講演録

第４回 定 時 総 会 記念講演会
６月８日（月）、中経連は、第４回定時総会を名古屋市内にて開催した。総会後、㈱経営共創基盤（ＩＧＰＩ）
代表取締役ＣＥＯの冨山和彦氏を講師に招き、
「 ローカル経済からの地方創生」と題して記念講演会を
行った。
（ 総会の概要については、
７月号に掲載済み。）

多い。製造業やＩＴ産業、大企業が中心で大きくな
らないと勝てない産業が多い。あるいは、小さくても
世界のマーケットシェアの７〜８割を占めるような
産業である。特に人手不足の問題で関係する労働
生産性は日本は極めて高く、国内での製造現場の
労働生産性は、中国の２〜５倍のレンジにある。
この
差なら日本が勝てる状況にあり、生産コストを原因
として中国で製造する理由は無くなっている。
一方、交通、物流、飲食、宿泊、卸売、社会福祉サ

「ローカル経済からの地方創生」
㈱経営共創基盤（ＩＧＰＩ）代表取締役ＣＥＯ

冨山 和彦 氏

【プロフィール】
ボストンコンサ ルティンググ ル ープ 、コーポレイトディレクション代 表
取締役を経て、2003年に産業再生機構設立時に参画しＣＯＯに就任。
解散後、
ＩＧＰＩを設 立 、数 多くの 企 業 の 経 営 改 革や成 長 支 援に携わり、
現在に至る。

【講演要旨】

性は極めて低く、米国の約半分、欧州の約３分の２
で、伸び率も低い状況にある。過去 20 数年において
このセクターで欧米に大きく差をつけられている。
グローバル化が進むほど、特に先進国の国内にお
いて、Ｇ型の比率は徐々に低下している。日独では
３割で、米国に至っては10 数％に過ぎない。
しかも、
Ｇ型の産業は、開発、生産、販売について最適な機

バブル崩壊以降の 20 数年間で、日本のＧＤＰは

能を世界各地に持つことになるので、先進国の比率

米国から大きく引き離されている。人口問題に起因

が下がる。世界における日本のＧＤＰのシェアは約

する部分もあるが、圧倒的な説明因子は、
日本の生

７％だから、完全にグローバルな企業にとって、
日本

産性が停滞したことにある。米国がＩＴを中心に生

国内のマーケットは、世界の７％でしかないことにな

産性の向上が著しかったのと対照的であり、人口

る。それを空洞化と呼べばそうなるが、
これは最適

要因で悲観的になる暇があったら、生産性をもっと

化であり、
ある意味仕方がないことである。

上げる必要がある。

勿論、製造業は生産性の高い産業だから、国内に

日本の生産性が世界トップレベルで、上昇余地が

沢山持つ方が良いことは間違いなく、国内に回帰す

ないのであれば別だが、
この二十数年アメリカに引

る企業も少なくない。
しかしながら、Ｇ型とＬ型の比

き離されてきたわけだから、
とりわけローカルな経済

率が７：３になることがあり得ないとすれば、
７割の

圏で活動する企業群において、上昇余地は大いにあ

Ｌ型の経済圏の生産性を上げることは極めて重要に

る。今日の講演の最大のポイントはそこにある。

なる。
しかも、
この産業は労働集約型であるから雇用

グローバル経済圏とローカル経済圏

吸収力があり、顧客の近くでしか価値を作れない。
政策的には、円安、異次元の金融緩和などが必

グローバル経済圏（以下Ｇ型）
とローカル経済圏

要条件になるかもしれないが、十分条件にはなりえ

（以下Ｌ型）に分けて見ると、
Ｇ型の競争は、基本的

ない。生産性を上げ、賃金を上げていかないと、
日本

にはモノや情報など貿易可能な財を扱うタイプが
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ービスなど、
Ｌ型に属するサービス産業の労働生産
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全体の持続的経済成長にならない。
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講演録
ローカル経済の成長戦略

の基礎教育をしてもらいたい。

Ｇ型の成長戦略はシンプルで、規制環境、税制な

４つめは、
ゾンビ企業への貸し倒れで、毎年何千

どのイコールフッティングが必要となる。
ＴＰＰも含め

億円もの予算を拠出している信用保証制度や、生産

て、従来から言われてきた政策を行えばよい。問題

性が低い方が有利になり、生産性を低いままにする

はＬ型である。

モチベーションが働く補助金など、余計なことはや

１年程前から、
ローカルアベノミクスと称して、
Ｌ型
の企業を成長させて、付加価値率を高めて賃金を

めようということ。

上げていく動きが 活 発 化しているが 、これにより、

地方創生に向けて

年収レベル 200 〜 300 万円のゾーンが 1 . 5 倍になれ

日本の地方は、明治以来 150 年間にわたって人材

ば、日本経済にとってはるかに効果が大きい。企業

の空洞化が進んできた。何世代にもわたって、優秀

の生産性が向上し、個人の所得が増え、消費に回

な人が東京を中心とする大都会に出て行った。

る、そこから回ってまた企業の業績が改善し、投資

地方において、緻密なＬ型企業の経営をしていく

が増えるという好循環に入る。それが起きやすいの

時に、ＷＨＡＴ：何をすべきかわかっていても、ＨＯ

は、
Ｌ型の企業群である。

Ｗ：それをどうすべきかをわかっていても、ＷＨＯ：

Ｌ型の成長のためには、まず、企業の新陳と代謝
がいずれも低いという状況を打開することが必要で

人がいない。たまにコンサルタントが行って話をする
ぐらいでは、何も変わらない。

ある。そのためには、規制緩和をして参入しやすくし

つまり、地方創生の議論は、最後は人の問題にな

つつ、最低賃金や労働安全監督などの労働関係規

る。大都市圏に偏ってしまった人材をどうすれば地

制は企 業の規 模に関 係なく強 化する。スマートな

方に再循環できるかにある。
それも一人ではなく、相

レギュレーションにしていく必要がある。

当な人数をつぎこまないと何もできない。地方企業

サービス業は他所へ移れない産業であり、緩和す
べき規制と強化する規制をうまく組み合わせる必要
がある。

の大再編を起こす中で、人材を地元に再循環するこ
とも考えていかないといけない。
さらには、経営改革して付加価値を上げる必要が

次に、
コンパクトシティ化である。人余りの状況で

あるが、地方にはそのためのチャンスはまだある。例

あれば、低生産性、低賃金という働き口で働く人が

えば、地域の産業や医療介護が人手不足のストレ

いたが、今や、働き手はいなくなってしまった。今、

スにさらされる中から、イノベーションが生まれるの

コンパクトシティ化して生産性を上げないと、中山間

ではないか。
それはいわゆるロボット技術かもしれな

部の医療も介護も崩壊する可能性が大きい。サービ

いし、
ＩＴ技術かもしれない。足りないと言うことは

ス産業は集積が大切であり、移動手段を考えたら、

全部イノベーションにつながっていく。

一カ所に集まった方が有利である。
もう一度、ストラ
テジーとして分散居住から中心市街地に移ってもら
う必要がある。
また、現実的には中山間地は立ちゆかなくなってお
り、国土強靱化に金を使うのならば、
コンパクトシティ
化か中核都市強靱化に予算をつけてもらいたい。
３つめは、高等教育の問題である。大学進学率が
60％を超える中で、平均的な人材にとって高尚な学

術教育は重要ではない。例えば、
ＩＴの世界ではプ
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と言える。企業経営者が腹を据えて、思いきって、
よ
いモノづくりや、労働生産性向上に、あらゆる経営
努力をすべき時期、
して良い時期にきている。
政府に賢い規制を作ってもらう前提で考えると、
地方再生の経済のエンジンは企業であり、経済人
自身である。
ここから先は、民間人、経済人が主役になって、

ログラム言語、文系では簿記・会計がモノを考える

後から考えた時、
あの辺の数年間が転換点だったと

際の共通言語であり基礎教育になる。大半の大学

言って貰えるようにしたい。

には、職業訓練を持たせ、現実世界を生き抜くため

2

ある意味、
日本には今猛烈に追い風が吹いている

（総務部

馬場 誠治）
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会議

第２回 参 与 会 議
６月22日（月）、中経連は、第２回参与会議を名古屋市内にて開催し、26名が参加した。
中経連では、

外展開等への支援。産学連携・農商工連携の推

中 部５県 下 の

進等〕

各 地 域との 連

人口減少対策 〔人口流出の抑制・人口流入の促進

携を強化し、広

に関する自治体との協議。生産年齢人口の確保。雇

域 連 携の定 着

用確保・魅力ある仕事づくり。規制緩和の要望等〕

化を図るため、

まちづくり・インフラ整備〔リニア中央新幹線開業

商工会議所、商工会議所連合会、経営者協会な

にあわせた名古屋、
中津川、飯田の各駅の利便性向

どの専務理事等に参与を委嘱している。今般、平

上と広域交通の整備。東海環状自動車道（西回り）

成26年１月に続いて、第２回目の参与会議を開催

の整備促進のほか、空港・港・道路等の整備〕

した。

観光振興・イベント等の支援 〔伊勢志摩サミット

会議では、本会の事業活動を説明した後、各参

（2016年５月）、家康公四百年祭（2015年）、南信

与より各団体の主な事業、本会への要望等につい

州飯田お練りまつり
（2016年３月）、信長公450

て活発な発言をいただいた。主な発言項目は以下

プロジェクト
（岐阜市・2017年）、工場夜景クルーズ

のとおり。

（四日市）等〕

中小企業支援等〔創業・人材確保・販路開拓・海

（会員部

鷲野 高弘）

委員会活動
第１回国際交流懇談会

経済と緊密な関係に

６月17日（水）、第１回国際交流懇談会を開催、

あるからである。これ

座長の藤野副会長はじめ72名が参加した。

からも日本 企 業の中

国際交流懇談会では、
「 在名６公館との交流」

国での展 開 や経 済・

をテーマに講演会・交流会を年に一度開催してい

文 化など様々な面で

る。
４回目の開催となる今回は、中国駐名古屋総

日中 交 流 のために 、

領事館総領事の葛廣彪氏、中国銀行名古屋支店

しっかりバックアップをしていきたい」
と、
日中経済

長の劉 立 恒 氏と東 京 支 店 外 国 業 務 部 部 長 代 理

について積極的な展望を語った。

の汐 見 知 泰 氏 、東 海日中貿易センター副 会 長の

次に、中国銀行の劉名古屋支店長の挨拶後、

原田康 浩 氏と理 事の大野大介氏を招き、講演会

汐見部長代理が「中国銀行の活動と人民元国際

と交流会を行った。

化の動向」
と題した講演を行った。続いて、東海日

はじめに、葛総領事が大使館と領事館の違いや
役割、駐名古屋総領事館の活動などについて説明
を行った。その中で、
「 駐名古屋総領事館は、
ビザ
や商事認証申請案件での日本人・企業の年間利
用数が６公館中最も多い。中部圏が日本の製造業
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の中心地として、中国
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中貿易センターの大野理事がセンターの活動につ
いて中国ビジネス支援を中心に説明を行った。
講演会後の交流会では、参加者は中国文化や
観光、経済状況などを話題に親睦を深めた。
（国際部

平山 りえ）
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