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2012年度（第27回） 経済同友会 夏季セミナー 

 復興と成長への決断と実行 
2012年7月12日（木）～13日（金） 岩手県盛岡市 

14日（土） 釜石市・陸前高田市 

プログラム 

 

 

第１日目：2012年７月12日（木）  

-----------------------------------------------（於：盛岡グランドホテル １Ｆ「鳳舞」） 

13：30～13：40 （10分）  開会・挨拶 

挨  拶： 長谷川閑史 代表幹事（武田薬品工業 取締役社長） 

 

第１セッション：被災地から見た復興の現状と課題 

13：40～16：10 （150分）  第１セッション-①：復興に向けた課題 

（復興大臣を招き、被災３県および本会からの問題提起と自由討議） 

●復興大臣スピーチ（20分）、被災３県（各10分）および経済同友会（15分）から問題提起、自由討議

（85分） 

司  会： 長谷川閑史 経済同友会 代表幹事 

来  賓： 平野 達男 復興大臣・東日本大震災総括担当大臣（※国会対応のため急遽欠席） 

（※代理）津川 祥吾 国土交通大臣政務官兼復興大臣政務官 

問題提起： 高橋 真裕 岩手経済同友会 代表幹事（岩手銀行 取締役頭取） 

大山健太郎 仙台経済同友会 代表幹事（アイリスオーヤマ 取締役社長） 

阿部 隆彦 福島経済同友会 代表幹事（とうほう地域総合研究所 理事長） 

木村 惠司 経済同友会 副代表幹事・震災復興委員会委員長 

      （三菱地所 取締役会長） 

16:10～16:25 コーヒーブレイク 

16：25～17：05 （40分）  第１セッション-②：東北再生に向けた取り組み 

●東北未来創造イニシアティブの取り組みと経済同友会の役割について、説明と意見交換（各20分） 

司  会： 前原 金一 副代表幹事・専務理事 

説  明： 大山健太郎 東北未来創造イニシアティブ 代表発起人 

仙台経済同友会 代表幹事（アイリスオーヤマ 取締役社長） 

大滝 精一 東北未来創造イニシアティブ 代表発起人 

東北大学教授、東北大学大学院経済学研究科長・経済学部長 
野田 智義 東北未来創造イニシアティブ協働PT委員長 

      （アイ・エス・エル 理事長） 

17:05～17:10 休憩（席移動） 

17：10～17：40 （30分）  クエスチョン・タイム 

司  会： 前原 金一 副代表幹事・専務理事 

---------------------------------------------（於：盛岡グランドホテル Ｂ１Ｆ「飛龍」） 

18:00～  夕食会 
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第２日目：2012年７月13日（金）  

---------------------------------------------（於：盛岡グランドホテル Ｂ１Ｆ「瑞雲」） 

8：30～ 9：30  懇談会（食事なし）              （経済同友会メンバーのみ：非公開） 

-----------------------------------------------（於：盛岡グランドホテル １Ｆ「鳳舞」） 

9：45～11：55 （130分）  第２セッション：歳出削減・歳入増・成長戦略の三位一体の改革 

●歳出削減・歳入増・成長戦略の三位一体の改革をテーマに問題提起と自由討議 

司会兼問題提起： 髙須 武男 副代表幹事・社会保障改革委員会委員長 

               （バンダイナムコホールディングス 相談役） 

問題提起： 岡本 圀衞 副代表幹事・財政・税制改革委員会委員長 

            （日本生命保険 取締役会長）＜※日本の財政構造の問題点＞ 

髙須 武男 副代表幹事・社会保障改革委員会委員長＜※社会保障制度改革＞ 

            （バンダイナムコホールディングス 相談役） 

稲野 和利 副代表幹事・経済成長戦略委員会委員長＜※成長戦略＞ 

（野村アセットマネジメント 取締役会議長） 

      御立 尚資 医療・福祉ビジネス推進PT委員長 ＜※規制改革＞ 

（ボストンコンサルティンググループ 日本代表） 

      長島  徹 副代表幹事・環境・エネルギー委員会委員長 

            （帝人 取締役会長）＜※エネルギー政策＞ 

11:55～12:00 会場移動 

---------------------------------------------（於：盛岡グランドホテル Ｂ１Ｆ「祥雲」） 

12：00～13：20 （80分）  昼食会 

●岩手の震災復興に向けた挑戦（昼食20分、講演30分、意見交換30分） 

来  賓： 藤井 克己 岩手大学 学長 

 岩渕  明 岩手大学 理事・副学長、三陸復興推進機構長 

小野寺純治 岩手大学 地域連携推進センター 教授 

鈴木 一寿 岩手大学 三陸復興推進室長 

13:20～13:30 休憩 

-----------------------------------------------（於：盛岡グランドホテル １Ｆ「鳳舞」） 

13：30～15：00 （90分）  第３セッション：「決断する政治」への挑戦 

●首相の役割、国会の役割、政党の役割を中心に、決断し、実行する政治に向けた問題提起と自由討議 

司  会： 細谷 英二 諮問委員会委員長 

            （りそなホールディングス 取締役兼執行役会長） 

問題提起： 野中 尚人 学習院大学 教授／日本アカデメイア 幹事 

15:00～15:15 コーヒーブレイク 

15：15～15：45 （30分）  自由討議            （経済同友会メンバーのみ：非公開） 

司  会： 長谷川閑史 代表幹事 

15:45～16:05 コーヒーブレイク 

16：05～16：25 （20分）  総括セッション  ※「東北アピール2012（仮称）」 採択 

司  会： 長谷川閑史 代表幹事 

 

16：25～16：55 （30分）  クエスチョン・タイム 

司  会： 前原 金一 副代表幹事・専務理事 

---------------------------------------------（於：盛岡グランドホテル Ｂ１Ｆ「瑞雲」） 

17:30～  夕食会 
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第３日目：2012年７月14日（土） 

 

8：00  ホテルメトロポリタン盛岡 出発 

＜バス①＞ホテルメトロポリタン盛岡（本館） 出発 

＜バス②＞ホテルメトロポリタン盛岡（ニューウィング） 出発 

 

8：20  盛岡グランドホテル 出発 

＜バス②＞盛岡グランドホテル 出発 

8:20～11:00 バス移動：盛岡⇒釜石 

11：00～12：30  岩手大学へのヒアリング・意見交換 （終了後、昼食） 

●岩手大学三陸復興推進機構釜石サテライトでの活動状況報告と意見交換 

会  場： 陸中海岸グランドホテル別館 ２階ホール（食事は１Ｆ食堂） 

（岩手県釜石市大平町3-9-1  Tel：0193-22-1201） 

説  明： 若崎 正光 釜石市 副市長 

岩手大学三陸復興推進機構釜石サテライト 

佐藤  貢 研究交流部長 

及川 豊史 研究交流部特命課長（三陸復興推進担当） 

田村 直司 三陸復興推進機構 プロジェクトマネージャー 

       佐々木 誠 三陸復興推進機構 特任准教授 

小野寺純治 岩手大学 地域連携推進センター 教授 

鈴木 一寿 岩手大学 三陸復興推進室長 

12:30～14:00 バス移動：釜石⇒陸前高田 

14：00～15：00  視察 

●陸前高田市の復興状況視察（スーパーマイヤ、市庁舎等） 

説  明： 米谷 春夫 マイヤ 取締役社長  

小山 剛令 陸前高田地域振興 代表取締役 

15:00～16:30 バス移動：陸前高田⇒一関 

16：30  解散（JR一ノ関駅） 

（推奨便／17：06 一ノ関駅発 はやて110号 19：24東京駅着） 

 

                     以上 


