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全国44経済同友会共催 第24回全国経済同友会セミナー
（4月14日開催）

緊急日本復興会議
全国44経済同友会共催による、第24回全国経済同友
会セミナーが福岡で開催された。今回は東日本大震災
に伴い、急きょテーマを
「緊急日本復興会議」に変更し
ての開催となった。セミナーは、有富慶二 全国経済同
友会セミナー企画委員会委員長の開会挨拶、伊藤健
二 福岡経済同友会代表幹事の歓迎挨拶に続き、大
前研一氏による基調講演、
そして日本復興パネル・ディ
スカッションが行われた。参加者は全国から1,000名を
超え、各地の経済同友会で募った義援金が2,000万円
（最終義援金額4,000万円）
となったことが報告された。
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（ビジネス・ブレークスルー 取締役社長）
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日本復興パネル・ディスカッション

被災地より
岩手

のため、時限立法的でも経済特区など
が必要だ。被災した２万人もの人たち

パネル・ディスカッション

は、むやみに国債を発行するのではなく、
復興債などの形で基金を創設すべきで
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パネリスト

（役職は開催当時）
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第24回全国経済同友会セミナー
緊急復興アピール

「将来を切り拓く“新たな国づくり”としての復興を」
I. 現下の危機への迅速な対応を
（1）国内外の叡智を結集し、原発問題の早期収束を
正確かつ分かりやすい情報開示・発言で、不安の払拭を
（2）
（3）電力供給の確保に最大限の努力を

II. “新たな国づくり”としての復興を
（1）復興を通じた新たな国づくりを
（2）
「東北復興院」
（仮称）の創設を
（3）財政健全化の道筋の下での復興を

III. 企業、経済同友会の取り組み
（1）復旧に向けた企業の取り組み
（2）復興に向けた全国経済同友会の取り組み
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