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回 開催日 参加 テーマ 講師

2008年度 1 6/25 16 最近の金融動向 中村昭夫
静岡県を支える産業技術 川島康明
ものづくり人材の現状と技術技能の伝承 玉置実

2 7/22 17 最近の金融動向 中村昭夫
道州制について考える 塩野敏晴
まちづくり３法 大石真裕

3 9/9 8 最近の金融動向 中村昭夫
増える単身世帯と消費市場の変化 須藤みやび
”子育てファミリー歓迎”のサービス業 森下泰由紀

4 10/9 24 最近の金融動向 中村昭夫
重要性が高まる非正規社員 冨田洋一
人材派遣業界 長村敏孝

5 11/21 8 最近の金融動向 中村昭夫
企業の”天候リスク”マネジメント 佐藤祐介
中小企業に求められるBCP 川島康明

6 12/22 14 最近の金融動向 中村昭夫
若年従業員の定着率をいかに高められるか 山田慎也
中小企業の正社員採用戦略 望月毅

7 2/13 14 最近の金融動向 中村昭夫
ファミリービジネスの事業承継を考える 大石真裕
注目される”ビジネスマッチング” 森下泰由紀

8 3/19 6 最近の金融動向 中村昭夫
業務効率化の手段として期待される”ICタグ” 高橋晴美
急速に広まる電子マネー 栗原広樹

2009年度 1 5/27 9 最近の金融動向 中村昭夫
注目を集める”コト”消費喚起への取組み 須藤みやび
静岡県の観光実態と地域別環境戦略 塩野敏晴

2 7/3 7 最近の金融動向 中村昭夫
企業間連携として注目される「農商工連携」 望月毅
小売・飲食業の海外進出 長村敏孝

3 8/4 5 最近の金融動向 中村昭夫
ＰＦＩ事業の現状と課題 大石彰男
事業領域を変革して成長する老舗企業 川島康明

4 9/2 34 最近の金融動向 中村昭夫
静岡県民の消費スタイル 大石真裕
中小企業のメーケティング戦略 静岡県立大学　岩崎邦彦教授

5 10/21 26 最近の金融動向 中村昭夫
食品スーパーによる”即日宅配”サービス 田中恵梨子
インターネットを活用した消費者参加型商品開発 須藤みやび

6 11/27 26 最近のアジア事情 長村敏孝
中国での事業展開と最近の現地情報 岸本工業㈱岸本学社長、㈱なすび藤田圭亮社長

7 12/18 27 価値を伝え市場を切り拓く”静岡地酒” 高橋晴美
不易流行～”花の舞”ブランド構築と新商品開発への 花の舞酒造㈱高田和夫社長
日本酒の魅力～歴史、伝統、技に触れて しずおか地酒研究会鈴木真弓氏

8 2/24 12 最近の金融動向 中村昭夫
静岡県内における「家庭用分散型電源」市場の現状 森晃昌
企業収益に直結する省エネ対策 冨田洋一

9 3/18 9 最近のアジア景気動向 長村敏孝
ものづくりの楽しみ伝え市場拡大狙うプラモデル業界 田中克明
静岡県の茶業界 栗原広樹

2010年度 1 5/26 23 最近の金融動向 中村昭夫
企業がとるべきWeb戦略 ㈱ウェブサクセス 加藤章浩氏

2 6/23 31 派遣法改正のポイントと適正な労働者派遣受入れ ㈱パソナグループ 中島孝氏
3 11/29 43 ＥＶをめぐる県内企業の動向 佐藤祐介

ＥＶと二次電池の経営戦略 立教大学 大久保隆弘氏
4 2/15 17 最近の金融動向 中村昭夫

変わる国内・海外市場への県内機械メーカーの対応 玉置実
静岡県のものづくり産業の行方 大石真裕

5 3/22 23 県内製造業のアジア新興国への製品供給 田中敏孝
中国・インドの製造現場と現地市場の開拓 ㈱トウネツ 望月城也太氏

2011年度 1 9/14 19 企業オーナーのための事業承継対策 山田＆パートナーズ  安岡喜大氏
2 10/21 新卒採用の実態、雇用ミスマッチとは 川島康明

フリーディスカッション「雇用のミスマッチの実態とその
解消に向けて」

満井就職支援財団 満井義政氏

3 12/12 2012年の内外経済の展望 中村昭夫
今後の金融市場の動向について 大和証券 尾野功一氏

4 2/6 2012年の経済見通しと経営課題 中嶋壽志
5 3/27 新東名開通と地域活性化 冨田洋一

新東名の経済的、社会的活用の将来像 中嶋壽志
2012年度 1 5/30 企業と学生の顔の見える関係づくり 川島康明

フリーディスカッション「雇用のミスマッチの解消に向け
て、企業・学生に求められること」

満井就職支援財団 満井義政氏

2 8/2 激動する世界経済と私たちへの影響 中村昭夫
3 10/11 座談会「アジアビジネス最前線」 大石人士、静岡銀行海外駐在員
4 12/6 県内企業の防災意識・対策はどう変わったか 川島康明

座談会「県内企業の先進事例に学ぶBCPへの取組み」
大石人士、㈱マキヤ　川原﨑康雄氏、㈱ホテイフー
ズ　南荘和明氏、ジヤトコ㈱　熊田公一氏

5 2/6 2013年の経済・経営の展望 中嶋壽志
2113年度 1 5/21 農業を通して今後の成長産業を考える 内野孝宏

座談会「県内の先進事例に学ぶ『未来志向農業』の取
組み」

大石人士、㈱ビオファームまつき松木一浩氏、㈱エ
ムスクエア・ラボ加藤百合子氏、㈱竹屋旅館竹内佑
騎氏

2 6/26 実りある新卒採用の方策を探る 川島康明
3 8/28 企業の力を高める“攻めの眠り” ユークロニア㈱  菅原洋平氏
4 10/7 座談会「躍動するＡＳＥＡＮ」 髙橋節郎、静岡銀行海外駐在員
5 12/10 事業承継の勘どころ アタックス  森治幸氏
6 2/6 2014年の静岡県経済と今後の展望 中嶋壽志
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2014年度 1 6/2 県内企業の新卒採用活動の実態 川島康明
2 7/25 静岡県の「人口減少」問題 望月毅

人口の社会減をどう止めるか 中嶋壽志
3 8/25 “転換点で考える”金融市場 中村昭夫
4 9/25 経営者のための論語塾 矢野弘典氏
5 11/10 “女性の元気”が静岡を変える ㈱ヴィノスやまざき　種本祐子氏

座談会「“女性の元気”が静岡を変える」
㈱るるキャリア　内田美紀子氏、㈱ヴィノスやまざき
種本祐子氏、㈱ＣＲＥＡ ＳＴＹＬＥ西村やす子氏、㈱第
一クリエイティブ　髙木美恵子氏

6 12/12 どうなる？2015年の日本経済 高橋節郎
7 2/19 全国20の政令市を比べる 塩野敏晴

高度外国人材の確保に向けて 川島康明
8 3/13 経営者のための論語塾Ⅱ 矢野弘典氏

2015年度 1 6/4 座談会「食ビジネスを革新する」
大石人士、㈱ヤマザキ　山崎寛治氏、(有)春華堂
山崎貴裕氏、㈱鈴生　鈴木貴博氏

2 7/7 地域資源を磨き、魅力的な観光地に 冨田洋一
県内自動車産業の『系列取引』変化 大石彰男

3 10/5 座談会「変貌するアジア経済」 中村昭夫、静岡銀行海外駐在員

4 12/7 座談会「地域の魅力を高め、人を呼び込む」
大石人士、静岡鉄道㈱　酒井公夫氏、㈱静岡伊勢
丹　雨宮潔氏(有)こころ　渡邉一博氏

5 2/4 2016年の経済を展望する「株価・為替の見通し」 中村昭夫
2016年の経済を展望する「静岡県経済の見通し」 大石人士

6 3/16 ご当地グルメによる地方創生 富士宮やきそば学会 渡邉英彦氏
2016年度 1 4/7 経営者のための論語塾Ⅱ 矢野弘典氏

2 6/22 “課題解決先進県”へチャレンジ 大石人士
IoTが切り拓くモノづくりの革新 内野孝宏
観光新潮流～DMOへの期待 冨田洋一

3 9/20 学生目線での丁寧な採用活動について 就職支援財団　満井義政氏
4 11/7 静岡県のイメージと県民性 塩野敏晴

若年女性の流出問題を考える 岩間晴美

5 12/1 日本でいちばん大切にしたい会社（講演）
法政大学大学院　坂本光司教授、沢根スプリング㈱
沢根孝佳氏、㈱たこ満  平松季哲氏

6 2/9 2017年「内外経済の動向と金融市場の見通し」 中村昭夫
2017年「静岡県経済の見通し」 大石人士

2017年度 1 4/13 「オリーブ ＋ 地域資源」で地方創生 ㈱ＣＲＥＡ ＦＡＲＭ　西村やす子氏

2 5/19 座談会「静岡発！プレミアムフライデー」
中村昭夫、経済産業省　林揚哲氏、㈱静岡伊勢丹
雨宮潔氏、㈱お仏壇のやまき　浅野秀浩氏

3 8/28
県内企業における人手・人材不足の実態アンケート調
査結果

大石彰男

座談会「人手不足対策への新たな取組み」
中村昭夫、㈱静鉄ストア 竹田昭男氏、㈱ハル・イン
ダストリ 松浦令一氏、須山建設㈱ 須山宏造氏

4 10/3 座談会「激動する世界経済」 中村昭夫、静岡銀行海外駐在員
5 2/9 2018年「内外経済の動向と金融市場の見通し」 中村昭夫

2018年「静岡県経済の見通し」 大石人士
2018年度 1 7/9 静岡県民の人生観・価値観に関する調査結果 川島康明

座談会「婚礼・介護・葬儀の各業界からみた生活価値
観の変化」

玉置実、㈱ホテルグランド富士　戸塚祐一郎氏、イン
フィック㈱  増田正寿氏、あいネット　手嶋正至氏

2 10/2 座談会「世界貿易摩擦の行方」 中村昭夫、静岡銀行海外駐在員
3 2/14 2019年の経済を展望する 中村昭夫、大石人士

2019年度
1 7/19

「静岡県経済白書」発刊～令和を拓く変革と創造への
挑戦～

大石彰男、冨田洋一、山田慎也、大石人
士

2 10/2
外国人材の活躍と現地の事情～東南アジア調査報告
と静岡銀行海外駐在員レポート～

恒友仁、海外拠点長（香港・平井支店長、
シンガポール・望月所長、タイカシコン銀
行・前嶋氏）

3 2/10 2020 年、静岡県経済の展望 大石 人士

※2020年度以降は、新型コロナウイルス感染拡大により開催を見合わせています。
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