委員会活動

第１回経済委員会

第１回観光委員会
９月25日（木）、第１回観光委員会※を開催、委員

10月1日（水）、第１回経済委員会を開催、委員長

長の河野副会長はじめ41名が参加した。

の豊田副会長はじめ49名が参加した。

※
「観光委員会」は今年度新設した委員会である。

はじめに、豊田委員長は「貿易収支の赤字が続

はじめに、観 光カリスマとして活 躍されている

き経 常 収 支の赤 字 化も危 惧される状況の中、今

㈱加賀屋相談役の小田禎彦氏を講師に迎え、｢観

年度は『経常収支赤字への対応』をテーマに調査

光産業の発展に向けて｣と題して基調講演をいた

研究ならびに政策提言を行いたい」
との意向を示

だいた。小田氏は「北陸新幹線開業や東京オリン

した。

ピック開催を見据え、今後より一層おもてなしの心

これを受けて、植松専門委員長（トヨタ自動車㈱

を磨き、中部・北陸の連携を強化することが必要

総務部担当部長）から検討の考え方、事務局から
「検討の進め方（案）」について説明を行った後審

である」
と力強く述べた。
続いて、㈱ＮＴＴデータパブリック＆フィナンシャル

議に移り、委員からの意見を伺った。委員からは

事業推進部長の吉田淳一氏を講師に、昇龍道の

「わが国のものづくりの中心地である中部からの発

ブランディングに向けた取り組み施策の提案など

信には意味がある」
「 中部の特徴や具体策を盛り

について、
『 吉田劇場』
と呼ばれる“映像”を駆使し

込んだ提言が必要」
などの意見が出され、
「 検討の

たご講演をいただいた。

進め方（案）」
は承認された。

その後の議事では、河野委員長の指名により副

その後、神戸大学大学院経済学研究科教授の

委員長に松本㈱ＪＴＢ中部社長、雲井三重交通㈱

松林洋一氏を講師に迎え、
「 我が国経常収支の動

社長を選任するとともに、長期的な視点に立った

向：赤字化の可能性と対応」
と題してご講演をいた

「観光ビジョン」策定などを目標に活動を展開する

だき、経常収支赤字の要因や問題点などが平易な
言葉で非常にわかり易く解説された。

こととした。
（社会基盤部

坪内 幹定）

（調査部

加藤 慎哉）

中経連

フィリピン航空 日本支社長
表敬訪問
９月10日（水）、
フィリピン航空のサカリー・ロム
日本支社長等が中経連を訪れ、小川常務理事事
務局長、三浦常務理事と懇談した。
懇談では、サカリー支社長から
「今年の12月20
日から、中部国際空港と日本で大変人気のあるセ
ブ島路線を開設し、デイリー運航する」
との発言が
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あり、小川常務理事事務局長は「当地域では昇龍

会長は「昇龍道のＰＲに力を入れている。経済だけ

道プロジェクトに取り組んでいる。
フィリピンからの

でなく、人や文化の交流も拡大していきたい」
と強

訪日外国人に対するビザ緩和措置が検討されて

い意気込みを語った。
（社会基盤部

おり、多くの方に来ていただけることを期待してい

田中 淳）

る」
と応えた。
なお、今年４月には河村名古屋市長、小川常務
理事事務局長等がフィリピン航空を訪問し、中部

中部広域観光フォーラム

国 際 空 港−セブ島 線の開 設を要 望しており、今
中部（東海・北陸・信州）広域観光推進協議会

般、本要望が実現した。
（社会基盤部

田中 淳）

（会長:三田中経連会長）は（公社）日本観光振興協
会中部支部とともに、
９月17日(水)に大阪市内にて

愛知県タイミッションに
三田会長が参加

｢第16回中部広域観光フォーラム｣を、10月８日
（水）
に東京都内にて｢第17回中部広域観光フォーラム｣
を開催した。
フォーラムでは、須田日本観光振興協会中部支部
長（中経連評議員会議長、東海旅客鉄道㈱相談役）
が｢広域観光ネットワークの形成に向けて｣と題し
た講演を行った。その後、中部圏の観光資源を写
真を交えながら紹介したほか、旅行会社と商談会
を行うなど中部圏の観光魅力を存分にＰＲした。
（社会基盤部

９月10日
（水）
・11日(木)、三田会長は大村愛知

坪内 幹定）

森岡愛知県副知事による講演
「これからの活力ある愛知づくり」

県知事等とともに、交流促進およびエアポートセ
ールスを目的にタイを訪れ、タイ工業省、バンコク
都知事、
タイ国際航空等を訪問した。
タイ国際航空への訪問では、中部国際空港−
バンコク線の午後便のデイリー化や中部国際空

フィリピン航空 日本支社長
表敬訪問

森岡愛知県副知事を招き、
「これからの活力ある愛
知づくり」
と題した講演会を行った。
講演では、
「 愛知県は“モノ造りの県”である」が、
「新興国市場の拡大や、少子高齢化による生産年

ヴィロ･スィリホラチャイ副社長から
「昨年７月に日

齢人口の減少など、取り巻く環境は変化している」

本への観光ビザが免除になり、
タイからの訪問者

とし、今後の進路として、①すでに海外進出してい

９月10日（水）、
フィリピン航空のサカリー・ロム

が大幅に増加している。タイの観光業界の中で日

る企業は、培った技術を『ものづくりシステム』
とし

日本支社長等が中経連を訪れ、小川常務理事事

本は大きな市 場になっている。こうした背 景もあ

て海外に移転し、収益を国内に還流し、再投資す

務局長、三浦常務理事と懇談した。

り、要望いただいたように、午前便と合わせて来年

るべき。②そして、
まだまだ生産性を向上することで

１月には14便/週のダブルデイリーで運航する」
と

人 手 不 足 等の課 題に対 応すべき企 業 、産 業もあ

の回答があり、大きな成果を得た。

る。
ことなどを挙げた。
また、企業を支える行政の役

懇談では、サカリー支社長から
「今年の12月20
日から、中部国際空港と日本で大変人気のあるセ
ブ島路線を開設し、デイリー運航する」
との発言が
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防災力の強化、㋺コスト競争力向上のための環境

マスコミからは、急進行している円安に対する考

整備、㋩多様な人材の就労参加のための社会保

え方や望ましい為替水準について、
また次世代自

障基盤の強化の３点を挙げた。

動車部会の調査報告を受けた今後の予定などに

（総務部

和田 耕一朗）

ついて質問があった。
（総務部

定例記者会見
10月６日
（月）、中経連は総合政策会議終了後、
三田会長の定例記者会見を行った。

伊藤 邦広）

名古屋テレビ塔
「ＥＳＤ」
イルミネーション
点灯セレモニー

はじめに、三田会長は中部地域の経済情勢につ
いて、緩やかな改善が続いているとしながらも、
７

10月10日
（金）、名古屋国際会議場で開催され

〜９月期の会員企業の景況判断が前期比で予想

るＥＳＤユネスコ世界会議（11月10日〜12日）を

より小幅の改善にとどまったことなどに触れ、政府

盛り上げるため、
ＥＳＤユネスコ世界会議あいち・

に対して、景気回復がより力強く確実なものとなる

なごや支援実行委員会は、
１カ月前記念行事とし

よう
「法人税の実効税率の引き下げ」などの経済

てロゴマークである
「ＥＳＤフラワー」
をテレビ塔の

政策を迅速に実施するよう要請した。

壁面にライトアップするセレモニーを開催した。

次に、10月３日に開催した「西日本経済協議会
第56回総会」
（ 本誌７ページ参照）について報告

支援実行委員会の

するとともに、当日決議された「産業の基盤となる

大村愛知県知事

安定的なエネルギー供給体制の構築」など５項目

（ 会 長 ）、河 村 名 古

について、同16日、各経済連合会のトップが揃って

屋 市 長（ 会 長 代

国に要望すると述べた。

行）をはじめ５名が

続いて、昇龍道プロジェクト推進協議会が第６

出席し、中経連からは伊藤専務理事が出席した。

回観光庁長官表彰を受賞したこと
（本誌13ページ

主催者代表として大村知事、河村市長等の挨拶、

参照）、10月３日から13日に中経連がタイで開催し

来賓祝辞の後、支援実行委員会メンバーによって

ている
「2014 バンコク伊勢丹中部物産観光展」が

点灯スイッチが押され、
ＥＳＤフラワーがライトア

盛況であることを報告し、中経連として引き続き中

ップされた。

部圏へのさらなるインバウンド拡大を支援していく
と述べた。

テレビ塔壁面のＬＥ
Ｄ照明は、
これまでイル

この他、
９月以降、ガルーダ・インドネシア航空の

ミネーション等では使

ジャカルタ便の新設やタイ国際航空のバンコク便

用されていたが 、特 定

の増便など、中部国際空港国際便の新増設が相

の画を映し出すことは

次いでいることに触れ、今後も国への要請や航空

今回が初めてである。

会社への誘致活動を行うと述べた。
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セレモニーには、

なお、
このライトアッ

最後に、産業委員会 次世代自動車部会がとりま

プ装飾は10月10日か

とめた調 査 報 告 書「 地 域 別の移 動 特 性に応じた

ら1 1月1 3日まで行わ

効率的なモビリティ社会のあり方について」
（ 本誌

れる。

２・３ページ参照）
を公表し、概要について説明した。

（企画部

中経連

2014.11

岡戸 信之）
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