委員会活動

第２回経済委員会
11月27日（木）、第２回経済委員会を開催、委員

な産業として農業以外に何かないのか」
「 省エネ
の推進、原発の再稼働を強調すべきではないか」
等の意見が出された。

長の豊田副会長はじめ40名が参加した。
今回は、平成26年度の検討テーマである「経
常収支赤字への対応」について、海外との取引に

今後は、
これらの意見を反映した提言書案を作
成し、最終回となる１月21日の第３回経済委員会
で委員会案を取りまとめる予定である。

関する会員アンケートの結果報告と提言の骨子

（調査部

加藤 慎哉）

案の説明を行った。骨子案では、円安の下でも改
善しない経常収支に関する現状分析ならびにわ
が国経済への影響、経常収支、特に貿易・サービ
ス収支の悪化をもたらす要因の分析、輸出を増や
し輸 入を減らす経 済 体 質づくりに向けた提 言を
示した。
これらを踏まえて委員から、
「 輸入を減らす経済
体質をつくることが重要であり、その提言群を強
調すべきではないか」
「 輸出を増やすための新た

中経連
施および来年度の新規事業化、予算の確保等に

道路・港湾・空港に係る要望活動
中経連では、道路・港湾・空港に係る要望活動

ついて要望した。
２

国 際 競 争力強 化のための広 域 幹 線 道 路 網

日

時：11月20日
（木）

を以下のとおり実施した。
１

西知多道路の整備促進

日

時：11月19日
（水）

要望先：自由民主党 谷垣幹事長・稲田政務調査会長・二階
総務会長、国土交通省・財務省幹部 等

中経連
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要望先：国土交通省・財務省幹部 等

訪問者：中経連常務理事、愛知県建設部長 等

＜主な要望内容＞
中部圏の国際競争力強化のため、国際的な物

訪問者：中経連常務理事、愛知県副知事 等

流・交通拠点である名古屋港、中部国際空港を結

＜主な要望内容＞

ぶ広域幹線道路ネットワークの早期整備（西知多

国際拠点空港と高速自動車国道を直結する当
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および港湾の整備拡充

道路、新東名高速道路、名古屋環状２号線、名豊

該道路について、国が責任を持つべきであるとの

道路、浜松三ヶ日豊橋道路等）について要望した。

考えから、今年度中の県管理の国道155号・247

あわせて、国際ハブ港の実現に向けた名古屋港の

号の直轄編入決定、事業化に向けた国の調査実

機能強化や三河港の整備等についても要望した。
中経連
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３
日

東海環状自動車道の早期整備

管施工管理強化プロジェクト、中部地方整備局より
ミャンマーのインフラ整備状況などの報告を行った。

時：11月20日
（木）

要望先：青木国土交通大臣政務官、国土交通省・財務省
幹部 等

セミナー後の意見交換会では、各国でのビジネ
ス展開などについて、参加者は熱心に議論を交わ

訪問者：中経連常務理事、三重県知事 等

した。
（社会基盤部

＜主な要望内容＞

西井 憲治）

ミッシングリンクとなっている東海環状自動車道
西回り区間の早期整備および予算確保について、
地元いなべ市長や企業の代表とともに要望した。
（１〜３、社会基盤部
４

中部国際空港の機能強化

日

時：11月25日（火）

山口 智）

要望先：重田国土交通省航空局次長・国土交通省幹部
訪問者：中経連常務理事、愛知県副知事 等

＜主な要望内容＞
中部国際空港の機能強化（完全24時間化）の
実現に向けて、インバウンド旅客の増加に向けた
施策を始めとする航空需要拡大の取り組みを推
進すること、空港利用者の利便性向上に向け、道

日銀総裁と中部経済界との
金融経済懇談会

路・鉄道等アクセスの充実に取り組むこと等につ
11月25日（火）、日本

いて要望した。
（４、社会基盤部

田中 淳）

銀行の黒田総裁と中部
経済界との金融経済懇
談会が名古屋市内にて

第12回水ビジネスセミナー

開 催され 、中 経 連 から
三田会長が参加した。
黒 田 総 裁は講 演で、

11月21日（金）、水のいのちとものづくり中部フ

10月末の追加金融緩和の背景を説明し、
２％の物

ォーラムは
「第12回水ビジネスセミナー」
を名古屋

価安定目標の実現、デフレからの脱却に向けた強

市内にて開催し、約50名が参加した。

い意思を示した。企業経営者に対しては、
「 来春に

本セミナーは、国内外の水ビジネスに関する最
新情報を会員企業に提供し、
ビジネス展開の可能
性や問題点について理解を深めることを目的に定
期的に開催している。
今回は、講師に水のいのちとものづくり中部フォ
ーラムの山田顧問等を招き、
「カンボジアにおける

12

かけての賃金や価格設定の動向に大きな期待と関
心を寄せている」
と賃上げに期待を示すとともに、
「デフレ脱却の過程では『現預金を持って何もしな
い』
ことのコストが高くなる」
として、設備投資や人材
への投資などを求めた。
三田会長は、当地域の経済はマクロで見れば改

ビジネスの可能性について」
と題した講演のほか、

善基調にあるとの認識を示す一方で、
「 急激な円

名古屋市上下水道局よりスリランカにおける配水

安、原材料や建設資材の高騰等で厳しい」
との会

中経連
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員の声を引き合いに出し、景気回復が地方や中小
企業まで広がっていないと指摘した。
これに対し黒
田総裁は、
「 円安が実体経済に与える影響を見て

社会のあり方について」の情報提供を行った。
その後、社会資本整備や防災・減災対策の推進
等、活発な意見交換を行った。
（社会基盤部

行きたい」
と述べた。
（調査部

西井 憲治）

井神 忠）

定例記者会見

第３回中部地域懇話会

12月１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。
はじめに、三田会長は今年１年のわが国の景気
について、
「 緩やかな改善を続けているが、
４月の消
費税率の引き上げに伴う駆け込み需要の反動減か
らの回復の足取りがやや重く、
このところの急激な
円安に伴うコスト上昇なども加わり、景気の回復は
道半ばの状況にある」
と述べるとともに、
アベノミク
スの是非を問うとして12月14日に行われる衆議院
総選挙について、
「 選挙戦を通じて、景気回復、消
11月26日
（水）、中経連と国土交通省中部地方
整備局は「第３回中部地域懇話会」を名古屋市内
にて開催した。

2015.1

次に、
11月５日〜14日にシンガポール、
マレーシア、
ラオス、カンボジアの４か国を訪 問した「 東 南ア

発展していくために、災害対応力の強化とあわせて

ジア経済視察団」
（ 本誌６・７ページ参照）および

バランスのとれた社会資本整備の実現が不可欠

11月17日に榊原会長はじめ経団連首脳が来名

であるとの両者の認識の深まりから、具体的な課

し、
「日本再興を実現する」を基本テーマに開催し

題や施策等について意見交換を行う場として設置

た「東海地方経済懇談会」
（ 本誌２〜５ページ参

したものである。

照）
について報告した。
最後に、
「 来年こそは日本再興が実現し、全ての

業効果を最大限に活かすためにも、地域全体の整

産業、地域で景気回復を実感できる年にしたい」

備を官民一体となって取り組む必要がある」
と挨

と述べるとともに、
「 中経連として『中期活動指針

拶を述べた。一 方 、八 鍬中部 地 方 整 備局長から

ＡＣＴＩＯＮ 2020』
に基づき、
中部圏が目指す将来

は、
「 先般公表した第３次まんなかビジョンを指針

像の３つの柱『世界最強ものづくり地域』
『日本一

として、中部圏広域地方計画等を策定するため協

住みたい訪れたい地域』
『日本一働きやすく人材

力をお願いしたい」
との挨拶があった。

豊かな地域』の実現に向けて、企業や団体、大学、

続いて、第３次まんなかビジョンを始めとする中部

行政等と、
これまで以上に
『連携』を密にし、
『 魅力

地方整備局の取り組みについて説明があった後、

と活力溢れる中部』
の実現を目指していく」
と決意を

中経連から
「中期活動指針 ＡＣＴＩＯＮ 2020」や

語った。

「地域別の移動特性に応じた効率的なモビリティ
中経連

について、活発な論戦を期待する」
と述べた。

本懇話会は、中部圏が将来にわたって持続的に

はじめに、三田会長は、
「リニア中央新幹線の開
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費税、地方創生、エネルギー問題などの重要課題

（総務部

伊藤 邦広）
中経連
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