
参加者募集のご案内

富山県では、新しい富山県のさらなる発展に向けたビジョンや戦略を策定するため、「富山県成長戦

略会議」を2021年2月に設置し、約1年間の議論を経て、「真の幸せ（ウェルビーイング）」を戦略の

中核に据えた「富山県成長戦略」をとりまとめました。

今年3月には、「幸せ人口1000万～ウェルビーイング先進地域、富山～」のビジョンのもと県内外の

方が集い、議論を深め、連携して取組みを進めるきっかけの場として、富山県成長戦略カンファレンス

「しあわせる。富山」を開催いたしました。

この取組みを継続し、さらに発展・深化させるため、今年度は「デジタルが可能にする、私たちのウ

ェルビーイング」をサブテーマに掲げて、富山県成長戦略カンファレンス「しあわせる。富山」を開催

することとしております。この度、10月下旬に開催する「カンファレンス」に先立ち、「幸せ人口

1000万～ウェルビーイング先進地域、富山～」の実現に向けた地域の課題やデジタルを活用した先進

的な取組み、将来展望などについて８つのテーマで意見交換を行う「ビジョンセッション」を開催いた

します。「ビジョンセッション」での議論を踏まえて、「カンファレンス」のテーマ等を決定し、さら

なる飛躍に向けた新たなプロジェクト組成を目指します。

つきましては、広く県民の皆様にご参加をいただけますようご案内申し上げます。

「しあわせる。富山」 ビジョンセッション開催概要

■内容 ・登壇者によるトークセッション

・参加者の皆さまとの意見交換 ※予定

■対象 参加無料 [事前申込制]

※申込締切は各プログラムの前日17時です。なお、定員に達し次第、締め切らせていただきます。

（定員は各プログラムごとに異なります。）

■日程 8月22日（月）～31日（水）※詳細日時は各プログラムにより異なります。

■申込方法 「しあわせる。富山」特設サイトよりお申し込みください。

後日事務局より「参加ご案内メール」をお送りいたします。

URL www.seichosenryaku-toyama.com

■お問合せ 富山県成長戦略カンファレンス「しあわせる。富山」事務局

富山市安住町2-14 北日本新聞社 メディアビジネス局内

TEL 076-445-3326（平日9:00～17:00）

※プログラムは変更になる場合があります。

※新型コロナウイルスの感染状況等により、開催を中止または開催方法を変更する場合があります。

※開催にあたっては、検温、アルコール消毒薬の設置、換気など、感染予防対策を徹底いたします。

8つのテーマごとに期日を分けて開催いたします。詳しくは別紙をご参照ください。

「しあわせる。富山」
特設サイト
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地域を変えるコミュニティのつくりかたVISION SESSION-3

○日 時 8月26日（金） ○開場18:00 ○開会18:30～20:00

○会 場 新川学びの森天神山交流館 大研修室4 [ 魚津市天神野新147-1 ]

○登壇者 島田 優平氏 （一般社団法人ジソウラボ 代表理事、株式会社島田木材 代表取締役社長）

坂東 秀昭氏 （家印株式会社 代表取締役、建築家、古民家鑑定士）

升方 芳美氏 （タカポケ代表、Ceica株式会社 代表取締役）

井領 明広氏 （つづく株式会社 代表取締役）

定員 50名 [ 参加無料／事前申込制 ]

年齢や職種の壁を越えた多様な地域のコミュニティの活動が社会を動かす！そんな事例が世の中に増えて

きました。

富山の地域コミュニティをつくる皆さんに取組みの現状と課題について本音でお話しいただき、デジタルを

活用した、交流の広げ方や新しいコミュニティづくりを探ります。

スタートアップ発掘大作戦VISION SESSION-1

○日 時 8月22日（月） ○開場18:00 ○開会18:30～20:00

○会 場 ほとり座 ライブホール [ 富山市総曲輪3-3-16 総曲輪ウィズビル 4F ]

○登壇者 泉 悠斗氏 （神成株式会社 AVC事業部 部長）

廣岡 伸那氏 （株式会社andUS 代表取締役、EO Hokuriku 副会長）

福崎 秀樹氏 （株式会社フクール 代表取締役社長）

藤野 英人氏 （レオス・キャピタルワークス株式会社 代表取締役会長兼社長・最高投資責任者（CIO））

定員 50名 [ 参加無料／事前申込制 ]

富山は起業が少ない。そんな現状を変えていくために、今の富山の起業トレンドや目指したい未来のカタチ

のギャップを大分析！そして起業 / 社内起業を加速させるための作戦会議。

事業投資したい人にも聞いてほしい、デジタルを活用した、富山のこれからの起業の形。

シン・デジタル企業経営論～富山式～VISION SESSION-2

○日 時 8月25日（木） ○開場18:00 ○開会18:30～20:00

○会 場 ほとり座 ライブホール [ 富山市総曲輪3-3-16 総曲輪ウィズビル 4F ]

○登壇者 岡田 俊哉氏 （コンチネンタル株式会社 代表取締役社長）

久世 健二氏 （田中精密工業株式会社 ソリューション事業部 事業開発部 商品開発課 課長）

東出 悦子氏 （株式会社アイペック 代表取締役社長）

岩本 健嗣氏 （富山県立大学 工学部 情報システム工学科 准教授）

定員 50名 [ 参加無料／事前申込制 ]

富山が誇るリーディング・カンパニーのデジタル活用による企業経営。成功談や失敗談を通じて、デジタル

活用のキモをお話しいただきます。

企業のデジタル戦略でお悩みの皆さん、ぜひどうぞ。

[モデレーター]

[モデレーター]

[モデレーター]



地方から世界へ～アート＆デジタル情報発信戦略～VISION SESSION-6

○日 時 8月29日（月） ○開場18:00 ○開会18:30～20:00

○会 場 富山県総合デザインセンター バーチャルスタジオ [ 高岡市オフィスパーク5 ]

○登壇者 伊藤 昌徳氏 （株式会社家’s 代表取締役社長）

岡山 史興氏 （70seeds株式会社 代表取締役編集長）

森松 宏介氏 （株式会社ビッグノーズ 代表取締役CEO）

羽田 純氏 （株式会社ROLE 代表 / デザイナー）

定員 20名 [ 参加無料／事前申込制 ]

『情報発信が苦手だよね富山県って。』『奥手な性格だもんで。』 『それはそれで良さがあるよね。』 で、

終わらせない。

デジタルが変える情報発信のあり方と、メディアやアートを活用して情報過多の社会をサバイブしていく戦

法を考えます。

リアルビジネスの新しい価値VISION SESSION-5

○日 時 8月28日（日） ○開場14:45 ○開会15:00～16:30

○会 場 富山県美術館 2階ホワイエ [ 富山市木場町3-20 ]

○登壇者 明石 博之氏 （場ﾂﾞｸﾙ･ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ、ｸﾞﾘｰﾝﾉｰﾄﾚｰﾍﾞﾙ株式会社 代表取締役、ｶﾌｪuchikawa六角堂ｵｰﾅｰ）

前田 展宏氏 （富山フューチャー開発株式会社 常務取締役 営業企画部長）

山川 智嗣氏 （建築家 / コラレアルチザンジャパン 代表取締役）

蛯谷 耕太郎氏（株式会社EverT 取締役）

定員 50名 [ 参加無料／事前申込制 ]

コロナ禍により、デジタルでの消費活動に拍車がかかるなか、これから『人が集い賑わう場所』にある価値

と、必要な要素はなんだろう？

本質的に行きたくなる場所のカタチと、その実現のためにデジタルを味方につけた活用方法を探ります。

女性が『さらに』活躍する社会へVISION SESSION-4

○日 時 8月28日（日） ○開場12:30 ○開会13:00～14:30

○会 場 富山県美術館 2階ホワイエ [ 富山市木場町3-20 ]

○登壇者 近藤 裕世氏 （近藤建設株式会社 代表取締役社長）

増子 愛氏 （株式会社ウエブル 代表取締役）

室谷 ゆかり氏（医療法人社団アルペン会 理事長）

高木 新平氏 （NEWPEACE CEO / クリエイティブディレクター）

定員 50名 [ 参加無料／事前申込制 ]

「女性が活躍する社会」という言葉、今の時点で女性は活躍していないのでしょうか？

そんなことはありません。

“活躍”の定義を見直して、より一人一人が能力を発揮し、自分らしく生きやすい社会へ。

それを可能にする社会や家庭・仕事場のあり方とデジタルの活用法についてトークします。

[モデレーター]

[モデレーター]

[モデレーター]
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富山の食とデジタルのおいしい関係VISION SESSION-8

○日 時 8月31日（水） ○開場18:00 ○開会18:30～20:00

○会 場 バール・デ・美富味 [ 富山市明輪町1-231 MAROOT 1F ]

○登壇者 黒崎 康滋氏 （株式会社黒崎鮮魚 代表取締役社長）

中山 安治氏 （トレボー株式会社 代表取締役社長）

山崎 佑二郎氏（南砺市農家グループ「なんとのね」 代表）

蛯谷 耕太郎氏（株式会社EverT 取締役）

定員 50名 [ 参加無料／事前申込制 ]

富山が誇るおいしい食材や酒づくり、買い手とのつながり作りや食品ロスの解消など、デジタルを活用して

世の中をちょっとずつ良くしていく。そんなプレイヤーたちの思いと実現したいこと、そのプランとは？

これからの食産業で活かしたいデジタル技術についてもご紹介します。

ものづくりとデジタルの化学反応VISION SESSION-7

○日 時 8月30日（火） ○開場18:00 ○開会18:30～20:00

○会 場 能作 カンファレンスルーム [ 高岡市オフィスパーク8-1 ]

○登壇者 川合 洋平氏 （日の出屋製菓産業株式会社 代表取締役専務）

能作 千春氏 （株式会社能作 専務取締役）

宮森 穂氏 （株式会社ミヤモリ 代表取締役専務）

前田 大介氏 （前田薬品工業株式会社 代表取締役社長）

定員 50名 [ 参加無料／事前申込制 ]

『若者の言うことも聞いてみるもんだ。』

「〇〇×デジタル 」これがいま起きている企業の成長ストーリーにつながる、ものづくり現場のウラ話。

デジタルの活用によるものづくりの変革とこれから目指す未来についてお話しいただきます。

[モデレーター]

[モデレーター]
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