委員会活動

第１回産学連携懇談会

第２回税制委員会
８月21日（木）、第２回税制委員会を開催、委員

８月28日（木）、第１回産学連携懇談会を開催、

長の上田副会長はじめ26名が参加した。

座長の竹中副会長はじめ29名が参加した。

今回は、第１回税制委員会で審議した「税制改

事務局より産学連携に関して中経連が行っている

正要望骨子」(案)をもとに作成した「平成27年度

「Linkers・eEXPO」、
「企画委員会 人材育成部会」、

税制改正に対する意見」(案)に関して、税制改正

「Next30産学フォーラム」等の報告を行った後、

の必要性や改革の進め方等の基本的見解、来年

今後の新たな活動として、
「テーマ毎の大学・研究

度改正の重点要望項目、来年度改正に向けた税

施設展示会などの開催」や、他地域での事例を参

目毎の要望内容について審議を行った。

考にした中部圏における
「異分野融合拠点づくり」

委員からは、法人実効税率の引き下げと代替財

に向けて、調査・企画検討を行うことを提案した。

源の関係、産業空洞化の回避と国内産業活性化

委員からは、
「 異分野の方々との交流の場は少な

に資する法人税制の必要性、消費税率引き上げの

く、Next30産学フォーラムへの参加は有効だっ

判断、国土強靭化を促進する税制へのニーズの高

た」、
「 異分野融合拠点について、ナレッジキャピタ

まり、事業所税による弊害の実情などについて意

ルなどの取り組みは面白い。
インパクトのある取り組

見が出された。特に、来年度税制改正の最重要ポ

みが可能となるよう拠点作りを実現してほしい」等

イントである法人実効税率の引き下げについて、

の意見が出された。
今後、①当地での異分野融合拠点に対するニー

活発な議論が行われた。
最後に、委員会の審議を踏まえた修正案を委員

ズや先行事例の調査、②テーマ毎の大学・研究施

長に一任し、その修正案を９月度の正・副会長会

設展示会等の開催などを進めていくこととした。
ま

および総合政策会議に上程することとし、委員会

た、インターンシップ等、人材育成についても多数

を終了した。

の意見があり、企画委員会 人材育成部会の活動の
（調査部

髙木 慶吉）

中に意見反映していくこととした。
（産業振興部

馬場 誠治）

中経連

在名古屋ブラジル領事館
総領事 表敬訪問

ドリヴェイラ総領事からは、
「ブラジルでは日系企
業が自動車産業や造船、石油の採掘業など、様々
な分野で活躍しており、
日本からのさらなる投資を
期待している。
また、
日本は最先端の技術を持って
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８月20日(水)、在名古屋ブラジル領事館のアル

いる。技術面での交流はもちろん、文化・経済・産

ナウド・カイシェ・ドリヴェイラ総領事が就任挨拶

業面での交流を、民間レベルで深めていきたい」
と

のため中経連を訪れ、三田会長等と懇談した。

の発言があった。
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三田会長は、
「 昨年、海外経済視察団でブラジ
ル・サンパウロを訪れた。サンパウロと名古屋は産

なロールモデルや職場の意識改革の必要性などに
ついて発言があった。

業が盛んな都市という共通点があり、
ブラジルには

三田会長は、
「 女性の活躍促進は、日本経済の

中部圏の企業が多く進出している。産業の交流だ

活力の維持・向上のために極めて重要」
としたうえ

けでなく、人や文化などの様々な交流を深められれ

で、
「 多様な人材が活躍できる環境整備が必要。

ば、お互いにより発展し、素晴らしい友好関係が結

企業・行政それぞれが、やるべきことにしっかり取

べるだろう」
と述べた。
さらに、初来日のドリヴェイラ

り組む必要がある」
と述べた。
（企画部

総領事に
「日本の四季や文化、食を体験し、
日本を

村田 純一）

より知ってほしい」
と述べ、中部の観光などについ
て歓談した。
（国際部

平山 りえ）

ガルーダ・インドネシア航空の
早期就航に向けた要望
９月１日（月）、中経連は総合政策会議終了後、
ガルーダ・インドネシア航空のエリック・メイヤー
上級副社長を招き、同社の航空ネットワーク、機内
サービスなどについての説明会を行った。
その後、
中部国際空港利用促進協議会の代表理事を務
める三 田会 長からメイヤー 上 級 副 社 長に対し、
ジャカルタ スカルノ・ハッタ国際空港と中部国際空
港 間の直 行 便の早 期 就 航に向けた要 望 書を手
渡した。
９月８日（月）には、大村愛知県知事、川上中部

第２回あいち女性の活躍促進会議

国 際 空 港 ㈱ 社 長 等 が 、ガル ーダ・インドネシア
航空を訪問し、エミルシャ・サタルＣＥＯ、メイヤー

８月29日（金）、第２回「あいち女性の活躍促進

上級副社長と懇談した。その場において、平成27

会 議 」が 名 古 屋 市内にて開 催され 、中経 連から

年度の夏ダイヤより、週５便で中部−ジャカルタ線

三田会長が参加した。

を就航することが発表された。

本会議は女性の活躍を促すための具体的取り

（社会基盤部

田中 淳）

組みを議論することを目的に、愛知県、経済団体、
大学、企業等をメンバーとして設置されたものであ
る
（第１回は本年２月５日に開催）。
大村知事の挨拶、吉本副知事による愛知県の取
り組みの紹介に続き、佐々木㈱東芝副会長（経団
連副会長）
による、多様な働き方を支援する制度の
整備や組織風土作りと、性別によらない社員の育
成・活用の重要性を中心に
「東芝の女性活躍促進
の取り組み」
と題する講演が行われた。
参加者からは、女性の採用や活躍の現状、多様
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観光客2000万人を目指して〜」
をテーマに意見表

定例記者会見

明が行われ、三田会長は、
「これからは昇龍道の魅
力的な観光資源を具体的に商品化して積極的に

９月１日（月）、中経連は総合政策会議終了後、

売り込んでいくことが必要。
そのためにはより一層、
観光資源同士や官民の
『連携・ネットワーク』
を強化

三田会長の定例記者会見を行った。
はじめに三田会長は、消費税率引き上げの影響

していくことが観光地域づくりに繋がる」
と発言した。
（社会基盤部

は想定の範囲内にとどまっており、景気の改善基

坪内 幹定）

調は続いているとの見方を示した。
次に、
「 社会資本整備の必要性」
をテーマに９月
３日に開催予定の「第11回中央日本交流・連携サ

タイ観光サービス協会を昇龍道へ招請

ミット」について、足立国土交通省顧問（元中部地
方整備局長、元国土交通省技監）
より、国の取り

９月４日
（木）〜９日
（火）、
中部（東海・北陸・信州）

組みなどについてお話しいただいた後、愛知・三重

広域観光推進協議会（会長：三田中経連会長）は

の両県知事や名古屋市長等中部の自治体代表者

中部運輸局とともに、今年２月の昇龍道ミッション

とともに、中部経済界の代表として、中部圏におけ

で訪 問したタイ観 光サービス協 会のスパラック・

る現状や課題について議論を行うことを紹介した。

ソンラングラ会長はじめ14名を招請した。

また、10月３日から11日間にわたり開催予定の

昇龍道の自然や温泉、
グルメなどを視察いただく

「バンコク伊勢丹中部物産観光展」について、
タイ

とともに、
９月８日（月）には、中部（東海・北陸・信

から日本への旅行者数が大幅に増えていること、

州）広域観光推進協議会とタイ観光サービス協会

バンコク市内で日本食への関心が高いことに触れ

の間で、“昇龍道プロジェクト”をはじめ双方の観光

たうえで、同展で中部の「 食 」
と観 光 地の魅力を

宣伝活動を支援することなどを織り込んだ「観光

ＰＲし、中部圏へのさらなるインバウンド拡大を目

及び 友 好 交 流における協 力 覚 書 」を締 結した。

指していくと述べた。

三田会長は、
「 昨年７月の訪日ビザ免除が功を奏

最後に、上田税制委員長が同委員会で取りまと

し、
タイからの観光客は増加傾向にある。
これを契

めた
「平成27年度税制改正に対する意見」
（ 本誌

機に、
タイ観光サービス協会との協力関係をより一

２〜４ページ参照）の公表を行った。

層強化し、昇龍道とタイとの観光交流を深めたい」

（総務部

伊藤 邦広）

と述べた。
（社会基盤部

坪内 幹定）

中部の観光を考える百人委員会
総会
９月３日
（水）、行政や経済団体、観光関連団体
等で構成する
「中部の観光を考える百人委員会」
（会長：岡谷東海商工会議所連合会会長、副会
長：三田中経連会長ほか）は、第16回総会を名古
屋市内にて開催した。
山口観光庁次長、野俣中部運輸局長等による
来賓挨拶に続き、
「 観光地域づくり 〜訪日外国人
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