
Ⅳ.2010年（平成22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）

●2010年（平成22年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

1 4月2日 萩原 敏孝
小松製作所
相談役・特別顧問

建設機械ﾋﾞｼﾞﾈｽの差別化
－建機のＩＣＴ化事例－

2 6月4日 岩田 彰一郎 アスクル　取締役社長兼CEO
環境ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

3 7月1日 斎藤 敏一
ルネサンス
取締役会長執行役員

多様化するﾌｨｯﾄﾈｽ産業
-医療･介護改革における役割-

4 9月3日 小林 栄三 伊藤忠商事　取締役会長
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化に向けて

5 10月1日 長島 徹 帝人　取締役会長 炭素繊維のはなし
～日本がﾘｰﾄﾞする高機能素材～

6 11月5日 石原 邦夫
東京海上日動火災保険
取締役会長

東京海上ｸﾞﾙｰﾌﾟの海外保険事業戦略

7 12月3日 小林 喜光 三菱化学　取締役社長 ｹﾐｽﾄﾘｰを基盤としたｻｽﾃｨﾅﾌﾞﾙ経営

●2011年（平成23年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

8 2月4日 杉江 和男 ＤＩＣ　取締役社長執行役員
化学の役割～Specialty Chemical 100
年の歩みから学ぶ

9 3月4日 松井 忠三 良品計画　取締役会長 無印良品の生成とｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ展開



２.会員セミナー開催一覧

（敬称略、役職は開催当時）

●2010年（平成22年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

1 4月7日 島内　憲
駐ブラジル日本国
特命全権大使

ブラジル経済の現状と今後の日本との
関係

2 5月27日 葛西　敬之 東海旅客鉄道　代表取締役会長 新しい高速鉄道の世紀

3 5月28日 孫崎　享 元外務省　国際情報局長 日本外交の現状と情報戦略

4 6月16日 ｶﾝﾃﾞ・ﾕﾑｹﾗｰ
国連工業開発機関（UNIDO）
事務局長

アフリカ開発の現状と今後

5 7月12日 五十嵐 敬喜
三菱UFJﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ
執行役員調査部長

ユーロ圏の金融危機とその影響

6 7月14日 宮本　明彦
日本経済新聞社
編集局次長兼政治部長

参議院選挙を踏まえた今後の政局の行方

7 9月6日 佛田　利弘 ぶった農産　代表取締役社長
日本の農業改革、ムラから世界へ
～農業に帰結する産業モデルと未来～

8 9月8日 高橋　進 日本総合研究所　副理事長　
世界経済の今後の見通しと課題
～ギリシャ危機等がもたらす影響

9 10月4日 北岡　伸一
東京大学大学院
法学政治学研究科　教授

日中関係の今後
～政治と軍事

10 10月20日 立川　敬二 宇宙航空研究開発機構　理事長
はやぶさ帰還、７年間の軌跡と今後の
宇宙研究開発

11 11月8日 船橋　洋一 朝日新聞社　主筆
新世界 国々の興亡
～米国中間選挙を踏まえて

12 11月11日 下川　和男
イースト株式会社
代表取締役社長

電子出版の過去、現在、そして未来

13 11月22日 中村　滋
外務省
国際貿易・経済担当大使

アジア・太平洋地域の今後
～APEC横浜開催を踏まえて

14 12月3日 浦野　光人 株式会社ニチレイ　取締役会長
環境問題に対する今後の日本企業の取
組み～ＣＯＰ１６を踏まえて

15 12月8日 中前　忠 中前国際経済研究所  代表
2011年の世界経済
～危機が日本を再生させる

16 12月10日 村山　斉
東京大学
数物連携宇宙研究機構　機構長

宇宙の５つの謎と、その解明へ向けて
の日本の地位

17 12月20日 森本　敏 拓殖大学海外事情研究所　所長 朝鮮半島の今後の情勢と日本の外交政策

●2011年（平成23年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

18 1月31日 ﾄﾞﾐﾆｸ・ﾃｭﾙﾊﾟﾝ IMD 学長

日本の国際競争力回復に向けて～ｸﾞﾛｰ
ﾊﾞﾙ・ﾏｲﾝﾄﾞをもつﾋﾞｼﾞﾈｽ・ﾘｰﾀﾞｰの開発
と役割

19 2月25日 畑中　美樹
国際開発センター
エネルギー・環境室 研究顧問

ｴｼﾞﾌﾟﾄ反政府ﾃﾞﾓのｲﾝﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
～米国・ｲｽﾗｴﾙの中東政策と日本企業へ
の影響

20 3月11日 岡田　武史
財団法人日本サッカー協会
理事

ﾘｰﾀﾞｰに必要なものとは～日本代表を率
いて、ｻｯｶｰＷ杯南ｱﾌﾘｶ大会を振り返る



３. 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）

2010年4月 2010年5月

見学会＆懇親会 休会

山種美術館

世界の水問題と気候変動

東京大学生産技術研究所

教授　沖　大幹

忍び寄る生活習慣病－糖尿病

朝日生命成人病研究所
名誉所長　赤沼　安夫

我が国の情報通信ビジネスのあり方に
ついて

地球と人類の末永い共生を目指して

ティーガイア 千代田化工建設

取締役会長　宮城　利行 相談役　関　誠夫

横河電機　グローバル企業への歩み　－事
業特性・地域特性を踏まえた海外展開－

観光立国と中国人観光客

横河電機 近畿日本ツーリスト
取締役専務執行役員　八木　和則 専務取締役　越智　良典

映画館のデジタル化とテレビを含む３Ｄ
（立体映像）化の現状と将来

新型インフルエンザおよび鳥インフル
エンザの動向と対策

ウシオ電機 ＮＢＣメッシュテック

取締役社長　菅田　史朗 技術顧問　中山　幹男

『言語技術』が日本のサッカーを変える　～
世界を目指す日本サッカー～

現代女子大生と高等教育の課題

日本サッカー協会 昭和女子大学

専務理事　田嶋　幸三 学長  坂東　眞理子

リーマンショック後のＭ＆Ａ事情ならびにＧＥ
前ＣＥＯジャック・ウェルチの経営哲学

環境が変えるこれからの経済・社会－電気
自動車とリチウムイオン電池が地球を救う－

ピナクル エリーパワー

取締役会長＆ＣＥＯ　安田　育生 取締役社長　吉田　博一　

ソトコトとロハス 僕と野球とBASEBALL

KDN MANAGEMENT INC．
代表取締役　団　野村

地雷除去に挑む～豊かで平和な大地
への復興～

ゴルフトーナメントの舞台裏

山梨日立建機 ランダムアソシエイツ

代表取締役　雨宮　清 代表取締役　戸張　捷

地球との対話と社会との対話 辺境の美意識

東京大学地震研究所 黒川雅之建築設計事務所
助教　大木　聖子 主宰　黒川　雅之

トップの決断
エジプト発掘の魅力～エジプト調査隊・
発掘レポート～

千葉大学 サイバー大学
法経学部准教授　清水　馨 学長　吉村  作治

わが国の化学会社の生命力
ここまでわかったうま味の有用性　～おいし
く食べて健康づくり研究の最近の成果～

保土谷化学工業 味の素　ライフサイエンス研究所
取締役会長　岡本　 首席理事　鳥居　邦夫

国際金融危機後の金融監督規制強化の動
向‐ボルカー・ルール提案の意味するもの

言語力の低下は国際競争力の低下を招く
―　優れた文語は日本語の核心

西村あさひ法律事務所 文語の苑

弁護士　松尾　直彦 代表幹事　愛甲　次郎

第４水曜

第４木曜

第４金曜

第３木曜

第４火曜

第３火曜

第３水曜
月刊『ソトコト』編集長　小黒  一三

１水・１木合同懇親会

第１水曜 １水・１木合同懇親会

第２金曜

第２火曜

第１火曜

第１木曜

第２水曜

第２木曜



３. 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４水曜

第４木曜

第４金曜

第３木曜

第４火曜

第３火曜

第３水曜

第１水曜

第２金曜

第２火曜

第１火曜

第１木曜

第２水曜

第２木曜

2010年6月

国際金融危機後の金融監督規制強化の動
向‐ボルカー・ルール提案の意味するもの

生物多様性条約第10回締約国会
議（COP10）開催に向けて

西村あさひ法律事務所 環境省 自然環境局 自然環境計画課

弁護士　松尾　直彦 生物多様性地域戦略企画室長 鳥居　敏男

花王のCSR経営　－ウェイマネジメントと
コンプライアンスを中心に－

ダイビルに見るビル賃貸業の今昔
と今日的課題への挑戦

花王 ダイビル

取締役常務執行役員 中川　俊一 取締役社長執行役員　佐藤　博之

「日中歴史共同研究」について
通訳から見た世界 ～リーダーの国
際コミュニケーション～

東京大学大学院法学政治学研究科 ディプロマット
法学部教授　北岡　伸一 取締役社長　原　不二子

日本企業がインドで成功するために
は

"Smarter Planet" ～持続可能な社
会の実現に向けて

サンアンドサンズアドバイザーズ 日本アイ・ビー・エム

代表取締役　サンジーヴ スィンハ 会長　大歳　卓麻

小さな国の生きる道―大国の狭間でしたたか
に活路を見出す小国から学ぶ事― 休会

元　ルクセンブルク国駐箚
特命全権大使　安藤　昌弘

民主党政権の動向を探る 見学会＆懇親会

毎日新聞社 日本銀行

論説副委員長  与良　正男

日本の癌研究の現状と課題　～癌研の取り
組みと最新の研究・治療法について

日本企業がインドで成功するため
には

サンアンドサンズアドバイザーズ

代表取締役　サンジーヴ スィンハ

デジタルメディア時代における
テレビ視聴率と今後の課題

環境と建築

ビデオリサーチ ＳＡＮＡＡ事務所　代表

特別顧問　木村　武彦 建築家　妹島　和世

GCAサヴィアンの挑戦－強い日本を子供た
ちの世代に継承するためのM&A 国際金融の現状と危機への対応

ＧＣＡサヴィアングループ 財務省
代表取締役ＣＥＯ　渡辺　章博 国際局長　中尾　武彦

米国の東アジア政策と日米同盟
世界の移民・移住の現状と日本の
課題

東京財団 国際移住機関 駐日事務所

上席研究員　渡部　恒雄 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・ﾏﾈｰｼﾞｬｰ　橋本　直子

iPS　（人工多能性幹細胞）の応用を
巡る現実と課題

経営コンサルティングの今

帝國製薬
取締役社長　村山　昇作

ネットワークで考える社会 懇親会

東京大学大学院　情報理工学系研究科

准教授　増田　直紀

外資製薬業のビジネス課題と最近の
薬剤について

メガトレンドと環境経営

ファイザー デュポン
取締役執行役員　髙橋　栄一 取締役社長　天羽　稔

雇用問題‐これからの論点 休会

リクルート　ワークス

研究所所長　大久保 幸夫

ﾎﾞｽﾄﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ　ｼﾆｱ･ﾊﾟｰﾄﾅｰ
&ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 　杉田　浩章

癌研究会理事・癌研究所所長
（医学博士）　野田　哲生

2010年7月

合
同
暑
気
払
い



３. 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４水曜

第４木曜

第４金曜

第３木曜

第４火曜

第３火曜

第３水曜

第１水曜

第２金曜

第２火曜

第１火曜

第１木曜

第２水曜

第２木曜

2010年9月 2010年10月
美しき日本に学ぶ、英知を見出す
バランス術

宅急便のアジア展開

e-エージェント ヤマト運輸

代表取締役　吉積サイモン 取締役社長　木川　眞

丸紅の経営戦略 見学会

丸紅 JAL航空教室機体整備工場

取締役副社長執行役員　関山　護 羽田国際線新旅客ターミナル

Suicaが世界を変える－JR東日本の
IT・Suica事業戦略－

近況および代表幹事時代のエピ
ソード

富士ゼロックス 元取締役会長
小林　陽太郎（終身幹事・元代表幹事）

医薬品業界の現状・課題と Astellas
の戦略

トヨタの中国事情

アステラス製薬 トヨタ自動車

取締役社長CEO　野木森　雅郁 常務役員中国部担当　毛利　悟

『エコサークル®』による環境問題へ
の取組み

クルマ社会の次の時代における成長
産業としての鉄道

帝人 ライトレール
取締役社長執行役員　大八木　成男 取締役社長　阿部　等

日本の企業活性化：ファンドの資金
と能力の活用方法

世界の航空産業におけるエアバス

アドベント インターナショナル エアバス・ジャパン

取締役社長　松本　洋 取締役社長　グレン・Ｓ・フクシマ　

リース業界の現状と総合ファイナンスカ
ンパニーとして進化する三菱UFJリース

地球との対話と社会との対話
東京大学地震研究所 助教 大木　聖子

三菱UFJリース

取締役社長 村田　隆一

タックスヘイブンの歴史と現在の役
割

マクドナルドの経営改革

東京大学法学部 日本マクドナルドホールディングス

教授　中里　実 取締役会長兼社長兼CEO　原田　泳幸

多様性を活かす日本型人事制度を
考える

中国の事情

キャリア工学ラボ. Go-To-Asia Investment Limited
取締役社長　岩尾　啓一 会長兼CEO 後藤　順一

ドクターヘリについて マスコミ報道と世論と民主主義

NPO法人救急ヘリネットワーク 毎日新聞社

理事長　國松 孝次 常勤顧問　菊池　哲郎

見学会 『私の肺ガン』　闘病記

東京スカイツリー 小島国際法律事務所
弁護士・代表パートナー　小島　秀樹

法律事務所との付き合いかた お葬式って、なぜするのか？

燦ホールディングス
取締役社長　古内　耕太郎

高専発『産学共同教育』による
人材育成

日本のがん対策の現状と展望
について

文部科学省　高等教育局私学部 富士フィルムメディカル
部長　河村　潤子 社長特命事項担当　岡本　昌也

株式会社サラダボウルの取り組みと
日本農業の未来

グローバル化と国内需要の創造

サラダボウル キッコーマン

代表取締役　田中 進 取締役社長COO　染谷　光男

TMI総合法律事務所　チーフオペレー
ティングオフィサー　野坂　正樹

見学会　癌研究所・癌研有明病院

東日本旅客鉄道　執行役員IT･Suica事
業本部副本部長　椎橋　章夫



３. 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４水曜

第４木曜

第４金曜

第３木曜

第４火曜

第３火曜

第３水曜

第１水曜

第２金曜

第２火曜

第１火曜

第１木曜

第２水曜

第２木曜

2010年11月 2010年12月 2011年1月

日本のサービス産業のグローバル化－なぜグロー
バルプレイヤーになるために苦戦するのか－ 都市鉱山と資源リサイクル ※例会は休会

ＣＮＣ JAPAN 物質・材料研究機構

取締役社長　ﾖｯﾍﾝ・ﾚｹﾞｳﾞｨｰ 元素戦略センター長　原田　幸明

地球との対話と社会との対話 テクノロジーの進化と経営の流れ ※例会は休会

東京大学地震研究所 ガートナー　ジャパン

助教　大木　聖子 取締役社長　日高　信彦

日米同盟と日本の安全保障
知らないではすまされない「マネジメ
ントのためのＩＦＲＳ」

※例会は休会

元外務省国際情報局長 新日本有限責任監査法人
孫崎 享 常務理事　中島　康晴

世界造船王国の盛衰と今後のアジア
造船業の展望

東京ミッドタウンにおける街づくりと環
境への取り組み

運営委員会・新年懇親会

海事アナリスト 三井不動産 ※例会は休会

長塚　誠治 常務執行役員　市川　俊英

国境を越えた強固な信頼関係の構
築―カンボジアで人材養成20年―

ウォルマートのサステナビリティ戦略
新年懇親会
（2水・2金・3水合同）

上智大学 西友 ※例会は休会
学長　石澤　良昭 執行役員 SVP　金山　亮

サムスン・グループのグローバル戦略 来年の経済展望 有期雇用と企業パフォーマンス

コムセル　 日本総合研究所 経済産業研究所

代表取締役プランナー　飯塚　幹雄 チーフエコノミスト　藤井　英彦 上席研究員　鶴　光太郎

文語　日本語の核心 楽天のEC戦略とグローバル戦略
新年懇親会
（2水・2金・3水合同）

文語の苑 楽天 ※例会は休会

代表幹事　愛甲　次郎 取締役常務執行役員　小林　正忠

３８億年の総括から『経営の本質と人
間の生産性』を考える

思考停止社会とコンプライアンス 運営委員会・新年懇親会

ヒューマンロジック研究所 名城大学 ※例会は休会

取締役会長 小林　惠智 教授  郷原　信郎

1911－2011　日本のプラスチック100
年　未来へ

新しいフラワービジネスモデルの誕
生秘話

新年懇親会
（2水・2金・3水合同）

住友ベークライト アートグリーン ※例会は休会
取締役会長　小川　富太郎 取締役社長  田中　豊

アジア地域協力と日中関係―新たな
発想とアプローチ

内外景気の展望―2010年を振り返り
つつ

※例会は休会

日本経済研究センター

研究本部主任研究員　竹内　 淳一郎

バチカン・欧州から日本・世界を見る 日本経済の現状と展望 ※例会は休会

前駐バチカン特命全権大使 日本銀行
上野　景文 調査統計局長　門間　一夫

ル・マン挑戦による即戦力となる学生
の育成

意外な展開をみせる地域化（ローカ
リゼーション）の行方

※例会は休会

東海大学大学院 評論家
工学研究科教授　林　義正 エポネット　取締役社長　丸田　一

現代の葬送事情について
～変わるお葬式、消えるお墓～

新年経済の展望と労働市場改革 運営委員会・新年懇親会

第一生命経済研究所 ※例会は休会
主任研究員　小谷　みどり

ブライダル事業の推移と展望につい
て

民主党政権の動向

ワタベウェディング 日本経済新聞 経済解説部

会長　渡部　隆夫 編集委員　清水　真人

忘年懇親会

早稲田大学国際学術院　大学院アジ
ア太平洋研究科教授　天児　慧

日本総合研究所　調査部ビジネス戦略
研究センター　主席研究員　山田　久



３. 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４水曜

第４木曜

第４金曜

第３木曜

第４火曜

第３火曜

第３水曜

第１水曜

第２金曜

第２火曜

第１火曜

第１木曜

第２水曜

第２木曜

2011年2月 2011年3月
安心して旅行するために：トラベラーズワ
クチン

感謝を行動に JALの再生について

日本航空

執行役員　藤田 直志

第二の人生は僧侶になって人の為・世の
為に活動しましょう

トランスコスモスのグローバル戦略－
中国について

臨済宗妙心寺派　恵日山開眼寺 トランスコスモス

住職　柴田　文啓 取締役会長兼CEO　船津　康次

地方銀行経営の現状と課題
成長戦略としての林業の課題と展望 ～
住友林業の山林経営の視点から～

浜銀総合研究所 住友林業
取締役会長  早川　洋 顧問　能勢 秀樹　

『総力戦』となるのか米中関係―どうする
日本―

世界最強の投資銀行に、経営を学
ぶ

アジアフォーラム・ジャパン ジェイ・ボンド東短証券

理事長　吉原　欽一 取締役社長　斎藤　聖美

羽田国際化～アジアのゲートウェイへ～ 精密ＧＰＳを用いた事業展開

全日本空輸 トプコン
取締役執行役員 片野坂　真哉 取締役社長　横倉　隆

委員会設置会社のコーポレート・ガバナ
ンス　－日立化成の場合－

IFRS（国際財務報告基準）の動向と
日本企業への影響

日立化成工業 日本公認会計士協会

取締役会長　長瀬　寧次 専務理事　木下　俊男

資源リスクと都市鉱山開発の課題 問いの力で人を育てる

物質・材料研究機構 コーチ・エィ

元素戦略センター長　原田　幸明 取締役社長　鈴木　義幸

経済危機について

慶應義塾大学　

経済学部　教授　竹森　俊平

2011年の世界経済と金融情勢

武者リサーチ
代表　武者　陵司

日本・文化・漆

日本の青少年育成とボーイスカウト活動

ボーイスカウト日本連盟
事務局長　吉田　俊仁

マーケティング視点からみた半導体産業について
『半導体は儲かるビジネスなのか？』

チップワンストップ　
取締役社長　高乗　正行

3Ｍ・イノベーション経営

ANAが進める沖縄貨物ハブ事業につい
て

全日本空輸

取締役執行役員　殿元　清司

中日本高速道路　取締役社長CEO　金子
剛一　（元住友スリーエム　取締役副社長）

震災の影響により中止

震災の影響により中止

震災の影響により中止

震災の影響により中止

震災の影響により中止

震災の影響により中止

震災の影響により中止

漆芸家・重要無形文化財「蒔絵」保持者
室瀬　和美

北里大学　北里生命科学研究所所長・大学
院感染制御学府長　中山　哲夫



４.経済懇談会開催一覧

（敬称略、役職は開催当時）

●2010年（平成22年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

1 9月2日 鍋島　英幸
三菱商事
取締役副社長執行役員

2010年度経済懇談会の運営について

2 9月22日 渡部　恒雄 東京財団　上席研究員　 米国の東アジア戦略と日米同盟の行方

3 10月1日 渡辺　博史
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

新興国の経済成長と日本

4 10月19日 車谷　暢昭 三井住友銀行　常務執行役員　
金融システム改革とグローバル化を
踏まえた銀行の方向性

5 11月5日 廣瀬　直己 東京電力　常務取締役

低炭素社会をﾘｰﾄﾞする東京電力の成長
戦略 中長期成長宣言2020ビジョン実現
を目指す

6 11月25日 寺島　実郎
財団法人　日本総合研究所
理事長

世界の構造転換と日本の進路

7 12月14日 殿元　清司 全日本空輸　取締役執行役員　
ANAが進める沖縄貨物ハブ事業の概要と
その可能性

8 12月24日 深澤　祐二 東日本旅客鉄道　常務取締役　
JR東日本のグループ経営ビジョンと
海外鉄道事業への取り組み

●2011年（平成23年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

9 1月7日 浦田　晴之
オリックス
取締役兼執行役副社長CFO

オリックスグループの成長戦略

10 1月14日 岩波　秀樹
ＪＦＥホールディングス
専務執行役員

アジアにおけるＪＦＥの成長の方向付け

11 2月1日 日比谷　武 富士ゼロックス　常務執行役員　
富士ゼロックスのグローバル化と人事
の取り組み～いい会社、いい人生を目
指して～

12 2月17日 妹尾 堅一郎 妹尾研究室　　
ビジネスイノベーションの次世代モデ
ル
～技術王道と戦略覇道のせめぎ合い～

13 3月29日 山梨　広一
ﾏｯｷﾝｾﾞｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ｲﾝｸ･
ｼﾞｬﾊﾟﾝ　ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ

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）

●2010年（平成22年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

1 4月23日 なし 2009年度修了式および懇親会

2 6月29日 桜井　正光 リコー　取締役会長執行役員 『この国のかたち』を描く

3 7月29日 前原　金一
経済同友会
副代表幹事・専務理事

2010年度夏季セミナー(7/15、16)報告

4 9月22日 新浪　剛史 ローソン　取締役社長ＣＥＯ ローソンチャレンジ

5 10月22日 長谷川閑史 武田薬品工業　取締役社長
政治・行政改革委員会の活動について
～新時代に相応しい政治のあり方とは

6 11月25日 小林陽太郎 経済同友会　終身幹事 経済同友会のルーツを探って

藤森　義明 日本ＧＥ　取締役社長

秋池　玲子
ﾎﾞｽﾄﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ
ﾊﾟｰﾄﾅｰ&ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ

斎藤　聖美
ジェイ・ボンド東短証券
取締役社長

鈴木　雅子
ベネフィット・ワン
取締役副社長

鰐淵美恵子
銀座テーラーグループ
取締役社長

●2011年（平成23年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

8 1月28日 小枝　至 日産自動車　相談役名誉会長
「２０２０年の日本創生」のための財
政・税制改革

9 2月22日 長嶋　徹 帝人　取締役会長
日本化繊産業の変遷～産業トップラン
ナーの教訓～

10 3月24日 なし 2010年度修了式および懇談会 震災の影響により中止

12月16日 グローバル　リーダーシップについて7



６.外国人が集まる国のあり方を考える懇談会開催一覧

（敬称略、役職は開催当時）

●2010年（平成22年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

1 6月16日 当懇談会の運営について

2 7月27日 当懇談会の運営について

3 7月29日 丸山　秀治
法務省入国管理局
入国管理企画官

在留外国人をめぐる現状と第４次出入
国管理基本計画について

4 9月1日 淺川　晃広
名古屋大学大学院
国際開発研究科　講師

オーストラリアの移民政策と日本への
教訓

5 10月5日 里見　隆治
厚生労働省　職業安定局派遣・
有期労働対策部外国人雇用対策
課　経済連携協定受入対策室長

EPA（経済連携協定）によるフィリピ
ン・インドネシアからの看護師・介護
士候補者受け入れの現状と課題

泉　潤一
厚生労働省
社会援護局福祉基盤課
福祉人材確保対策室長

6 11月16日 清水　聖義
外国人集住都市会議　議長
群馬県太田市長

外国人集住地域の現状と課題－
外国人との共生に向けた現場の声

7 12月9日 奥島　美夏
神田外語大学異文化コミュニ
ケーション研究所　講師

インドネシアの移住労働政策と
保健人材の葛藤ー対日EPAを中心に

●2011年（平成23年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

8 1月28日 坂中　英徳 移民政策研究所　理事長
日本型移民国家構想を語る－移民市場
の創生

平木　良一 移民政策研究所　顧問

9 3月4日 本年度の当懇談会の活動報告、自由討議



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）

●2010年（平成22年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

1 4月22日 プログラムを振り返って

2 7月23日 桜井　正光 リコー　取締役会長執行役員
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

3 8月25日 岡崎　哲二
東京大学大学院
経済学研究科教授

企業システムの歴史と経済同友会の役割

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

北城　恪太郎
日本アイ・ビー・エム
最高顧問

企業経営とリーダーシップ

自らが考えるリーダーの役割

5 9月22日 牛尾　治朗 ウシオ電機　取締役会長 リーダーシップ

6 10月19日 長谷川　閑史 武田薬品工業　取締役社長 Leadershipについて

7 10月29日 福井　俊彦
キャノングローバル戦略研究所
理事長

厳しい生存競争に立ち向かう

8 11月16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

小林　陽太郎 富士ゼロックス 元取締役会長
私の考えるリーダーシップ
～人を動かす謙虚さ～

●2011年（平成23年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

10 1月24日 宮内　義彦
オリックス
取締役兼代表執行役会長

リーダーシップとは

11 2月2日 坂根　正弘 小松製作所　取締役会長
コマツの経営構造改革
～強みを磨き、弱みを改革～

數土　文夫
ＪＦＥホールディングス
相談役

グローバル経済下における日本
～リーダーシップとは何か～

冨山　和彦 経営共創基盤　代表取締役CEO
再生の修羅場から見えてくる
マネジメントリーダーシップの本質

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

12
3月5日

福岡合宿
メンバーによる個人スピーチ

2009年度

2010年度

4 9月4日
軽井沢合宿

メンバーによる個人スピーチ

北城委員長・メンバーによる総括

9 12月9日
忘年懇親会（2003～2010年度合同）



８.会合別参加人数
(2010年4月1日～2011年3月31日）

           項目会　合　名 会合数 参加人数

１ 理事会 5 77

２ 幹事会 12 1090

３ 正副代表幹事会 20 256

同 スタートアップ・ミーティング 1 22

４ 役員等候補者選考委員会 6 62

５ 政策委員会【公益目的事業】

１） 国家運営の再構築と財政健全化への道筋

（１） 政治・行政改革委員会 8 212

同 正副委員長会議 3 19

（２） 　電子政府推進部会 8 46

（３） 財政・税制改革委員会 6 98

同 正副委員長会議 5 30

（４） 地域主権型道州制委員会 9 116

同 正副委員長会議 4 28

（５） 地方税財政改革委員会 9 173

同 正副委員長会議 7 49

（６） 社会保障改革委員会 8 141

同 正副委員長会議 3 21

同 見学会 2 14

（７） 政府関係法人改革委員会 8 93

同 正副委員長会議 7 24

２） 経済の再生と成長基盤の強化

（１） 経済成長戦略委員会 9 398

同 正副委員長会議 6 42

（２） もの・ことづくり委員会 7 172

同 正副委員長会議 11 72

（３） サービス産業活性化委員会 8 184

同 正副委員長会議 3 16

（４） 農業改革委員会 9 227

同 正副委員長会議 4 27

（５） 低炭素社会づくり委員会 6 137

同 正副委員長会議 3 17

同 正副委員長と環境省との意見交換会 1 10

（６） 金融・資本市場委員会 4 130

同 正副委員長会議 4 25

（７） 観光・文化委員会 8 229

同 正副委員長会議 5 31

（８） 医療・福祉ビジネス委員会 8 166

同 正副委員長会議 10 51

（９） 雇用・労働市場委員会 9 168

同 正副委員長会議 7 46

（１０）教育問題委員会 8 216

同 正副委員長会議 3 26

３） 『新・日本流経営』の実践と推進

（１） 企業経営委員会 6 229

同 正副委員長会議 6 41

同 『10年後のこの国のかたち』企業経営編に関する意見交換 2 14

同 アジアコーポレートガバナンスアソシエーションとの意見交換 1 8

（２） 社会的責任経営委員会 7 155

同 正副委員長会議 5 31

同 ＣＳＲシンポジウム 1 24

（３） 　ＮＰＯ・社会起業推進検討部会 6 104

（４） 企業・経済法制委員会 10 177

同 正副委員長会議 5 27

（５） 学校と経営者の交流活動推進委員会 4 83

同 正副委員長会議 1 6

同 運営委員会 1 17



８.会合別参加人数
(2010年4月1日～2011年3月31日）

           項目会　合　名 会合数 参加人数

４） 国際社会の安定と繁栄のための日本の役割と責任

（１） 総合外交戦略委員会 9 183

同 拡大正副委員長会議 11 79

同 リチャード・アーミテージ 元 米国務副長官他との特別懇談会 1 9

同 中東情勢に関する特別講演会 1 52

（２） アジア委員会 6 180

同 正副委員長会議 2 15

同 韓国ミッション・結団式・レビュー 2 35

同 ＡＪＢＭ 1 42

2009年度アジア委員会　韓国ミッション 1 23

（３） 中国委員会 7 330

同 正副委員長会議 3 18

同 懇談会・意見交換会 4 29

（４） 米州委員会 5 154

同 正副委員長会議 2 10

（５） 欧州委員会 5 67

同 正副委員長会議 1 5

同 ミッション・ミッション結団式 2 15

（６） ロシア・ＮＩＳ委員会 6 45

同 正副委員長会議 1 4

同 ミッション 1 6

同 懇談会 1 3

（７） アフリカ委員会 7 78

同 正副委員長会議 2 10

同 面談（大統領・大使） 2 11

同 ミッション 1 8

（８） 国際提携団体国際会議　　第24回民間経済団体国際会議 1 4

６ 正副代表幹事会委員会【公益目的事業】

（１） 国家ビジョンＰＴ 0 0

（２） 経済情勢・政策委員会 9 184

同 正副委員長会議 1 4

（３） 夏季セミナー 1 37

（４） 全国経済同友会　地方行財政改革推進会議 1 46

同 起草委員会 1 16

同 全体委員会 常任委員会 合同会合 1 62

同 有識者ヒアリング 2 23

（５） 経済研究所 ＴＣＥＲ 10 309

７ 広報・および政策広報【公益目的事業】

（１） 広報戦略検討委員会 5 26

（２） 政策懇談会

（３） 幹部懇談会

（４） 同友会政策フォーラム 0 0

（５） 同友会シンポジウム 2 484

（６） 記者会見の実施

代表幹事定例記者会見 21 423

総会後記者会見 1 30

年頭見解記者会見 1 12

提言発表記者会見 15 189

（７） 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 2 38

メディア関係者との定例意見交換会等 31 159

（８） 第23回全国経済同友会セミナー 1 60

 第23回全国経済同友会セミナー企画委員会 1 21

 第24回全国経済同友会セミナー企画委員会 2 35

6 71



８.会合別参加人数
(2010年4月1日～2011年3月31日）

           項目会　合　名 会合数 参加人数

８ 懇談会等【共益事業】

（１） 会員懇談会 3 190

同 新年会員懇談会 1 188

（２） 会員セミナー 20 2761

同 運営委員会 2 16

（３） 産業懇談会 128 2416

同 懇親会 10 244

同 運営委員会 10 66

同 合同暑気払い 1 153

（４） 経済懇談会 13 175

同 世話人会議 1 2

同 懇親会 2 21

（５） 創発の会 8 377

同 正副座長会議 1 5

（６） 外国人が集まる国のあり方を考える懇談会 7 87

同 正副委員長会議 2 11

（７） リーダーシップ・プログラム　(２０１０年度） 10 214

同 懇親会 1 65

リーダーシップ・プログラム　(２００９年度） 1 19

９ 会務【法人管理】

（１） 幹事懇談会 9 523

（２） 終身幹事会 2 38

（３） 顧問会 1 6

（４） 財務委員会 3 41

（５） 会員委員会 9 108

同 会員委員会懇談会 2 22

同 新入会員ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 8 112

（６） 全国経済同友会代表幹事円卓会議 1 115

（７） 各地経済同友会との意見交換会

北海道経済同友会との意見交換会 1 23

北関東ブロック各地経済同友会との意見交換会 1 25

沖縄経済同友会との意見交換会 1 26

関西経済同友会との懇談会 1 18

中部経済同友会との懇談会 1 15

（８） 全国経済同友会　事務局長会議 1 45

１０ 2009年度委員会・懇談会（公益目的事業/共益事業）

（１） 2009年度地方行財政改革委員会 0 0

（２） 2009年度社会保障改革委員会 1 12

同 正副委員長会議 1 4

（３） 2009年度医療制度改革委員会 0 0

（４） 2009年度雇用問題検討委員会 1 24

同 正副委員長会議 1 7

（５） 2009年度少子化対策検討委員会 0 0

（６） 2009年度理科系人材問題検討ＰＴ 3 26

（７） 2009年度内需拡大・経済成長戦略委員会 1 7

（８） 2009年度中堅・中小企業活性化委員会 1 17

（９） 2009年度金融・資本市場委員会 1 15

同 正副委員長会議 1 3

（１０）2009年度市場を中心とする経済社会のあり方検討委員会 0 0

（１１）2009年度社会的責任経営委員会 0 0

（１２）2009年度ＮＰＯ・社会起業推進委員会 2 20

同 正副委員長会議 1 5

（１３）2009年度憲法問題懇談会 1 15

合　　計 795 17,803


