
XIV.2013年（平成25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）

●2013年（平成25年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

1 4月5日 東條　洋 清水建設　専務執行役員
今後の地震防災の考え方とそれを支える
技術～東日本大震災後２年を経て～

2 6月7日 中村　紀子 ポピンズ　代表取締役CEO 保育の規制改革と企業の子育て支援

3 7月5日 菅田　史朗 ウシオ電機　取締役社長
多様化する映像・ディスプレイ産業の現
状と将来

4 9月6日 天羽　稔 デュポン　取締役会長
トランスフォーメーションによる持続的
成長

5 10月4日 堀　義人
グロービス経営大学院　学長、
グロービス・キャピタル・パー
トナーズ　代表パートナー

グローバル人材の育成

6 11月1日 北野　泰男 キュービーネット  取締役社長

 
日本のサービスを世界に～10分のみだし
なみ 理美容業「ＱＢハウス」の挑戦～

7 12月6日 住谷　栄之資 KCJ GROUP  代表取締役CEO
職業体験施設「キッザニア」のビジネス
モデル

●2014年（平成26年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

8 2月7日 杉本　哲哉 マクロミル  取締役会長兼社長 スマートデバイスで変わるマーケティング

9 3月7日 西山　茂樹
スカパーJSATホールディングス
取締役会長

衛星通信とPayTV事業



２.会員セミナー開催一覧

（敬称略、役職は開催当時）

●2013年（平成25年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

1 4月16日 池内　恵
東京大学先端科学技術研究セ
ンター　准教授

イスラーム教徒の世界観─信仰・社会・政
治

2 4月22日 村木　茂
東京ガス株式会社 代表取締役
副社長執行役員

シェールガス革命とエネルギー市場へのイ
ンパクト

3 5月21日 田中　明彦
独立行政法人国際協力機構
（JICA）理事長

わが国のアフリカ開発推進の取り組み－
TICAD V に向けて

4 5月31日 高橋　進
株式会社日本総合研究所 理事
長、経済財政諮問会議  議員

日本経済の展望と成長戦略―『骨太の方
針』に向けて―

5 6月5日 船橋　洋一
日本再建イニシアティブ財団
理事長

カウントダウン・メルトダウン―危機管理
の在り方

6 6月6日 木川　眞
ヤマトホールディングス株式
会社 取締役社長

クロネコヤマトの満足創造経営

7 7月2日 林　文子 横浜市　市長
トップの本気がチームを動かす
～待機児童ゼロの取組を通して～

8 7月3日 小林　りん
(公財）ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ･ｵﾌﾞ･ｱｼﾞｱ軽井
沢設立準備財団　代表理事

次世代アジアの人材育成〜多様性と混沌の
なかで生き抜く力を培うために

9 9月4日 川口　淳一郎

独立行政法人宇宙航空研究開
発機構 ｼﾆｱﾌｪﾛー
宇宙科学研究所 宇宙飛翔工学
研究系　教授

「はやぶさ」が挑んだ人類初の往復の宇宙
飛行、その７年間の歩み

10 9月13日 阿川　佐和子 作家・エッセイスト 聞く力 - 心をひらく35のヒント

11 9月25日
内田　貴

筒井　健夫

法務省経済関係民刑基本法整
備推進本部　参与
法務省大臣官房　参事官

なぜ今、民法（債権法）の改正が必要か

12 10月1日 辻　比呂志
重粒子医科学ｾﾝﾀｰ融合治療診
断研究ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾘｰﾀﾞｰ  重粒子
医科学ｾﾝﾀｰ病院　治療課長

重粒子線治療の成果と将来構想

13 12月4日 中前　忠 中前国際経済研究所　代表 世界経済はなぜ成長できないの

14 12月9日 伊藤　隆敏
東京大学大学院経済学研究科　教授
東京大学公共政策大学院　院長

アベノミクスの評価と課題

●2014年（平成26年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

15 1月10日 濱田　純一 東京大学　総長
大学教育の総合的改革～グローバル化時代
の学部教育～

16 1月15日 河野　龍太郎
ＢＮＰパリバ証券　経済調査本部長
兼 チーフエコノミスト

日本経済の見通し～財政健全化に向けて～

17 2月18日 皆川　芳嗣 農林水産省  事務次官 攻めの農林水産業の展開について

18 2月27日 押谷　仁
東北大学大学院医学系研究科
教授

新型インフルエンザのリスクとリスクマネ
ジメントの課題

19 3月7日 江守　正多
国立環境研究所地球環境研究ｾﾝﾀｰ 気
候変動ﾘｽｸ評価研究室　室長

地球温暖化リスクと人類の選択 ～IPCCの最
新報告から～

20 3月19日 大塚　宣夫
青梅慶友病院　会長
医療法人社団慶成会　会長

豊かな老後は自分でつくる ～超高齢社会を
生きる知恵～



 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・懇談会）

計768名 世話人 2013年4月 2013年5月
金（きん）の話

ＴＡＮＡＫＡホールディングス

取締役副社長　 柳原　史朗

日印包括的パートナーシップ
新たなグローバル時代へ / 機会と課題

サン・アンド・サンズ　グループ

代表　 サンジーヴ　スィンハ

わが国のエネルギー政策への期待と不安

住環境計画研究所

代表取締役所長　 中上 英俊

中国の台頭と 日本の外交安全保障戦略 日本の挑戦課題

民主党 キヤノングローバル戦略研究所

衆議院議員　 長島　昭久 理事長　福井　俊彦

知能化技術による新しいコンピュー
ターインターフェース

最高裁判所見学会

富士ソフト 最高裁判所　

取締役社長 執行役員　 坂下　智保 判事　 櫻井　龍子

里海：日本列島における海洋資源再
生ポテンシャル

東京ステーションホテル 見学会

上智大学大学院地球環境学研究科

教授　 あん・まくどなるど

再生医療の実用化・産業化に向けて
最近のホテル業界事情と建替えにつ
いて

経済産業省  生物化学産業課 パレスホテル

課長　 江崎  禎英 取締役社長　 小林　　節

日米のプロ野球の現状について
日本における和菓子　鎌倉の中の豊
島屋

太平広告 豊島屋

取締役社長　 麻生　一郎 取締役社長　 久保田　陽彦

第３水曜
アサヒグループホールディングスの現
状と企業価値

対中関係の課題

メンバー アサヒ飲料 東京大学 法学部・大学院

52名 取締役社長　 本山　和夫 法学政治学研究科教授　 藤原　帰一

国の「バランス・シート」と国債発行
石油業界
－川中から視た川上と川下の状況－

損保ジャパン総合研究所 伊藤忠エネクス

理事長　 中村　明雄 取締役会長　 小寺　　明

スパコンってな～に？ ー世界最高速
のスパコン「京」の開発とその利用ー

サントリー芸術財団の音楽活動と復興
支援活動

理化学研究所 計算科学研究機構 サントリー芸術財団 

副機構長　 米澤　明憲 音楽事業部長　 佐々木　亮

東京2020オリンピック・パラリンピック招
致活動の現状と今後の展開について

株式会社ルネサンスの健康増進の取組
について

（特非）東京2020オリンピック・パラリンピック招致委員会 ルネサンス

事務局長　 樋口　修資 取締役会長　 斎藤　敏一

米国シェールガス開発 タイヤ商品と環境への貢献

サハリン石油ガス開発 ブリヂストン

取締役　 今村　尚道 相談役　 荒川　詔四

アフリカの変貌とビジネスチャンス
世界の食糧問題と日本農業-TPPの議
論を踏まえて-

アフリカ開発銀行アジア代表事務所 資源・食糧問題研究所

所長　 玉川　雅之 代表取締役　 柴田　明夫

第４金曜

メンバー
64名

大塚良彦
柏木 斉
稲野 和利

江幡真史
鰐渕美惠子
守田道明

第３木曜

メンバー
47名

大戸武元
伊藤直彦
平野通郎

第４火曜

メンバー
49名

松島正之
高祖敏明
須田美矢子

第４水曜

メンバー
57名

飯塚哲哉
長江洋一
橋本政昭

第４木曜

メンバー
55名

山口公生
梶川　融
杉江和男

第２金曜

メンバー
62名

小林 節
河合輝欣
大室康一

第３火曜

メンバー
60名

浦上　浩
岡田民雄
中瀬雅通

第２水曜

メンバー
62名

高岡浩三
湯川智子
東條　洋

１火・１水・１木合同懇談会
 第一ホテル東京　プリマヴェーラⅡ

第２火曜

メンバー
45名

柿本寿明
清水修一郎
増渕　稔

第２木曜

メンバー
55名

西村和義
門脇英晴
斎藤博明

第１火曜

メンバー
52名

富田純明
美安達子
髙橋直樹

１火・１水・１木合同懇談会
 第一ホテル東京　プリマヴェーラⅡ

第１水曜

メンバー
51名

内田 勲
船津康次
安田結子

１火・１水・１木合同懇談会
 第一ホテル東京　プリマヴェーラⅡ

第１木曜

メンバー
57名

宅　清光
古沢熙一郎
早川　　洋



 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・懇談会）

計768名

第３水曜

メンバー

52名

第４金曜

メンバー
64名

第３木曜

メンバー
47名

第４火曜

メンバー
49名

第４水曜

メンバー
57名

第４木曜

メンバー
55名

第２金曜

メンバー
62名

第３火曜

メンバー
60名

第２水曜

メンバー
62名

第２火曜

メンバー
45名

第２木曜

メンバー
55名

第１火曜

メンバー
52名

第１水曜

メンバー
51名

第１木曜

メンバー
57名

2013年7月

先住民族の叡智 転ばぬ先の杖となる弁護士

東京大学 弁護士

名誉教授　 月尾　嘉男 村松　謙一

日本のエレクトロニクス産業へのロー
デ・シュワルツ社の取り組みと貢献

運営委員会
アナリティクス:分析力とは何か？～ ビッグデー
タをビジネスに活かすデータ活用例

ローデ・シュワルツ・ジャパン SAS Institute Japan

取締役社長　 笠井　伸啓 取締役社長　 吉田　仁志

生活者1万人アンケートにみる日本人
の価値観・消費行動の変化

歴史的経緯から見たわが国 政治の問題点

野村総合研究所 元衆議院議員・元運輸相

経営コンサルティング部 主任コンサルタント　松下 東子 森田　一

企業とスポーツとオリンピック ラグジュアリー マーケットの変化

三井住友海上火災保険 リシュモン ジャパン

女子柔道部監督　 柳沢　久 取締役社長　 西村　豊

ソーシャルゲーム産業について 休会

ディー・エヌ・エー

取締役会長　 春田　真

シェールガス革命の影響 アルミニウムダイカストのご紹介

日本エネルギー経済研究所 リョービ

研究理事　 森田　裕二 取締役社長　 浦上  彰

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏｰｹｯﾄにおける日本不動産市場概観-
世界の不動産市場ｻｲｸﾙと注目の日本市場-

アベノミクス成長戦略の柱：　エネル
ギー・環境ビジネスとは

NSホールディングス パワーソリューションズ

取締役社長　 濱岡　洋一郎 取締役　 尾崎　弘之

日本語は難しい言語なのか？ 日本は再び豊かになることができるか

名古屋大学大学院文学研究科　 東京大学大学院法学政治学研究科

教授　 町田　健 教授　 中里　実

寄付10兆円時代を目指して～新しい
時代のソーシャルマネーの可能性～ 運営委員会 東京国立博物館　見学会

日本ファンドレイジング協会

代表理事　 鵜尾　雅隆

中国に死角はないか わが国経済の課題とドイツの構造改革

日中経済貿易センター 日本銀行

特別顧問　 古屋　　明 理事　 木下　信行

ＮＡＶＩＴＩＭＥのビジネスモデル よい印象の言葉力（ことばりょく）

ナビタイムジャパン

代表取締役　 大西　啓介 元ＮＨＫアナウンサー　 宮本　隆治

2020夏季五輪・レスリング競技復活の
プロセス

東京ステーションホテル 見学会 暑気払い懇談会

日本レスリング協会

常務理事　 富山　英明

日本の社会と安全－スイスからの視点－ シルクロードと騎馬遊牧民

救急ヘリ病院ネットワーク 創価大学

理事長　 國松　孝次 教授　 林　俊雄

東京駅丸の内駅舎の保存・復原・活用-歴
史遺産を使い続ける意味と課題-

休会

ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本建築設計事務所東京ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部

丸の内ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室室長　 田原　幸夫

懇談会
ホテル椿山荘東
京

ホテルメトロポリタ
ン丸の内

2013年6月



 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・懇談会）

計768名

第３水曜

メンバー

52名

第４金曜

メンバー
64名

第３木曜

メンバー
47名

第４火曜

メンバー
49名

第４水曜

メンバー
57名

第４木曜

メンバー
55名

第２金曜

メンバー
62名

第３火曜

メンバー
60名

第２水曜

メンバー
62名

第２火曜

メンバー
45名

第２木曜

メンバー
55名

第１火曜

メンバー
52名

第１水曜

メンバー
51名

第１木曜

メンバー
57名

2013年7月 2013年10月

建設業界の概要について 人を大切にすること

安藤・間 文藝春秋

代表取締役社長　　野村　俊明 文春新書編集長　 向坊　健

Towards Agile Japan！（「アジャイル・
ジャパン」へ向かって）

ダイバーシティ＆インクルージョン　新
しい視点

マネックス証券 日本マイクロソフト

常務執行役員CTO  ピーテル・フランケン 執行役　 佐々木　順子

ドラッカー　2020年の日本人への『預言』
ミャンマーにおける資本市場育成につ
いて

大学評価・学位授与機構 内閣府 参事官

研究開発部 教授　 田中　弥生 （経済社会システム担当政策統括官付き） 木村　秀美

農業立国の勧め
産業構造転換と求められる成長戦略
～労働市場改革を中心に

キヤノングローバル戦略研究所 日本総合研究所

研究主幹　 山下　一仁 調査部部長　 山田　久

最近の会計・監査事情について
大企業がベンチャーを活用すべき理
由

あずさ監査法人（KPMG Japan) メンバーズ

理事長　 内山　英世 取締役社長　 剣持　　忠 

ネットによる教育学習革命と企業研修 南海トラフ地震の被害想定とＢＣＰ

ネットラーニング 内閣府 

代表取締役（CEO)　 岸田　徹 内閣府官房審議官　 佐々木 　克樹

バス事業の広域連携を通じた再生について
「２０１３年に居合わせて」～日本そして
世界の今を考える～

みちのりホールディングス 日本海員掖済会

取締役社長　 松本　順 常務理事　 大口　清一

バチカンの聖と俗　日本大使の一四〇
〇日

企業のリスクマネジメントと企業保険
マーケットの現状

元バチカン大使 AIGｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ　専務執行役員

杏林大学客員教授　 上野　景文 兼ﾁｰﾌｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝｵﾌｨｻｰ　 首藤　透

日本の文化・歴史を辿る旅（史跡・著
名人記念館めぐり）

当面する世界情勢と日本

ＡＩＴ 拓殖大学

取締役社長　 大熊　克美 特任教授　 森本　 敏

東京2020～招致活動を終えて 運営委員会 味の素ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 見学会

東京2020オリンピック・パラリンピック招致委員会評議会

副理事長・専務理事　 水野　正人

アベノミクス第２幕と日本経済 運営委員会
経営戦略としてのダイバーシティマネ
ジメント

日本経済新聞社 Ｊ－Ｗｉｎ

編集委員　 滝田　洋一 理事長　 内永  ゆか子

サービス・グローバリゼーション：脱コン
テクスト化と再コンテクスト化

MICE/IR(統合型リゾート)を活用した国際観光
産業振興と日本の立地競争力強化の可能性

一橋大学大学院 博報堂 IR/MICE推進室

国際企業戦略研究科准教授　 藤川　佳則 担当部長　 栗田　　朗

中国経済の現状と課題
理系研究職派遣事業を通じて直面し
たポスドク問題の実態

日中産学官交流機構 ＷＤＢホールディングス

特別研究員　 田中　修 取締役社長　 中野　敏光

進化・成長する電子チラシ事業
～第５のマスメディアサービスを目指して～

バチカンの聖と俗　　日本大使の一四
〇〇日

凸版印刷 元バチカン大使

取締役社長　 金子　眞吾 杏林大学客員教授　 上野　景文 

14グループ
合同懇談会
(暑気払い)

2013年9月



 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・懇談会）

計768名

第３水曜

メンバー

52名

第４金曜

メンバー
64名

第３木曜

メンバー
47名

第４火曜

メンバー
49名

第４水曜

メンバー
57名

第４木曜

メンバー
55名

第２金曜

メンバー
62名

第３火曜

メンバー
60名

第２水曜

メンバー
62名

第２火曜

メンバー
45名

第２木曜

メンバー
55名

第１火曜

メンバー
52名

第１水曜

メンバー
51名

第１木曜

メンバー
57名

2013年10月 2013年12月

企業年金の現状と課題
不動産マーケットと当社の事業につい
て

企業年金連合会 野村不動産ホールディングス

理事長　 村瀬　清司 取締役社長　 中井  加明三

金融社会における日銀の役割
～プルーデンス政策を中心に～

新国立劇場見学会

日本銀行　

理事　 田中　洋樹

キッコーマンのＩＲ活動 2014年の日本経済を考える

キッコーマン NTTデータ経営研究所

常務執行役員CFO　 中野 祥三郎 所長　 斎藤　精一郎

ロンドンオリンピック2012‐世界の祭典
を成功させたITとダイバーシティ

2014年の世界・日本経済展望

BTジャパン JP モルガン証券

取締役社長　 吉田 晴乃 経済調査部長　 菅野　雅明

栄養の新時代 ～ネスレヘルスサイエ
ンスの挑戦～

運営委員会
近時の法曹事情と米国における危機
管理の具体例

ネスレヘルスサイエンスカンパニー シティユーワ法律事務所

カンパニープレジデント　 中島 昭広 シニアパートナー弁護士　 澤野 正明

京都花街に学ぶ経営の極意　－舞妓
さん育成と一見さんお断り－

新年経済展望

京都女子大学 日本総合研究所

現代社会学部教授　 西尾　久美子 理事　 藤井　英彦

ビッグデータがもたらす変化 水に流せない水の話

国立情報学研究所 グローバルウォーター・ジャパン

所長　 喜連川  優 代表　 吉村　和就

間違いだらけの医者選び 中国にどう向き合うか

医師・ジャーナリスト 東京大学大学院

富家　孝 法学政治学研究科教授　 藤原　帰一

企業が抱える人事的課題における考
察

ものづくり現場発想の成長戦略について

キャリア工学ラボ. 東京大学大学院経済学研究科

取締役社長　 岩尾 啓一 教授　 藤本　隆宏

少子高齢化社会に向けた京王電鉄の
取り組み

新年経済展望

京王電鉄 日本総合研究所

取締役会長　 加藤　奐 理事　 藤井　英彦

Kosovo: Past, Present and the future 日本経済・物価の展望と金融政策

コソボ共和国 日本銀行

駐日特命全権大使　 アフメト・シャラ 調査統計局長　 前田 栄治

震災ビッグデータで変わる防災と復興
日本スペースガード協会の取組～小惑星衝突から地
球を護るための方法、観測体制ならびにその重要性
について～

日本放送協会　報道局　 日本スペースガード協会

社会番組部　ディレクター　 阿部　博史 理事長　 高橋  典嗣

スピルリナの可能性
中国化する日本　日中「文明の衝突」
一千年史』再考

ＤＩＣライフテック 愛知県立大学

取締役社長　 永井　寛 日本文化学准教授　 與那覇　潤

最近のマーケットとJPXの取組み 忘年懇談会

日本取引所グループ　取締役兼 クラブ関東

代表執行役グループCEO　 斉藤　惇

2013年11月

懇談会
網町三井倶
楽部



 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・懇談会）

計768名

第３水曜

メンバー

52名

第４金曜

メンバー
64名

第３木曜

メンバー
47名

第４火曜

メンバー
49名

第４水曜

メンバー
57名

第４木曜

メンバー
55名

第２金曜

メンバー
62名

第３火曜

メンバー
60名

第２水曜

メンバー
62名

第２火曜

メンバー
45名

第２木曜

メンバー
55名

第１火曜

メンバー
52名

第１水曜

メンバー
51名

第１木曜

メンバー
57名

運営委員会 休会
３年目の金正恩体制・北朝鮮は何を目
指すのか

東京新聞

外報部次長　 城内 康伸

休会
ここまできた・・コンピュータによる現実
の予測

アンシス・ジャパン

代表取締役 　大古　俊輔

運営委員会 休会 展示会産業の現状と課題

東京ビッグサイト　

取締役社長　 竹花　豊

休会
経済の緊密化と連携協定がもたらす企
業や国民生活への影響

芝綜合法律事務所

弁護士　舛井　一仁

休会
米国における次世代経営人材育成の
動向

野村総合研究所 　理事　椎野　孝雄

野村マネジメントスクール 主席研究員　遠藤 幸彦

中国にどう向き合うか

東京大学法学部大学院

法学政治学研究科教授　 藤原　帰一

休会 場所の力

隈研吾建築都市設計事務所

主宰　 隈　研吾

休会 無知の力～問題発見のための発想法～

休会
最近の日本経済と日本銀行の金融政
策

日本銀行

政策委員会 審議委員　 白井 さゆり

休会 2014年の米中関係の行方と日本

東京財団 

上席研究員　 渡部　恒雄

休会 世界の舞台で挑戦し続ける

バレリーナ　 吉田　都

運営委員会 休会
データサイエンティスト協会の活動とデー
タサイエンティスト人材のスキル定義

データサイエンティスト協会

事務局長　 宍倉　剛

休会 大学のグローバル化とその課題 運営委員会

昭和女子大学

理事長　 平尾　光司

東京の国際競争力の強化について
（東京オリンピックと国家戦略特区）

運営委員会

森ビル
取締役専務執行役員　 堀内　勉チーフ エコノミスト　 菅野　雅明

2014年の世界・日本経済展望

ＪＰモルガン証券

新年懇談会

「2水」「2金」「3水」合同新
年懇談会

「2水」「2金」「3水」合同新
年懇談会

新年懇談会
及び運営委員会

クニエ　取締役社長　  高木　真也
クニエ　コンサルティングフェロー　  細谷
功

日本の保険市場自由化と保険会社の課
題

三井住友海上火災保険

シニアアドバイザー　 井口  武雄

「2水」「2金」「3水」合同新
年懇談会

新年懇談会

2014年2月2014年1月



 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・懇談会）

計768名

第３水曜

メンバー

52名

第４金曜

メンバー
64名

第３木曜

メンバー
47名

第４火曜

メンバー
49名

第４水曜

メンバー
57名

第４木曜

メンバー
55名

第２金曜

メンバー
62名

第３火曜

メンバー
60名

第２水曜

メンバー
62名

第２火曜

メンバー
45名

第２木曜

メンバー
55名

第１火曜

メンバー
52名

第１水曜

メンバー
51名

第１木曜

メンバー
57名

暴れ馬の世界経済と日本の課題

日本経済新聞社

編集委員　 滝田 洋一

グローバル化時代の標準化戦略

BSIグループジャパン

取締役社長　 竹尾　直章

女性登用を進めるには何をすべきか

アルファ・アソシエイツ

取締役社長　 藤原　美喜子

日本の外交・安全保障

ｷﾔﾉﾝｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ戦略研究所

研究主幹　宮家　邦彦

docomo Future Station見学会

時代のトレンドを読み解き、ビジネス
に活かすには？

インフィニティ

代表　 牛窪　恵

夢の翼　「英語教育 」と「癌治療プロ
ジェクトの紹介」

マーチャント・バンカーズ

取締役社長　 古川 令治

バイアウト

カーライル・ジャパン・エルエルシー

ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　日本共同代表　山田　和広

『貯蓄から投資ヘ』の実現に向けて

三井住友銀行

取締役会長   北山 禎介

ライツ・オファリングによる資本政策の
当社事例を基に

エー・ディー・ワークス

取締役社長兼ＣＥＯ　田中 秀夫

劇団四季の地域貢献活動

劇団四季

取締役待遇　 越智　幸紀

Manufacturing The Future ～3Dプリ
ンターの現状と今後の可能性～

スリーディー・システムズ・ジャパン

取締役副社長　 田中 宏幸

老人割引と学生割引

日清製粉グループ本社

特別顧問　 村上　一平

薬品産業と健康　- 非常時に思う事 -

ファイザー

執行役員　 豊沢　泰人

2014年3月



４.経済懇談会開催一覧

（敬称略、役職は開催当時）

●2013年（平成25年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

1 9月4日 － － 2013年度経済懇談会の活動と運営について

2 9月26日 － －
グローバル競争力強化に向けたダイバーシ
ティマネジメントについて、フリーディス
カッション

3 10月3日 鈴木　和洋
シスコシステムズ　専務執行
役員

シスコの経営品質向上によるビジネスフ
レームワークについて

410月23日 八田　達夫
経済同友会 政策分析センター
所長

成長戦略としての規制緩和・国家戦略特区
構想について

511月14日 中本　祥一 電通　取締役副社長執行役員 電通のスポーツビジネスについて

611月27日 鈴木　純 帝人　取締役常務執行役員 中長期的な成長に向けた帝人のチャレンジ

7 12月6日

812月12日 垣内　威彦 三菱商事　常務執行役員 世界の食糧需給

●2014年（平成26年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

9 1月23日 髙柳　浩二
伊藤忠商事　取締役専務執行
役員

伊藤忠の現状と課題

10 2月12日 山下　良則 リコー　取締役専務執行役員 リコーの事業概要と新たな挑戦

11 2月27日 天羽　稔 デュポン　取締役会長
グローバル経営におけるリーダーシップと
人材育成

12 3月12日 長谷川　閑史
経済同友会 代表幹事
（武田薬品工業 取締役社長）

タケダのグローバル化への挑戦

13 3月27日 山梨　広一
マッキンゼー・アンド・カン
パニー・インコーポレイテッ
ド・ジャパン　ディレクター

2013年度経済懇談会まとめ

ＫＡＧＲＡ(神岡)トンネル工事、スーパーカミオカンデ 視察



５.創発の会開催一覧

（敬称略、役職は開催当時）

●2013年（平成25年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

1 7月1日 長谷川　閑史 武田薬品工業　取締役社長
日本の現状を見て「行動する同友会」は何を
すべきか

2 7月30日 前原　金一
経済同友会
副代表幹事・専務理事

2013年度夏季セミナー(7月11日～12日)の報告

3 9月30日 岡本　圀衞 日本生命保険　取締役会長 財政・税制改革委員会の活動について

410月24日 冨山　和彦
経営共創基盤
代表取締役CEO

サービス産業生産性向上委員会の活動につい
て

5 11月1日 藤森　義明
LIXILグループ　取締役代
表執行役社長兼CEO

ＬＩＸＩＬのグローバル化に向けた取り組み

小林　陽太郎 国際大学　理事長

北城　恪太郎
日本アイ・ビー・エム
相談役

●2014年（平成26年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

7 1月15日 伊東　信一郎
ANAホールディングス
取締役社長

ANAの経営戦略～2020東京五輪を迎えるにあ
たって～

8 2月20日 北山　禎介 三井住友銀行　取締役会長 教育改革委員会の活動について

9 3月24日

612月13日

2013年度修了式および懇談会

「創発の会」15周年記念講演会および交流会



６.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）

●2013年（平成25年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

1 7月5日 長谷川 閑史 武田薬品工業　取締役社長
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

2 7月17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

長谷川 閑史 武田薬品工業　取締役社長 次世代のリーダーに向けて

北城 恪太郎 日本アイ・ビー・エム　相談役 企業経営とリーダーシップ

メンバーによる個人スピーチ 私の目指すリーダー像

4 9月17日 藤森　義明
LIXILグループ
取締役代表執行役社長兼CEO

LIXILのグローバル化に向けた取り組み

5 10月1日 牛尾  治朗 ウシオ電機　取締役会長 リーダーの人生観

610月17日 小林　喜光
三菱ケミカルホールディングス
取締役社長

徒然なるままに、想うこと・・・・

711月19日 小林 いずみ ANAホールディングス　取締役 グローバルビジネスのマネージメント

811月25日 木川　 眞
ヤマトホールディングス
取締役社長

為さざるの罪～経営理念は行動で示す～

9 12月2日 數土　文夫 JFEホールディングス　相談役 次世代の経営者の方々へ

1012月16日

●2014年（平成26年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

11 1月16日 唐池　恒二 九州旅客鉄道　取締役社長 これまで教わってきた七つの心得

12 1月31日 中西　宏明
日立製作所
代表執行役 執行役社長兼取締役

グローバル競争時代に求められるリーダー
シップ

13 2月17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

14 3月4日 大橋　光夫 昭和電工　相談役 あすの日本、あすの企業

冨山  和彦 経営共創基盤　代表取締役CEO 21世紀を勝ち抜く経営者の課題

大山 健太郎 アイリスオーヤマ　取締役社長 変化対応の経営

メンバーによる個人スピーチ 社長就任演説

グループディスカッション わが社（私）の経営課題について

3 9月7日
軽井沢合宿

15
3月15日
仙台合宿

忘年懇談会（2003～2013年度メンバー 合同）



７.ジュニア・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）

●2013年（平成25年）－2012年度ジュニア・リーダーシップ・プログラム

(2012年10月～2013年10月）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

7 4月16日
チャールズ
Ｄ.レイクⅡ

ｱﾒﾘｶﾝﾌｧﾐﾘｰ生命保険　日本におけ
る代表者・会長

グローバル経済の変容と求められる人財

8 5月21日 内永　ゆか子
ベルリッツ コーポレーション
名誉会長

経営戦略としてのダイバーシティマネジ
メント

9 6月18日 泉谷　直木
アサヒグループホールディングス
取締役社長兼ＣＯＯ

アサヒグループホールディングスのチャ
レンジ経営

10 7月9日 斎藤　敏一 ルネサンス　取締役会長
社内ベンチャーによる健康スポーツビジ
ネスの起業

11 8月27日 小林　いずみ

元世界銀行　多数国間投資保証機
関　長官
ＡＮＡホールディングス　取締役
Women Corporate Directors
(WCD)日本支部共同幹事

グローバルビジネスのマネジメント

峰岸 真澄
リクルートホールディングス　取
締役社長

変革のセンターに立つということ

自社の事業部門リーダーへの就任演説

今後の自分のキャリアにどのように生か
すか

●2013年（平成25年）－2013年度ジュニア・リーダーシップ・プログラム

(2013年10月～2014年7月）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

110月28日 2013年度ｼﾞｭﾆｱ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

211月12日 北城　恪太郎
日本アイ・ビー・エム  相談役
経済同友会
ｼﾞｭﾆｱ･ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 委員長

企業経営とリーダーシップ

312月20日 木川　眞
ヤマトホールディングス　取締役
社長

クロネコヤマトの満足創造経営　為さざ
るの罪～経営理念は行動で示す～

●2014年（平成26年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

4 1月21日 小林　いずみ
ANAﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ　社外取締役
ｻﾝﾄﾘｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ　社外取締役

グローバルビジネスのマネジメント

5 2月7日 岡崎　哲二
東京大学大学院　経済学研究科
教授

日本経済・日本企業の歴史と経済同友会

6 2月18日 橘・フクシマ・咲江

G&S Global Advisors Inc.
取締役社長

競争力向上とダイバーシティ
～経済同友会の活動を中心に～

7 3月13日 志賀　俊之 日産自動車　取締役副会長
グローバル競争に打ち勝つ組織・人づく
り

ダイバーシティのあり方と今後の自分の
アクションプラン

グループディスカッション

オリエンテーション

12 10月4日 メンバーによる個人スピーチ

グループディスカッション



   ８.会合別参加人数 (2013年4月1日～2014年3月31日）

　会　　合　　名　 会合数 参加人数

Ⅰ. 役員会等【法人事業/法人管理関係】

１. 会員総会 1 77

２. 理事会 4 72

監査役の会合 2 20

　同　　懇談会 1 6

３. 幹事会（臨時幹事会を含む）   12 1,251

４. 正副代表幹事会 20 317

　同　　スタートアップミーティング 1 19

　同　　ONE DAY MEETING 1 23

５. 役員等候補選考委員会 5 58

Ⅱ 代表幹事イニシアティブ【公益目的事業】

１. 改革推進プラットフォーム

（１） 司法制度改革検討PT 6 38

（２） 「日本版NIH」のあり方検討PT 3 14

（３） 国家戦略特区PT 4 20

（４） 改革推進に向けた委員長会議　　　(正副代表幹事会にて開催） 2 6

２. 諮問委員会 15 287

（１） 国土強靭化検討部会 5 37

国土強靭化検討部会と震災復興委員会正副委員長との意見交換会 1 14

３. 政策懇談会

（１） 経済産業省との懇談会 1 19

（２） 厚生労働省との懇談会 2 38

（３） 財務省との懇談会 1 20

（４） 農林水産省との懇談会 1 7

（５） 自由民主党　政務調査会との政策懇談会 1 11

（６） 「公的・準公的資金の運用の在り方」についての勉強会 1 6

４. 政策分析センター 0 0

５. 経済研究所

ＴＣＥＲセミナー 10 296

Ⅲ 政策委員会・提言実践推進ＰＴ【公益目的事業】

１. 経済成長戦略

（１） 科学技術・イノベーション委員会 6 194

　同　　正副委員長会議 4 30

　同　　ドイツ調査ミッション 1 65

　同　　ドイツ調査ミッション　事前説明会（科学技術・イノベーション委員会） 1 4

　同　　内閣官房知的財産戦略推進事務局との意見交換会 1 9

（２） 経済連携委員会　　（欧州・ロシア・アフリカ委員会との合同開催を含む） 6 93

　同　　正副委員長会議　　　 5 37

（３） 環境・エネルギー委員会 14 471

　同　　正副委員長会議 10 76

　同　　英国調査ミッション 1 30

　同　　　省エネ社会検討分科会 5 75

　同　　　温暖化対策検討分科会 3 61

（４） 医療・福祉改革委員会 5 131

　同　　正副委員長会議 6 36



   ８.会合別参加人数 (2013年4月1日～2014年3月31日）

　会　　合　　名　 会合数 参加人数

（５） 農業改革委員会 9 307

　同　　正副委員長会議 1 3

（６） 雇用・労働市場委員会 10 223

　同　　正副委員長会議 4 32

　同　　ワーキンググループ会合 7 42

（７） 震災復興委員会 9 285

　同　　正副委員長会議 1 6

　同　　被災地視察　（震災復興部会との合同視察を含む） 4 104

　同　　ワーキンググループ会合 3 23

被災地における人づくり支援プロジェクト【宮城県女川町】交流会 2 47

震災復興・東北未来創造イニシアティブ協働委員会合同正副委員長会議 1 6

（８） サービス産業生産性向上委員会 10 205

　同　　正副委員長会議 5 35

（９） 観光立国推進ＰＴ 2 38

（10） サービス産業国際化ＰＴ 4 76

（11） ＴＩＣＡＤ Ｖ 支援・フォローアップＰＴ 10 119

　同　　正副委員長会議 2 10

　同　　懇談会 1 15

２. 経済・財政運営

（１） 財政・税制改革委員会 5 141

　同　　正副委員長会議 6 40

社会保障改革部会 5 73

　同　　正副部会長会議 2 10

財政・税制改革委員会　社会保障改革部会　合同正副委員長会議 1 12

財政・税制改革委員会　社会保障改革部会　合同委員会 1 37

（２） 経済・金融委員会 7 226

　同　　正副委員長会議 5 35

　同　　正副委員長会議（バルケネンデ オランダ前首相との懇談会） 1 11

（欧州・ﾛｼｱ・ｱﾌﾘｶ委員会、ｱｼﾞｱ委員会　正副委員長会議と合同開催）

３. 国家運営・統治

（１） 政治改革委員会 9 173

　同　　正副委員長会議 4 23

（２） 行政・制度改革委員会 3 67

　同　　正副委員長会議 2 14

（３） 地方分権・道州制委員会 5 78

　同　　正副委員長会議 3 15

　同　　北海道夕張市視察 1 10

　同　　九州視察 1 12

（４） 教育改革委員会 3 98

　同　　正副委員長会議 1 8

　同　　大学訪問　（昭和女子大学・東京理科大学・神戸大学・慶應義塾大学） 4 110

　同　　沖縄訪問（沖縄産学官協働人財育成円卓会議との合同会議） 1 72

　同　　沖縄訪問（琉球大学との懇談会） 1 33

人財育成・活用委員会　教育改革委員会　合同委員会 1 22



   ８.会合別参加人数 (2013年4月1日～2014年3月31日）

　会　　合　　名　 会合数 参加人数

４. 企業競争力向上

（１） 企業経営委員会 7 215

同 正副委員長会議 4 35

同 国際統合報告審議会（IIRC）幹部との懇談会 1 6

同 公正取引委員会経済取引局との懇談会 1 10

同 経済産業政策局との懇談会 1 13

（２） 人財育成・活用委員会　 11 378

同 正副委員長会議 13 100

同 正副委員長懇談会 1 6

同 日産自動車 社長兼最高経営責任者 カルロス・ゴーン氏との意見交換会 1 9

Ⅳ 国際交流委員会【公益目的事業】

（１） アジア委員会 4 131

同 正副委員長会議 6 45

同 ワーキンググループ会合 2 10

第39回日本・ASEAN経営者会議 1 134

（２） 中国委員会 6 243

同 正副委員長会議 3 17

同 中国ミッション　　結団式 1 18

同 中国ミッション 1 60

（３） 米州委員会 4 90

同 正副委員長会議 4 22

同 米国ミッション 1 8

同 米国ミッション　　参加者懇談会 1 8

（４） 欧州・ロシア・アフリカ委員会 6 114

同 正副委員長会議 1 5

欧州・ロシア・アフリカ委員会・ＴＩＣＡＤＶ支援・フォローアップＰＴ共催講演会 1 30

（５） 世界経済フォーラムとの連携 0 0

（６） 民間経済団体国際会議

第26回　民間経済団体国際会議 1 6

Ⅴ 会員実践行動委員会【公益目的事業】

（１） 学校と経営者の交流活動推進委員会 3 75

同 運営委員会 2 21

同 教育フォーラム 1 156

（２） 東京オリンピック・パラリンピック招致推進委員会 2 44

（３） 東北未来創造イニシアティブ協働委員会 3 41

同 正副委員長会議 2 20

1 17

（４） ベンチャー創造委員会 3 33

（５） 連合との共同研究ＰＴ 5 69

同 共同委員長打ち合わせ 5 23

（６） 全国経済同友会 地方行財政改革推進会議 1 60

　
震災復興部会
　　＊震災復興委員会と合同視察を開催（人数は震災復興に統合）

1 -

東北未来創造イニシアティブ協働正副委員長・顧問と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　震災復興委員会正副委員長の合同会議



   ８.会合別参加人数 (2013年4月1日～2014年3月31日）

　会　　合　　名　 会合数 参加人数

（７） ＩＰＰＯ ＩＰＰＯ ＮＩＰＰＯＮプロジェクト

同 運営委員会 2 23

同 参加企業向け被災地現地視察 1 22

（８） 各地経済同友会との意見交換会

東西懇談会 1 19

東北地方7県経済同友会代表幹事と主要経済同友会代表幹事意見交換会 1 40

Ⅵ 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 6 71

　 70年史編纂準備部会

（２） 各省幹部/日銀との懇談会

日本銀行幹部との懇談会 2 40

菅内閣官房長官との懇談会 1 16

甘利経済再生担当大臣との懇談会 1 10

日本労働組合総連合会（連合）との幹部懇談会 1 29

（３） 同友会政策フォーラム 0 0

（４） 同友会シンポジウム

① ベンチャー創造フォーラム 1 123

② 第17回企業白書シンポジウム 1 263

③ 連合と経済同友会の共同研究プロジェクト シンポジウム　　　　　　 1 230

④ 全国経済同友会東日本大震災追悼シンポジウム 1 272

⑤ 企業競争力強化のためのダイバーシティ・マネジメント シンポジウム 1 186

⑥ 特別シンポジウム「世界に勝つチームづくりと人材の育て方」 1 513

（経済同友会・東京商工会議所・東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ招致委員会共催）

（５） 記者会見の実施

代表幹事定例記者会見 20 391

総会後記者会見 1 29

年頭見解記者会見 1 16

提言発表記者会見 18 269

（６） 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経済担当論説委員、
　　　　　　　　　　　　編集委員、記者他との意見交換

3 144

メディア関係者との定例意見交換会等 25 111

（７） 夏季セミナー 1 35

被災地視察 1 17

（８） 全国経済同友会セミナ－

第２６回全国経済同友会セミナー 1 71

第２６回全国経済同友会セミナー企画委員会 1 22

第２７回全国経済同友会セミナー企画委員会 2 46

Ⅶ 懇談会等【共益事業】

（１） 会員懇談会 1 38

　同 新年会員懇談会 1 146

（２） 会員セミナー 20 1,837

　同　　運営委員会 2 14



   ８.会合別参加人数 (2013年4月1日～2014年3月31日）

　会　　合　　名　 会合数 参加人数

（３） 産業懇談会 129 2,673

　同 懇談会 13 230

　同 運営委員会 17 109

　同 １４Ｇ合同暑気払い 1 142

　同 見学会 7 107

（４） 経済懇談会 12 130

　同 世話人会 1 2

　同 懇談会 2 17

　同 視察 1 6

（５） 創発の会 8 348

　同 正副座長会 1 5

　同 15周年記念講演会および交流会 1 104

（６） リーダーシップ・プログラム(２０１３年度） 14 300

　同 第１期～第10期 合同忘年懇親会 1 77

（７） ジュニア・リーダーシップ・プログラム(２０１２年度) 6 110

ジュニア・リーダーシップ・プログラム(２０１３年度) 7 126

　同 懇談会 1 25

Ⅷ 会務【法人事業/法人管理関係】

（１） 幹事懇談会 9 457

（２） 財務委員会 2 25

（３） 会員委員会 9 95

（４） 新入会員オリエンテーション 9 164

（５） 会員所属法人担当者向け懇談会 1 95

（６） 終身幹事会 1 18

（７） 顧問会 0 0

（８） 全国経済同友会代表幹事円卓会議 1 137

（９） 全国経済同友会事務局長会議 1 48

（10） 代表幹事特別顧問との懇談 0 0

Ⅸ 2012年度委員会・ＰＴ（公益目的事業）

（１） 2012年度経営改革委員会 0 0

（２） 2012年度経済成長戦略委員会 0 0

　同　　正副委員長会議 1 8

（３） 2012年度人財育成・活用委員会 2 86

　同　　正副委員長会議 2 11

　同　　2012年度正副委員長懇談会 1 8

（４） 2012年度安全保障委員会 0 0

（５） 2012年度インド委員会 3 35

　同　　正副委員長会議 2 10

（６） 2012年度米州委員会 2 24

　同　　米国ミッション 1 69

　同　　米国ミッション　　参加者懇談会 1 8

（７） 2012年度30年後の日本を考えるＰＴ 3 24

　同　　正副委員長会議 1 3



   ８.会合別参加人数 (2013年4月1日～2014年3月31日）

　会　　合　　名　 会合数 参加人数

（８） 2012年度海洋国家ＰＴ 0 0

（９） 2012年度教育改革による国際競争力強化ＰＴ 0 0

（10） 2012年度農業改革委員会

　同　　正副委員長会議　　（経済連携委員会正副委員長会議と合同開催） 1 6

Ⅹ その他の活動

（1） 民間外交交流：公益目的事業

① ティム・グローサー ニュージーランド貿易大臣兼気候変動問題担当大臣との懇談 1 9

② ユーラシア・グループ　リサーチ主幹との懇談会 1 10

③ 中国大手企業トップミッションとの交流会 1 29

④ UNIDO事務総長との懇談会 1 8

⑤ 1 79

⑥ 米連邦議会スタッフとの懇談会 1 10

⑦ U.S. Young Political Leaders 懇談会 1 13

⑧ スコット・ブラウン米国元上院議員講演会 1 23

⑨ 米国・アジア財団チーフエコノミストとの懇談会 1 10

⑩ 米国連邦議会スタッフとの懇談会 1 15

⑪ Japan-Canada CEO Dialogue 1 20

⑫ 米シンクタンク研究員との意見交換会 1 12

⑬ 世界銀行　東アジア・太平洋州副総裁ご一行との懇談会 1 18

⑭ 日系アメリカ人リーダーとの懇談会 1 19

⑮ イアン・バーニー 日加EPA首席交渉官との意見交換 1 10

（２） その他の会合：公益目的事業

① 国家戦略特区に関する説明会 1 111

② 「企業実証特例制度及びグレーゾーン解消制度」に関する説明会 1 52

③ わが国の会計検査に関する特別講演会 1 50

④ 「One Company，One Athlete」トップアスリート就職支援説明会 2 178

⑤ ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ･ｹﾞｽﾄﾊｳｽ 一般社団法人ｱ･ﾄﾞﾘｰﾑ ｱ･ﾃﾞｲ IN TOKYOとの懇談会 1 15

（３） 経済三団体等としての連携活動：公益目的事業

① 新年祝賀会 1 1,850

② 国公賓 1 125

855 22,687

米国・ワシントンDC訪問
（第50回日米財界人会議出席、議員・シンクタンク関係者等との懇談他）

合　　　　　　　　　計


