
Ⅳ.2009年（平成21年）度　会合開催状況

１.幹事懇談会開催一覧

（敬称略、役職は開催当時）

●2009年（平成21年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

1 4月3日 髙須　武男
バンダイナムコホールディン
グス　取締役社長

エンターテインメント業界でグローバ
ル競争に勝つために

2 6月5日 稲野　和利
野村アセットマネジメント
取締役会長　代表執行役

従業員インセンティブがもたらす企業
活力～日本版ＥＳＯＰへの期待～

3 7月3日 水越　さくえ
セブン＆アイ出版
取締役社長

会社を強くするポジティブアクション
（女性の活躍推進）

4 9月4日 清田　瞭
大和証券グループ本社
取締役会長

日本復活への道筋

5 10月2日 新浪　剛史 ローソン　取締役社長CEO コンビニ産業の今後

6 11月6日 永山　治 中外製薬　取締役社長 グローバルに変化する医薬品産業

7 12月4日 大歳　卓麻 日本アイ・ビー・エム　会長
"Smarter Planet"
-持続可能な社会の実現に向けて-

●2010年（平成22年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

8 2月5日 桑原　道夫 丸紅　取締役副社長執行役員 世界の穀物事情について

9 3月5日 篠塚　勝正 沖電気工業　取締役会長
科学技術・イノベーション立国と理科
教育



２. 産業懇談会１４グループ開催一覧
（敬称略、役職は開催当時）

(＃網掛けは、見学会・懇親会）

2009年4月 2009年5月

アフリカ諸国とそのユネスコ世界遺産 １火・４火合同懇親会

日進レンタカー

取締役会長　富田　純明

日印のグローバルパートナーシップにつ
いて

１水・１木合同懇親会

インドセンター

代表 ヴィバウ・カント・ウパデアーエ

日本は世界５位の農業大国！～省益誘導
の自給率政策に騙されるな～

１水・１木合同懇親会

農業ビジネス誌　農業経営者
副編集長　浅川　芳裕

わが社のメセナ～野外博物館の運営に
ついて～

生命科学が医療を変える－今、変革の
とき－

カトーレック

取締役社長　加藤　英輔
地ビール見学と試飲及びビールにまつ
わる楽しいお話 事業型ＮＰＯと社会的企業について

ヒゲタ醤油　
取締役社長　濱口　敏行

我が国の航空輸送と空港整備の課題に
ついて

日本の活性化への貢献を期待される情報通信
分野で進んでいる新しい流れ

日本航空　 協和エクシオ

取締役副社長　繩野　克彦 取締役会長　髙島　征二

思考停止社会
～「遵守」に蝕まれる日本～

Climate　Change
ダイヤル・サービス㈱４０年の足跡と明日へ
の展望－ベンチャーは変革の力－

デュポン ダイヤル・サービス
取締役社長　天羽　稔 取締役社長・CEO　今野　由梨

リコーグループにおけるグリーンロジスティク
ス～特に 静脈系について～

思考停止社会
～「遵守」に蝕まれる日本～

私の体験から見た官と民 企業経営に活かす禅の考え方

地方公営企業等金融機構 臨済宗相国寺大通院

理事長　渡邉　雄司 老師　小林　玄徳

当世ホテル事情のひとつの視点
～GMと女将～

１火・４火合同懇親会

藤田観光
取締役会長  森本　昌憲

犯罪防止のノウハウ―世界標準の防犯
対策とは

経済学は現実の課題にどうこたえるのか？
―マーケットデザインの挑戦―

立正大学文学部 政策研究大学院大学
教授　小宮　信夫 助教授　安田　洋祐

旭化成の経営改革とグループ経営戦略－分社・
持株会社制による経営の効果と課題－ 天上りして５年

旭化成 独立行政法人　日本芸術文化振興会　
取締役兼副社長執行役員 伊藤　一郎 理事長　　津田　和明

進化するＩＣＴ社会へのチャレンジ
エンタープライズ・リスクマネジメントの
現状と課題

日本電信電話 ＰｗＣアドバイザリー

取締役副社長　宇治 則孝 パートナー　原　誠一

漢方について
北里大学東洋医学総合研究所　所長
漢方鍼灸治療センター センター長
花輪　壽彦

第３火曜

リコーロジスティクス
取締役会長　橋本　誠

第４金曜

第２金曜
桐蔭横浜大学法科大学院　教授・コンプライ
アンス研究センター長　　郷原　信郎

第１火曜

第２水曜

第２木曜

第２火曜 ベックマン・コールター　取締役社長　久野正人／ベッ
クマン・コールター　モレュキュラーダイアグノスティック
ス（遺伝子検査）担当上級主席 (Ph.D)　石倉　清秀

第１水曜

第１木曜

アサヒビール　酒類研究開発本部長　青木　賢吉　/　隅
田川ブルーイング　取締役社長　福岡　修司

第４木曜

第４水曜

第４火曜
日本のスポーツビジネス、その課題と可能
性 NFL　JAPAN 取締役社長　町田　光

第３木曜

第３水曜
桐蔭横浜大学法科大学院　教授・コンプラ
イアンス研究センター長　　郷原　信郎



２. 産業懇談会１４グループ開催一覧
（敬称略、役職は開催当時）

(＃網掛けは、見学会・懇親会）

第３火曜

第４金曜

第２金曜

第１火曜

第２水曜

第２木曜

第２火曜

第１水曜

第１木曜

第４木曜

第４水曜

第４火曜

第３木曜

第３水曜

2009年6月 2009年9月
相続関連業務および個人信託に
おける最近の動向について

世界・日本の原子力・エネルギー
事情

安全を考える

投資経済社

取締役会長　吉田　喜多見

外資系半導体企業から見た、日本半導体
業界の過去と今後 公務員制度を考える 不動産市場はいつ回復するか

フューチャーアーキテクト 住信基礎研究所

取締役社長COO　安延　申 取締役社長　石橋　博

不動産市場の変化と不変 建設業と地球環境 新型インフルエンザの脅威と対策

三井不動産 北里大学北里研究所病院
常務執行役員  北原　義一 呼吸器内科・部長　鈴木　幸男

世界経済と自動車産業 ティラドのご紹介

あいおい損害保険 ティラド
取締役会長　尾崎　英人 取締役社長　嘉納　裕躬

女性たちの元気を最大化してきた
秘密

休会
上場企業の株価は、企業価値を反映して
いるか？　－企業価値評価の考え方－

ドゥ・クリエーション ＧＣＡサヴィアングループ
取締役社長　湯川　智子 取締役　佐山　展生

犯罪防止のノウハウ―世界標準の
防犯対策とは

地ビール見学と試飲及びビール
にまつわる楽しいお話

最新の統合型アンチエイジング検
査と動向

立正大学文学部 東京ミッドタウンクリニック

教授　小宮　信夫 院長　医師　田口　淳一

裁判員制度について

法テラス多摩法律事務所

弁護士　木下　信行

アプレーザルとは？－価値評価と価
値評価ビジネスについて

昭和期の経済団体と経済同友会
－日本工業倶楽部の歴史

日本橋再生計画

アメリカン・アプレーザル・ジャパン 三井文庫
取締役会長・CEO　畑川　高志 常務理事・文庫長　由井　常彦

世界の中の日本語 ラサ工業におけるリサイクル事業

名古屋大学大学院　文学研究科 ラサ工業
教授　町田　健 取締役社長　柳萬　雅德

思考停止社会
～「遵守」に蝕まれる日本～

ドイツ銀行グループについて
重粒子線がん治療の過去・現在、
そして未来

ドイツ証券 粒子線医療支援機構

取締役会長　金成　憲道 取締役社長　平尾　泰男

江戸城天守閣の再建をめざして‐後世
に伝えるべき、日本の伝統文化の象徴として‐

難民支援を仕事として　～難民
の人々からもらう勇気

交通まちづくり　～ＬＲＴの可能性

NPO法人　国連UNHCR協会 都市交通研究家
事務局長　根本　かおる 宇都宮　浄人

外国人入居サポートビジネスから見
えてきたこと

暑気払い懇親パーティー
水産資源の持続的利用に向けて
日本が抱える諸問題

座游
代表取締役　川田　利典

２１世紀の産業保安と安全工学の役
割

休会 「為に生きる」十界互具

横浜国立大学
名誉教授　田村　昌三

休会
生協における商品安全確保の取り
組み

日本生活協同組合

会長　山下　俊史

桐蔭横浜大学法科大学院　教授・コン
プライアンス研究センター長　　郷原
信郎

インフィニオンテクノロジーズジャ
パン　取締役社長　森　康明

清水建設　安全環境本部地球環
境部部長 岩本 和明

生命科学が医療を変える－今、変革
のとき－
ベックマン・コールター　モレュキュ
ラーダイアグノスティックス（遺伝子検
査）担当上級主席 (Ph.D)　石倉清秀

NTTコミュニケーションズの“Change !”～
変わるもの変わらないもの、ITで読み解く
浮世絵など～
ＮＴＴコミュニケーションズ　取締役　小林
洋子

中央三井信託銀行　営業企画部
財産コンサルタント　加藤　浩

東京大学大学院新領域創成科学研
究科/海洋研究所　教授 木村　伸吾

天台宗総本山 比叡山延暦寺長
臈　小林　隆彰

中国-消費大国へ
日興アセットマネジメント
China Fund Management, Chief
Portfolio Manager, Fung Kwok On

三井不動産　日本橋街づくり推進
部長　中川　俊広

NPO法人　江戸城再建を目指す
会　理事長　小竹　直隆

2009年7月

アサヒビール　酒類研究開発本部長　青
木　賢吉　/　隅田川ブルーイング　取締
役社長　福岡　修司

生命科学が医療を変える-オバマ大統領の挑戦
と日本の課題
ベックマン・コールター　モレュキュラーダイアグ
ノスティックス（遺伝子検査）担当上級主席
(Ph.D)　石倉　清秀

最近の国際金融情勢
日本政策金融公庫 代表取締役
副総裁　国際協力銀行経営責任
者　渡辺　博史

合
同
暑
気
払
い

損害保険ジャパン　顧問　交通リ
スクコンサルタント　小林　實



２. 産業懇談会１４グループ開催一覧
（敬称略、役職は開催当時）

(＃網掛けは、見学会・懇親会）

第３火曜

第４金曜

第２金曜

第１火曜

第２水曜

第２木曜

第２火曜

第１水曜

第１木曜

第４木曜

第４水曜

第４火曜

第３木曜

第３水曜

2009年10月 2009年11月 2009年12月

不思議の国フランス
難民支援を仕事として：難民が私た
ちに教えてくれること

地球との対話と社会との対話

作曲家 東京大学  助教

吉田　進 大木　聖子

警視庁本部見学会
世界の食糧生産と日本の食糧自給
率

今後の金融マーケット予想

フジマキ・ジャパン
代表取締役　藤巻　健史

教育再興を志す ～バッカーズ寺子
屋の挑戦～

日本企業の国際化を下支えする国
際物流の仕組み

集光太陽熱利用技術によるサンベ
ルト太陽エネルギービジネス

バッカーズ寺子屋 フライングフィッシュサービス 東京工業大学　炭素循環エネルギー
塾長　木村　貴志 取締役社長　河合　豊 研究センター教授　玉浦　裕

サービス産業のイノベーションと
ものづくりとの連携

グローバル・キャピタルの現況
レアメタル・レアアースの現状と問
題点

フューチャーアーキテクト アルコニックス
取締役副社長  碓井  誠 取締役社長　正木　逸

企業スポーツ インドと日本のこれから パナソニックのエネルギー・環境事
業への取り組み

三井住友海上火災保険 サンアンドサンズアドバイザーズ パナソニック
シニアアドバイザー　井口　武雄 取締役社長 サンジーヴ スィンハ 取締役専務　桂　靖雄

半導体の歴史と未来について インフルエンザと漢方医学 来年の経済展望

マクニカ 北里大学東洋医学総合研究所

取締役会長　神山　治貴 医師  星野　卓之

世界の都市間競争と日本橋再生計
画

国際物流をめぐる現状とANA沖縄
貨物ハブの展開

全日本空輸

取締役執行役員　殿元　清司

民主党政権の行方
日本におけるバイオ燃料の位置づ
け

国際ハブ空港としての日本―航空
貨物の視点から

学習院大学　法学部政治学科 出光興産 郵船航空サービス
教授　佐々木　毅 取締役副社長　大宮　秀一 取締役社長　矢野　俊一

丸の内パークビルと三菱一号館
オバマ政権と鳩山政権－変革期の
日米関係

ＩＦＲＳ導入にあたって経営者として認
識すべき事項

視察見学会 東京大学法学政治学研究科 新日本有限責任監査法人
教授  藤原　帰一 常務理事  恩田　勲

都市鉱山と資源リサイクル 階級のない国の格差

独立行政法人　物資・材料研究機構 バリデックス

材料ラボ長　原田　幸明 取締役社長　増田　英樹

日本の資産運用業の位置付け 航空をめぐる諸問題
世界経済と日本経済の先行きをど
う展望するか

ブラックロック・ジャパン 全日本空輸 日本銀行
取締役社長　有田　浩之 執行役員　小川　正人 副総裁　山口　廣秀

米国の環境政策と産業政策
逆流するイノベーション～ユーザー
と産み出す新しい価値～

国家にとってのインテリジェンスを
考える

エネルギー戦略研究所 東京大学大学院情報学環  防衛省防衛研究所　
取締役 研究所長　山家　公雄 准教授　七丈　直弘 戦史部第1戦史研究室　教官　小谷　賢

現下の経済状況における日本政策
金融公庫の取組み

化石燃料と環境 バルブメーカー”キッツ”について

日本政策金融公庫 コスモ石油 キッツ
取締役　松井　哲夫 取締役会長　岡部　敬一郎 取締役会長　小林　公雄

植物工場を新産業に育て、製造業
がチャレンジするために・・・

わが国物流企業の現状と今後の課
題

忘年懇親会

日本アドバンストアグリ バンテック

代表取締役　辻 昭久 取締役会長　篠田　紘明

東京大学大学院農学生命科学研
究科　准教授　川島　博之

2010年の金融経済展望-財政赤字
拡大の下での緩やかな景気回復-
JPモルガン証券　経済調査部長
マネジングディレクター  チーフ エ
コノミスト　菅野　雅明

日本総合研究所　調査部 調査部
長／チーフエコノミスト　藤井　英
彦

三井不動産　日本橋街づくり推進
部長　中川　俊広

行動する経済同友会―学校と企業・経
営者の交流活動推進委員会の活動に
ついて―
ベインキャピタル・ジャパン　副会長
山中　信義

国連難民高等弁務官事務所
（UNHCR)　高嶋　由美子

マッキンゼー･アンド･カンパニー･イン
ク･ジャパン　ディレクター　本田　桂子



２. 産業懇談会１４グループ開催一覧
（敬称略、役職は開催当時）

(＃網掛けは、見学会・懇親会）

第３火曜

第４金曜

第２金曜

第１火曜

第２水曜

第２木曜

第２火曜

第１水曜

第１木曜

第４木曜

第４水曜

第４火曜

第３木曜

第３水曜

2010年1月 2010年2月 2010年3月

※例会は休会
重粒子がん治療の過去・現在、そ
して未来

文語 日本語の核心

粒子線医療支援機構 文語の苑

取締役社長　平尾　泰男 代表幹事　愛甲　次郎

※例会は休会

ＮＴＴぷらら施設見学

有明データセンタ

※例会は休会

運営委員会・新年懇親会
世界地図からもうひとつの世界が
見えてくる

日本経済再生への挑戦

※例会は休会 ジャーナリスト 日本総合研究所
池上 彰 副理事長　高橋　進

新年懇親会（2水・2金・3水合同）
新定年学のすすめ－余楽時代の
新しいライフスタイルの提案

ドバイショックとその影響

※例会は休会 KURATA and ASSOCIATES 国際協力銀行　　

東京オフィス代表  倉田　進 国際経営企画部長 前田　匡史

地球との対話と社会との対話
日産の経営改革とＥＶ（電気自動
車）戦略

東京大学 日産自動車

助教　大木　聖子 執行役員　星野　朝子

新年懇親会（2水・2金・3水合同）
映画で学ぶ「シネマ経済学」―映
画と経済の深い関係

ネスレグループ　栄養・健康・ウエ
ルネス企業へ

※例会は休会

運営委員会・新年懇親会
新事業創出－『グリーンケミスト
リー』、『ヘルスケア』

※例会は休会 帝人
取締役会長　長島　徹

新年懇親会（2水・2金・3水合同） ゼネコンの挑戦

※例会は休会 大林組
専務取締役  岸田　誠

※例会は休会 首都圏の国際空港の展望
ミス・インターナショナルの歴史と
活動について

国際文化協会

専務理事  橋本　博文

※例会は休会
プロフェッショナル・サービス･
ファームへのチャレンジ

死ぬまで元気に生きる

医療法人社団　双壽會　秋津病
院院長　秋津　壽男

※例会は休会 大観と栖鳳―東西の日本画―
超高齢社会のほんとうの問題点と
その対策

山種美術館 国際医療福祉大学大学院  
館長　山崎　妙子 教授  和田　秀樹

新年懇親会
地球温暖化ガス発生量削減を目
指した発電技術開発の現状

ロボット応用分野の紹介および
ALSOKの警備ロボット

※例会は休会 バブコック日立
顧問　小川　隼人

鳩山政権の動向 東京スカイツリーの建設 海外不動産とこれから

毎日新聞社 大林組 新栄不動産ビジネス

論説委員　与良　正男 執行役員  浦 進悟 取締役社長　新田　隆範

再生に学ぶ競争力の強化
ボストンコンサルティンググループ
パートナー&マネージング・ディレク
ター　秋池　玲子

個別化医療に向けて ～その可能性と
日本での課題～　ベックマン・コール
ター　モレュキュラーダイアグノスティッ
クス（遺伝子検査）担当上級主席
(Ph.D)　石倉　清秀

企業活動を活発にする金融の役
割－貸し渋り問題の本質とその解
決策
足立経済金融研究所　代表　足立
茂

ＩＴサービス＆ＩＴコンサルティングの
過去と未来－クラウド・コンピューティ
ングの考察を兼ねて－
フューチャーアーキテクト
取締役常務執行役員　櫻田　浩

世界の食料事情とこれからの我が国の
食料安全保障 ～食料自給率から見えて
くるもの～
農林水産省　食料安全保障課長
末松　広行

ネスレ日本　取締役兼専務執行
役員　髙田　正澄

三菱東京UFJ銀行　企画部 経済
調査室　上席調査役　宿輪　純一

サウジアラビアと日本のビジネス
関係　　駐日サウジアラビア王国
特命全権大使 アブドゥルアジー
ズ  トルキスターニ　閣下

綜合警備保障 開発技術部　警備システ
ム室　課長代理　下笹　洋一

プライスウォーターハウスクーパー
ス　取締役社長 内田　士郎

成田国際空港　取締役兼執行役
員特別顧問  黒野　匡彦



３.会員セミナー開催一覧

（敬称略、役職は開催当時）

●2009年（平成21年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

1 4月10日 米村　敏朗 警視庁  警視総監
振り込め詐欺の実態と最近の犯罪情勢
について

2 4月15日 樋口　美雄 慶應義塾大学商学部  教授 雇用問題の真相と雇用戦略

3 5月27日 小宮山　宏
三菱総合研究所　理事長
（前東大総長）

グリーン・ニューディールとプラチ
ナ・ニューディール～課題先進国日本

4 6月11日 岡本　行夫 岡本アソシエイツ  代表 アラ探し国家との決別を

5 7月2日 中谷　巌
三菱ＵＦＪリサーチ＆
コンサルティング  理事長

資本主義の功罪と今後の日本

6 7月9日 五十嵐 敬喜
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング　調査部　部長

日本経済の回復見通しについて

7 7月13日 田崎　史郎 時事通信社  解説委員長
政権交代は起きるか～
東京都議選結果から読む

8 9月4日 村岡　彰敏 読売新聞社　編集局 政治部長

9 10月5日 関　志雄
野村資本市場研究所
シニアフェロー

中国経済の現状と課題

10 10月6日 尾身　茂
自治医科大学地域医療学セン
ター　公衆衛生学部門  教授

新型インフルエンザの最前線

11 10月8日 村上　輝康
野村総合研究所
シニア・フェロー

変わり行くＩＴパラダイムと企業経営

12 10月23日 御立　尚資
ボストンコンサルティンググ
ループ　日本代表

変化の時代と戦略ルネサンス

13 11月11日 柴田　明夫 丸紅経済研究所  所長 資源・エネルギー価格の動向

14 12月2日 中前　忠 中前国際経済研究所  代表
2010年の世界経済～
金融危機は終わっていない

15 12月11日 西澤　宏繁 企業再生支援機構  取締役社長 企業再生支援機構の取り組み

●2010年（平成22年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

16 1月27日 古屋　昭彦
外務省　特命全権大使（地球環
境問題担当）

温暖化防止に向けた各国の今後の取組
みと課題について～国連気候変動枠組
み
第15回締約国会議(COP15）を終えて

17 2月3日 片山　善博 慶応義塾大学法学部  教授
行政刷新会議の今後～
事業仕分けを踏まえて

18 2月4日 平尾　誠二
神戸製鋼ラグビー部
ゼネラルマネジャー兼総監督

リーダーに求められる要素とは

19 3月3日 武者　陵司 武者リサーチ  代表
2010年の経済・市場展望～金融危機の
収束と依然豊かな投資チャンス

20 3月26日 橋本　徹
みずほフィナンシャルグループ
名誉顧問

金融危機と会計基準



４.経済懇談会開催一覧

（敬称略、役職は開催当時）

●2009年（平成21年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

1 4月8日 小林　洋子
ＮＴＴコミュニケーションズ
取締役

[第15回会合] ＮＴＴコミュニケーショ
ンズの“Change!!”

2 4月23日 門永　宗之助
マッキンゼー・アンド・カン
パニー・インク・ジャパン
ディレクター

[第16回会合] 2008年度経済懇談会の活
動の総括

3 8月25日
[第１回会合] 2009年度経済懇談会の運
営、検討テーマについて

4 9月10日 山梨　広一
マッキンゼー・アンド・カン
パニー・インク・ジャパン
ディレクター

[第２回会合] 消費市場の非連続な変化

5 10月7日 飯尾　潤 政策研究大学院大学　教授
[第３回会合] 新政権と政策展開
－展望と課題－

6 10月28日 小宮山　宏 三菱総合研究所　理事長
[第４回会合] 日本が目指すべき低炭素
社会とその道筋

7 11月11日 木村　福成 慶應義塾大学　経済学部　教授
[第５回会合] 東アジアの経済統合に向
けた戦略と課題：ＥＲＩＡの取り組み

8 11月26日 小山　智
経済産業省　貿易経済協力局
通商金融・経済協力課長

[第６回会合] ＢＯＰビジネスの現状と
課題について

9 12月11日
[第７回会合] 柏崎刈羽原子力発電所
施設見学会

10 12月24日 加藤　秀樹 行政刷新会議　事務局長
[第８回会合] 事業仕分けを本当に役立
たせるために－成果と課題－

●2010年（平成22年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

11 1月13日 河野　龍太郎
ＢＮＰパリバ証券
チーフエコノミスト

[第９回会合] 世界経済の見通し
～ドル・キャリートレードと新興国バ
ブル～

12 1月28日 下田　尚志 住友化学　常務執行役員
[第10回会合] 住友化学のグローバル戦
略

13 2月10日 中村　重治
りそなホールディングス
執行役

[第11回会合] りそなのコーポレート・
ガバナンスと人事制度について

14 2月25日 星野　朝子 日産自動車　執行役員
[第12回会合] 日産の経営改革とＥＶ戦
略

15 3月10日 桜井　正光 経済同友会　代表幹事
[第13回会合] 2010年度の経済同友会活
動について

16 3月31日 山梨　広一
マッキンゼー・アンド・カン
パニー・インク・ジャパン
ディレクター

[第14回会合] 2009年度経済懇談会まと
め



５.創発の会開催一覧

（敬称略、役職は開催当時）

●2009年（平成21年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

1 4月8日 なし
創発の会  2008年度第10回会合
（修了式）

2 7月10日 桜井　正光 リコー　取締役会長執行役員 危機後の世界秩序と日本の再興

3 9月18日 長谷川閑史 武田薬品工業　取締役社長　
第16回企業白書
『新・日本流経営の創造』

4 11月5日 芦田　昭充 商船三井　取締役社長 経営環境と戦略

5 12月17日 大歳　卓麻 日本アイ・ビー・エム　会長 日本の基本的な外交スタンスのあり方

●2010年（平成22年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

6 1月27日 髙須　武男
バンダイナムコホールディン
グス　取締役会長

医療制度改革委員会 これまでの活動と
最終提言に向けた議論について

7 2月17日 浦野　光人 ニチレイ　取締役会長 地球環境問題

8 3月23日 佐藤　龍雄 昭和電工　常任顧問 雇用問題を考える

６.憲法問題懇談会開催一覧

（敬称略、役職は開催当時）

●2009年（平成21年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

1 7月23日 中野　邦観
尚美学園大学　総合政策学部
教授

なぜ憲法改正か

2 11月26日 芹川　洋一
日本経済新聞社
常務執行役員

鳩山民主党政権と憲法論議の行方

●2010年（平成22年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

3 2月18日 高橋  和之
明治大学 法科大学院　教授
弁護士

国のガバナンス（統治）と憲法



７.リーダーシップ・プログラム開催一覧

（敬称略、役職は開催当時）

●2009年（平成21年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

1 4月9日 生田　正治 商船三井　相談役
「経営　四方山話」
～郵政改革を軸に～

2 7月22日 北城　恪太郎
日本アイ・ビー・エム
最高顧問

オリエンテーション
今年度のリーダシップ・プログラムに
ついて

北城　恪太郎
日本アイ・ビー・エム
最高顧問

私が考えるリーダーシップと経営ビ
ジョン

桜井　正光 リコー　取締役会長執行役員 変革のためのリーダーシップ

リーダーの役割

4 10月14日 清水　真人
日本経済新聞社　編集局
経済解説部　編集委員

政権交代の本質とは何か

5 10月29日 牛尾　治朗 ウシオ電機　取締役会長 新世紀の経営

6 11月18日 斎藤　敏一 ルネサンス　取締役会長執行役員企業内ベンチャーで本体を活性化

7 11月30日 宮内　義彦
オリックス
取締役兼代表執行役会長

企業とは

8 12月16日

●2010年（平成22年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

9 1月19日 小城　武彦 丸善　取締役社長
日本企業の経営者の役割
　～企業再生の現場経験から～

10 1月28日 細谷　英二
りそなホールディングス
取締役兼代表執行役会長

「国鉄改革」・「りそな再生」から学
んできた教訓

11 2月10日 長谷川　閑史 武田薬品工業　取締役社長
グローバル競争を勝ち抜くリーダー
シップ

有富　慶二
ヤマトホールディングス
取締役会長

社徳を高める経営

冨山　和彦 経営共創基盤　代表取締役CEO 経営改革とトップのリーダーシップ

社長就任演説

グループディスカッション わが社の経営課題について

13 3月8日 出井　伸之 クオンタムリープ　代表取締役
大転換の時代
～新しい価値を創造せよ～

14 3月24日 岩田　彰一郎 アスクル　取締役社長兼CEO マーケティングとリーダーシップ

12
2月28日
宮崎合宿

メンバーによる個人スピーチ

忘年懇親会（2003～2009年度合同）

2008年度

2009年度

3 8月29日
軽井沢合宿

メンバーによる個人スピーチ



８.会合別参加人数
　　（2009年4月1日～2010年3月31日）

　　　　　　　　　　　　会合名 　会合数 　参加人数
● 幹事会 13 1157

● 正副代表幹事会 20 228

　　　同　　　　スタートアップ・ミーティング 1 16

　　　同　　　　1 DAY　MEETING 0 0

● 会計幹事会 1 12

● 役員選考委員会 5 50

● 公益社団移行委員会 4 35

● 会員委員会 9 96

　　　同　　　　懇親会 1 13

● 財務委員会 3 42

● 経済情勢・政策委員会 11 254

　　　同　　　　正副委員長会議 1 7

○『骨太の方針』起草ＰＴ 8 76
○『経済対策としての需要追加型・財政出動のあり方』ＰＴ 5 33

○『骨太の方針』起草ＰＴと
　『経済対策としての需要追加型・財政出動のあり方』ＰＴとの合同委員会

4 57

● 政策懇談会 11 111

● 経済研究所　ＴＣＥＲ 8 415

● 広報戦略検討委員会 2 14

● 同友会政策フォーラム 0 0

● 同友会シンポジウム 5 1250

● 記者会見の実施

　　　代表幹事定例記者会見 20 439

　　　総会前記者会見 1 38

　　　年頭見解記者会見 1 19

　　　提言発表記者会見 17 229

● メディア関係者との意見交換

　　　将友会、経済団体記者会及び政治部長との意見交換会 3 111

　　　メディア関係者との定例意見交換会等 33 141

● 夏季セミナ－ 1 34

● 第22回全国経済同友会セミナ－ 1 70

　　　第22回全国経済同友会セミナー企画委員会 1 20

　　　第23回全国経済同友会セミナー企画委員会 2 40

● 市場を中心とする経済社会のあり方検討委員会 10 364

　　　同　　　　正副委員長会議 3 19

　　　同　　　　常任委員会 7 74

　　　同　　　　プロジェクト委員会 5 23

● 企業経営委員会 6 185

　　　同　　　　正副委員長会議 4 25

● 社会的責任経営委員会 8 102

　　　同　　　　正副委員長会議 5 22

● 企業・経済法制委員会 10 143

　　　同　　　　正副委員長会議 5 28

● 政治・行政改革委員会 5 100

　　　同　　　　正副委員長会議 5 28

● 地方行財政改革委員会 10 126

　　　同　　　　常任委員会 7 55

● 内需拡大・経済成長戦略委員会 10 259

　　　同　　　　正副委員長会議 1 7

　　　同　　　　常任委員会 7 73

　　　同　　　　近藤洋介経済産業大臣政務官との意見交換会 1 17

● 規制改革委員会 7 114

　　　同　　　　正副委員長会議 6 41

● 農業改革委員会 5 144

　　　同　　　　正副委員長会議 1 6

● 中堅・中小企業活性化委員会 7 141

　　　同　　　　正副委員長会議 8 47

● 地球環境問題委員会 7 258

　　　同　　　　正副委員長会議 1 6

　　　同　　　　常任委員会 4 25

● 金融・資本市場委員会 5 138

　　　同　　　　正副委員長会議 4 23

● 情報通信政策委員会 11 207

　　　同　　　　正副委員長会議 5 29

● 構造改革進捗レビュー委員会 8 82



　　（2009年4月1日～2010年3月31日）

　　　　　　　　　　　　会合名 　会合数 　参加人数
● 財政・税制改革委員会 6 104

　　　同　　　　正副委員長会議 4 24

　　　同　　　　歳出・歳入一体改革関連委員長会議 1 6

● 社会保障改革委員会 7 74

　　　同　　　　正副委員長会議 4 20

● 医療制度改革委員会 8 142

　　　同　　　　正副委員長会議 6 38

● 雇用問題検討委員会 10 205

　　　同　　　　正副委員長会議 4 25

● 教育問題委員会 9 235

　　　同　　　　正副委員長会議 3 20

● 少子化対策検討委員会 6 85

　　　同　　　　正副委員長会議 2 16

● 学校と企業・経営者の交流活動推進委員会 4 71

　　　同　　　　正副委員長会議 4 33

　　　同　　　　運営委員会 1 19

　　　同　　　　フォーラム 1 162

● 理科系人材問題検討ＰＴ 6 53

● ＮＰＯ・社会起業推進委員会 7 280

　　　同　　　　正副委員長会議 2 10

　　　同　　　　ミッション 1 4

　　　同　　　　ミッション事前打ち合わせ 1 4

　　　同　　　　メッセ 1 233

● 総合外交戦略委員会 9 198

　　　同　　　　正副委員長会議 8 51

● アジア委員会 10 276

　　　同　　　　正副委員長会議 2 12

　　　同　　　　ワーキンググループ会合 1 5

　　　同　　　　国際会議 1 17

● 中国委員会 5 109

● 米州委員会 8 158

　　　同　　　　正副委員長会議 1 6

　　　同　　　　懇談会 1 7

● 欧州委員会 5 54

　　　同　　　　正副委員長会議 2 11

● ロシア・ＮＩＳ委員会 6 56

　　　同　　　　正副委員長会議 1 6

● アフリカ委員会 7 71

● 提携団体国際会議　第23回民間経済団体国際会議 1 4

● ＷＥＦ　（World Economic Forum) 0 0

● 潘基文・国連事務総長との朝食懇談会 1 10

● 2008年度　科学技術・イノベーション立国委員会　正副委員長会議 1 5

● 2008年度　雇用問題検討委員会 3 92

● 2008年度　地球環境問題委員会 3 72

　　　同　　　　正副委員長会議 2 8

　　　同　　　　常任委員会 3 26

● 2008年度　対内直接投資推進委員会 2 71

● 2008年度　医療制度改革委員会 1 7

　　　同　　　　正副委員長会議 1 7

● 2008年度　社会保障改革委員会 1 9

　　　同　　　　正副委員長会議 1 4

● 2008年度　中小企業活性化委員会 1 14

● 2008年度　企業経営委員会 3 81

　　　同　　　　正副委員長会議 3 15

● 2008年度　農業改革委員会　正副委員長会議 1 16

● 会員懇談会 2 278

● 幹事懇談会 9 432

● 産業懇談会 131 2438

　　　同　　　　懇親会 13 241

　　　同　　　　運営委員会 9 62

　　　同　　　　合同暑気払い 1 172

● 会員セミナー 20 2776

　　　同　　　　運営委員会 2 27

● 経済懇談会 14 142

　　　同　　　　世話人会議 1 2

　　　同　　　　懇親会 2 20



　　（2009年4月1日～2010年3月31日）

　　　　　　　　　　　　会合名 　会合数 　参加人数
● 創発の会 8 263

　　　同　　　　正副委員長会議 1 5

● 憲法問題懇談会 3 48

　　　同　　　　正副委員長会議 1 5

● 全国経済同友会代表幹事円卓会議 1 106

● リーダーシップ・プログラム（2009年度） 12 264

　　　同　　　　懇親会 1 69

● リーダーシップ・プログラム（2008年度） 1 18

● 全国経済同友会地方行財政改革推進会議 2 125

　　　同　　　　起草委員会 1 23

　　　同　　　　有識者ヒアリング 1 11

● 北陸三県各地経済同友会代表幹事と経済同友会（東京）との意見交換会 1 18

● 南関東ブロック各地経済同友会代表幹事と経済同友会（東京）との意見交換会 1 10

● 関西経済同友会幹部との懇談会 1 20

合計 812 18834


