
２.　28年度活動報告 　　　　　　　　　　　　山梨経済同友会事務局

　事　業　活　動 　場　　所 　備　　考
28年 4 平成27年度会計監査 事務局 27年度会計書類の点検・精査
10月 　古屋監事、代表幹事、顧問、事務局

6 拡大常任幹事会 古名屋ホテル 委員会報告
28年度通常総会について
役員人事ほか
会員の異動

6 山梨県立大との連携調印式 古名屋ホテル
18 新年合同祝賀互礼会打合せ 甲府商工会議所 3団体事務局（1/5日予定）

25 第10回社会人講師派遣（1日目） 山梨学院大学 現代ビジネス学部1年生

　講師　入倉要代表幹事

　基礎演習～これからの山梨

25 平成28年度「通常総会」 甲府富士屋ホテル 第1部　総会

 第1号議案　平成27年度事業報告

 第2号議案　平成27年度収支決算報告・監査報告

 第3号議案　役員人事

 第4号議案　平成28年度事業計画（案）

 第5号議案　平成28年度収支予算（案）

 第6号議案　その他

第2部　基調講演会

　講師　竹内　淳　氏　（日銀甲府支店長）

　演題　「山梨県経済：現状・課題・可能性」

第3部　懇親会

26 第10回社会人講師派遣（2日目） 山梨学院大学 講師：入倉　要氏

11月 1 産学連携部会打合せ 事務局 井上部会長、輿水達司氏、事務局

4 産学連携部会打合せ 事務局 井上部会長、入倉代表、事務局

7 リニューアル委員会打合せ 事務局 高嶋幹事、入倉代表、事務局
7 第10回社会人講師派遣（2回目） 山梨学院大学 講師：入倉　要氏
8 次世代育英部会打合せ 古名屋ホテル

11 産学連携部会打合せ 事務局 井上部会長、入倉代表、事務局
15 中央日本地区会議 長岡市

           総合テーマ：「広域観光と観光資源の磨き上げ」 高嶋幹事、入倉代表、事務局
　　　　　○発表、乾杯　入倉代表幹事
　　　　　○アオーレ長岡視察（議場、広場、アリーナ）

18 新DCTP委員会打合せ 事務局 竹内座長、入倉代表、事務局
  活動計画等（女性活躍推進）

21 経済同友会70周年記念行事 帝国ホテル 入倉代表、事務局
　　　　　記念誌「経済同友会は行動する」ほか

25 産学連携部会打合せ 事務局 井上部会長、輿水達司氏、事務局
29 リニア環境未来都市整備方針 甲府商工会議所 高嶋幹事

　　　　（中間素案）にかかる意見交換会
30 リニューアル委員会特別講演会 甲府富士屋ホテル 委員

　　　　（山梨大学との連携開催）
　　　　　　講師：　藤井　聡氏　（京都大学大学院工学研究科教授/内閣官房参与）
　　　　　　演題：　「地方創生と国土強靭化～山梨発展のシナリオ」

12月 1 常任幹事会 古名屋ホテル 委員会報告
　新部会の活動方針
　ひとり親支援事業中間報告
　所属委員会報告

5 全国経済同友会代表幹事円卓会議 浜松市
　　　　　全国セミナー、報告 　入倉代表、事務局
　　　　　三遠南信地域における広域連携の取組と展望（浜松市長ほか）

6 産学連携部会打合せ 事務局 井上部会長、輿水達司氏、事務局
16 リニア緊急意見交換会 古名屋ホテル 会員27名

　　　　　　　　　　　　（吉原美幸（総合政策部長）、末木憲生（総合政策課長）、
　　　　　　　　　　　　（内田稔邦（リニア推進監）、依田誠二（リニア推進課長）

月日



20 官民人材交流センター（片山氏ほか）来局 　入倉代表、事務局
28 佐藤佳臣リニア局長来局 　入倉代表、事務局

29年 5 新年祝賀合同互礼会 甲府富士屋ホテル 経済3団体による互礼会：出席580名
1月 （甲府商工会議所、経営者協会、経済同友会）

6 産学連携部会幹部会 事務局 　輿水達司氏、井上部長、入倉代表
　　　連携講座「山梨創生学」日程ほか

11 産学連携部会幹部会 事務局 　輿水達司氏、井上部長、入倉代表
11 山梨学院大学基礎演習授業 山梨学院大学 現代ビジネス学部1年生

講師：入倉　要氏
12 社会人講師派遣 甲斐清和高校 1年生（214名）

　　講師：清水一彦学長
　　「何故私たちは学ぶのか、学びとは何か？」

13 産学連携部会打合せ 事務局 井上部会長、事務局
17 山梨学院大学基礎演習授業 山梨学院大学 講師：入倉　要氏
17 後藤知事、吉原部長との意見交換会古名屋ホテル 　入倉代表、望月副代表、高木常任幹事
19 社会人講師派遣 甲斐清和高校 3年生（171名）

　　講師：長澤重俊社長
　　「働き甲斐って何だろう？」

24 山梨学院大学基礎演習授業 山梨学院大学 講師：入倉　要氏
24 リニア部会幹部会 事務局 田淵委員長、高嶋、志村、小澤、入倉、事務局
25 新DCTP会議幹部会 ボンマルシェ 竹内座長、安藤、入倉、岡本、事務局
27 産学連携部会幹部会 事務局 井上部長、入倉代表、事務局

2月 2 常任幹事会 古名屋ホテル 新春卓話
　　竹内淳副代表幹事
　　テーマ「米新政権の政策、実現可能性等」
委員会報告

2 マンガアニメ協議会 甲府商工会議所 入倉要代表幹事
4 山梨学院大学課外授業 山梨学院大学7号館 入倉要代表幹事
7 新年互礼会反省会 甲府商工会議所 　経済3団体　事務局

　来春1/5
7 産学連携部会幹部会 山梨県立大 　清水学長、田辺委員長、井上部長

　入倉代表、事務局
9 社会人講師派遣 甲斐清和高校 2年生（189名）

　　講師：上原伊三男専務
　　　「伝統を今に伝える力」

11 バレンタイン婚活イベント ジット甲府プラザ 委員
165名（男性85人女性80人参加）

23 金融経済懇談会 談露館 入倉要代表幹事
23 富士山部会幹部会 事務局 田淵委員長、高嶋幹事、原田部会長

　　　　渡邉、三浦副部会長
27 産学連携部会打合せ 事務局 井上部会長、事務局
27 JC山梨ブロックリニア研究会 入倉代表、小澤副部会長

3月 2 常任幹事会 古名屋ホテル 委員会報告
　RESAS説明会（山梨総研・村田俊也氏）

10 産学連携部会幹部会 事務局 井上部会長、入倉代表、事務局
13 新DCTP会議 日銀甲府支店2F会議室竹内座長ほか

新プロジェクト名称、作業テーマ決定ほか
24 リニューアル委員会 甲府富士屋ホテル 富士山部会、リニア部会

今後の予定等
26 わくわくフェスタ 中央市玉穂総合会館 事務局

　　　　　　　　（県母子寡婦福祉連合会）
4月 4 産学連携打合せ（山梨学院大） ボンマルシェ 　入倉要代表幹事

6 常任幹事会 古名屋ホテル 委員会報告
　山梨の未来創生の会について

14 宇都宮市長表敬訪問 宇都宮市役所 　志村、小澤、入倉代表幹事
20 第31回経済同友会セミナー 仙台市（～21日） 　小澤、入倉代表幹事、事務局

　　総合テーマ　「新たな創造のシナリオ」～復興・地方創生へ向けて～



26 山梨の未来創生の会 古名屋ホテル 後藤知事、経済団体代表者、オブザーバー
入倉代表幹事ほか

28 JCIリニア討議会 山梨県立図書館 JCI関東ブロック協議会主催
　　　リニア開業に伴う「地域創造討議会」～若者×リニア　山梨の未来を変えよう～
　　　講師派遣：入倉要氏　「山梨県の現状と地方創生」～人口減少で未来山梨はどうなる～
　　　講師派遣：志村浩男氏「山梨県におけるリニアの可能性」
　　　グループディスカッション

5月 9 新DCTP会議 日銀甲府支店会議室 竹内淳座長ほか
　　（山梨の女性にプラス！プロジェクト）
　　　　　　　　テーマ　「女性活躍に向けた国の取組について」
　　　　　　　　プレゼン：木幡繁嗣氏（山梨労働局長）、石山玲子氏（雇用環境・均等室長）

11 常任幹事会 古名屋ホテル 委員会報告
　山梨県立大連携講座実施について
　山梨の未来創生の会
　青雲の志

12 富士山部会幹部会 事務局 　原田部会長、入倉代表、事務局
16 リニア部会幹部会 事務局 　田淵委員長、志村部会長、小澤、

　入倉代表幹事、事務局
25 産学連携部会幹部会 事務局 　井上部会長、入倉代表、事務局
26 運営部会 古名屋ホテル 　入倉代表幹事ほか

6月 1 常任幹事会 古名屋ホテル 委員会報告
　リニア講演会
　ゴルフ、納涼会について

2 リニューアル委員会講演会 甲府富士屋ホテル リニア部会
　　　　　　　講師：森本章倫氏（早稲田大学創造理工学部社会環境工学科教授）
　　　　　　　演題：　「未来のまちづくりと公共交通」

2 リニューアル委員会懇親会
5 中央日本地区事務局長会議 金沢市 　事務局
7 産学連携部会幹部会 事務局 　井上部会長、入倉代表、事務局

20 運営委員会、青雲の志部会 古名屋ホテル 　入倉代表幹事ほか

29 運営委員会県庁（市川部長）訪問 山梨県庁 　入倉代表、高木、小澤

7月 3 山梨の未来創生の会 甲府富士屋ホテル 後藤斎知事、市川満総合政策部長
経済団体、オブザーバー

5 山梨県立大学連携講座① 山梨県立大学 県立大学学生
　　開講挨拶：入倉　要氏　　　「山梨創生学」
　　講師：竹内　淳氏　　「山梨を取り巻くマクロ環境
　　　　　　　　　　　　　　～世界の今、日本の今、山梨の今～」

6 常任幹事会 古名屋ホテル 委員会報告
　ひとり親家庭支援
　総会日程等

11 青雲の志部会 古名屋ホテル
12 山梨県立大学連携講座② 山梨県立大学 県立大学学生

　　講師：岡本新一氏　　「山梨県経済の特性と課題～発展のプロセス」
　　講師：井上久仁氏　　「先人に学ぶ山梨創生の精神」

14 富士山部会視察旅行 富士山世界文化遺産センターほか
　　　　　　　講師：志村　勇氏　（富士山世界遺産センター副所長/県観光部副参事）
　　　　　　　「世界遺産富士山の現状と今後の課題」

22 第3回会員親睦ゴルフコンペ 甲斐ヒルズカントリー倶楽部
22 会員親睦納涼会 山梨フルーツパーク富士屋ホテル
26 山梨県立大学連携講座③ 山梨県立大学 県立大学学生

　　講師：長澤重俊氏　　「価値を創造する」
　　講師：細谷憲三氏　　「時代とともに観光の質は変わる～感動の追及」

27 山梨県道路交通円滑化安全委員会ニュー芙蓉 入倉要代表幹事
28 甲府城南側まちづくり意見交換会 県庁防災新館 事務局

8月 4 新DCTP会議 日銀甲府支店会議室 竹内淳座長ほか



　　（山梨の女性にプラス！プロジェクト）
　　　　　　　テーマ　「女性活躍に向けた山梨県の取組」
　　　　　　　プレゼン　　棚木　環氏　（山梨県副知事）

23 山梨ネットワーク部会 事務局 齊藤基樹部会長、事務局

9月 4 産学連携部会 事務局 井上部会長、事務局

5 中央日本地区会議 金沢市 入倉代表、志村、小澤、事務局

　　　　　　〇総合テーマ「北陸新幹線、開業前後の変化と課題」

　　　　　　　講演1：「北陸新幹線ビフォーアフター」　　　講師：鈴木博竹氏（日本政策投資銀行 北陸支店長）

　　　　　　　講演2：「北陸新幹線影響評価とこれから」　講師：細田大造氏（金沢市　副市長）

　　　　　　〇意見発表

7 全国経済同友会事務局長会議 三重県 事務局

11 山梨ネットワーク部会 事務局 齊藤基樹部会長、事務局

山梨ﾆｭｰﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ

14 常任幹事会 古名屋ホテル 委員会報告
　総会日程等

15 産学連携部会 事務局 井上部会長、事務局
27 山梨ネットワーク部会HP打合せ 事務局 齊藤基樹部会長、事務局
27 リニューアル委員会資料打合せ 事務局 金澤幹事、事務局
27 産学連携部会資料打合せ 事務局 井上部会長、事務局


