
2015年度（第30回） 経済同友会 夏季セミナー 

 「持続可能な社会の構築に向けて」 

～プログラム～ 

 

 

第１日目：2015年7月16日（木） 

--------------------------------------------------（於：ホテルハマツ３階 左近の間） 

13：00～13：15  開  会 

開会挨拶： 小林 喜光 代表幹事 

 

13：15～14：30  第１セッション 「財政健全化の実現～財政健全化計画の実行～」（75分） 

 2020年度の基礎的財政収支黒字化に向けた課題（財政健全化計画の評価と実行） 

司  会： 秋池 玲子 改革推進プラットフォーム事務局長代理 

問題提起： 佐藤 義雄 財政・税制改革委員会委員長 

橋本 孝之 社会保障改革委員会委員長 

 

14：30～15：30  第２セッション 「マイナンバー制度の導入と拡充に向けた課題」（60分） 

 マイナンバー制度の着実な導入と一層の利活用に向けた制度拡充の課題 

司  会： 横尾 敬介 副代表幹事・専務理事 

問題提起： 片野坂真哉 行政・制度改革委員会委員長 

（15：30～15：45  コーヒーブレイク） 

15：45～17：00  第３セッション 「地方創生に向けた企業・同友会の役割」（75分） 

 地方創生に向けた課題と企業・同友会が果たすべき役割、具体的取り組みの検討 

司  会： 市川  晃 地方分権委員会委員長 

問題提起： 冨山 和彦 副代表幹事／改革推進プラットフォーム事務局長 

隅  修三 副代表幹事／地方創生委員会委員長 

 

17：00～17：30  クエスチョンタイム 

司  会： 横尾 敬介 副代表幹事・専務理事／広報戦略検討委員会委員長 

----------------------------------------------------（於：ホテルハマツ３階 右近の間） 

17：45～20：00  夕食会 

IPPO IPPO NIPPON プロジェクト贈呈式 

 



第２日目：2015年7月17日（金） 

--------------------------------------------------（於：ホテルハマツ３階 右近の間） 

 7：30～ 8：30  朝食・自由討議（非公開・メンバー限り） 

--------------------------------------------------（於：ホテルハマツ３階 左近の間） 

 9：00～10：45  第４セッション-① 「生産性革新： グローバル競争と持続可能なマネジメント」 

（105分） 

 日本企業が競争力強化に向けて取り組むべき課題 

 持続可能な経営、持続可能な社会の構築に向けた経営者の役割 

司  会： 伊東信一郎 副代表幹事 

問題提起： 志賀 俊之 副代表幹事／資本効率の最適化委員会委員長 

河原 茂晴 資本効率の最適化委員会副委員長／社会・経済・市場のあるべき姿

を考えるＰＴ委員 

（10：45～11：00  コーヒーブレイク） 

11：00～12：15  第４セッション-② 「生産性革新：イノベーションを加速するエコシステム」（75分） 

 ベンチャー企業の活躍を支えるエコシステムの確立と産学官連携のあり方 

司  会： 朝田 照男 副代表幹事／環境・資源エネルギー委員会委員長 

問題提起： 野路 國夫 副代表幹事／イノベーション・エコシステム委員会委員長 

 

12：20～12：45  昼 食 

 

12：50～13：50  講演会 「福島の復興に向けて」（60分） 

来  賓： 東京電力株式会社 代表執行役社長 廣瀬 直己氏 

（13：50～14：00  休憩） 

14：00～15：00  第５セッション 「復興に向けた課題」（60分） 

 震災復興に向けた課題と今後の展望について（被災三県の経済同友会による報告） 

司  会： 木村 惠司 副代表幹事／震災復興委員会委員長 

問題提起： 高橋 真裕 岩手経済同友会 代表幹事 

大山健太郎 仙台経済同友会 代表幹事 

阿部 隆彦 福島経済同友会 代表幹事 

（15：00～15：15  休憩） 

15：15～16：00  自由討議（非公開・メンバー限り） 

（16：00～16：15  休憩） 

16：15～16：30  総括セッション      ※「東北アピール2015（仮称）」 採択 

司  会： 小林 喜光 代表幹事 

 

16：30～17：00  クエスチョンタイム 

司  会： 横尾 敬介 副代表幹事・専務理事／広報戦略検討委員会委員長 

---------------------------------------------------（於：ホテルハマツ３階 右近の間） 

17：15～19：30  夕食会 



第３日目：2015年7月18日（土） 

8：00        出発 

集合場所： ホテルハマツ １階 ロビー 

※ホテルには戻らないため、お荷物はバスにお持込みください。 

（8：00～10：00 バス移動  車中説明：岡本 全勝 復興庁事務次官） 

10：00～10：30  視察（１） 大熊町 大川原地区 

 原発立地自治体の復興に向けた取り組み、帰還の足掛かりとなる大川原地区の拠点整備の状況 

場  所： 大川原復興拠点地区（大熊町大字大川原字南平） 

説  明： 大熊町 町長 渡辺 利綱氏 他 

（10：30～10：35 バス移動） 

10：35～11：00  視察（２） 東京電力給食センター 

 福島第一原発の作業員向けの給食施設、雇用創出を通じた大川原地区のまちづくりの取り組み 

場  所： 東京電力給食センター（大熊町大字大川原字南平） 

説  明： 東京電力株式会社 福島復興本社代表 石崎 芳行氏 他 

（11：00～11：30 バス移動  車中視察 富岡町夜ノ森地区周辺） 

11：30～11：50  視察（３） 楢葉町 モックアップ施設予定地 

 福島第一原発の廃止措置に向けた研究開発や技術確立に向けた実証試験などを行う施設予定地 

場  所： モックアップ施設予定地（楢葉町大字山田岡字仲丸） 

説  明： 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構  

福島研究基盤創生センター 所長 河村  弘氏 他 

（11：50～12：00 バス移動） 

12：00～12：30  視察（４） 楢葉町 ここなら商店街 

 仮設商店の整備状況、町の取り組みに関する意見交換 

場  所： 楢葉町役場（楢葉町大字北田字鐘突堂5-6） 

説明・懇談： 楢葉町 町長 松本 幸英氏 他 

（12：30～13：30 バス移動  車中にて昼食） 

13：30～14：00  視察（５） 福島県立磐城農業高校 

 IPPO IPPO NIPPON プロジェクトによる支援の成果と今後の産業教育の課題について 

場  所： 福島県立磐城農業高等学校（いわき市植田町小名田60） 

懇  談： 福島県立磐城農業高等学校 校長 佐久間秀夫氏 

（14：00～    バス移動） 

■ＪＲ勿来駅 （14：20頃 到着予定） 

※東京にお帰りの方は、「特急ひたち18号」（14：37勿来発、16：44東京着）のご利用を推奨します。 

■ＪＲ郡山駅 （15：40頃 到着予定） 

※東京にお帰りの方は、新幹線「やまびこ50号」（16：05郡山駅発、17：24東京駅着）のご利用を推奨

します。常磐線特急の乗り心地やダイヤ乱れ時の対応などを考慮し、新幹線もご案内しています。 


