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神奈川経済同友会だより
2019年５月
一般社団法人神奈川経済同友会 事務局

５月中に開催された諸会合のご報告です
２
【通常総会】
開催日時 ５月22日（水）15：00～15：50
開催場所 横浜ロイヤルパークホテル宴会棟３階「鳳翔」
議決事項 第１号議案 2018年度事業報告
第２号議案 2018年度決算案および監査報告
第３号議案 2019年度活動方針案および事業計画案
第４号議案 2019年度収支予算案
第５号議案 役付幹事、幹事および会計幹事の選出案
報告事項 幹事の退会・辞職に伴う後任幹事の選出について
【記念講演会】
開催日時 ５月22日(水) 16：00～16：50
開催場所 横浜ロイヤルパークホテル宴会棟３階「鳳翔」
演

題 気候変動と経営リスク

講

師 国際金融情報センター 理事長 玉木 林太郎 氏

【懇親パーティー】
開催日時 ５月22日(水) 17：00～18：00
開催場所 横浜ロイヤルパークホテル宴会棟３階「鳳翔」

通常総会では、全ての議案が可決承認されました。当日の議事進行へのご協力ありがとうご
ざいました。なお、川村健一代表幹事が総会をもって任期満了により退任され、新しく大矢
恭好代表幹事（株式会社横浜銀行代表取締役頭取）が選任されております。

1

６月以降に開催予定の諸会合に関するご案内です

【例会】
日時・会場
内 容
６月13日（木）
演 題 中国経済の現状と展望について
12：00～14：00
講 師 神戸大学大学院 経済学研究科 教授 梶谷 懐 氏
崎陽軒５階「マンダリン」
活況を呈してきた中国経済の先行きに懸念が強まっています。経
済統計の信頼性、不動産バブルや金融機関の不良債権の状況、米
中経済戦争の行方、経済成長の持続可能性等について、昨年９月
に「中国経済講義」を出版された梶谷氏にうかがいます。
７月11日（木）
12：00～14：00
ホテル横浜キャメロット
ジャパン
５階「ジュビリーⅡ」

テーマ 平成の日本経済を振り返る
講 師 日本経済研究センター 理事 研究顧問
大正大学 地域創生学部 教授 小峰 隆夫 氏
経済企画庁経済研究所長など数々の要職を歴任され、日本を代表
するエコノミストの一人である小峰先生に、バブル経済崩壊以降
の日本経済を総括していただき、合わせて今後の日本経済の展望
についてうかがいます。

【企業経営委員会】
日時・会場
７月18日（木）
15：00～19:30
講演、懇親会
元湯陣屋（秦野市鶴巻北
2-8-24、小田急線鶴巻温
泉駅から徒歩５分）

テーマ
講 師

内 容
ＩＴ活用による旅館改革への挑戦
株式会社陣屋
代表取締役女将 宮﨑 知子 氏

かつて存続の危機に瀕していた鶴巻温泉の老舗旅館「元湯陣屋」
は、徹底したIT化の推進による生産性の向上と週休三日制の導入
等による働き方改革により、短期間で高収益旅館によみがえりま
した。今回は、同旅館を訪問し、経営再建の陣頭指揮をとった４
代目女将・宮﨑氏より、旅館業の常識を覆した斬新な経営手法に
ついてうかがいます。

【地域活性化委員会】
日時・会場
６月10日（月）
15：00～17：00
産業貿易センタービル
地下１階B102号室

テーマ
講 師

内 容
外国人から見た日本の魅力
エクスポート・ジャパン株式会社
代表取締役 高岡 謙二 氏

外国人旅行者は年々増加の一途を辿っていますが、日本人が考え
てもいなかったような場所に外国人旅行者の人気が集まる事例
が増えています。外国人は日本のどこに魅力を感じているのか、
外国人旅行者に大人気の観光地紹介サイトJAPAN GUIDEに関わる
高岡氏にうかがいます。
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７月31日（水）
14:45～16:45
産業貿易センタービル８
階 横浜商工会議所会議
室805

テーマ
講 師

魅力あふれる観光地を創造するには
観光未来プランナー 丁野 朗 氏

日本の文化や伝統をストーリー立ててインバウンド誘致に役立
てようとの動きがあります。倉敷や酒田などの日本遺産のアドバ
イザー、小田原市や横須賀市の観光振興策定委員会の委員長を務
める、日本観光振興協会元常務理事の丁野氏に、観光資源の発掘
や振興体制のあり方についてうかがいます。

【教育文化委員会】
日時・会場
６月５日（水）
15：00～17：00
産業貿易センタービル
３階302号室

演
講

題
師

内 容
横浜市立大学の人材育成戦略
公立大学法人横浜市立大学
理事・副学長 中條 祐介 氏

横浜市立大学は、2018年4月に首都圏初のデータサイエンス学部
を設立し、2019年4月には国際総合科学部を国際教養学部、国際
商学部、理学部の３学部に再編しました。新たな学部構成のもと
「学びの深化」を目指す横浜市大の人材育成戦略について、中條
副学長にうかがいます。

【環境福祉委員会】
日時・会場
７月４日（木）
15：00～17：00
産業貿易センタービル
３階302号室

テーマ
講 師

内 容
ＳＤＧｓを取り込む企業経営について
株式会社大川印刷
代表取締役社長 大川 哲郎 氏

「ゼロカーボンプリント」「ＦＳＣ森林認証紙の使用」「石油系
溶剤0％のインキ」など、ＳＤＧｓを経営戦略に積極的に取り込
む横浜市の「ソーシャル・プリンティング・カンパニー」大川印
刷の大川社長より、地域の中小企業がＳＤＧｓに取り組む意義や
メリットについてうかがいます。
【地方分権改革研究会】
日時・会場
７月２日（火）
テーマ
15：30～17：00
鎌倉パークホテル「海星」 講 師

内 容
鎌倉市の現状と将来展望
～行政の効率化とまちづくり～
鎌倉市 市長 松尾 崇 氏

本年度も「人口減少が経済や地域へ及ぼす影響」及び「広域行政」
をテーマに議論を深めていきます。第１回は鎌倉市長に、鎌倉市
の高齢化・人口減少社会における行政改革への取り組み状況、深
沢地域整備事業などのまちづくり、市役所移転などの将来展望に
ついてうかがいます。
○ 諸会合の日時、会場は変更になることがありますので、開催に先立ちお送りする個別
のご案内でご確認ください。
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○ 委員会、研究会には、委員やメンバー以外の方もご出席が可能です。ご関心のテーマ
がございましたら、ぜひご出席ください。また、委員会、研究会終了後には、講師を
囲んだ懇親会も開催しておりますので、お気軽にご参加ください。

４月の諸会合の抄録です

【４月開催 例会 「インターネット文明～５Ｇで社会はどう変わるか～」慶應義塾大学
教授 村井 純 氏】
１．皆様へのメッセージ
５Ｇを含めてデジタル技術が社会を大きく変えつつあります。ＩＴ、インターネット、ビッ
グデータ、ＡＩと言い方は違いますが内容は同じです。全ての人がインターネットでつなが
るインターネット文明の時代に何が重要なことかというと、まず第１に、皆さんの事業の専
門的知識です。加えて簡単なデータサイエンスのリテラシーも必要です。ＩＴ業者に丸投げ
してはいけません。第２に、インターネット文明では、あらゆる業界が横につながり、例え
ば食の産業と医療産業の掛け算で新たな産業を生み出します。事業機会はいくらでもあるの
です。さらに、コストが劇的に下がる。以前は40万円もしていたＧＰＳは今や超低価格でス
マホに搭載されています。膨大な投資が無駄になる可能性がありますので、投資の見極めが
重要です。第３に、マーケットはいつでも越境できます。日本の下請けのネジ会社が製品の
精度を評価されて今や世界的メーカーになってい
ます。国境はないのです。越境のルールも変わりま
す。ＧＤＰＲもどうなるか分かりません。越境でき
ないと諦めないでください。第４に、日本製品の品
質と信頼。Google Mapを支えているのは日本人です。
プラットフォームはアメリカ企業に持っていかれ
たと言いますが、そのなかでも日本の力は大きい。
それを活かすためには商売のやり方を熟考しなけ
ればなりません。
２．デジタル技術が産業を変える
さて、慶應義塾大学が世界4拠点の1つとしてホストをしているW3C（World Wide Web
Consortium）が4月7日に第70回テクノロジー＆エンジニアリング・エミー賞を受賞しました。
同賞はテレビ技術の発展に貢献した個人や組織を表彰する権威ある賞で、ウェブ上のFull TV
experience、つまりネットでテレビと同じ経験ができる技術の標準化が評価されました。こ
の技術が映画、テレビ、ネットの越境を促し、映画やドラマの作り方がどんどん変わってい
ます。Netflixが映画を作成してまずネットで配信し、その後で映画館で上映される時代にな
りました。音楽業界でも同じことが起きています。担い手も変わっています。例えば、新し
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いソフトを開発するための部品がサービスプラットフォーム上で簡単に手に入りますので、
アイデアとスマホがあれば、小学生でもコストをかけずに世界中を動かすアプリを作ること
ができます。イノベーションが澎湃として起こり、産業が変わっていく時代なのです。
データのソースも変わってきています。ＳＮＳの書き込みを基に個人の嗜好や心理を分析
することで、One to One マーケティングができるようになりました。Twitterのつぶやきを
基に位置情報や時間を分析して個人の行動パターンを分析できるようになりました。
３．デジタル技術が社会を変える
ＩｏＴでは、あらゆるものがインターネットで繋がり、あらゆるものからインターネット
経由でデータを収集できるようになりました。あらゆる機械は人間とともにありますから、
工場の生産状況、船の漁獲高、農家の収穫量など細かい単位で人間の活動がデータとしてと
れます。人間の活動がまるごと把握できるので、あらゆるサービスやビジネスが変わってく
る、それが今起ころうとしています。
電気自動車のバッテリーがインターネットで繋がると、電気を売買する市場ができ、必要
な人が不要な人から電気を買うことで、効率の良いエネルギー社会が構築できます。
医療分野でも応用ができます。健育会グループさんがSFC（慶應義塾大学湘南藤沢キャンパ
ス）の隣に作られた湘南慶育病院とは、ＩＴを利用した近隣病院との患者の電子カルテの共
有や在宅医療の実験をしています。実験に参加された方には大変好評で、技術的にも可能で
あることが実証されています。
４．デジタル社会の課題
ＡＩについて。一昔前のＡＩは自動翻訳などを試みていましたが、今のＡＩはディープ
ラーニングと言って、沢山の画像を読み込んで共通のパターンを抽出する技術が基になって
います。言語ではなく画像を認識することが新しいところです。それで人間に近いことがで
きるようになりました。ＡＩやロボットには、人間との関係をどうするかという大問題があ
ります。日本人には鉄腕アトムでおなじみの「ロボット三原則」があります。欧米ではロボッ
トは大抵悪者ですが、日本では人の味方です。人とＡＩ・ロボットの関係をどう考えるか、
日本が世界に貢献できる分野の一つだと思います。
インターネット社会と国家との関係にも課題が生じています。インターネットは地球で一
つですが、国家は複数あり、国により社会慣習も法律も考え方も違います。マンガの海賊版
はサイトを取り締まればいいだけの話ですが、国によってはGoogleを止めろと言う国もあり
ます。アメリカの共和党のある有力議員は、インターネットはアメリカのものだから敵国に
使わせるなと言っています。サイバー空間と国家との関係をどうするかを考える時代になっ
てきているのです。
最後に５Ｇ。周波数の割り当てが終わり、これから応用というところですが、５Ｇは大容
量のデータが送れますので、たとえば野球場で沢山のカメラで画像を集め、３次元映像にし
てリアルタイムで放送できるようになります。とはいえ５Ｇでどのようなビジネスが可能か
は各社とも模索中というところです。大容量のデータをどう処理するか、データをどこに置
くかという課題もあります。ただし、エッジコンピューティングでリアルタイム性を確保す
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るとか、量子コンピュータで大容量データを処理するとか、ＤＮＡに大容量データを書きこ
むとか、やりようはあるので私は楽観しています。
５．最後に
産業界の皆様へのメッセージは冒頭にお話ししまし
た。今一つ付け加えます。それは日本の文化や日本人の
こだわりがものすごい強みになるだろうということ、
絶対に譲れないものは世界標準にしていく攻めの姿勢
が必要だということです。そのためには、日本が誇りに
思っていることが何か、それを我々エンジニアと産業
界の方が一緒になって考え、力を合わせてそれをグローバルスタンダードにしていかなけれ
ばならないと思っています。
本日は貴重な機会を与えていただき、ありがとうございました。
（文責、神奈川経済同友会事務局。村井様、ご講演ありがとうございました。）
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新入会員・交代会員のご紹介です（４月17日幹事会承認、敬称略、五十音順）

【新入会員】

粟沢 源二

片岡 久人

株式会社みずほ銀行
横浜駅前第二部 部長

株式会社オカムラ
横浜支店長

【交代会員】

稲葉 賢士

野村 宜彦

アサヒビール株式会社
横浜統括支社 理事支社長

横浜商工会議所
会頭補佐役

（５月24日までにお写真をいただいた方を掲載させていただいております。）
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当会から他団体の会合等への出席状況です

日 程
５月10日
５月13日

内 容
かながわ地球環境保全推進会議幹事会
横浜市女性活躍推進会議
東京 2020 大会開催に伴う TDM の試行に関する説明会

５月16日

2019ITU 世界トライアスロンシリーズ横浜大会

５月17日

かながわ地球環境保全推進会議総会

５月24日

2019 年度神奈川県子ども・子育て支援推進協議会総会

５月28日

県障害者雇用推進協議会幹事会
国際園芸博覧会誘致団体設立総会
公益社団法人横浜貿易協会総会

５月29日

一般社団法人横浜振興協会通常総会
神奈川県観光魅力創造協議会
県立保健福祉大学ヘルスイノベーションスクール開設記念式典
神奈川新卒者等人材確保推進本部会合

５月30日

一般社団法人神奈川県日本中国友好協会理事会・総会

同封のチラシ、冊子も併せてご覧ください
○ 「経済同友 ４月号」経済同友会
○ 「はまぎん 金融・経済レポート 2019年５月号」株式会社浜銀総合研究所

事務局よりお知らせ

○ 2019年度の委員会・研究会委員の募集を行っております。当会ホームページの会員限定
ページに申込書を掲載しておりますので、委員として委員会・研究会に参加されたい会
員の方は、申込書に必要事項を記入のうえ、事務局までＦＡＸ（またはメール）をお願
いいたします。なお、現在委員の方も改めて申込書をご提出いただきますよう、お願い
いたします。
○ 当会では、５月１日よりクールビズを実施しております（10月31日まで）。クールビズ
期間中の当会諸会合にご出席される際には、ノーネクタイなど、室温28℃でも快適に過
ごすことのできる服装でお越しください。
○ ６月上旬に、2019年度上期の会費をご請求させていただきますので、ご了承ください。
《事務局へのご意見、お問合せがございましたら以下までご連絡ください》
TEL：045-671-7110

mail：jimukyoku@kanagawa-doyukai.or.jp
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