙げ、それぞれの観点か
ら取り組むべき13の施策について提言した。

提言の概要は下記のとおり。

〈委員長所感〉
　デジタル化は目的ではなく手
段です。富山県、富山市、高岡
市のトップがともに変わる今こ
そ、地域が一体となって地域力
向上を図るべきであり、そのき
っかけとなりベースとなるのが
デジタル化であると思います。
具体的な行動につなげていきたいと思います。
　担当役員、委員の方々をはじめ、提言作成にあ
たりご協力賜りました皆様に心から感謝申し上げ
ます。

持続的な地域の発展を－デジタル化の推進
～ 地域創生委員会、提言を発表 ～

○提言の趣旨
人口減少時代における地域創生として、行政や
民間、大学や研究機関、地域住民らが一体とな
ったデジタル化の推進による地域活性化につい
て提言

○提言の構成
１．現状認識

デジタル化が求められる背景、県内の取り組
み状況（自治体、民間）、新型コロナウイル
スの影響などを整理
₂．他都市の事例

福島県会津若松市、香川県高松市の事例
₃．目指すべきゴール

①利便性・生産性の向上、②安全・安心な社
会の構築、③新しいサービスのビジネスの創
造による「地域全体としての「都市力」「地
域力」の向上」

₄．現状の課題
行政システムの不統一、自治体間の連携不足、
データ分析人材の不足、企業の理解・参画不
足などを整理
₅．採るべき施策（提言）

①県と市町村が一体となった行政のデジタル
化
②経済界が取り組むべきデジタル化
③産学官連携による社会全体のデジタル化の
観点から13の施策を提言

＜別冊＞�富山の経済人が本気で考えて実際行っ
てみた！　とやま半日観光コース

提 言 の 概 要

山野委員長
提言を発表する

山野委員長と稲田担当役員
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人財創出委員会（中澤宏委員長）は、今次活
動（令和元年度から 2 年度）の成果として提言
『高度人材の確保育成に向けた新たな協働・連
携事業の推進』をとりまとめ、 3 月幹事会での
審議を経て 4 月14日㈬に発表した。

提言では、まず富山県の現状分析をおこなっ
た上で、委員会が 2 年間で取り組み実施してき
たことからの学び・考察を踏まえて、富山県が
抱える課題を明らかにし、解決に向けての具体
的なアクションプランを提示した。

高度人材の確保育成に向けた 3 つの提言とし
て、①富山型地方創生テレワークの推進、②Ｕ
ＩＪターン・人材マッチングの促進、③起業支
援のそれぞれについて、官民・（公社）経済同
友会との新たな協働・連携モデルを示した。

次年度以降は、「人財活躍委員会」として本
提言の実装、各組織との協働・連携による実証
を行っていく。

提言の概要は下記のとおり。

〈委員長所感〉
　これまで希薄だった各分野に
おける組織間の連携を強め、プ
ラットフォーム化させていくた
めに、当会が結節点の役割を担
っていきたいと考えています。
　来年度以降は、本提言の実装
期間として具体的に官民・東京
の経済同友会等との連携を図り、目指すべき姿に
向かって一歩ずつ具体化させていきます。
　委員の方々をはじめ、提言作成にあたりご協力
賜りました皆様に心から感謝申し上げます。

高度人材の確保育成のための新たな協働・連携事業の推進
～人財創出委員会が提言～

○提言の趣旨
高度人材の確保育成に向け、「富山型地方創生
テレワークの推進」「ＵＩＪターン・人材マッ
チング」「起業支援」についてそれぞれ官民・（公
社）経済同友会等との新たな協働・連携モデル
を提示。

○提言の構成
１．日本と富山の現状分析

人材不足、多様な働き方、起業支援、留学生
就労支援等について現状を分析

₂．富山県の人財創出における課題と解決策
人材不足、多様な働き方、起業支援、留学生
就労支援に対する課題と解決策を提示

₃．委員会の₂年間の取り組みと学び・考察
アンケート調査、講演会やイベント開催等の
取り組みから得た学びの整理・考察

₄．具体的なアクションプラン
以下 3 つの提言について、新たな協働・連携
モデルを示し、アクションプランを提示
　①富山型地方創生テレワーク
　②ＵＩＪターン・人材マッチングの促進
　③起業支援

提 言 の 概 要

中澤委員長
提言を発表する

中澤委員長と石坂担当役員
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「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」
3月会員定例会（R3．3．3）講演録

講師�：ラクスル株式会社 代表取締役社長CEO　松本 恭
やす

攝
かね

　氏

3 月会員定例会が 3 月 3 日㈬、富山第一ホテ
ルで開催され、ラクスル株式会社　代表取締役
社長 CEO の松本恭

やす

攝
かね

氏が「仕組みを変えれば、
世界はもっと良くなる」と題して講演を行った。
講演会は人財創出委員会（中澤宏委員長）が主
管し、東京と会場をオンラインで結ぶリモート
登壇の形で行われ、オンラインを含め会員約
160名が参加した。

松本氏は、まず故郷富山への想いに触れてか
ら、自社の歴史と変革してきた業界のサービス
について説明。印刷業界の「ラクスル」、物流
業界の「ハコベル」、広告業界の「ノバセル」
という 3 つのサービス運営について解説した。

また、自身が重視するビジネスの考え方とし
てシェアリングエコノミーとプラットフォーム
を掛け合わせた自社の造語、「シェアリングプ
ラットフォーム」について説明した。製販一体

の垂直統合
型のビジネ
スモデル、
ピラミッド
構造の問題
点を指摘し、
こうした産
業構造をインターネットテクノロジーを入れて
変えていくことが自社のミッションだと伝えた。

最後に、今の大河ドラマの主人公・渋沢栄一
は私の人生のロールモデル。渋沢さんのように
何百という数は難しいが、大きな業界を10個ぐ
らいは変えるテクノロジー・プラットフォーム・
イノベーションを起こしていきたい。二、三十
年をかけて21世紀の様々な産業インフラをつく
っていきたい、と壮大なビジョンについて語り、
講演を締めくくった。

（講師プロフィール）
　1984年富山県生まれ。慶應義塾大学卒業。A.T. カーニー
に入社し、コスト削減プロジェクトに従事する中で、印刷
費が最もコスト削減率が高いことに気づき、印刷業界に興
味を持つ。

　業界の革新を志し、2009年にラクスル株式会社を設立。
2013年より印刷機の非稼働時間を活用した印刷の E コマー
ス事業「ラクスル」を提供。また、2015年12月より物流の
シェアリングプラットフォーム「ハコベル」を開始し2020
年4月からは広告の新規事業「ノバセル」を展開。

　「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」をヴィジ
ョンに巨大な既存産業にインターネットを持ち込み、産業
構造の変革を行う。

18歳のとき、富山はダサい、早く出たいとの
思いで東京へ向かいましたが、十数年ぶりに戻
ると、自然や食事など本当に恵まれた土地だと

実感しました。あわせて、岩瀬のまちづくりを
はじめ、センスや情熱を持ってその地域のよさ
を最大限に引き出すリーダーがたくさんいます。

テクノロジー・プラットフォーム・イノベーションで業界を変革！
松本恭攝氏講演 ―₃月会員定例会―
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友人たちはそんな方々と出会い、おいしい食事
を取りながら語り合ったことが体験となり、富
山を好きになって帰ります。そんな地元・富山
が今では誇りです。

◆　変革した₃業界のサービス
当社は2009年に設立、一昨年 8 月に東証一部

に上場し、現在、時価総額1，000～1，500億円を
行き来する会社です。インドとベトナムのスタ
ッフ約50名を含め、社員数は約360名。「仕組み
を変えれば、世界はもっと良くなる」というビ
ジョンを掲げ、歴史ある産業にインターネット
を持ち込み、産業構造そのものを変えることで
より良い社会をつくることをコンセプトに、印
刷業界で「ラクスル」、物流業界で「ハコベル」、
広告業界で「ノバセル」という 3 つのサービス
を運営しております。
・ラクスル（印刷）

主にチラシなどの印刷物を簡単に発注して受
け取れるサービスです。日本中、100社強の印
刷会社とネットワークし、自分たちでは印刷機・
工場を持たずに、印刷会社の空いた時間を活用
することでオンラインの需要とのマッチングを
図ります。

誰でも「ラクスル」（楽にする・刷る）とい
うコンセプトの下、印刷に不慣れな方でもテン
プレートから選んでオンライン上で編集して、
簡単にチラシができます。また、最近では、紙
以外への印刷でノベルティ制作、マスクやお菓
子、ウエアなど幅広い物のカスタマイズも行っ
ております。

また、チラシ印刷後、例えば富山駅の周辺で
何月何日に配りたいとします。グーグルマップ
を使い、オンラインでエリアを選択。すると、
ポストへの投函部数、印刷プラス配布の単価が
表示され、その合計額でマーケティングのお手
伝いが可能となります。つまり印刷後、それを
配布することによる集客支援まで行えます。

具体的には、まずお客様から我々に発注いた
だき、その情報を整理した上で複数の会社に発
注をかけます。その印刷をした印刷会社、また
配布会社からお客様に物を届けていただく。
我々はお客様からお金をいただき、利益を差し

引いた部分
を印刷会社、
配布会社に
お渡しする
形です。自
分たちでは
アセットを
抱えずに、
インターネットで集客し、その情報を効率よく
生産できるような形に加工してお客様にお渡し
する、ある種のアグリゲーター、コーディネー
ターのようなビジネスです。このラクスル、印
刷を中心とした事業は約200億円の売上げにな
っております。

この事業を 2 つの方向で拡張しようとしてい
ます。まず、ポスティングチラシです。中小企
業を中心に60万社、個人も含めると130万のお
客様にご利用いただいておりますが、ラクスル
で刷るというのは、印刷物よりも、チラシを使
いアクセスしたお客様を獲得したいという販促
目的のケースが多いので、集客支援による販促
の最大化を図りたいのです。

また、我々は非常に強い生産性向上のコンサ
ルティングチームを持ちます。工場はあるが、
なかなか販売ができない。ましてやオンライン
ではという会社に対し、マーケティングをしま
すので商品をご提供くださいという形で、Ｂ to
Ｃは強いが、Ｂ to Ｂが弱い会社の販売チャネ
ルになるために、印刷外への領域拡張に注力し
ています。

そうした中、小さな会社でも簡単にホームペ
ージがつくれるサービス「ペライチ」で、例え
ばマッサージ屋さんは、オンラインで予約や事
前決済だと20％オフのようなサービスも可能に
なりました。また、取得が難しくて高い段ボー
ルを、日本全国の段ボール会社をネットワーク
し、小ロットで購入して自社の印刷も入れられ
るサービスで急成長するｅコマースの会社・ダ
ンボールワンに、当社グループに参画いただき
ました。
・ノバセル（広告）

広告業界は、電通の中興の祖・吉田秀雄さん
が、日本全国のテレビ局のネットワークをつく
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り、視聴率という概念を発明するなどしてこれ
まで展開してきました。すばらしい仕組みです
が、これだけ多くの人がインターネットを使い、
ｅコマースの時代になる中で、テレビＣＭの在
り方をアップデートしていこうとスタートした
のがノバセルです。

テレビＣＭは非常に高額に思われる集客手段
ですが、同じ本数を流しても、富山であれば東
京の100分の 1 のコストで済みます。広告代理
店は、小さな会社には、手間の割に利益が上が
らないというので、あまり売りたがりません。
そこで、地方で細切れにして販売することによ
って、どこでもテレビＣＭを集客手段として使
えるように考えました。

テレビＣＭには課題が 2 つありました。 1 つ
は大きなクライアントにしか販売に行かなかっ
たこと、もう一つは、認知率でこの業界のコミ
ュニケーションは図られていましたが、それが
上がっても売上げや利益の増加に直結するわけ
ではないことです。そこで、広告投資が幾らの
売上げ、利益になったのかを計測して費用対効
果が明確に見えるように、新たに運用型テレビ
ＣＭの提供を始めました。効果が実感できない、
広告業界が抱えるアナログ的な部分をインター
ネットの活用で自動化し、生産性を上げていく
取組です。

効果の可視化として、ウェザーニューズ（気
象情報会社）のスマホアプリの事例です。テレ
ビＣＭは多くても二、三パターンしかつくりま
せんが、121パターンつくり、エリア別や今日
の天気と連動させる形で毎日違うクリエイティ
ブをインターネット広告のように非常に細かく
流していき、どういうＣＭだとたくさんダウン
ロードしてもらえるのかを 1 分単位で計測する
のです。そして、その時間にサイトに何人来て、
ダウンロードが何本行われたのかを全てデータ
で可視化し、取捨選択を繰り返していくと、効
率のいいテレビＣＭだけが残ります。悪いもの
とでは費用対効果に10倍以上の差が出ます。

テレビＣＭ業界を、タレントとキー局、そし
てゴールデンタイムというパッケージで何億円
のビジネスから、 1 本10万円のクリエイティブ、
1 回の放映を数千円に。大手広告代理店のテレ

ビＣＭアプローチとは全く違う形で業界を変え
ていきます。直近では、広告業界第 3 位のＡＤ
Ｋと提携して、一気にシェアを伸ばしにいって
おります。
・ハコベル（物流）

今度は物流ですが、これも我々はトラックを
持っておりません。日本全国の運送会社にこの
アプリをダウンロード、もしくはオンライン登
録していただくと、ハコベル上で仕事が流れま
す。お客様が配達場所や日時を入力すると金額
が表示され、ドライバーに情報が行き、最短だ
と 1 時間以内で荷物を受け取りに来てくれ、配
達先に届けられます。

つまり、基本的にはウーバーのトラック版マ
ッチングですが、このプラットフォームを提供
するだけではなく、効率よく運送会社が仕事で
き、荷主が運送会社とつながるためのシステム
を開発し、提供しています。

これまで大手の会社では、運送計画づくりを
数名が自らの勘や経験を基にエクセルで行って
いたのでなかなかそのデータが最適化されませ
んでしたが、荷物の情報を全て見える化して、
トラックや積載順による効率的な配送、また運
送を委託する際のコストや配送ルートなどをＡ
Ｉによって最適化していくエンジンをお客様に
提供しております。

ハコベルでは、運送会社やメーカー、荷主も
お客様になっていただき、こうしたシステムの
提供、マッチングという 2 つのビジネスを行っ
ております。

運送業界は情報が分断されていることが非効
率の最大の原因です。どの会社が空いているの
か、荷物を運べるのか、どこに荷物があるのか
という情報がばらばら、しかもアナログでつな
がらない。これを全てオンラインに乗せてデー
タとして一
元管理して
最適化する
ことによっ
て業界の非
効率を変え
ていく取組
がハコベル

₃月会員定例会
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KOUENROKU

の事業です。
我々の事業全体では、印刷が 6 割、広告が 3

割、物流が 1 割で、コロナで大分影響を受けた
のですが、年40～50％の成長を続けております。

◆　シェアリングプラットフォームで水平分業に
重視する考え方、ビジネスのつくり方として

「シェアリングプラットフォーム」があります。
シェアリングエコノミーとプラットフォームを
掛け合わせた当社の造語です。

これまでは多くの産業でアセットヘビー、銀
行から大きく借り入れ、多くの機械を購入し、
販売員を雇用することによって製造と販売を一
体化する製販一体の垂直統合が成立していまし
た。そして、大きな会社が自社のキャパシティ
ー以上の仕事を請けて、下請の会社に製造して
もらう。下請、元請、孫請がそれぞれ少しずつ
利益を得ている、最適化されたピラミッド構造
になっていました。しかし、この取引では、仕
事をする人の受取額と依頼する人の支払額に大
きな乖離が生じます。大企業から小企業に仕事
が渡る間にあるたくさんのレイヤーが、ある種
の摩擦になってしまうのです。

こうした産業構造を、インターネットテクノ
ロジーを入れて変えていくことが我々のミッシ
ョンです。具体的には、小さな印刷会社や運送
会社をネットワークして仮想的に大きな会社を
つくることにより、ダイレクトにプラットフォ
ームのラクスルやハコベルを通じて小さな会社
にアクセスし、仕事をしていただきます。

これまで大企業は、供給する物の量と質、そ
して信用（決済）を保証する 3 つの大きな役割
を担っていました。これがまさに摩擦として発
生するコスト部分ですが、ラクスルの事業であ
れば、200人弱で200億円以上を売上げ、 1 人当

たりでは大
企業に比べ
て非常に高
い生産効率
を誇ります。
それは、労
働集約では
なく、日本

中の人が使えるテクノロジー、エンジニアが中
心の会社だからです。このテクノロジーが信用
と供給と質を保証することによって、大企業の
役割をプラットフォームが代わって担えるので
す。そして、非常に効率のよい需要と供給のマ
ッチングが産業の在り方を変え、結果的に末端
で実際にサービスを供給する方々がこれまでよ
り多くお金をもらえ、支払う側も安く上がりま
す。

このように、取引の摩擦を減らし、垂直統合
されていた産業構造を製販分離の水平分業にし
ていくことにより、デジタル時代の21世紀型産
業構造づくりを目指しているのです。

また、我々は売上総利益を最大化させること
を重視しています。売上げはお客様からの信頼
を表し、そこからサプライヤーにどれだけ支払
えるかがその産業に対する価値貢献となります。
この差分が売上総利益であり、社会における
我々の存在価値を示すと思うからです。そして、
大きな利益を出すよりも人財投資でイノベーシ
ョンを生み出し、産業の在り方を変えていくこ
とを経営の柱にしております。

実は 4 つ目の事業も準備中です。新規事業を
考える際には、まずＢ to Ｂに絞ります。そして、
巨大な市場で多重下請構造にあり、業務が非常
にアナログだからこそ低利益の業界が対象とな
ります。デジタル化、効率化することで利益率
は大きく上げられますので、ｅコマースやシェ
アリング、業務ソフトウエアによりアプローチ
を図ります。こうした業界特性とアプローチを
一定程度型化して、たとえその業界の経験がな
くても、課題の解決方法を常日頃から考えなが
ら事業を開発しております。
★　　　　☆　　　　★　　　　☆　　　　★

今の大河ドラマの主人公・渋沢栄一は人生の
ロールモデルです。渋沢さんのように何百とい
う数は難しいのですが、大きな業界を10個ぐら
いは変えるテクノロジー・プラットフォーム・イ
ノベーションを起こしていきたいと思います。
二、三十年をかけて21世紀の様々な産業インフ
ラをつくっていくことが私のビジョンです。
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全国44経済同友会は、 4 月 8 日㈭、新型コロ
ナウイルス感染症の拡大の影響で「リアルとオ
ンラインを組み合わせた新たな形式」で、第33
回全国経済同友会セミナーを開催した。今年度
は、『新しい日本の再設計～コロナショックを
新日本創造の契機に～』をテーマに、リアル（東
京）とオンライン
合わせて、全国か
ら 約1，100名 の 企
業経営者らが参加、
当会は、リアルは
塩井保彦代表幹事、
オンラインでは18
名が参加した。

開会に先立ち仙台経済同友会が制作した「震
災から10年、そしてこれから－」と題するビデ
オ上映が行われ、東日本大震災からの復興状況
について大山健太郎代表幹事のメッセージを添
えて報告された。

開会では、全国セミナー 企画委員長の（公社）
経済同友会 市川晃副代表幹事が挨拶。コロナ
禍がもたらした価値観の変容やデジタル化の進
展を柔軟に受け止め、それぞれの地域や事業分
野において新たな価値創造へと繋げていきたい
と抱負を語った。

続いて基調講演
が行われ、華厳宗
管長・第223世東大
寺別当 狹

さ

川
がわ

普
ふ

文
もん

氏が「奈良時代に
おける医療体制か
ら学ぶ～感染症対
策に対する取り組み～」と題して講演した。狹川
氏は日本において医療福祉が国の施策として始
まったのは、聖武天皇（724年に即位）が医師を
全国に派遣し、病人への医療と栄養補給を指示
する詔を出した726年だと説明。730年には聖武
天皇の妃、光明皇后が皇后宮職に施薬院を設置
し庶民にも医療の恩恵が及ぶようにした。また、
735年に日本に天然痘が大陸から伝わり大流行
したが、聖武天皇は救済策として税の免除や罹

災者に米穀
の支給など
を行い、738
年の 1 月に
は天然痘の
流行は終息
したとのこ
とである。

その後、 2 つのパネルディスカッションが開
催された。最初のテーマは「新時代を生き抜く
真のＤＸを実現するために」と題し、日本のデ
ジタル化の課題についてディスカッションが行
われた（モデレーター：尾堂真一氏（中部経済
同友会 代表幹事）、パネリスト（奥田直彦氏（総
務省）、関行秀氏（日本電気㈱）、小宮昌人氏（㈱
野村総合研究所））。デジタル庁創設など官のデ
ジタル化推進の動向、民間企業、特に製造業の
デジタル化の推進について意見交換された。

続いて、
「分散型社
会～東京一
極集中の是
正～」と題
するパネル
ディスカッ
ションが開
催された（モデレーター：秋池玲子氏（（公社）
経済同友会 副代表幹事）、パネリスト：貫正義
氏（福岡経済同友会 代表幹事）、大山健太郎氏
（仙台経済同友会 代表幹事））。貫代表幹事は
初めに昨年11月に開催された札仙広福・四極円
卓会議で共同声明を出し、東京一極集中是正を
国に求めたことを紹介、その後、福岡経済同友
会と仙台経済同友会の分散型社会実現に向けた
取り組みを両代表幹事が説明した。

閉会にあたり、（一社）関西経済同友会の古市
健代表幹事が本大会のアピール文を発表したあ
と、次期開催地の（一社）神戸経済同友会 富田
健司代表幹事が挨拶、最後に（公社）経済同友
会の櫻田謙悟代表幹事が閉会挨拶を行いセミナ
ーが終了した。

初のリアルとオンライン併用で開催
第33回全国経済同友会セミナー（デジタル大会）

塩井代表幹事

基調講演
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働き方改革委員会（遊道義則委員長）は 3 月
17日㈬、オークスカナルパークホテル富山にお
いて、今次最終となる第 6 回委員会を開催し、
委員32名が出席した。

冒頭、遊道委員長が
「コロナで、世の中は
非常に速いテンポで変
化すると改めて実感し
た。考え、行動せざる
を得ない状況になった
という点でプラスの面
もあったのではないかと思う」と挨拶した。

会議では、 2 年間の活動内容をまとめた報告
書案が了承された後、 2 年間の委員会活動を振
り返って、出席した委員から「講演を聞くだけ
ではなく、考える場を提供してもらったのがよ
かった」「自社の取り組みのきっかけになった」
「ワークショップ形式の意見交換が有意義だっ
た」などの感想が述べられた。

続いて、富山県総合政策局少子化対策・県民

活躍課長 山下章子氏を講師に招き、「人口減少
社会と働き方改革」と
題して講演会を開催し
た。山下氏は、富山県
の少子高齢化の状況を
説明し、今後の展望と
して「働き手を増やす、
出生率を上げる、労働
生産性を上げる」ため
に、一刻も早く働き方改革が必要であると訴え
た。そして、「働き方改革は企業の文化を変える
こと」であり、時間制約のある人が増え人材確保
がより困難となる中、これからの職場は「男女
がともに活躍し、短時間で効率良く、多様性に満
ちた組織」となることが必要であると説明した。

最後に、津嶋担当役員が「人口減少に耐えう
る社会を作っていくには、働き方改革において
も新しいモデルへの転換が必要。未来をどう創
るかという切り口で今後も活動を続けてほし
い」と挨拶し、今次委員会を締めくくった。

₂年間の活動を総括
―第₆回働き方改革委員会―

3 月 3 日㈬、第 8 回企画総務委員会（桶屋泰
三委員長）が富山第一ホテルで開催され、委員
12名が参加した。20年振りにリニューアルする
ホームページと創立60周年記念式典で配付する
しおりの内容について意見交換した。桶屋委員
長が挨拶の後、羽根由60周年記念事業担当役員
が議事を進行した。ホームページについては、
製作中のホームページをスクリーンに投影し、
各委員に意見を求めた。「非常に見やすい」と
感想を述べる委員が多く、「トップページには
当会の活動を掲載することを今後検討したらど

うか」、「会報もホー
ムページで閲覧でき
るようにしたらどう
か」などの意見がで
た。

次に、記念式典で
配付するしおりの内容について意見交換を行い、
しおりには、この10年間に策定した提言のタイ
トルが掲載されており、提言の詳細をＱＲコー
ドからホームページで閲覧できものとした。

4 月16日㈮、第 9 回企画総務委員会をインテ
ックビル 2 階会議室で開催し、委員11名が参加
した。今回は、2021年度定時総会ならびに創立
60周年記念式典当日の運営について、企画総務
委員会で協力して実行するため、事前打ち合わ

せとして開催した。当日の流れを事務局が説明
し、各場面を頭に描きながら意見交換を行い、
タイムスケジュールに基づき役割分担、当日の
動きについて確認した。

企画総務委員会
新ホームページと記念式典のしおりについて意見交換　―第₈回―

いよいよ60周年記念式典！　―第₉回―

遊道委員長

山下講師
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牧田社長ははじめに、計算式は誰がやっても
同じ答えになるが、社会に出ると、人によって
答えが異なる問題に多く直面するとし、その際、
ＡＩは答えを考えるガイドになるかもしれない
が、データに基づく確率論であり、必ずしも正
しいわけではないと説いた。

そして、我々は自分と自分以外の他者との関
わりを前提とした社会で生きており、人と人と
の間につながりのある人間社会では相手のこと
を考えることが大事だが、ＡＩにはそれができ
ない。「これから、ＡＩができることとＡＩで
はできないことに社会は分かれていく。ＡＩと
同じことをやるような人生を歩んでいては、よ
りよく生きることはできない」と訴えた。

さらに、「自分以外の人との関係をどれだけ

良くするかによっ
て、人生は大きく変
わる」としたうえで、
人間の関係には、興
味、好意、共感、信
頼、尊敬という段階
があり、人間社会に
おいて人間関係を
良くするには周り
の人を思いやるこ
とが大切。「より多
くの人とこのプロセ
スを築いていくことで人生は豊かになり、ＡＩ
に勝つことができる」と強調した。

最後に、「思いやりを実践するには力が必要
であり、知識がないと対応することはできない。
今、学校で学んでいることは、これから社会に
出ていろいろな問題を解決するために必要な知
識であり、それが人生の礎となり将来に繋がっ
ていく」と述べ、授業を締めくくった。

これからの時代に求められること
― 課外授業講師派遣 ―

第15回 富山県立富山北部高等学校
令和₃年₃月₅日㈮、牧田和樹氏（㈱牧田組取締
役社長）が富山県立富山北部高等学校において、₁
学年239名を前に「ＡＩ時代によりよく生きる」をテ
ーマに課外授業を行った。

令和 3 年 4 月23日㈮、神崎直志氏（三井物産
㈱理事・北陸支社長）が県内15市町村・共済組合の
新任職員181名を対象にオンライン講演を行った。

神崎支社長はまず、自己紹介を兼ねて総合商
社の生い立ちを紹介。商社が国内外の情勢の変化
に合わせて仕事の中身を変化させてきたことを、
自身の経験談やエピソードを交えて紹介した。

次に、これから地域の行政サービスを担う新
任職員に「 3 つのメッセージ」と題し語りかけた。
⑴世界は多様性に満ちている

三井物産では外国人と共に働くのは当たり前。
人種や国籍に関わりなく共に新しい価値を創って
います。富山でもバスケの八村選手や歌手の
CHIKO さんを富山人として皆さん応援していま
すよね。一段進めて、富山を良くしようと働く人、
富山を愛する人たちを、仲間として心を開いて迎
え入れて欲しいと思います。今後地方は、急速に
人口が減少する中、いかに広く多様な人々を受け
入れられるかが勝負です。
⑵やっぱり勉強しましょう

日本人は先進国の中でも、学校を卒業した後、
最も勉強しない国民と言われています。民間では
「Pay for Performance」（注：年功ではなく業績

達成度に基づく賃
金体系）が当たり
前で、終身雇用制
の維持も徐々に難し
くなっています。勉強して、是非自分の価値を高
めていってもらいたいと思います。
⑶道徳なき経済は犯罪であり、経済なき道徳は寝
言である

これは二宮尊徳の言葉。前半部分は自明だが、
自分は後半部分に意味があると思っています。「精
神論だけでは生きていけない。価値を作り出し、
社会的な富を生み、サステナブルに再生産してい
くことが重要」と解釈しています。

今後皆さんが従事される行政の仕事は、社会
的に意義ある良い仕事です。それに満足せず、効
率的か、経済的にサステナブルか時々点検してみ
て下さい。

最後に「障子を開けてみよ、外は広いぞ」と
のトヨタグループ創始者・豊田佐吉の言葉を引用。
「富山は世界でも有数の素晴らしい街。ただ、他
にも素晴らしい街、素敵なモノは沢山ある。是非、
外へ出て勉強し、見聞を広げていって欲しい」と
エールを贈り、講演を締めくくった。

「障子を開けてみよ、外は広いぞ」
神崎直志氏・富山県市町村新任職員研修で講演

「ＡＩにできないことを見つけ
よう」と牧田社長

神崎支社長
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3 月24日㈬、文化スポーツ委員会（五十嵐博明
委員長）は地元プロスポーツを応援する「同友会
の日」を開催し、富山市総合体育館において富山
グラウジーズ対宇都宮ブレックス戦を観戦した。

1 試合当たりの平均失点がリーグ最少で首位
を走る宇都宮と、 1 試合当たり平均得点がリー
グ最多で 5 位に付けている富山との好カードで
あり会場はほぼ満席となる中、当会も麦野代表
幹事、牧田・桶屋両副代表幹事をはじめ会員は
もとより、会員所属企業の従業員とその家族な
ど約320名が参加する大応援団となった。

試合前に五十
嵐委員長より激
励の挨拶があり
「富山グラウジ
ーズの勝利に向
けてみんなで応
援しよう！」と
スタンドの観客
に熱く訴えた。

試合は富山の猛攻とゾーン守備が冴えわたり
14点リードで前半を折り返すも、宇都宮の必死
の追い上げによる大接戦となった。最終盤まで
激しい攻防が続いた結果、試合時間残り 1 分の
ところで決勝シュートを決めた富山が90－85で
追いすがる宇都宮を制し、見事な勝利を飾った。

当会大応援団
より、選手の気
迫あふれるプレ
ーへの大きな拍
手が送られるな
ど会場は終始熱
気に包まれると
ともに、職場の
同僚や家族で観
戦するなど参加
者は楽しいひと
時を過ごしてい
た。

熱い応援が勝利を導く
～ 「同友会の日」富山グラウジーズ ホームゲーム観戦 ～

慶事のお知らせ

おめでとうございます
令和 3 年春の叙勲、褒章において、当会会員が晴れの栄誉を受けられました。
心からお喜び申しあげますとともに、今後ますますのご健勝とご活躍を祈念申し上げます。

旭日双光章 黄綬褒章

金尾　雅行 氏
富山港湾運送㈱
取締役社長
（当会 特別幹事）

堂田　重明 氏
㈱福見建築設計事務所
取締役会長

五十嵐委員長 激励の挨拶
職場の仲間と応援

試合観戦
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プロフィールは富山市出身ですが、実は東京
生まれ、富山に住んでいたのは小 4 ～高 3 です。
転入した富山市立五番町小学校の校歌は、サト
ウハチロー作詞・古関裕而（朝ドラ「エール」
の主人公）作曲。「青空よりも明るく清く大き
く豊かに美しく…」と、ずっと子どもたちへの
注文が続くのですが、平易で美しい詞と明るい
メロディのよい歌でした。

中高時代は、総曲輪と中央通りの喫茶店、ラ
ーメン屋、マンガの立ち読み OK だった本屋（ご
めんなさい）等を寄り道してばかりしていまし
た。街中に 4 、 5 件あった映画館や県民会館・
公会堂の演劇やコンサートにもよく行きました。

大学進学で上京し就職、帰省のたび街中の変
貌を寂しく思いました。しかし、 2 年前に思い
がけず富山勤務となってみると、これまでわか
らなかった富山の豊かさが見えてきました。

製造業の強さは健在です。農地の隣の広々と
した敷地に大きな工場、自慢の製品の展示スペ
ースやときに博物館を備えた社屋。社長さんは、
グローバルな経営戦略について語ります。街中
にかつての賑わいはないものの、新しいオーバ
ードホール、SC にはシネコン、おいしいケー
キ店や素敵なカフェは住宅街の中、県内各地に
新鮮な食材を使った本当に美味しくてインテリ
アにも凝った飲食店がたくさんあり、地元のグ
ルメの方々が楽しんでいます。

一方、観光面ではまだまだといえます。転勤
者が皆さん「富山はいいところ」とおっしゃる
のに慢心してはいけません。以下、僭越ながら
個人的意見を書かせていただきます。

富山の観光といえば、「立山黒部アルペンル
ート」や「美しい富山湾」。たしかに素晴らし

いのですが、例えば首都圏の個人旅行が好きな
女性が行先を決める場合にはやや抽象的。

アルペンルートならば雪の大谷だけでなく、
「みくりが池」や「美女平」、「称名滝」などの
個々の名前と魅力がもっと有名になればそこに
行ってみたいという人が増えるはずです。

富山駅から船でもライトレールでも行ける岩
瀬の町並みや古家を活かしたお店も素敵です。
高岡駅からは徒歩圏内に国宝瑞龍寺や大仏や古
城公園、山町筋や金谷町の町並みがあります。
どちらも写真を SNS にアップすると友人たち
から驚くほど反響があります。

場所に結びついたストーリーも大事です。瑞
龍寺にある猪頭天像の耳はネズミに食べられて
しまったそうですが、高岡出身の藤子・F・不
二雄さんは、これをヒントにドラえもんは「耳
をねずみにかじられたのでねずみが怖い」とい
う設定にしたという話があります。確証はない
ものの、世界中のドラえもんファンが来て猪頭
天を見たくなるエピソードでしょう。

挙げるときりがないですが、美味しいお取り
寄せ食材等も含めて、ひとつひとつが、本当に
全国的に知られていないのです（無念）。「たい
したことないちゃ」から脱却すべきは今です。

さらに、サービス業の方には、地元以外のお
客様に向けたサービスをお願いしたいです。ラ
ンチのメニューや価格をお店の外に掲示したり、
閉店している時間帯には営業日・時間がわかる
ようにしたり、車でなくともガラスや金属の工
芸製作体験ができるよう、バスの運行時刻を便
利にする、といった簡単なことなんですが。

リレーエッセイ○102

「ふるさと富山を売り込みたい！」
小　川　万里絵　

（日本銀行富山事務所 事務所長）

次号は㈲ジェイシーバール取締役社長の
嶋　龍仁 様です。（

（
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活 動 報 告 3月 1日～ 4月30日

○幹事会・定例会等
開催日時・場所 内　　容 出席者

3 月 3 日㈬
１7:00～１8:30
富山第一ホテル

3 月幹事会 ･ 会員定例会（人財創出委員会主管）
講師:ラクスル㈱
　　　代表取締役社長 CEO 松本 恭攝 氏（オンライン登壇）
演題:「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」

約１60名

4 月１4日㈬
１6:00～１7:00
富山電気ビルデイング

4 月幹事会 50名

4 月27日㈫
１4:30～１5:45
富山国際会議場

202１年度定時総会 約200名

開催日時・場所 委員会名 内　　容 出席者
3 月 3 日㈬
１5:00～１5:50
富山第一ホテル

第 8 回企画総務委員会
・ホームページのリニューアルについ

て
・60周年記念式典のしおりについて

１2名

3 月 8 日㈪
１0:30～１2:00
事務局会議室

地域創生委員会 
第１0回正副委員長会議

・フィールドワーク「大人の遠足」
　発信について 9 名

3 月１2日㈮
１１:30～１3:00
事務局会議室

企業経営委員会
第 4 回正副委員長会議 ・202１年度の活動計画について 6 名

3 月１7日㈬
１7:00～１9:40
オークスカナルパーク
ホテル富山

第 6 回働き方改革
委員会

・今次委員会活動の総括
・講演会
　演題:「人口減少社会と働き方改革」
　講師:富山県総合政策局少子化対策・

　　 県民活躍課
　　　 課長　山下 章子 氏

32名

3 月22日㈪
１7:30～20:00
バルツェル

人財創出委員会
第１１回正副委員長会議

･（公社）経済同友会訪問 報告
･ とやナビプロジェクト
　―ミートアップ富山―結果報告
･ 今後の活動計画について

6 名

4 月 7 日㈬
１7:30～20:00
醍醐富山店

地域創生委員会 
第１１回正副委員長会議 ・今次活動の総括について 7 名

4 月１2日㈪
１１:30～１3:00
事務局会議室

企業経営委員会 
第 5 回正副委員長会議 ・委員会の活動計画について １0名

4 月１6日㈮
１１:00～１2:00
インテックビル 2 階
会議室2

第 9 回企画総務委員会 ・総会、60周年記念式典の運営に
　ついて １１名

4 月１9日㈪
１１:00～１2:30
事務局会議室

文化スポーツ委員会 
第 7 回正副委員長会議 ・今次活動の総括について 5 名

○委員会
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開催日時・場所 委員会名 内　　容 出席者
4 月30日㈮
１１:00～１2:45
事務局会議室

地域創生委員会 
第 １ 回正副委員長会議

・今次活動方針、活動計画（案）に
　ついて
・今年度スケジュール（案）について

１0名

○課外授業講師派遣
開催日時 学　校 対　象 講師・演題

3 月 5 日㈮ 富山県立富山北部
高等学校 １ 学年239名 牧田 和樹 氏

「ＡＩ時代によりよく生きる」

○同友会諸会合
開催日 内　　容 場　所

4 月 8 日㈭
１3:00～１7:30 第33回全国経済同友会セミナー（デジタル大会） 東京マリオットホテル

（オンライン開催）

4 月27日㈫
１6:00～１7:00 創立60周年記念式典 富山国際会議場

○その他の会合
開催日 内　　容 場　所 出席者

3 月１7日㈬ 令和 2 年度第 １ 回富山県リサイクル認定
検討会 富山県民会館 有藤事務局長

3 月24日㈬ 第 2 回富山県ＳＤＧｓ推進連絡協議会 富山県民会館 有藤事務局長

3 月24日㈬ 同友会の日「富山グラウジーズ戦」（観戦） 富山市総合体育館 約320名

3 月29日㈪ 第１0回とやま未来創造県民会議 富山県民会館 麦野代表幹事

4 月23日㈮ 富山県市町村新任職員研修（講師） 富山県市町村会館
（オンライン講演） 神崎幹事
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会 員 の 入 退 会 （₃月・₄月幹事会）

₁．最近思うこと
　　（社業についての抱負や最近の政治・経済・社会情勢等についての考えなど）
₂．生活信条（座右の銘等）
₃．趣味

入　会

交　代

塩
しお

井
い

仁
ひと

司
し

㈲道正昆布
代表取締役
（紹介者：桶屋泰三氏）

羽
は

根
ね

敬
けい

喜
き

富美菊酒造㈱
代表取締役

（ 紹介者：牧田和樹氏 ）　　　　　 田村元宏氏

　中
ちゅう

　条
じょう

　充
みち

康
やす

㈻北日本自動車学校
理事長

（ 紹介者：白倉三喜氏 ）　　　　　 石倉　央氏

浅
あさ

野
の

慎
しん

一
いち

ＹＫＫ㈱
副社長 黒部事業所長
（前：井上　孝氏）

₁．新型コロナ感染拡大が止まらない状況です。
これからはコロナウイルスとどう向き合っ
ていくか、どううまく付合っていくかを考
えながら新しい事に挑戦しなければと思い
ます。

₂．「楽しまずしてなんの人生ぞや」特にこの時
期、楽しい事を考えて元気に過ごしていく。

₃．スキューバーダイビング・釣り

₁．コロナ禍の中、自社のお得意先様である酒
販店様や飲食店様方のことや経済的、軍事
的に力をつけた中国の海外への経済、軍事
両面での脅威、日本の国力の現況などが気
になります。

₂．「怠けず、怒らず、腐らず、驕らず」
₃．旅行・スポーツ観戦

₁．貴同友会に入会しましたからには、これか
らは多くの社長様にお会いしお話をお伺い
したいと存じます。富山ドローンスクール
を運営しています。ご連絡をお待ちしてい
ます。

₂．やってみせ 言ってきかせて させてみて  
誉めてやらねば 人は動かじ

₃．絵画（油絵 ･ 水彩）、アイスホッケー

₁．コロナ禍によりテレワーク対応もしている
が、製造現場では対応が限定され、継続的
な環境負荷低減にむけ、車通勤から公共交
通利用への転換での環境改善を目指してい
ます。

₂．最初からプロはいない、分からない事は聞
く“聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥”

₃．庭いじり
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五
い

十
そ

川
がわ

　規
のり

　洋
ひろ

三井住友海上火災保険㈱
富山支店長
（前：寺川和宏氏）

今
いま

井
い

孝
たか

之
ゆき

日本生命保険（相）
富山支社長
（前：小川　忍氏）

碓
うす

井
い

　 順
じゅん

　
明治安田生命保険（相）
富山支社長
（前：宇田正孝氏）

大
おお

西
にし

英
えい

一
いち

丸紅㈱
北陸支店長
（前：酒井宗二氏）

安
あん

西
ざい

忠
ただ

信
のぶ

前田建設工業㈱北陸支店
執行役員支店長
（前：東福忠彦氏）

井
い

口
ぐち

謙
けん

吾
ご

三菱電機㈱北陸支社
富山支店長
（前：粕尾弘行氏）

₁．社会・ビジネスの構造変化にタイムリーに
対応し、損害保険事業を通じて富山県に貢
献したいと考えております。

₂．「健康第一」「プライベートを大切に」「会
社では楽しく」

₃．食べ歩き

₁．新型コロナウイルスの感染拡大が長期化し
ています。こんな時だからこそ、デジタル
の活用など新しいことに挑戦し、富山県の
活性化に少しでも貢献していきたいと思い
ます。

₂．意志あるところに道は開ける。壁にぶつか
った時は、この言葉を思い出しています。

₃．食べ歩き（47都道府県全て行きました）

₁．故郷富山に27年ぶりに帰ってきました。明
治安田生命が目指す「ひとに健康を、まち
に元気を。」富山のみなさまにお届けでき
るよう頑張ります。

₂．感謝
₃．サッカー観戦

₁．当社は北陸地区に15年ぶりに支店を再開さ
せて頂きました。会員の皆様との交流を深
め、会の発展に微力ながら貢献させて頂き
たいと存じます。

₂．一期一会
₃．ゴルフ、野球観戦

₁．初めての富山での勤務なので、地域につい
てよく学び、そして社業の発展に貢献でき
るよう頑張りたいと思います。

₂．どんな環境でも常にベストをつくす。
₃．ゴルフ

₁．新型コロナウイルスの影響によって、日々
の活動にも様々な制約がございますが、皆
様のお役に立てるソリューション等のご紹
介を実施して参りたいと考えております。

₂．信は力なり
₃．スポーツ観戦（特にラグビー）
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久
く

保
ぼ

田
た

　喜
よし

　文
ふみ

三菱ケミカル㈱富山事業所
経営執行職事業所長
（前：赤井一隆氏）

伍
ご

　嶋
しま

　二
ふ

美
み

男
お

（公財）富山県新世紀産業機構
理事長
（前：島崎慎一氏）

₁．コロナ禍で進んだリモートワークの流れを
取り込むことで、距離的制約がなくなり、
地方の活性化はできると思います。富山か
らの発信を、活発化していきたい。

₂．「ポジティブシンキング」で、前向きに人
生を楽しみたい。そして、「明るく、楽しく、
元気よく」仕事を進めたい。

₃．山登り、ドライブ

₁．新型コロナ禍により、地域経済は大きな打
撃を受けておりますが、この機会を捉えて、
技術開発や販路 ･ 流通拡大等、県内産業の
躍進のための支援を強化してまいります。

₂．人は、一人では生きていけない無力なもの
であることを忘れず、事に当たりたい。

₃．ジョギング

北
きた

村
むら

耕
こう

作
さく

キタムラ機械㈱
専務取締役
（前：北村彰浩氏）

久
く

保
ぼ

貴
たか

義
よし

積水ハウス㈱
北陸支店長
（前：森上和昌氏）

₁．独自の先新技術やサービスを通じ、今迄以
上にお客様へ新たな価値を提供できる企業
を目指し、持続した成長の確保と企業価値
の向上に迅速に対処を行い傾注して参りま
す。

₂．三人行えば必ず我が師有り
₃．ドライブ、美術館めぐり

₁．コロナ禍で住宅の在り方や求められるもの
が変化しつつあります。住宅需要は不動産
を中心に相変わらず顕在です。時代のニー
ズをしっかりと理解していく事が肝要だと
考えます。

₂．頼まれ事は試され事
₃．ゴルフ・バスケットボール・旅行

加
か

地
じ

章
あき

浩
ひろ

日本電気㈱
富山支店長
（前：坂田博昭氏）

喜
き

多
た

雅
まさ

之
ゆき

㈱北國銀行
執行役員富山支店長
（前：樫見昭一氏）

₁．富山のブランド価値を全世界へ認知いただ
くため、ICT を活用して社会インフラの
高度化に貢献してまいります。

₂．高い目標を掲げ挑戦し続ける
₃．山歩き（特に六甲山系）

₁．働き方や人材のダイバーシティ化、DX 等、
コロナ禍もあり加速度的に変化している社
会環境に対応すべく、様々な分野での学び
を継続していきたいと考えております。

₂．知行合一
₃．読書、ゴルフ、音楽鑑賞
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小
こ

　林
ばやし

　直
なお

行
ゆき

東京海上日動火災保険㈱
富山支店長
（前：中野和幸氏）

　櫻
さくら

　井
い

　 隆
たかし

　
協和ファーマケミカル㈱
取締役社長
（前：大島悦男氏）

髙
たか

橋
はし

邦
くに

明
あき

オリックス㈱
富山支店長
（前：宇髙秀樹氏）

長
は

谷
せ

川
がわ

　幸
ゆき

伸
のぶ

日本カーバイド工業㈱
取締役執行役員
魚津・早月工場長
（前：竹内利二氏）

伴
ばん

　　　由
ゆ

美
み

子
こ

富士通 Japan ㈱
富山支社長
（前：戸塚　健氏）

松
まつ

田
だ

浩
ひろ

樹
き

㈱マイナビ
富山支社長
（前：尾田拓海氏）

₁．人を残すは上。世の為人の為に努力して社
会に貢献したいと思っており、そのために
も「人を残す」ことに意を注ぎたいと考え
ています。

₂．和而不同
₃．旅行・歴史

₁．経営は人が動かし、顧客の楽しみ、喜び、
豊かさのために行うもの。その結果として
事業利益が生まれる考えに基づき行動して
いきたい。

₂．継続は力なり、人事を尽くす
₃．ゴルフ、ジョギング

₁．コロナ禍によるものだけでなく、時代や環
境の柔軟な素早い対応が求められており、
それに適応した価値の提供を目指して営業
を行っております。

₂．縁尋機妙 ･ 多逢聖因 良いご縁を重ねて行
きたいと思っています。

₃．ゴルフ

₁．米中貿易摩擦やコロナ禍等、従来経験した
事の無かった環境への対応が求められてお
り、より柔軟な発想力やスピード感が必要
と感じている。

₂．継続は力なり
₃．映画鑑賞、読書

₁．この 4 月に富山に着任いたしました。富山
県の消費者や生産者が求めるものを追求し
て、我々がもっているノウハウを提供して
いければと思っております。

₂．人事を尽くして天命を待つ
₃．食べ歩き ･ 飲み歩き

₁．人材ビジネスに30年近く携わってきました。
街や地域が活性化する最も重要な要素とし
て地域の企業様の採用成功が必須だと思い
ます。人材採用成功を通じて街を元気にし
たいです。

₂．①笑顔、②ありがとうと言われる事をする。
③常に新たな価値を創造する考動をする事。

₃．釣り、旅行
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安
やす

川
かわ

　 智
さとし

　
㈱三井住友銀行
富山支店長兼
富山法人営業部長
（前：長崎　武氏）

₁．現在、加速する事業環境の変化の真っ只中
にいます。この変化を確りと捉えながら、
お客さまに付加価値の高いソリューション
を提供し、ともに未来の創造に努めて参り
ます。

₂．着眼大局、着手小局
₃．ドライブ

（令和 3 年 4 月14日現在　会員数420名）

退　会

亀　井　秀　倫　日本アイ・ビー・エム㈱
　　　　　　　　広域事業部北信越支店長

川　田　紳　一　川田工業㈱
　　　　　　　　顧問

杉　野　高　広　コマツ NTC ㈱
　　　　　　　　取締役社長

関　口　真　弘　㈱富山アメニティシステム
　　　　　　　　取締役社長

土　井　裕一朗　伊藤忠商事㈱
　　　　　　　　富山支店長

萩　原　正　剛　㈱スリー・ティ
　　　　　　　　取締役相談役

横　田　　　格　㈱富山第一銀行
　　　　　　　　取締役頭取

水
みず

原
はら

清
きよ

晴
はる

富士電機㈱
北陸支社長
（前：三保谷英一氏）

溝
みぞ

口
ぐち

道
みち

晴
はる

日本通運㈱
富山支店長
（前：伊藤智之氏）

₁．①抱負：情熱を持って高い志を掲げて何事
も取り組みたい。

　　②経済情勢：外部環境の変化に自ら挑戦し
対応すべきと強く思う。

₂．知好楽
₃．ゴルフ、旅行

₁．新型コロナウイルスの脅威が続くなかで常
に最善を見極めて業務に取り組み、富山県
の経済にも貢献していきたいと考えていま
す。

₂．なせば成る なさねば成らぬ何事も 成らぬ
は人のなさぬなりけり

₃．散歩

所属企業変更

窪 田 昌 司 氏
エムエス保険サービス㈱ 代表取締役
　→　 ㈱エムエスサポート 代表取締役
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富山の魅力を幅広く発信
～地域創生委員会、フィールドワーク「大人の遠足」冊子・ウェブサイトを制作～

発　　　行　　　所

富山市牛島新町 5 番 5 号　インテックビル 4 階
　電　　　話（ 0 7 6 ） 4 4 4 ― 0 6 6 0
　Ｆ　Ａ　Ｘ（ 0 7 6 ） 4 4 4 ― 0 6 6 1

e-mail:doyukai@po.hitwave.or.jp　　　
http : //www.doyukai.org/　　　　　

〔表紙写真（撮影：東澤善樹幹事）〕
富山県へ寄付金贈呈（創立６0周年記念式典）
　令和 3 年 4 月27日、当会は創立60周年記念
式典を挙行した。当日は60周年記念事業として、
新型コロナウイルス感染症対策にご尽力され
ている医療従事者への支援に役立てていただ
くため、富山県に寄付金目録の贈呈を行い、
新田八朗富山県知事から感謝状を受けた。

地域創生委員会（山野昌道委員長）は、
昨年10月に実施したフィールドワーク「大
人の遠足」について、当会の取組や富山の
魅力を幅広く発信することを目的として冊
子及びウェブサイト「富山の経済人が本気
で考えて実際行ってみた！とやま半日観光
コース」を制作した。

フィールドワーク「大人の遠足」は、地
域創生委員会委員より公募した27のプラン
の中から 7 行程を選定（岩瀬（ 2 行程）、
呉羽、八尾、宇奈月、高岡、上市）し、委
員・会員計38名が 7 つの班に分かれて実施
したもので、実施後に参加者より「このよ

うな取組を幅広く発信していくべき」など
の意見が寄せられたことから制作したもの
である。

制作した冊
子は、県内主
要駅や空港の
案内所、ホテ
ル、コンベン
ション施設などに設置されている。ウェブ
サイトと併せて県外からの来訪者はもとよ
り、県内在住の方にも富山の魅力を改めて
知ってもらうためのツールとしての活用が
期待される。

今後の予定
開催日 対　象 行　　事 場　所

6 月 6 日㈰
8 :34～

あけぼの会
会員 第80回あけぼの会 呉羽カントリークラブ

6 月１2日㈯
１5:00～１6:30 全会員 創立60周年記念講演会

講師　安宅 和人 氏（ヤフー㈱ CSO） 富山国際会議場

7 月１5日㈭
１6:30～１6:50 幹事以上 7 月幹事会 オークスカナル

パークホテル富山
7 月１5日㈭
１7:00～１8:30 全会員 7 月会員定例会

講師　大野 均 氏（ラグビー元日本代表）
オークスカナル
パークホテル富山

9 月１１日㈯ あけぼの会
会員 第8１回あけぼの会 呉羽カントリークラブ

１0月 7 日㈭ 正副代表幹事
担当委員長 経済同友会中央日本地区会議 静岡県三島市

（静岡経済同友会主管）
※新型コロナウイルス感染状況により、変更となる場合がございますのでご了承願います。



長男の泣き声をカセットに入れて

高 林 幸 裕北電産業株式会社 取締役社長

北陸電力㈱ 3年目に海外留学制度に応募 ･合
格し、前年開校した国際大学大学院（新潟県浦
佐）に 9月から入学した。日本版ＭＢＡと言わ
れたが、石油政策を学ぼうと中東研究所の門を
叩いた。
所長に研究目的を伝えると、「中東は石油が
出てからのことを勉強しても分からんよ。少な
くともムハンマドの時代から勉強しなさい」と
言われ、中東文化社会論を主専攻とすることに
なった。
国際大学は海外留学生や日本人の海外勤務経
験者が多くを占め、ほとんどが英語での講義だ。
さらに中東研究所員はアラビア語も必修。あの
ニョロニョロ文字の語根を見分け、活用形を英
語辞書で引きながら訳すから 1行30分かかった。
英語の講義も「読めない ･聞けない ･話せな
い」自分にとっては、宿題が出た雰囲気は分か
るが、何をやれば良いのか、聞き回らねばなら
ない始末。
そんな学生生活を送りながら、12月に会社
の同期女性と結婚し、世帯学生寮での新婚生
活がスタート、そして 1年後の12月に長男が
誕生した。

さて、国際大学の売りは 2年目のフィールド
スタディだ。修士論文作成のための現地調査や
参考文献探しのためであり、中東研の学生はア
ラビア語文献30冊を収集するよう厳命されて
いた。
出産予定日も考慮し、 1月から「イラン、ト

ルコ、サウジアラビア、エジプト、イギリス、
スペイン」を 2か月半かけて歴訪する計画を組
んでいたので、出発前に富山に戻り、長男の泣
き声をカセットテープに録音して、産後 1か月
で慌ただしく出発した。
慣れない海外しかも一人行程が多く、夜、ホ

テルで長男の泣き声を聞くと胸が締め付けら
れた。
サウジの大学でいきなり教授会に案内された

り、カイロで京大時代の同じ下宿生に会ったり
の珍道中だったが、帰国して一番驚いたことは、
最初にテヘランでお世話になった商社マンご家
族がイラン ･イラク戦争の再燃で日本に帰国さ
れていたことだ。
とにかく無事帰国して、英語の修士論文も書

き上げることが出来た。ネイティブチェックで
原文は跡形もなくなってしまったが．．．

カイロ大学の学生と

トルコのエフェソス遺跡にて（85年₁月）


