中経連

ラスター成長に向けて取り組むべき事項が提示さ

新ヘルスケア産業フォーラム
第２回定時総会・大会2014

れた。中部圏の航空宇宙産業が世界に伍していく
には、関係企業・団体が系列を越えて連携してい
くことが重要」
と述べた。

６月12日
（木）、ヘルスケア産業を中部圏の新た

その後、平成25年度事業報告、平成26年度事

な成長産業として創出・育成することを目的に設

業計画および収支予算等について報告の後、平

立された「 新 ヘルスケア産 業フォーラム」
（事務

成25年度決算書類承認の件、役員（理事・監事）

局：中経連、名古屋大学等）は、第２回定時総会

選任の件について審議し、原案通り承認された。
（産業振興部

ならびに大会2014を名古屋市内にて開催した。

加藤 信彦）

総会では、理事改選（竹中裕紀中経連副会長
就 任 ）、平 成 2 5 年 度 事 業 報 告および収 支 結 果 、
平成26年度事業計画および収支計画を審議し、
原案どおり承認された。また、総会後、事務局体

航空宇宙産業フォーラム
推進会議

制強化による本フォーラム会員向けビジネス支援
に関する今後の取り組みを報告した。
引き続き開催した大会には約100名が参加し、北
川薫代表（中京大学学長）
による次世代ヘルスケア
産業審議会中間とりまとめの進捗報告、
中部経済産
業局によるＴＯＫＡＩＶＩＳＩＯＮ※の概要説明、
さらに
新ヘルスケアビジネスを展開する企業・銀行による
講演を行った。
また、懇親・交流会では、新たなビジ
ネスモデル創出のための会員の相互理解を深めた。
（産業振興部

本田 宗央）

※ＴＯＫＡＩ ＶＩＳＩＯＮ：
「東海産業競争力協議会」
（事務局：中部経済産業局）が当地域の成長戦略
として取りまとめた報告書（平成26年３月発表）。

６月16日（月）、中部圏の産学官の関係者が結
集し、航空宇宙産業の高度化を支援することを目
的とする航空宇宙産業フォーラム推進会議が名
古屋市内にて開催された。
会議では、平成25年度の総括および今後の取
り組みについて、
ＴＯＫＡＩ ＶＩＳＩＯＮに掲げられ

（一社）中部航空宇宙産業技術センター
第２回定時総会

た課題でもある、①人材育成、②サプライチェーン

６月16日
（月）、
「（一社）中部航空宇宙産業技術

見交換が行われた。

センター」
（ 会長：三田中経連会長）は第２回定時
総会を名古屋市内にて開催した。
冒頭挨拶で三田会長は、
「Ｂ787増産で高操業
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大、④支援機能の向上、の４つのカテゴリーで意
最 後に、三田会 長は総 括として、
「 企 業が持つ
ノウハウを活用した産学官が一体となったスピー
ド感のある人材育成への取り組みや、品質確保、

が続き、ＭＲＪ開発も着々と進展している。アジア

低コストや短納期につながる一貫生産体制の構築

№1航空宇宙産業クラスター形成特区は、長野県

に向けて、行政・企業の系列を越えた協力が重要

および静岡県も加わり５県67市町村へ拡大が予

である」
とした。

定され、
さらにＴＯＫＡＩ ＶＩＳＩＯＮでは、産業ク
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強化、③新技術の創出、装備品分野への参入拡

（産業振興部

加藤 信彦）
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国際空港−ジャカルタ線の路線開設を要望したこ

水のいのちとものづくり中部フォーラム
第６回総会・第11回水ビジネスセミナー

とを受け、
リスナンディ氏が当地域の企業等を訪問

６月1 8日（ 水 ）、
「 水のいのちとものづくり中部

ドネシアへ200社以上が進出している。今後、イン

し需要や経済状況等の調査をするため、
である。
懇談では、三浦常務理事が、
「中部圏からはイン

フォーラム」
（ 会長：三田中経連会長）は、第６回

ドネシアからの訪日ビザの免 除が 決まっている。

総 会および第11回水ビジネスセミナーを名古屋

また、当地域では昇龍道プロジェクトに取り組んで

市内にて開催した。

おり、中部国際空港−ジャカルタ線が実現した際

総会の開催にあたり三田会長は、
「 中部圏にお
いては、水問題を克服してきた経験と技術があり、

には、多くの来訪者が期待できる」
と述べた。
一方、
リスナンディ氏からは、
「昇龍道プロジェクト

皆様が力を合わせ、世界の水問題解決に向けて

に大変興味がある。
インドネシアでは定期的に商品

活動していくことが、国際貢献も兼ねた一つのビジ

発表会を開催しており、
そこで昇龍道プロジェクト、

ネスチャンスになる。
フォーラムの活動を通じて、

中部圏の魅力をＰＲしていただけるとありがたい」

協力していきたい」
と挨拶を述べた。

との発言があった。
（社会基盤部

総会では、平成25年度事業報告および収支決

田中 淳）

算、平成26年度事業計画および収支予算、平成
26年度会計監事選任について審議し、原案どお
り承認された。
また、
プロジェクト立案チームの平成
25年度活動実績および平成26年度活動方針に
ついて報告を行った。
総会に引き続き開催した、第11回水ビジネスセ
ミナーでは、国土交通省総合政策局海外プロジェ
クト推進課国際協力官の小浪尊宏氏を講師にお
招きし、
「インフラシステムの海外展開の取り組み」
と題してご講演をいただいた。
（社会基盤部

西井 憲治）

ガルーダ・インドネシア航空
日本総代表 表敬訪問

７月８日
（火）、在名古屋米国領事館首席領事の
スティーブン・コバチーチ氏が就任挨拶のため中経

６月2 5日（ 水 ）、ガル ーダ・インドネシア航 空

連を訪れ、三田会長、伊藤専務理事等と懇談した。

日本・韓国・アメリカ地区総代表のリスナンディ・

三田会長は、
「 百数十年間、わが国と米国は友好

サエプラハマン氏 等が中経 連を訪れ 、三 浦 常 務

関 係にあり、最 近では米 国 への投 資 額の増 加な

理事等と懇談した。

ど、結びつきは益々強くなっている。
これからも友好

今回の訪問の目的は、中部国際空港利用促進
協議会（代表理事：三田中経連会長、岡谷名古屋

6

在名古屋米国領事館
首席領事 表敬訪問

関係を築いていくことが大切である」
と歓迎の挨拶
を述べた。

商工会議所会頭）が、今年４月に来日した同社社

コバチーチ氏からは、
「 米国は海外からの投資

長兼ＣＥＯのエミルシャ・サタル氏に対して、中部

を積極的に受け入れており、日本企業からの投資
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は大変喜ばしく思う。中経連をはじめ当地の方々

さらなる拡大を目指し、引き続き支援事業を展開し

との連携を大事にしたい」
とのコメントがあった。

ていく」
と述べた。その後、事務局より平成26年度

その後、最近の日本の経済情勢について、法人
税減税による効果や、人口減少・少子高齢化への
対策、建設業を中心とした労働力不足など多岐に
わたるテーマについて意見交換を行った。
（国際部

平山 りえ）

事業計画を説明し、賛助会員に活動に対しての一
層の支援と協力を求めた。
賛助会員大会終了後、観光庁観光地域振興部
観光地域振興課長の川瀧弘之氏を講師にお招き
し、
「 最近の日本の観光について」
と題してご講演
をいただいた。講演では、最近の観光状況、2020
年を見据えた国の観光政策、観光立国実現に向
けた課題等について説明がなされた。
（社会基盤部

田中 淳）

エアアジア・ジャパン
ＣＥＯ 表敬訪問
７月９日
（水）、
エアアジア・ジャパンＣＥＯの小田切
義憲氏、ＣＦＯの秦修氏、ＣＣＯの櫻井宏志氏が
中経連を訪れ、三田会長、伊藤専務理事等と懇談

中部国際空港利用促進協議会
理事会・賛助会員大会

した。
懇談では、小田切氏より同社が「中部国際空港
を拠点に来年度からの就航を検討している」
との発

７月８日（火）、中部国際空港利用促進協議会

言があった。
これに対し三田会長は、
「 わが国では

（代表理事：三田中経連会長、岡谷名古屋商工会

訪日外国人旅行者数2,000万人を目標に取り組ん

議所会頭）
は平成26年度の理事会および賛助会員

でいるが、実現した場合には、今までのように成田

大 会を名 古 屋 市内にて開 催した。理 事 会では、

空港、羽田空港だけでは航空機の受入れ対応が出

平成25年度事業報告・収支決算、平成26年度事

来ない。中部国際空港の重要性が一層増してくる。

業計画・収支予算について審議し、原案通り承認

また、中部圏はビジネス需要が強く、中部国際空港

された。

からの路線開設をお願いしたい」
と述べた。

引き続き、賛助会員大会を行い、賛助会員、関係

（社会基盤部

田中 淳）

行政機関等から約150名が出席した。賛助会員大
会では、
冒頭、三田代表理事が挨拶し、
「 本協議会
では今年度も引き続き、昇龍道を前面に出した中
部圏の観光プロモーション活動をはじめとするイン
バウンド事業の取り組みを行っていく。昇龍道プロ
ジェクト推進協議会とも連携を図り、
当地域への誘
客促進に繋がる活動を展開する。
一方で貨物についても、昨年来貨物専用便の
就航が相次いでおり、航空ネットワークの維持と
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