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本資料の作成にあたって 

中部経済連合会は、2021 年５月１日、創立 70 周年を迎えました。創立 70 周年という節

目を迎えるにあたり、この 20 年間の活動の足跡を「中部経済連合会 創立 70 年 ～この 20

年の活動を振り返って～」として活動記録を取りまとめることと致しました。 

この 20年間を顧みますと、本会は、中部国際空港や 2005年国際博覧会というビッグプロ

ジェクトの推進、生物多様性条約締結国会議(ＣＯＰ10)や伊勢志摩サミットの開催等、地元

関係機関とともにプロジェクトの実現に向けた働きかけや全面的な支援を行うことで、中部

圏ひいてはわが国経済の発展に貢献して参りました。 

また、リーマンショックや東日本大震災など、世界的な経済危機や震災など度重なる厳し

い試練に直面しながらも、中部圏の魅力向上と持続的な発展を目指すべく、地方分権や道州

制に向けた活動を活発に行うとともに、次世代自動車や航空宇宙などリーディング産業の振

興、広域観光の推進、イノベーションやスタートアップ支援に力を入れて参りました。あわ

せて、高速道路網や港湾・空港といった社会資本整備にも意を注いで参りました。 

昨年から新型コロナウィルス感染症が拡大する中、中部圏およびわが国の取り巻く環境は

かつてない大きな変化の局面を迎えております。 

これまで築き上げてきた礎のもと、今後も中部圏の更なる成長と発展に全力を尽くして参

りますので、引き続き会員の皆様からのご支援・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

なお、年表に記載されている提言書や意見書等については、タイトル部分をクリックしま

すと、本書の概要や本文に移行し内容を確認することができます。本資料が、本会に対する

皆様のご理解を深める一助となれば幸いでございます。 

一般社団法人中部経済連合会 



１．地域プロジェクト支援 

事業内容 時期 

中部国際空港開港 2005 年 2月 

2005年日本国際博覧会開催 2005 年 3月～9月 

ナノ構造研究所(ナノテクセンター)開設 2007 年 4月 

生物多様性条約締結国会議(COP10)の開催 2010 年 10月 

伊勢志摩サミット開催(伊勢志摩サミット東海会議設立､2015 年 11 月) 2016 年 5月 

２．主な事業活動(分野別) 

 産業・イノベーション 

活動内容 時期 

航空宇宙産業の振興に係わる要望活動等(CASTEC等と連携) 2005 年度～ 

ナゴヤイノベーターズガレージ開設 2019 年 7月 

広域観光 

活動内容 時期 

中部(東海・北陸・信州)広域観光推進協議会設立 2005 年 10月 

昇龍道プロジェクト スタート 2012 年 1月～ 

中央日本総合観光機構設立(広域観光推進協議会を改組) 2017 年 5月 

地方分権 

活動内容 時期 

地方分権や道州制に関する講演会・シンポジウム 2003 年度～2011年度 

東京一極集中是正に向けた提言と要望活動 2020 年 1月 

防災・減災 

活動内容 時期 

国土強靭化税制の創設・整備に向けた要望活動 2018 年度～ 

人材育成 

活動内容 時期 

人材育成に関する活動(提言書の公表等) 2017 年度～ 

３．提言・意見の提起・要望活動 

意見書・提言書等の公表：126本 要望活動の実施：243回 

分野 本数 分野 回数 

経済政策 20 道路 108 

税制 20 空港 29 

交通 10 港湾 28 

広域連携(道州制) 8 航空宇宙 10 

その他 68 その他 68 

この 20年 中部経済連合会が重点的に取り組んだ活動(本編より抜粋) 



４．行政との連携強化 

活動内容 時期 

５県(長野､岐阜､静岡､愛知､三重)１市(名古屋市)との懇談会 年１回 

中部産業振興協議会開催 2002 年度～2018年度 

中部の未来を考える会開催(中央日本交流･連携サミットと統合) 2009 年度～2016年度 

中央日本交流・連携サミット開催 2003 年度～ 

５．組織・活動の強化 

組織の強化 

活動内容 時期 

公益法人改革に伴う一般社団法人化 2012 年度 

大学の会員化 

活動内容 時期 

大学の入会 2011 年度～ 

会員大学・学校法人との懇談会開催 2013 年度～2019年度 

会員大学の総長・学長の理事就任 2019 年度～ 

ビジョン・中期活動指針の策定など 

活動内容 時期 

21世紀中部の進路 (創立 50周年記念式典にて公表) 2001 年 11月 

魅力と活力溢れる中部の実現 2005 年 9月 

中期活動指針－ACTION2015 2008 年 9月 

地域・街づくり講演会 (中部５県で開催、創立 60周年事業) 2011 年度～2012年度 

中期活動指針－ACTION2020 2014 年 5月 

会員や関係機関との連携強化(毎年開催) 

活動内容 

・会員懇談会開催(長野､岐阜､静岡､愛知､三重に本社持つ企業等との意見交換)

・海外経済視察団派遣

・西日本経済協議会 総会･要望活動(構成:６経済連合会(中部､北陸、関西､中国､四国､九州))

・東海地域経済懇談会開催(日本経済団体連合会との意見交換)
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～この 20年間の活動の足跡～

１．中経連の主な活動(2001年度～2020年度)

2001年度 

実施月 活動内容 

４月 

・長野地域会員懇談会 開催

・静岡県首脳部との懇談会 開催

・静岡地域会員懇談会 開催

・名古屋市首脳部との懇談会 開催

５月 
・長野県首脳部との懇談会 開催

・第 10 回通常総会 開催

６月 
・提言書「交通システムの改善による公的サービス施設の効果的活用」公表

※交通委員会（委員長：須田 寬 副会長）

７月 

・提言書「グリーンロジスティクスの実現に向けて」公表

※物流委員会（委員長：小菅 弘正 副会長）

・第６回 21 世紀環伊勢湾交流サミット 開催

９月 

・西日本経済協議会第 43 回総会 開催

統一テーマ「日本経済の新生と活力ある地域の創 －西日本からの提言－」

・意見書「税制改正及び財政問題に関する意見」公表

※税制・財政委員会（委員長：川喜多 貞久 副会長）

・中欧調査団 派遣（ポーランド、チェコ、ハンガリー、オーストリア）

11 月 

・提言書「平成 14 年度の経済見通しと経済政策に対する要望」公表

※経済情勢委員会（委員長：渡辺 捷昭 副会長）

・中部国際空港利用促進協議会 設立

・第６回伊勢湾・三河湾を考える会 開催

・創立 50 周年記念式典 開催

・「21 世紀中部の針路」公表

※「21 世紀中部の針路」策定部会（部会長：神野 信郎 副会長）

12 月 
・提言書「廃棄物処理問題に関する提言」公表

※資源委員会（委員長：川口文夫副会長）

２月 

・提言書「地理情報システム（ＧＩＳ）活用による中部の高度情報化」公表

※情報通信委員会（委員長：遠藤 優 副会長）

・岐阜県首脳部との懇談会 開催

・岐阜地域会員懇談会 開催

・上・下伊那地域会員懇談会 開催

・東海地域経済懇談会 開催

※テーマ「活力溢れる経済社会の構築を目指して」

３月 

・三重県首脳部との懇談会 開催

・三重地域会員懇談会 開催

・愛知県首脳部との懇談会 開催

・第１回・第２回愛知地域会員懇談会 開催

☆提言書等をクリックすると、内容を確認することができます。

https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2001%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E4%BA%A4%E9%80%9A%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%81%AE%E6%94%B9%E5%96%84%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%85%AC%E7%9A%84%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E6%96%BD%E8%A8%AD%E3%81%AE%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E7%9A%84%E6%B4%BB%E7%94%A8_2001%E5%B9%B46%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2001%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%81%AE%E5%AE%9F%E7%8F%BE%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%A6_2001%E5%B9%B47%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2001%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E5%B9%B3%E6%88%9014%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%AE%E7%B5%8C%E6%B8%88%E8%A6%8B%E9%80%9A%E3%81%97%E3%81%A8%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%94%BF%E7%AD%96%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A6%81%E6%9C%9B_2001%E5%B9%B411%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2001%E5%B9%B4%E5%BA%A6/21%E4%B8%96%E7%B4%80%E4%B8%AD%E9%83%A8%E3%81%AE%E9%87%9D%E8%B7%AF_2001%E5%B9%B411%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2001%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E5%BB%83%E6%A3%84%E7%89%A9%E5%87%A6%E7%90%86%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%8F%90%E8%A8%80_2001%E5%B9%B412%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2001%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E5%9C%B0%E7%90%86%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0(GIS)%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E4%B8%AD%E9%83%A8%E3%81%AE%E9%AB%98%E5%BA%A6%E6%83%85%E5%A0%B1%E5%8C%96_2002%E5%B9%B42%E6%9C%88.pdf
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2002年度 

実施月 活動内容 

４月 

・長野県首脳部との懇談会 開催

・長野地域会員懇談会 開催

・静岡県首脳部との懇談会 開催

・静岡地域会員懇談会 開催

・提言書「『抜本的な税制改革』のあるべき姿」公表

※税制・財政委員会（委員長：川喜多 貞久 副会長）

５月 ・第 11 回通常総会 開催

６月 

・意見書「産業空洞化に対する意見書」公表

※地域開発委員会（委員長：横井 明 副会長）

・東海ものづくり創生協議会 設立

・中部産業振興協議会 設立

・明日の中部を創る 21 世紀協議会 設立

７月 

・報告書「社会保障制度の改革に向けて」公表

※産業政策委員会（委員長：小原 敏人 副会長）

・「愛・地球博」参加招聘ミッション 派遣 

・「中部の新道路ネットワークビジョン」公表 

・第 7 回 21 世紀環伊勢湾交流サミット 開催

９月 

・提言書「税制改正及び財政問題に関する意見」公表

※税制・財政委員会（委員長：川喜多 貞久 副会長）

・提言書「東海豪雨の再来に備えて」公表

※資源委員会（委員長：川口 文夫 副会長）

・東南アジア港湾調査団 派遣

・西日本経済協議会第 44 回総会 開催

※統一テーマ「産業活性化と地域の再生 －西日本からの提言－」

10 月 

・提言書「道州制移行への提言」公表

※広域行政委員会（委員長：杉原 武 副会長）

・フランス・イタリア経済視察団 派遣

11 月 
・提言書「平成 15 年度の経済見通しと経済政策に対する要望」公表

※経済情勢委員会（委員長：渡辺 捷昭 副会長）

12 月 

・提言書「中部の港湾機能の効率化による国際競争力の強化」公表

※物流委員会（委員長：小菅 弘正 副会長）

・第７回伊勢湾・三河湾を考える会 開催

２月 

・三重県首脳部との懇談会 開催

・三重地域会員懇談会 開催

・上・下伊那地域会員懇談会 開催

・第１回・第２回愛知地域会員懇談会 開催

・提言書「中部の観光産業振興に向けて」公表

※文化・観光委員会（委員長：木村 操 副会長）

・東海地方経済懇談会 開催

※テーマ「活力と魅力溢れる日本の実現に向けて」

３月 

・岐阜県首脳部との懇談会 開催

・岐阜地域会員懇談会 開催

・愛知県首脳部との懇談会 開催

・名古屋市首脳部との懇談会 開催

https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2002%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E7%94%A3%E6%A5%AD%E7%A9%BA%E6%B4%9E%E5%8C%96%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%84%8F%E8%A6%8B%E6%9B%B8_2002%E5%B9%B46%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2002%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AE%E6%94%B9%E9%9D%A9%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%A6_2002%E5%B9%B47%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2002%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E4%B8%AD%E9%83%A8%E3%81%AE%E6%96%B0%E9%81%93%E8%B7%AF%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3_2002%E5%B9%B47%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2002%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E8%B1%AA%E9%9B%A8%E3%81%AE%E5%86%8D%E6%9D%A5%E3%81%AB%E5%82%99%E3%81%88%E3%81%A6_2002%E5%B9%B49%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2002%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E9%81%93%E5%B7%9E%E5%88%B6%E7%A7%BB%E8%A1%8C%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%8F%90%E8%A8%80_2002%E5%B9%B410%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2002%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E5%B9%B3%E6%88%9015%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%AE%E7%B5%8C%E6%B8%88%E8%A6%8B%E9%80%9A%E3%81%97%E3%81%A8%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%94%BF%E7%AD%96%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A6%81%E6%9C%9B_2002%E5%B9%B411%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2002%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E4%B8%AD%E9%83%A8%E3%81%AE%E6%B8%AF%E6%B9%BE%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%81%AE%E5%8A%B9%E7%8E%87%E5%8C%96%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%AB%B6%E4%BA%89%E5%8A%9B%E3%81%AE%E5%BC%B7%E5%8C%96_2002%E5%B9%B412%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2002%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E4%B8%AD%E9%83%A8%E3%81%AE%E8%A6%B3%E5%85%89%E7%94%A3%E6%A5%AD%E6%8C%AF%E8%88%88%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%A6_2003%E5%B9%B42%E6%9C%88.pdf
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2003年度 

実施月 活動内容 

４月 

・長野県首脳部との懇談会 開催

・長野地域会員懇談会 開催

・静岡県首脳部との懇談会 開催

・静岡地域会員懇談会 開催

５月 
・第 12 回通常総会 開催

・「愛・地球博」参加招聘ミッション 派遣

６月 

・提言書「中部のモノづくりを活かしたバイオ産業育成に向けた提言」公表

※経済情勢委員会（委員長：渡辺 捷昭 副会長）

・企業防災連絡会 設立

７月 

・提言書「リニア中央新幹線がもたらす効果と地域づくり」公表

※交通委員会（委員長：須田 寬 副会長）

・提言書「安心で快適な都市環境の形成に向けて」公表

※企画委員会（委員長：神野 信郎 副会長）

・中央日本交流・連携サミット 開催

※テーマ「活力ある中部の創造」

９月 

・提言書「ナノテクノロジーによる新技術・新産業の創出」公表

※技術委員会（委員長：二村 文友 副会長待遇常任理事）

・北欧経済調査団 派遣

・第２回中部産業振興協議会 開催

・西日本経済協議会第 45 回総会 開催

※統一テーマ「個性ある地域の創造と自立社会の構築 －西日本からの提言－」

10 月 

・提言書「税制改正及び財政問題に対する意見」公表

※税制・財政委員会（委員長：川喜多 貞久 副会長）

・海外企業誘致ミッション（北欧） 派遣

・提言書「職務発明制度の在り方に対する意見」公表

※産業政策委員会（委員長：松下 雋 副会長）

11 月 

・提言書「平成 16 年度の経済見通しと経済政策に対する要望」公表

※経済情勢委員会（委員長：渡辺 捷昭 副会長）

・第８回伊勢湾・三河湾を考える会 開催

12 月 

・提言書「ブロードバンド社会への対応」

※情報通信委員会（委員長：遠藤 優 副会長）

・意見書「『独占禁止法研究会報告書』に対する意見」公表

１月 ・道州制シンポジウム 開催

２月 

・提言書「対日投資の拡大に向けて」公表

※地域開発委員会（委員長：横井 明 副会長）

・東海地方経済懇談会 開催

※テーマ「企業の活力で新たな発展の時代を目指す」

・第１回・第２回愛知地域会員懇談会 開催

３月 

・岐阜県首脳部との懇談会 開催

・岐阜地域会員懇談会 開催

・三重県首脳部との懇談会 開催

・三重地域会員懇談会 開催

・愛知県首脳部との懇談会 開催

https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2003%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E4%B8%AD%E9%83%A8%E3%81%AE%E3%83%A2%E3%83%8E%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E3%82%92%E6%B4%BB%E3%81%8B%E3%81%97%E3%81%9F%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AA%E7%94%A3%E6%A5%AD%E8%82%B2%E6%88%90%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%9F%E6%8F%90%E8%A8%80_2003%E5%B9%B46%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2003%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%82%A2%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E6%96%B0%E5%B9%B9%E7%B7%9A%E3%81%8C%E3%82%82%E3%81%9F%E3%82%89%E3%81%99%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E3%81%A8%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6_2003%E5%B9%B47%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2003%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E5%AE%89%E5%BF%83%E3%81%A7%E5%BF%AB%E9%81%A9%E3%81%AA%E9%83%BD%E5%B8%82%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%81%AE%E5%BD%A2%E6%88%90%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%A6_2003%E5%B9%B47%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2003%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E3%83%8A%E3%83%8E%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8E%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%96%B0%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%83%BB%E6%96%B0%E7%94%A3%E6%A5%AD%E3%81%AE%E5%89%B5%E5%87%BA_2003%E5%B9%B49%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2003%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E8%81%B7%E5%8B%99%E7%99%BA%E6%98%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AE%E5%9C%A8%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%84%8F%E8%A6%8B_2003%E5%B9%B410%E6%9C%88.rtf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2003%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E5%B9%B3%E6%88%9016%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%AE%E7%B5%8C%E6%B8%88%E8%A6%8B%E9%80%9A%E3%81%97%E3%81%A8%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%94%BF%E7%AD%96%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A6%81%E6%9C%9B_2003%E5%B9%B411%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2003%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%B3%E3%83%89%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%BF%9C_2003%E5%B9%B412%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2003%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E3%80%8C%E7%8B%AC%E5%8D%A0%E7%A6%81%E6%AD%A2%E6%B3%95%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%BC%9A%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%E3%80%8D%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%84%8F%E8%A6%8B_2003%E5%B9%B412%E6%9C%88.rtf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2003%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E5%AF%BE%E6%97%A5%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%81%AE%E6%8B%A1%E5%A4%A7%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%A6_2004%E5%B9%B42%E6%9C%88.pdf
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2004年度 

実施月 活動内容 

４月 

・第１回中部ナノテク推進会議 開催

・道州制検討協議会 設立

・長野県首脳部との懇談会 開催

・長野地域会員懇談会 開催

・名古屋市首脳部との懇談会 開催

・静岡県首脳部との懇談会 開催

・静岡地域会員懇談会 開催

・提言書「知的財産戦略のあり方」公表

※社会経済制度委員会（委員長：松下 雋 副会長）

・上・下伊那地域会員懇談会 開催

５月 ・第 13 回通常総会 開催

６月 
・提言書「交通ネットワーク中部 21」公表

※交通委員会（委員長：須田 寬 副会長）

７月 

・提言書「道州制下における国と地方の税財政のあるべき姿」公表

・第２回中央日本交流・連携サミット 開催

※テーマ「中部の持続的発展と社会資本整備」

９月 

・第３回中部産業振興協議会 開催

・提言書「水資源ネットワーク中部 21」公表

※資源・環境委員会（委員長：川口 文夫 副会長）

・西日本経済協議会第 46 回総会 開催

※統一テーマ「地域の自立と活力の創造に向けて －西日本からの提言－」

・イタリア・アイルランド経済調査団 派遣

10 月 

・提言書「税制改正に対する意見」公表

※税制委員会（委員長：川喜多 貞久 副会長）

・中南米経済視察団 派遣

・海外企業誘致ミッション（米国） 派遣

11 月 
・提言書「経済政策に対する提言」公表

※経済情勢委員会（委員長：渡辺 捷昭 副会長）

12 月 

・第９回伊勢湾・三河湾を考える会 開催

・提言書「情報セキュリティに関する提言」公表

※情報通信委員会（委員長：遠藤 優 副会長）

１月 
・三重県首脳部との懇談会 開催

・三重地域会員懇談会 開催

２月 

・名古屋市首脳部との懇談会 開催

・提言書「伊勢志摩地域の観光再生に向けて」公表

※文化・観光委員会（委員長：木村 操 副会長）

・愛知県首脳部との懇談会 開催

・中部国際空港（セントレア） 開港

・上・下伊那地域会員懇談会 開催

・岐阜県首脳部との懇談会 開催

・岐阜地域会員懇談会 開催

・東海地方経済懇談会 開催

※テーマ「地域の活力を引き出し新たな未来を切り拓く」

３月 

・第１回・第２回愛知地域会員懇談会 開催

・静岡県首脳部との懇談会 開催

・静岡地域会員懇談会 開催

・2005 年日本国際博覧会（愛知万博） 開催

https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2004%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E6%88%A6%E7%95%A5%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8A%E6%96%B9_2004%E5%B9%B44%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2004%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E4%BA%A4%E9%80%9A%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E4%B8%AD%E9%83%A821_2004%E5%B9%B46%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2004%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E9%81%93%E5%B7%9E%E5%88%B6%E4%B8%8B%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%9B%BD%E3%81%A8%E5%9C%B0%E6%96%B9%E3%81%AE%E7%A8%8E%E8%B2%A1%E6%94%BF%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%B9%E3%81%8D%E5%A7%BF_2004%E5%B9%B47%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2004%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E6%B0%B4%E8%B3%87%E6%BA%90%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E4%B8%AD%E9%83%A821_2004%E5%B9%B49%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2004%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E7%A8%8E%E5%88%B6%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%84%8F%E8%A6%8B_2004%E5%B9%B410%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2004%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%94%BF%E7%AD%96%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%8F%90%E8%A8%80_2004%E5%B9%B411%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2004%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%8F%90%E8%A8%80_2004%E5%B9%B412%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2004%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E4%BC%8A%E5%8B%A2%E5%BF%97%E6%91%A9%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%AE%E8%A6%B3%E5%85%89%E5%86%8D%E7%94%9F%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%A6_2005%E5%B9%B42%E6%9C%88.pdf
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2005年度 

実施月 活動内容 

５月 ・第 14 回通常総会 開催

６月 
・長野県首脳部との懇談会 開催

・長野地域会員懇談会 開催

７月 

・「中部の新道路ネットワークビジョン」公表 

・西日本経済協議会第 47 回総会 開催（中経連幹事）

※統一テーマ「地域の創意と活力を生かした『新しい国づくり』 －西日本からの提言－」

９月 ・魅力と活力溢れる中部の実現

10 月 

・提言書「税制改正に対する意見」公表

※税制委員会（委員長：飯田 俊司 副会長）

・提言書「巨大地震に備えた中部のインフラ整備」公表

※物流委員会（委員長：鍋田 雅久 副会長）

・海外企業誘致ミッション（米国） 派遣

・ブラジル・メキシコ経済調査団 派遣

・欧州経済視察団 派遣

・中部（東海・北陸・信州）広域観光推進協議会 設立

11 月 

・提言書「経済政策に対する提言」公表

※経済政策委員会

・第４回中部産業振興協議会 開催

・第３回中央日本交流・連携サミット 開催

※テーマ「自立ある中部をめざして ～大交流時代の中部の未来図～」

12 月 
・提言書「中部州の実現」公表

※広域行政委員会（委員長代行：木下 喜揚 専務理事）

２月 

・東海地方経済懇談会 開催

※テーマ「企業の力を引き出し新しい成長の基盤を創る」

・岐阜県首脳部との懇談会 開催

・岐阜地域会員懇談会 開催

・三重県首脳部との懇談会 開催

・三重地域会員懇談会 開催

３月 
・第１回・第２回愛知地域会員懇談会 開催

・愛知県首脳部との懇談会 開催

https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2005%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E4%B8%AD%E9%83%A8%E3%81%AE%E6%96%B0%E9%81%93%E8%B7%AF%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3_2005%E5%B9%B47%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2005%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E3%80%90%E5%B9%B4%E8%A1%A8%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%97%E3%80%91%E9%AD%85%E5%8A%9B%E3%81%A8%E6%B4%BB%E5%8A%9B%E6%BA%A2%E3%82%8C%E3%82%8B%E4%B8%AD%E9%83%A8%E3%81%AE%E5%AE%9F%E7%8F%BE_2005%E5%B9%B49%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2005%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E2%80%BB%E7%A8%8E%E5%88%B6%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%84%8F%E8%A6%8B_2005%E5%B9%B410%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2005%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E5%B7%A8%E5%A4%A7%E5%9C%B0%E9%9C%87%E3%81%AB%E5%82%99%E3%81%88%E3%81%9F%E4%B8%AD%E9%83%A8%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E6%95%B4%E5%82%99_2005%E5%B9%B410%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2005%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E2%80%BB%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%94%BF%E7%AD%96%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%8F%90%E8%A8%80_2005%E5%B9%B411%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2005%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E4%B8%AD%E9%83%A8%E5%B7%9E%E3%81%AE%E5%AE%9F%E7%8F%BE_2005%E5%B9%B412%E6%9C%88.pdf
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2006年度 

実施月 活動内容 

４月 

・名古屋市首脳部との懇談会 開催

・静岡県首脳部との懇談会 開催

・静岡地域会員懇談会 開催

５月 

・長野県首脳部との懇談会 開催

・長野地域会員懇談会 開催

・上・下伊那地域会員懇談会 開催

・第 15 回通常総会 開催

６月 

・提言書「外国人児童生徒の教育保障の構築に向けて」公表

※国際委員会（委員長：横井 明 副会長）

・長野県首脳部との懇談会 開催

・長野地域会員懇談会 開催

７月 
・提言書「人口減少・少子高齢化に適応した社会の実現に向けて」公表

※社会経済制度委員会

８月 
・第４回中央日本交流・連携サミット 開催

※テーマ「中部のげんきを持続させるためには ～人口減少社会と社会資本整備のあり方～」

９月 

・第５回中部産業振興協議会 開催

・西日本経済協議会第 48 回総会 開催

※統一テーマ「魅力と活力あふれる地域の創造と自立型社会の実現 －西日本からの提言－」

・中東・欧州経済視察団 派遣

10 月 

・提言書「税制に対する意見」公表

※税制委員会（委員長：飯田 俊司 副会長）

・提言書「ユビキタス社会に向けて」公表

※情報通信委員会（委員長：岩田 義文 副会長）

・ベトナム・広州経済調査団 派遣

11 月 

・提言書「経済政策に対する提言」公表

※経済政策委員会（委員長：神尾 隆 副会長）

・東海地方経済懇談会 開催

※テーマ「より良い未来を求めて時代を切り拓く」

・海外企業誘致ミッション（ドイツ） 派遣

12 月 

・提言書「安心・安全な産業廃棄物処理を目指して」公表

※資源・環境委員会（委員長：川口 文夫 副会長）

・第 10 回伊勢湾・三河湾を考える会 開催

２月 

・提言書「地球温暖化問題と交通体系のあり方」公表

※交通委員会（委員長：葛西 敬之 副会長）

・環境ループ広域連携協議会 設立

・岐阜県首脳部との懇談会 開催

・岐阜地域会員懇談会 開催

・三重県首脳部との懇談会 開催

・三重地域会員懇談会 開催

３月 
・第１回・第２回愛知地域会員懇談会 開催

・愛知県首脳部との懇談会 開催

https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2006%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%85%90%E7%AB%A5%E7%94%9F%E5%BE%92%E3%81%AE%E6%95%99%E8%82%B2%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E3%81%AE%E6%A7%8B%E7%AF%89%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%A6_2006%E5%B9%B46%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2006%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E6%B8%9B%E5%B0%91%E3%83%BB%E5%B0%91%E5%AD%90%E9%AB%98%E9%BD%A2%E5%8C%96%E3%81%AB%E9%81%A9%E5%BF%9C%E3%81%97%E3%81%9F%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E3%81%AE%E5%AE%9F%E7%8F%BE%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%A6_2006%E5%B9%B47%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2006%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E2%80%BB%E7%A8%8E%E5%88%B6%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%84%8F%E8%A6%8B_2006%E5%B9%B410%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2006%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E3%83%A6%E3%83%93%E3%82%AD%E3%82%BF%E3%82%B9%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%A6_2006%E5%B9%B410%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2006%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%94%BF%E7%AD%96%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%8F%90%E8%A8%80_2006%E5%B9%B411%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2006%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E5%AE%89%E5%BF%83%E3%83%BB%E5%AE%89%E5%85%A8%E3%81%AA%E7%94%A3%E6%A5%AD%E5%BB%83%E6%A3%84%E7%89%A9%E5%87%A6%E7%90%86%E3%82%92%E7%9B%AE%E6%8C%87%E3%81%97%E3%81%A6_2006%E5%B9%B412%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2006%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E5%9C%B0%E7%90%83%E6%B8%A9%E6%9A%96%E5%8C%96%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%A8%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BD%93%E7%B3%BB%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8A%E6%96%B9_2007%E5%B9%B42%E6%9C%88.pdf
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2007年度 

実施月 活動内容 

４月 

・静岡県首脳部との懇談会 開催

・静岡地域会員懇談会 開催

・ファインセラミックスセンター内にナノ構造研究所（ナノテクセンター） 設立

・名古屋市首脳部との懇談会 開催

５月 

・上・下伊那地域会員懇談会 開催

・第 16 回通常総会 開催

・中部国際空港二本目滑走路整備促進会議 開催

・長野県首脳部との懇談会 開催

・長野地域会員懇談会 開催

６月 

・提言書「飛騨地域を事例とした広域観光のあり方」公表

※文化・観光委員会（委員長：木村 操 副会長）

・生物多様性条約第 10 回締約国会議（ＣＯＰ10）誘致委員会 設立

７月 
・第５回中央日本交流・連携サミット 開催

※テーマ「新たな中部圏の創造」

９月 

・第６回中部産業振興協議会 開催

・西日本経済協議会第 49 回総会 開催

※統一テーマ「地域の自立と連携による日本の新たな発展 －西日本からの提言－」

・北米経済視察団 派遣

10 月 

・提言書「税制に対する意見」公表

※税制委員会（委員長：飯田 俊司 副会長）

・欧州経済調査団 派遣

11 月 

・提言書「経済政策に対する提言」公表

※経済政策委員会（委員長：神尾 隆 副会長）

・シンポジウム「道州制で日本を変える」 開催

・第 11 回伊勢湾・三河湾を考える会 開催

12 月 

・提言書「ＩＴＳ活用による安心・安全・豊かなまちづくりに向けて」公表

※情報通信委員会（委員長：岩田 義文 副会長）

・「中部の新道路ネットワークビジョン」公表 

１月 ・道州制を考えるシンポジウム in 中部 開催

２月 

・提言書「道州制の実現に向けて」公表

※広域行政委員会（委員長：佐々 和夫 副会長）

・東海地方経済懇談会 開催

※テーマ「成長創造 ～国民一人ひとりが豊かさを享受できる『希望の国』の実現に向けて～」

・岐阜県首脳部との懇談会 開催

・岐阜地域会員懇談会 開催

・三重県首脳部との懇談会 開催

・三重地域会員懇談会 開催

・第１回・第２回愛知地域会員懇談会 開催

・新入会員懇談会 開催

３月 
・提言書「国際競争を勝ち抜く社会資本整備の実現に向けて」公表

・愛知県首脳部との懇談会 開催

https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2007%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E9%A3%9B%E9%A8%A8%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%82%92%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E5%BA%83%E5%9F%9F%E8%A6%B3%E5%85%89%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8A%E6%96%B9_2007%E5%B9%B46%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2007%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E7%A8%8E%E5%88%B6%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%84%8F%E8%A6%8B_2007%E5%B9%B410%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2007%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%94%BF%E7%AD%96%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%8F%90%E8%A8%80_2007%E5%B9%B411%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2007%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%EF%BC%A9%EF%BC%B4%EF%BC%B3%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%AE%89%E5%BF%83%E3%83%BB%E5%AE%89%E5%85%A8%E3%83%BB%E8%B1%8A%E3%81%8B%E3%81%AA%E3%81%BE%E3%81%A1%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%A6_2007%E5%B9%B412%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2007%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E4%B8%AD%E9%83%A8%E3%81%AE%E6%96%B0%E9%81%93%E8%B7%AF%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3_2007%E5%B9%B412%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2007%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E9%81%93%E5%B7%9E%E5%88%B6%E3%81%AE%E5%AE%9F%E7%8F%BE%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%A6_2008%E5%B9%B42%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2007%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%AB%B6%E4%BA%89%E3%82%92%E5%8B%9D%E3%81%A1%E6%8A%9C%E3%81%8F%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E8%B3%87%E6%9C%AC%E6%95%B4%E5%82%99%E3%81%AE%E5%AE%9F%E7%8F%BE%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%A6_2008%E5%B9%B43%E6%9C%88.pdf
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2008年度 

実施月 活動内容 

４月 

・名古屋市首脳部との懇談会 開催

・長野県首脳部との懇談会 開催

・長野地域会員懇談会 開催

・静岡県首脳部との懇談会 開催

・静岡地域会員懇談会 開催

・中部国際空港二本目滑走路建設期成同盟会 設立

５月 
・上・下伊那地域会員懇談会 開催

・第 17 回通常総会 開催

７月 

・シンポジウム「中部が拓く、地方分権新時代」 開催

・提言書「大地震に備えた震災がれき処理について」公表

※資源・環境委員会（委員長：三田 敏雄 副会長）

９月 

・「中経連中期活動指針－ＡＣＴＩＯＮ2015」公表 

※企画委員会（委員長：神野 信郎 副会長）

・生物多様性条約第 10 回締約国会議（ＣＯＰ10）支援実行委員会 設立

・第７回中部産業振興協議会 開催

※議題「新産業・新技術創出に向けた産学官連携の取り組み」「地域をあげた高度人材育成の取

り組み」

・西日本経済協議会第 50 回総会 開催

※統一テーマ「地域の自立による新たな『国のかたち』の創造 －西日本からの提言－」

・欧州・ロシア経済視察団 派遣

10 月 

・提言書「税制に対する意見」公表

※税制委員会（委員長：飯田 俊司 副会長）

・欧州経済調査団 派遣

11 月 ・中経連ナノテクミッション（ドイツ） 派遣

１月 

・静岡県首脳部との懇談会 開催

・静岡地域会員懇談会 開催

・東海地方経済懇談会 開催

※テーマ「国・地域の総力を挙げ、未曾有の危機に立ち向かう」

・上・下伊那地域会員懇談会 開催

・第１回愛知地域会員懇談会 開催

２月 

・提言書「経済政策に対する提言」公表

※経済政策委員会（委員長：神尾 隆 副会長）

・経済政策への緊急意見表明

・第２回愛知地域会員懇談会 開催

・名古屋市首脳部との懇談会 開催

・岐阜県首脳部との懇談会 開催

・岐阜地域会員懇談会 開催

・三重県首脳部との懇談会 開催

・三重地域会員懇談会 開催

３月 

・愛知県首脳部との懇談会 開催

・長野県首脳部との懇談会 開催

・長野地域会員懇談会 開催

・提言書「中部州の姿」公表

※道州制推進委員会（委員長：佐々 和夫 副会長）

https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2008%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E5%A4%A7%E5%9C%B0%E9%9C%87%E3%81%AB%E5%82%99%E3%81%88%E3%81%9F%E9%9C%87%E7%81%BD%E3%81%8C%E3%82%8C%E3%81%8D%E5%87%A6%E7%90%86%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6_2008%E5%B9%B47%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2008%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E4%B8%AD%E7%B5%8C%E9%80%A3%E4%B8%AD%E6%9C%9F%E6%B4%BB%E5%8B%95%E6%8C%87%E9%87%9D%EF%BC%8D%EF%BC%A1%EF%BC%A3%EF%BC%B4%EF%BC%A9%EF%BC%AF%EF%BC%AE2015_2008%E5%B9%B49%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2008%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E7%A8%8E%E5%88%B6%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%84%8F%E8%A6%8B_2008%E5%B9%B410%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2008%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%94%BF%E7%AD%96%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%8F%90%E8%A8%80_2009%E5%B9%B42%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2008%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E4%B8%AD%E9%83%A8%E5%B7%9E%E3%81%AE%E5%A7%BF_2009%E5%B9%B43%E6%9C%88.pdf


- 9 -

2009年度 

実施月 活動内容 

４月 

・提言書「ゲリラ豪雨に備えて」公表

・「平成 21 年度補正予算の早期成立および経済対策の適切な実施に関する緊急決議」建議

（西日本経済協議会） 

５月 

・第 18 回通常総会 開催

・「国際生物多様性」記念行事 開催

（生物多様性条約第 10 回締約国会議（ＣＯＰ10）支援実行委員会） 

・企業支援セミナー 開催

７月 ・ベトナム航空へのエアポートセールス 実施

８月 
・第６回中央日本交流・連携サミット 開催

※テーマ「地域の『危機対応』 ～連携の視点で住民の安全・安心をどう守るか～」

９月 

・提言書「平成 22 年度税制改正に対する意見」公表

※税制委員会（委員長：上田 豪 副会長）

・第８回中部産業振興協議会 開催

※議題「新産業の創出に向けた産学官連携の最近の取り組み」

「広域的産学官連携のさらなる推進に向けて必要なこと」 

・地方分権と道州制について考える講演会 in 長野 開催

・環境ビジネス活性化セミナー 開催

10 月 

・西日本経済協議会第 51 回総会 開催

※統一テーマ「経済社会の変革と活力ある地域の創造－危機を飛躍の好機に －西日本からの提

言－」

・生物多様性フェスティバルおよび生物多様性フォーラム 開催

（生物多様性条約第 10 回締約国会議（ＣＯＰ10）支援実行委員会）

11 月 

・報告書「中心市街地活性化に関する調査研究」公表

※文化・観光委員会（委員長：木下 栄一郎 副会長）

・報告書「道州制に関する意識調査」結果報告書 公表

・新政権への期待

１月 

・第１回愛知地域会員懇談会 開催

・新入会員および新代表者との懇談会 開催

・上・下伊那地域会員懇談会 開催

２月 

・提言書「経済再生の目標像とシナリオ」公表

※経済政策委員会（委員長：神尾 隆 副会長）

・第２回愛知地域会員懇談会 開催

・名古屋市首脳部との懇談会 開催

・静岡県首脳部との懇談会 開催

・静岡地域会員懇談会 開催

・岐阜県首脳部との懇談会 開催

・岐阜地域会員懇談会 開催

３月 

・長野県首脳部との懇談会 開催

・長野地域会員懇談会 開催

・三重県首脳部との懇談会 開催

・三重地域会員懇談会 開催

・東海地方経済懇談会 開催

※テーマ「わが国の新たな発展に向け、地域の確かな布石づくりを」

・第１回中部の未来を考える会 開催

※テーマ「技術力で拓く中部の未来」

・愛知県首脳部との懇談会 開催

https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2009%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E3%82%B2%E3%83%AA%E3%83%A9%E8%B1%AA%E9%9B%A8%E3%81%AB%E5%82%99%E3%81%88%E3%81%A6_2009%E5%B9%B44%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2009%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E5%B9%B3%E6%88%9022%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%A8%8E%E5%88%B6%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%84%8F%E8%A6%8B_2009%E5%B9%B49%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2009%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E4%B8%AD%E5%BF%83%E5%B8%82%E8%A1%97%E5%9C%B0%E6%B4%BB%E6%80%A7%E5%8C%96%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E7%A0%94%E7%A9%B6_2009%E5%B9%B411%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2009%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E3%80%8C%E9%81%93%E5%B7%9E%E5%88%B6%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%84%8F%E8%AD%98%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%80%8D%E7%B5%90%E6%9E%9C%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8_2009%E5%B9%B411%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2009%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E6%96%B0%E6%94%BF%E6%A8%A9%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%9C%9F%E5%BE%85_2009%E5%B9%B411%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2009%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E7%B5%8C%E6%B8%88%E5%86%8D%E7%94%9F%E3%81%AE%E7%9B%AE%E6%A8%99%E5%83%8F%E3%81%A8%E3%82%B7%E3%83%8A%E3%83%AA%E3%82%AA_2010%E5%B9%B42%E6%9C%88.pdf
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2010年度 

実施月 活動内容 

４月 

・ベトナム航空本社へのエアポートセールス 実施

・提言書「財政面から見た中部州の姿」公表

※道州制推進委員会（委員長：古角 保 副会長）

５月 

・第 19 回通常総会 開催

・「国際生物多様性」記念行事 開催

（生物多様性条約第 10 回締約国会議（ＣＯＰ10）支援実行委員会） 

６月 ・第１回生物多様性セミナー 開催

７月 
・地方分権と道州制について考える講演会 in 三重

・第２回生物多様性セミナー 開催

８月 

・第３回・第４回・第５回生物多様性セミナー 開催

・第７回中央日本交流・連携サミット 開催

※テーマ「経済活動と環境が調和する中部の将来像」

９月 

・東南アジア・中国経済視察団 派遣

・提言書「平成 23 年度税制改正に対する意見」公表

※税制委員会（委員長：上田 豪 副会長）

・第９回中部産業振興協議会 開催

※議題「新産業・新技術創出に向けた高度人材育成への産学官の取り組み」

10 月 

・「中部経済連合会生物多様性宣言」公表 

※資源・環境委員会（委員長：三田 敏雄 副会長）

・提言書「人口減少時代に適応した新しい地域社会づくり」公表

※社会経済制度委員会（委員長：松下 雋 副会長）

・生物多様性条約第 10 回締約国会議（ＣＯＰ10）オープニング行事 開催

（生物多様性条約第 10 回締約国会議（ＣＯＰ10）支援実行委員会）

・生物多様性フォーラム＆ポスターセッションおよび生物多様性エクスカーション 開催

11 月 

・西日本経済協議会第 52 回総会 開催

※統一テーマ「地域の自立と連携による新たな成長を目指して －西日本からの提言－」

・ベトナムビジネスフォーラム 開催

12 月 

・第２回中部の未来を考える会 開催

※テーマ「少子高齢化社会に向けた新たなまちづくり」

・中国とのビジネスのポイントに関する講演会 開催

２月 

・第１回・第２回愛知地域会員懇談会 開催

・新入会員および新代表者との懇談会 開催

・上・下伊那地域会員懇談会 開催

・提言書「中部地域の新産業構造ビジョン」公表

※経済政策委員会（委員長：木下 光男 副会長）

・報告書「定住自立圏構想に関する調査研究」公表

※文化・観光委員会（委員長：木下 栄一郎 副会長）

・東海地方経済懇談会 開催

※テーマ「『日昇る国』の実現に向けた地域の持続的発展」

・名古屋市首脳部との懇談会 開催

・三重県首脳部との懇談会 開催

・三重地域会員懇談会 開催

３月 

・岐阜県首脳部との懇談会 開催

・岐阜地域会員懇談会 開催

・長野県首脳部との懇談会 開催

・長野地域会員懇談会 開催

・静岡県首脳部との懇談会 開催

・静岡地域会員懇談会 開催

・愛知県首脳部との懇談会 開催

・提言書｢環太平洋パートナーシップ協定（ＴＰＰ）の交渉への早期参画のお願い｣公表 

https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2010%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E8%B2%A1%E6%94%BF%E9%9D%A2%E3%81%8B%E3%82%89%E8%A6%8B%E3%81%9F%E4%B8%AD%E9%83%A8%E5%B7%9E%E3%81%AE%E5%A7%BF_2010%E5%B9%B44%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2010%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E5%B9%B3%E6%88%9023%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%A8%8E%E5%88%B6%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%84%8F%E8%A6%8B_2010%E5%B9%B49%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2010%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E4%B8%AD%E9%83%A8%E7%B5%8C%E6%B8%88%E9%80%A3%E5%90%88%E4%BC%9A%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%A4%9A%E6%A7%98%E6%80%A7%E5%AE%A3%E8%A8%80_2010%E5%B9%B410%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2010%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E6%B8%9B%E5%B0%91%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%AB%E9%81%A9%E5%BF%9C%E3%81%97%E3%81%9F%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%84%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A_2010%E5%B9%B410%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2010%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E4%B8%AD%E9%83%A8%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%AE%E6%96%B0%E7%94%A3%E6%A5%AD%E6%A7%8B%E9%80%A0%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3_2011%E5%B9%B42%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2010%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E5%AE%9A%E4%BD%8F%E8%87%AA%E7%AB%8B%E5%9C%8F%E6%A7%8B%E6%83%B3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E7%A0%94%E7%A9%B6_2011%E5%B9%B42%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2010%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E7%92%B0%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%83%E3%83%97%E5%8D%94%E5%AE%9A%EF%BC%88%EF%BC%B4%EF%BC%B0%EF%BC%B0%EF%BC%89%E3%81%AE%E4%BA%A4%E6%B8%89%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%97%A9%E6%9C%9F%E5%8F%82%E7%94%BB%E3%81%AE%E3%81%8A%E9%A1%98%E3%81%84_2011%E5%B9%B43%E6%9C%88.pdf
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2011年度 

実施月 活動内容 

４月 

・道州制シンポジウム in 名古屋 開催 

 ※テーマ「地域主権改革と道州制」 

・提言書「東日本大震災の克服に向けての意見」公表 

５月 ・第 20 回通常総会 開催 

６月 ・ベトナム計画投資省と覚書（ＭＯＵ） 締結 

７月 

・提言書「東日本大震災の復興財源のあり方に関する提言」公表 

 ※税制委員会（委員長：上田 豪 副会長） 

・「円高の是正等に向けた緊急アピール」公表 

８月 

・中経連創立 60 周年 東三河の未来を考える～地域・街づくり講演会～ 開催 

・第８回中央日本交流・連携サミット 開催 

 ※テーマ「自然災害に対する備えと安全・安心な地域づくり ～東日本大震災を受けて～」 

・東海地方経済懇談会 開催 

 ※テーマ「国難を乗り越え、地域と日本を創造する」 

９月 

・提言書「平成 24 年度税制改正に対する意見」公表 

 ※税制委員会（委員長：上田 豪 副会長） 

・第 10 回中部産業振興協議会 開催 

 ※議題「次世代自動車の普及促進に向けた課題とその解決に向けた産学官の取り組み」 

10 月 

・西日本経済協議会第 53 回総会 開催 

 ※統一テーマ「東日本大震災からの早期復興と新しい日本の創生 －西日本からの提言－」 

・中経連創立 60 周年 三重の未来を考える～地域・街づくり講演会～ 開催 

11 月 
・創立 60 周年記念式典 開催 

・ドイツ・トルコ経済視察団 派遣 

12 月 
・第３回中部の未来を考える会 開催 

 ※テーマ「巨大地震に強い地域づくり」 

１月 ・昇龍道プロジェクト スタート 

２月 

・提言書「震災の教訓を活かして」公表 

 ※経済政策委員会（委員長：木下 光男 副会長） 

・中経連創立 60 周年 岐阜の未来を考える～地域・街づくり講演会～ 開催 

・第１回・第２回愛知地域会員懇談会 開催 

・新入会員との懇談会 開催 

・静岡地域会員懇談会 開催 

３月 

・三重地域会員懇談会 開催 

・昇龍道プロジェクト推進協議会 設立 

・長野地域会員懇談会 開催 

・岐阜地域会員懇談会 開催 

・上・下伊那地域会員懇談会 開催 

 

  

https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2011%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E6%9D%B1%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E9%9C%87%E7%81%BD%E3%81%AE%E5%85%8B%E6%9C%8D%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%A6%E3%81%AE%E6%84%8F%E8%A6%8B_2011%E5%B9%B44%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2011%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E6%9D%B1%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E9%9C%87%E7%81%BD%E3%81%AE%E5%BE%A9%E8%88%88%E8%B2%A1%E6%BA%90%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%8F%90%E8%A8%80_2011%E5%B9%B47%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2011%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E5%86%86%E9%AB%98%E3%81%AE%E6%98%AF%E6%AD%A3%E7%AD%89%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%9F%E7%B7%8A%E6%80%A5%E3%82%A2%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%AB_2011%E5%B9%B47%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2011%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E5%B9%B3%E6%88%9024%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%A8%8E%E5%88%B6%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%84%8F%E8%A6%8B_2011%E5%B9%B49%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2011%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E9%9C%87%E7%81%BD%E3%81%AE%E6%95%99%E8%A8%93%E3%82%92%E6%B4%BB%E3%81%8B%E3%81%97%E3%81%A6_2012%E5%B9%B42%E6%9C%88.pdf
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2012年度 

実施月 活動内容 

４月 

・一般社団法人へ移行

・岐阜県との懇談会 開催

・長野県との懇談会 開催

・報告書「平成 23 年度人材育成委員会『中間とりまとめ』」公表

※人材育成委員会（共同委員長：松下 雋 副会長、中村 捷二 副会長）

・中部地域産業防災フォーラム 設立

５月 

・提言書「東海・東南海・南海地震の減災に向けた情報通信基盤の整備について」公表

※情報通信委員会（委員長：岩田 義文 副会長）

・名古屋市との懇談会 開催

６月 
・愛知県との懇談会 開催

・第１回定時総会 開催

７月 ・新ヘルスケア産業フォーラム 設立

８月 

・中部地域懇話会 設立

・静岡の未来を考える～地域・街づくり講演会～ 開催

・三重県との懇談会 開催

・第９回中央日本交流・連携サミット 開催

※テーマ「中部圏におけるこれからの観光戦略」

・意見書「『エネルギー・環境に関する選択肢』への意見」公表

９月 

・提言書「平成 25 年度税制改正に対する意見」公表

※税制委員会（委員長：上田 豪 副会長）

・第 11 回中部産業振興協議会 開催

※議題「ヘルスケア産業に関わるモノづくり振興における課題と

その解決に向けた産学官の取り組みや広域連携のあり方」 

・東南アジア経済視察団 派遣

10 月 

・東海地方経済懇談会 開催

※テーマ「決断と実行で日本を再生する」

・2012 年国際航空宇宙展（ＪＡ2012） 開催

・西日本経済協議会第 54 回総会 開催（中経連幹事）

※統一テーマ「地域の個性と資源を活かした強靱な国づくり －西日本からの提言－」

・中経連創立 60 周年 三重の未来を考える～地域・街づくり講演会～ 開催

11 月 

・ＭＥＭＳビジネスフェア ～中部経済と東北経済の協調的発展を目指して～ 開催

・静岡地域会員懇談会 開催

・三重地域会員懇談会 開催

・第４回中部の未来を考える会 開催

※テーマ「2050 年の中部圏の姿を展望する －マニュファクチャリングからエンジニアリングへ

－」

・岐阜地域会員懇談会 開催

・長野地域会員懇談会 開催

12 月 

・元米国エネルギー省副長官ウィリアム・マーティン氏講演会

「国際社会における日本のエネルギー戦略とは」 開催

・長野の未来を考える～地域・街づくり講演会～ 開催

２月 

・提言書「日本のものづくりの競争力再生」公表

※経済委員会（委員長：豊田 鐵郎 副会長）

・三重地域会員懇談会 開催

・第１回・第２回愛知地域会員懇談会 開催

・静岡地域会員懇談会 開催

３月 

・岐阜地域会員懇談会 開催

・長野地域会員懇談会 開催

・上・下伊那地域会員懇談会 開催

https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2012%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E5%B9%B3%E6%88%9023%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E4%BA%BA%E6%9D%90%E8%82%B2%E6%88%90%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%80%8C%E4%B8%AD%E9%96%93%E3%81%A8%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%E3%80%8D_2012%E5%B9%B44%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2012%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E3%83%BB%E6%9D%B1%E5%8D%97%E6%B5%B7%E3%83%BB%E5%8D%97%E6%B5%B7%E5%9C%B0%E9%9C%87%E3%81%AE%E6%B8%9B%E7%81%BD%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%9F%E6%83%85%E5%A0%B1%E9%80%9A%E4%BF%A1%E5%9F%BA%E7%9B%A4%E3%81%AE%E6%95%B4%E5%82%99%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6_2012%E5%B9%B45%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2012%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E3%80%8C%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E3%83%BB%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E9%81%B8%E6%8A%9E%E8%82%A2%E3%80%8D%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%84%8F%E8%A6%8B_2012%E5%B9%B48%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2012%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E5%B9%B3%E6%88%9025%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%A8%8E%E5%88%B6%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%84%8F%E8%A6%8B_2012%E5%B9%B49%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2012%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E3%81%AE%E7%AB%B6%E4%BA%89%E5%8A%9B%E5%86%8D%E7%94%9F_2013%E5%B9%B42%E6%9C%88.pdf
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2013年度 

実施月 活動内容 

６月 

・第２回定時総会 開催

・会員大学・学校法人との懇談会 開催

・欧州経済調査団 派遣

７月 

・三重県との懇談会 開催

・静岡県との懇談会 開催

・岐阜県との懇談会 開催

８月 

・名古屋市との懇談会 開催

・愛知地域会員懇談会 開催

・静岡地域会員懇談会 開催

・三重地域会員懇談会 開催

・第 10 回中央日本交流・連携サミット 開催

※テーマ「『食』から考える中部の未来」

９月 

・提言書「平成 26 年度税制改正に対する意見」公表

※税制委員会（委員長：上田 豪 副会長）

・愛知（三遠南信）地域会員懇談会 開催

・長野県との懇談会 開催

・長野地域会員懇談会 開催

10 月 

・岐阜地域会員懇談会 開催

・西日本経済協議会第 55 回総会 開催

※統一テーマ「地域の持続的成長に向けた国際競争力強化と国土強靱化の実現 －西日本からの

提言－」

・意見書「エネルギー・環境政策について」公表

※資源・環境委員会（委員長：水野 明久 副会長）

・ブラジル・米国経済視察団 派遣

・第 12 回中部産業振興協議会 開催

※議題「イノベーション促進に向けた産学官の取り組み・広域連携のあり方」

11 月 
・中小企業活性化支援 ビジネスプラットフォーム「ｅＥＸＰＯ」の普及拡大活動 スタート

（2021 年３月 31 日サービス終了）

１月 ・参与会議 開催

２月 

・提言書「日本のものづくりの競争力再生と産業構造転換の促進」公表

※経済委員会（委員長：豊田 鐵郎 副会長）

・第５回中部の未来を考える会 開催

※テーマ「リニア中央新幹線開業を見据えた地域イノベーション」

・三重地域会員懇談会 開催

・上・下伊那地域会員懇談会 開催

・岐阜地域会員懇談会 開催

・静岡地域会員懇談会 開催

３月 

・第１回・第２回愛知地域会員懇談会 開催

・長野地域会員懇談会 開催

・東海地方経済懇談会 開催

※テーマ「経済の好循環を実現する」

https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2013%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E5%B9%B3%E6%88%9026%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%A8%8E%E5%88%B6%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%84%8F%E8%A6%8B_2013%E5%B9%B49%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2013%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E3%83%BB%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%94%BF%E7%AD%96%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6_2013%E5%B9%B410%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2013%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E3%81%AE%E7%AB%B6%E4%BA%89%E5%8A%9B%E5%86%8D%E7%94%9F%E3%81%A8%E7%94%A3%E6%A5%AD%E6%A7%8B%E9%80%A0%E8%BB%A2%E6%8F%9B%E3%81%AE%E4%BF%83%E9%80%B2_2014%E5%B9%B42%E6%9C%88.pdf
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2014年度 

実施月 活動内容 

５月 

・「中期活動指針 ＡＣＴＩＯＮ 2020」公表 

※企画委員会（委員長：中村 捷二 副会長）

・長野県との懇談会 開催

・愛知県との懇談会 開催

６月 ・第３回定時総会 開催

７月 

・特別講演会 国土強靱化シンポジウム 開催

・名古屋市との懇談会 開催

・三重県との懇談会 開催

８月 
・岐阜県との懇談会 開催

・長野県地域会員懇談会 開催

９月 

・提言書「平成 27 年度税制改正に対する意見」公表

※税制委員会（委員長：上田 豪 副会長）

・第 11 回中央日本交流・連携サミット 開催

※テーマ「社会資本整備の必要性 ～防災・老朽化対策の観点から～」

・三重地域会員懇談会 開催

10 月 

・西日本経済協議会第 56 回総会 開催

※統一テーマ「我が国の持続的発展に向けた強靱で競争力のある地方の創生 －西日本からの提

言－」

・2014 バンコク伊勢丹中部物産観光展 開催

・報告書「地域別の移動特性に応じた効率的なモビリティ社会のあり方について」公表

※産業委員会 次世代自動車部会

・岐阜地域会員懇談会 開催

・東三河地域会員懇談会 開催

・静岡地域会員懇談会 開催

11 月 

・東南アジア経済視察団 派遣

・東海地方経済懇談会 開催

※テーマ「日本再興を実現する」

12 月 
・第 13 回中部産業振興協議会 開催

※議題「中部圏の産学官における女性の活躍促進について」

２月 

・提言書「貿易・サービス収支改善の提言」公表

※経済委員会（委員長：豊田 鐵郎 副会長）

・第１回・第２回愛知地域会員懇談会 開催

・静岡地域会員懇談会 開催

・岐阜地域会員懇談会 開催

・長野地域会員懇談会 開催

３月 

・第６回中部の未来を考える会 開催

※テーマ「個性あふれる中部圏の創生に向けて」

・報告書「中部圏の人口減少に関する調査報告」公表

https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2014%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E4%B8%AD%E6%9C%9F%E6%B4%BB%E5%8B%95%E6%8C%87%E9%87%9D%20%EF%BC%A1%EF%BC%A3%EF%BC%B4%EF%BC%A9%EF%BC%AF%EF%BC%AE%202020_2014%E5%B9%B45%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2014%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E5%B9%B3%E6%88%9027%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%A8%8E%E5%88%B6%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%84%8F%E8%A6%8B_2014%E5%B9%B49%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2014%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E5%88%A5%E3%81%AE%E7%A7%BB%E5%8B%95%E7%89%B9%E6%80%A7%E3%81%AB%E5%BF%9C%E3%81%98%E3%81%9F%E5%8A%B9%E7%8E%87%E7%9A%84%E3%81%AA%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6_2014%E5%B9%B410%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2014%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E8%B2%BF%E6%98%93%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E5%8F%8E%E6%94%AF%E6%94%B9%E5%96%84%E3%81%AE%E6%8F%90%E8%A8%80_2015%E5%B9%B42%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2014%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E4%B8%AD%E9%83%A8%E5%9C%8F%E3%81%AE%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E6%B8%9B%E5%B0%91%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%A0%B1%E5%91%8A_2015%E5%B9%B43%E6%9C%88.pdf
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2015年度 

実施月 活動内容 

４月 

・長野県との懇談会 開催

・ロボット産業講演会 開催

・名古屋市との懇談会 開催

・意見書「エネルギーミックス・温室効果ガス削減目標の策定に向けた意見」公表

５月 
・三重県との懇談会 開催

・愛知県との懇談会 開催

６月 
・第４回定時総会 開催

・第２回参与会議 開催

７月 
・静岡県との懇談会 開催

・会員大学・学校法人との懇談会 開催

８月 

・東三河地域会員懇談会 開催

・岐阜県との懇談会 開催

・静岡地域会員懇談会 開催

・第 12 回中央日本交流・連携サミット 開催

※テーマ「中部圏における“地方創生”に向けた取り組み～個性と魅力溢れる中部圏の実現に向けて～」

９月 
・提言書「平成 28 年度税制改正に対する意見」公表

※税制委員会（委員長：上田 豪 副会長）

10 月 

・西日本経済協議会第 57 回総会 開催

※統一テーマ｢日本再興に貢献する活力ある地域をめざして－行動する西日本からの提言－」

・三重地域会員懇談会 開催

11 月 

・第 14 回中部産業振興協議会 開催

※議題「中部圏の発展に必要な人材の育成に向けて」

・伊勢志摩サミット東海会議 設立

・北欧・ドイツ経済視察団 派遣

・2015 昇龍道（中部・北陸）物産観光展 開催

12 月 ・中部国際空港に伊勢志摩サミットカウントダウンボード 設置

２月 

・提言書「新中部圏の創生」公表

※経済委員会（委員長：豊田 鐵郎 副会長）

・第１回・第２回愛知地域会員懇談会 開催

・東海地方経済懇談会 開催

※テーマ「経済再生を確実に実現する」

・名古屋駅に伊勢志摩サミットカウントダウンボード 設置

３月 

・岐阜地域会員懇談会 開催

・長野地域会員懇談会 開催

・三重地域会員懇談会 開催

・第７回中部の未来を考える会 開催

※テーマ「中部圏の観光振興への取り組みと連携のあり方」

・静岡地域会員懇談会 開催

・中部国際空港に伊勢志摩サミット歓迎装飾 設置

https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2015%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%BB%E6%B8%A9%E5%AE%A4%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E3%82%AC%E3%82%B9%E5%89%8A%E6%B8%9B%E7%9B%AE%E6%A8%99%E3%81%AE%E7%AD%96%E5%AE%9A%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%9F%E6%84%8F%E8%A6%8B_2015%E5%B9%B44%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2015%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E5%B9%B3%E6%88%9028%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%A8%8E%E5%88%B6%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%84%8F%E8%A6%8B_2015%E5%B9%B49%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2015%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E6%96%B0%E4%B8%AD%E9%83%A8%E5%9C%8F%E3%81%AE%E5%89%B5%E7%94%9F_2016%E5%B9%B42%E6%9C%88.pdf
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2016年度 

実施月 活動内容 

４月 

・今後のわが国の地球温暖化対策に関する講演会 開催

・長野県との懇談会 開催

・「中部圏交通ネットワークビジョン」公表

※社会基盤委員会（委員長：柘植 康英 副会長）

５月 

・中部国際空港に伊勢志摩サミットおもてなしブース 設置

・ベトナム計画投資省外国投資庁長官ならびにベトナム企業との意見交換会 開催

・愛知県との懇談会 開催

６月 

・会員大学・学校法人との懇談会 開催

・名古屋市との懇談会 開催

・第５回定時総会 開催

７月 

・静岡県との懇談会 開催

・三重県との懇談会 開催

・多様な人材の活躍や働き方改革に関する講演会 開催

・米国連邦議会スタッフとの意見交換会 開催

８月 ・岐阜県との懇談会 開催

９月 
・提言書「平成 29 年度税制改正に対する意見」公表

※税制委員会（委員長：上田 豪 副会長）

10 月 

・西日本経済協議会第 58 回総会 開催

※統一テーマ「日本再興に貢献する豊かで活力溢れる地域の実現 －行動する西日本からの提言－」

・第 15 回中部産業振興協議会 開催

※議題「ものづくり中部におけるイノベーション力を強化していくための産学官連携のあり方」

11 月 
・インド経済視察団 派遣

・2016 昇龍道（中部・北陸）物産観光展 開催

12 月 
・第 13 回中央日本交流・連携サミット 開催

※テーマ「多彩な人材の育成」

１月 ・東三河地域会員懇談会 開催

２月 

・提言書「中部圏のサービス産業の稼ぐ力の向上」公表

※経済委員会（委員長：水野 明久 副会長）

・東海地方経済懇談会 開催

※テーマ「ＧＤＰ600 兆円経済への確固たる道筋をつける」

・第１回愛知地域会員懇談会 開催

・第８回中部の未来を考える会 開催

※テーマ「中部圏におけるＩｏＴの活用について

～つながる社会のものづくり、まちづくり、ひとづくりを考える」 

３月 

・岐阜地域会員懇談会 開催

・第２回愛知地域会員懇談会 開催

・長野地域会員懇談会 開催

・静岡地域会員懇談会 開催

・三重地域会員懇談会 開催

https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2016%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E4%B8%AD%E9%83%A8%E5%9C%8F%E4%BA%A4%E9%80%9A%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3_2016%E5%B9%B44%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2016%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E5%B9%B3%E6%88%9029%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%A8%8E%E5%88%B6%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%84%8F%E8%A6%8B_2016%E5%B9%B49%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2016%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E4%B8%AD%E9%83%A8%E5%9C%8F%E3%81%AE%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E7%94%A3%E6%A5%AD%E3%81%AE%E7%A8%BC%E3%81%90%E5%8A%9B%E3%81%AE%E5%90%91%E4%B8%8A_2017%E5%B9%B42%E6%9C%88.pdf
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2017年度 

実施月 活動内容 

４月 
・ベトナム計画投資省大臣との懇談会 開催

・長野県との懇談会 開催

５月 
・広域連携ＤＭＯ 一般社団法人中央日本総合観光機構 設立（会員総会・お披露目式 開催）

・愛知県との懇談会 開催

６月 
・第６回定時総会 開催

・名古屋市との懇談会 開催

７月 
・ツーリズム東美濃協議会 設立

・国際情勢に関する講演会 開催

８月 

・三重県との懇談会 開催

・岐阜県との懇談会 開催

・会員大学・学校法人との懇談会 開催

９月 

・提言書「平成 30 年度税制改正に対する意見」公表

※税制委員会（委員長：上田 豪 副会長）

・働き方改革セミナー 開催

・三重地域会員懇談会および地域産業活性化委員会 開催

・静岡県との懇談会 開催

10 月 

・静岡地域会員懇談会および地域産業活性化委員会 開催

・西日本経済協議会第 59 回総会 開催

※統一テーマ「活力と魅力溢れる地域の実現による日本再興への貢献 －東京一極集中の打破－」

・長野地域会員懇談会および地域産業活性化委員会 開催

・南海トラフ沿いの地震観測・評価に基づく防災対応のあり方に関する特別講演会 開催

11 月 

・東三河地域会員懇談会 開催

・報告書「ロボット・ＩＣＴを活用した次世代型介護の導入促進のために」公表

※産業・技術委員会（委員長：佐々木 眞一 副会長）

・第 16 回中部産業振興協議会 開催

※議題「中部圏のイノベーションを触発し続けるための仕組みについて」

・第１回・第２回愛知地域会員懇談会 開催

・駐日米国大使とのビジネス懇談会 開催

・岐阜地域会員懇談会および地域産業活性化委員会 開催

・上・下伊那地域会員懇談会 開催

・ポール・マデン駐日英国大使閣下講演会 開催

12 月 

・提言書「中部圏の未来を支える人材の育成」公表

※人材育成委員会（委員長：中村 捷二 副会長）

・意見書「エネルギー基本計画の見直しに対する意見書」公表

※エネルギー・環境委員会（委員長：水野 明久 副会長）

・南アフリカ経済視察団 派遣

１月 

・第 14 回中央日本交流・連携サミット 開催

※テーマ「将来を見据えた中部圏のビジョン ～リニア開業を見据えた名古屋大都市圏のあり方

～」

２月 

・提言書「中部圏 5.0 の提唱」公表

※経済委員会（委員長：水野 明久  副会長）

・東海地方経済懇談会 開催

※テーマ「ＧＤＰ600 兆円経済に向けて邁進する年に」

３月 
・報告書「中部圏のイノベーション活性化に向けて」公表

※イノベーション委員会（委員長：竹中 裕紀 副会長）

https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2017%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%A8%8E%E5%88%B6%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%84%8F%E8%A6%8B_2017%E5%B9%B49%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2017%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%BB%EF%BC%A9%EF%BC%A3%EF%BC%B4%E3%82%92%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E6%AC%A1%E4%B8%96%E4%BB%A3%E5%9E%8B%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E3%81%AE%E5%B0%8E%E5%85%A5%E4%BF%83%E9%80%B2%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB_2017%E5%B9%B411%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2017%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E4%B8%AD%E9%83%A8%E5%9C%8F%E3%81%AE%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E3%82%92%E6%94%AF%E3%81%88%E3%82%8B%E4%BA%BA%E6%9D%90%E3%81%AE%E8%82%B2%E6%88%90_2017%E5%B9%B412%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2017%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E8%A8%88%E7%94%BB%E3%81%AE%E8%A6%8B%E7%9B%B4%E3%81%97%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%84%8F%E8%A6%8B%E6%9B%B8_2017%E5%B9%B412%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2017%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E4%B8%AD%E9%83%A8%E5%9C%8F5.0%E3%81%AE%E6%8F%90%E5%94%B1_2018%E5%B9%B42%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2017%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E4%B8%AD%E9%83%A8%E5%9C%8F%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%8E%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%B4%BB%E6%80%A7%E5%8C%96%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%A6_2018%E5%B9%B43%E6%9C%88.pdf
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2018年度 

実施月 活動内容 

４月 

・愛知地域会員懇談会 開催

・特別講演会 自動車電動化の新時代 開催

・長野県との懇談会 開催

・静岡地域会員懇談会および地域産業活性化委員会 開催

・三重地域会員懇談会および地域産業活性化委員会 開催

５月 

・岐阜地域会員懇談会および地域産業活性化委員会 開催

・長野地域会員懇談会および地域産業活性化委員会 開催

・中部圏イノベーション促進プログラム スタート（キックオフ特別講演会 開催）

・名古屋市との懇談会 開催

６月 

・第７回定時総会 開催

・提言書「地震災害から生産活動を守るための方策の提言」公表

・愛知県との懇談会 開催

・報告書「中部圏の交通ネットワークのさらなる充実に向けて」公表

※社会基盤委員会（委員長：柘植 康英 副会長）

７月 ・静岡県との懇談会 開催

８月 

・三重県との懇談会 開催

・岐阜県との懇談会 開催

・提言書「『国土強靱化税制』の整備・創設の提言」公表

※８経済連合会共同（中部、北海道、東北、北陸、関西、中国、四国、九州）

９月 

・提言書「2019 年度税制改正に対する意見」公表

※税制委員会（委員長：上田 豪 副会長）

・北米イノベーション拠点視察 実施

・静岡地域会員懇談会および地域産業活性化委員会 開催

・東三河地域会員懇談会 開催

・第９回中部の未来を考える会 開催

※テーマ「『Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０』がもたらす中部圏の新社会像」

10 月 

・第１回愛知地域会員懇談会 開催

・長野地域会員懇談会および地域産業活性化委員会 開催

・西日本経済協議会第 60 回総会 開催（中経連幹事）

※統一テーマ「活力と魅力に溢れ強靱な地域の実現を目指して －日本の持続的成長に向けて－」

・提言書「独占禁止法の適正手続に関する意見」公表

※２経済連合会共同（中部、関西）

・第 17 回中部産業振興協議会 開催

※議題「中部圏のイノベーションを促進するための機能づくり、人材育成について」

11 月 

・第２回愛知地域会員懇談会 開催

・三重地域会員懇談会および地域産業活性化委員会 開催

・イタリア経済視察団 派遣

・岐阜地域会員懇談会および地域産業活性化委員会 開催

１月 
・第 15 回中央日本交流・連携サミット 開催

※テーマ「長野、静岡、愛知の広域連携による地域づくり」

２月 

・提言書「中小企業の事業存続性の向上」公表

※経済委員会（委員長：水野 明久 副会長）

・意見集約「海外から見た中部圏の魅力向上」公表

※国際委員会（委員長：大島 卓 副会長）

・東海地方経済懇談会 開催

※テーマ「『Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０ ｆｏｒ ＳＤＧｓ』の実現に向けて」

３月 

・「中部圏の将来ビジョン」公表 

※広域連携・地域づくり委員会（委員長：中村 昭彦 副会長）

・報告書「中部圏のイノベーション活性化に向けて 2019」および「中部圏のイノベーション拠点の企画及び事業計画」公表

※イノベーション委員会（委員長：竹中 裕紀 副会長、共同委員長：安形 哲夫 副会長）

https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2018%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E5%9C%B0%E9%9C%87%E7%81%BD%E5%AE%B3%E3%81%8B%E3%82%89%E7%94%9F%E7%94%A3%E6%B4%BB%E5%8B%95%E3%82%92%E5%AE%88%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%96%B9%E7%AD%96%E3%81%AE%E6%8F%90%E8%A8%80_2018%E5%B9%B46%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2018%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E4%B8%AD%E9%83%A8%E5%9C%8F%E3%81%AE%E4%BA%A4%E9%80%9A%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%81%AE%E3%81%95%E3%82%89%E3%81%AA%E3%82%8B%E5%85%85%E5%AE%9F%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%A6_2018%E5%B9%B46%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2018%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E3%80%8C%E5%9B%BD%E5%9C%9F%E5%BC%B7%E9%9D%B1%E5%8C%96%E7%A8%8E%E5%88%B6%E3%80%8D%E3%81%AE%E6%95%B4%E5%82%99%E3%83%BB%E5%89%B5%E8%A8%AD%E3%81%AE%E6%8F%90%E8%A8%80_2018%E5%B9%B48%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2018%E5%B9%B4%E5%BA%A6/2019%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%A8%8E%E5%88%B6%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%84%8F%E8%A6%8B_2018%E5%B9%B49%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2018%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E7%8B%AC%E5%8D%A0%E7%A6%81%E6%AD%A2%E6%B3%95%E3%81%AE%E9%81%A9%E6%AD%A3%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%84%8F%E8%A6%8B_2018%E5%B9%B410%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2018%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AE%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%AD%98%E7%B6%9A%E6%80%A7%E3%81%AE%E5%90%91%E4%B8%8A_2019%E5%B9%B42%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2018%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E6%B5%B7%E5%A4%96%E3%81%8B%E3%82%89%E8%A6%8B%E3%81%9F%E4%B8%AD%E9%83%A8%E5%9C%8F%E3%81%AE%E9%AD%85%E5%8A%9B%E5%90%91%E4%B8%8A_2019%E5%B9%B42%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2018%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E4%B8%AD%E9%83%A8%E5%9C%8F%E3%81%AE%E5%B0%86%E6%9D%A5%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3_2019%E5%B9%B43%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2018%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E4%B8%AD%E9%83%A8%E5%9C%8F%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%8E%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%B4%BB%E6%80%A7%E5%8C%96%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%A6%202019%20%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%20%E4%B8%AD%E9%83%A8%E5%9C%8F%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%8E%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%8B%A0%E7%82%B9%E3%81%AE%E4%BC%81%E7%94%BB%E5%8F%8A%E3%81%B3%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%A8%88%E7%94%BB_2019%E5%B9%B43%E6%9C%88.pdf
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2019年度 

実施月 活動内容 

４月 

・三重地域会員懇談会および地域産業活性化委員会 開催 

・長野県との懇談会 開催 

・東三河地域会員懇談会 開催 

５月 

・一般社団法人中部圏イノベーション推進機構 設立 

・静岡地域会員懇談会および地域産業活性化委員会 開催 

・提言書「南海トラフ地震等が中部経済界に与える影響を最小化するために」公表 

 ※企業防災委員会（委員長：小川 謙 副会長、共同委員長：今井 正 理事） 

・愛知地域会員懇談会 開催 

・愛知県との懇談会 開催 

・岐阜地域会員懇談会および地域産業活性化委員会 開催 

６月 
・第８回定時総会 開催 

・長野地域会員懇談会および地域産業活性化委員会 開催 

７月 

・ナゴヤ イノベーターズ ガレージ 開設 

・名古屋市との懇談会 開催 

・静岡県との懇談会 開催 

・中間報告書「中部圏の伝統工芸の振興に関する調査・研究」公表 

 ※地域産業活性化委員会 

（委員長：村瀬 幸雄 副会長、共同委員長：中西 勝則 副会長・山浦 愛幸 副会長・上田 豪 副会長） 

８月 

・岐阜県との懇談会 開催 

・三重県との懇談会 開催 

・北欧・オランダ経済視察団 派遣 

９月 

・提言書「2020 年度税制改正に対する意見」公表 

 ※税制委員会（委員長：上田 豪 副会長） 

・長野地域会員懇談会および地域産業活性化委員会 開催 

・提言書「中長期的な企業価値向上に向けたコーポレートガバナンス体制の構築に関する意見」公表 

 ※４経済連合会共同（中部、北陸、関西、九州） 

・静岡地域会員懇談会および地域産業活性化委員会 開催 

10 月 

・西日本経済協議会第 61 回総会 開催 

 ※統一テーマ「活力ある強靱な地域の創生に向けて －西日本が拓く新時代－」 

・会員大学・学校法人との懇談会 開催 

11 月 

・提言書「『国土強靱化税制』の整備・創設の新段階の提言」公表(要望活動実施) 

 ※８経済連合会共同（中部、北海道、東北、北陸、関西、中国、四国、九州） 

・第１回・第２回愛知地域会員懇談会 開催 

・岐阜地域会員懇談会および地域産業活性化委員会 開催 

・上・下伊那地域会員懇談会 開催 

12 月 ・三重地域会員懇談会および地域産業活性化委員会 開催 

１月 ・ピッチ＆フォーラム『モビリティの未来』 開催 

２月 

・提言書「令和新時代に求められる経済政策」公表 

 ※経済委員会（委員長：水野 明久 副会長） 

・東海地方経済懇談会 開催 

 ※テーマ「デジタル技術を活かし、人間的で幸福な暮らしの実現と社会課題の解決を」 

・第 16 回中央日本交流・連携サミット 開催 

３月 ・「ＩＴを使った中小企業の生産性向上ヒント集」公表 

https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2019%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E5%8D%97%E6%B5%B7%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%95%E5%9C%B0%E9%9C%87%E7%AD%89%E3%81%8C%E4%B8%AD%E9%83%A8%E7%B5%8C%E6%B8%88%E7%95%8C%E3%81%AB%E4%B8%8E%E3%81%88%E3%82%8B%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E3%82%92%E6%9C%80%E5%B0%8F%E5%8C%96%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB_2019%E5%B9%B45%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2019%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E4%B8%AD%E9%83%A8%E5%9C%8F%E3%81%AE%E4%BC%9D%E7%B5%B1%E5%B7%A5%E8%8A%B8%E3%81%AE%E6%8C%AF%E8%88%88%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%83%BB%E7%A0%94%E7%A9%B6%20%E4%B8%AD%E9%96%93%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8_2019%E5%B9%B47%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2019%E5%B9%B4%E5%BA%A6/2020%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%A8%8E%E5%88%B6%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%84%8F%E8%A6%8B_2019%E5%B9%B49%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2019%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E4%B8%AD%E9%95%B7%E6%9C%9F%E7%9A%84%E3%81%AA%E4%BC%81%E6%A5%AD%E4%BE%A1%E5%80%A4%E5%90%91%E4%B8%8A%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%9F%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AC%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%82%B9%E4%BD%93%E5%88%B6%E3%81%AE%E6%A7%8B%E7%AF%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%84%8F%E8%A6%8B_2019%E5%B9%B49%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2019%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E3%80%8C%E5%9B%BD%E5%9C%9F%E5%BC%B7%E9%9D%B1%E5%8C%96%E7%A8%8E%E5%88%B6%E3%80%8D%E3%81%AE%E6%95%B4%E5%82%99%E3%83%BB%E5%89%B5%E8%A8%AD%E3%81%AE%E6%96%B0%E6%AE%B5%E9%9A%8E%E3%81%AE%E6%8F%90%E8%A8%80_2019%E5%B9%B411%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2019%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E4%BB%A4%E5%92%8C%E6%96%B0%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%AB%E6%B1%82%E3%82%81%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%94%BF%E7%AD%96_2020%E5%B9%B42%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2019%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%EF%BC%A9%EF%BC%B4%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%9F%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AE%E7%94%9F%E7%94%A3%E6%80%A7%E5%90%91%E4%B8%8A%E3%83%92%E3%83%B3%E3%83%88%E9%9B%86_2020%E5%B9%B43%E6%9C%88.pdf
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2020年度 

実施月 活動内容 

６月 ・第９回定時総会 開催

７月 

・東三河地域会員懇談会 開催

・「新型コロナウイルス感染症に関わる対策要望および協力提案」公表

※４経済団体共同（中経連、名古屋商工会議所、中部経済同友会、愛知県経営者協会）

・愛知・名古屋地域および浜松地域が内閣府の「スタートアップ・エコシステム グローバル拠点

都市」に認定

※Central Japan Startup Ecosystem Consortium（中経連、愛知県、名古屋市、名古屋大学、浜

松市ほか）として申請

・長野地域会員懇談会および地域産業活性化委員会 開催

・愛知県との懇談会 開催

８月 ・「コロナ禍を機とした経済対策要望」公表 

９月 
・提言書「2021 年度税制改正に対する意見」公表

※税制委員会（委員長：伊藤 歳恭 副会長）

10 月 

・提言書「南海トラフ地震等に対する緊急防災対策促進に係る提言」

※東海・近畿・四国・九州の経済団体・自治体との共同

・西日本経済協議会第 62 回総会 開催

※統一テーマ「コロナ禍からの復興と地域の持続的成長に向けて －西日本が拓く新たな未来－」

・長野県との懇談会 開催

11 月 

・岐阜県との懇談会 開催

・ピッチ＆フォーラム『モビリティの未来』 ～オープン・イノベーションへの探求～ 開催

・名古屋市との懇談会 開催

・提言書「『国土強靱化税制』の整備・創設に向けての要望」公表(要望活動実施)

※８経済連合会共同（中部、北海道、東北、北陸、関西、中国、四国、九州）

・静岡県との懇談会 開催

12 月 
・中間報告書「人材育成に関する『新時代に相応しい取り組み』を目指して」公表

※人材育成委員会（委員長：神野吾郎副会長）

１月 

・第 17 回中央日本交流・連携サミット 開催

・提言書「東京一極集中の是正に向けた地域の機能強化と魅力向上に関する提言」公表(要望活動実施)

※２経済団体共同（中経連、名古屋商工会議所）

２月 
・提言書「コロナショックからの教訓と経済社会の変革」公表

※経済委員会（委員長：勝野 哲 副会長）

３月 

・提言書「今後のエネルギー政策に関する提言」公表

※エネルギー・環境委員会（委員長：勝野哲副会長）

・「マイクログリッド導入ハンドブック」発刊 

※エネルギー・環境委員会（委員長：勝野哲副会長）

・提言書「エネルギー基本計画の見直しに向けた意見」公表

※６経済連合会共同（中部、北陸、関西、中国、四国、九州）

https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2020%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%82%8F%E3%82%8B%E5%AF%BE%E7%AD%96%E8%A6%81%E6%9C%9B%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E5%8D%94%E5%8A%9B%E6%8F%90%E6%A1%88_2020%E5%B9%B47%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2020%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E7%A6%8D%E3%82%92%E6%A9%9F%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E7%B5%8C%E6%B8%88%E5%AF%BE%E7%AD%96%E8%A6%81%E6%9C%9B_2020%E5%B9%B48%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2020%E5%B9%B4%E5%BA%A6/2021%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%A8%8E%E5%88%B6%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%84%8F%E8%A6%8B_2020%E5%B9%B49%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2020%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E5%8D%97%E6%B5%B7%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%95%E5%9C%B0%E9%9C%87%E7%AD%89%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E7%B7%8A%E6%80%A5%E9%98%B2%E7%81%BD%E5%AF%BE%E7%AD%96%E4%BF%83%E9%80%B2%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E6%8F%90%E8%A8%80_2020%E5%B9%B410%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2020%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E3%80%8C%E5%9B%BD%E5%9C%9F%E5%BC%B7%E9%9D%B1%E5%8C%96%E7%A8%8E%E5%88%B6%E3%80%8D%E3%81%AE%E6%95%B4%E5%82%99%E3%83%BB%E5%89%B5%E8%A8%AD%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%A6%E3%81%AE%E8%A6%81%E6%9C%9B_2020%E5%B9%B411%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2020%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E4%BA%BA%E6%9D%90%E8%82%B2%E6%88%90%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%8C%E6%96%B0%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%AB%E7%9B%B8%E5%BF%9C%E3%81%97%E3%81%84%E5%8F%96%E3%82%8A%E7%B5%84%E3%81%BF%E3%80%8D%E3%82%92%E7%9B%AE%E6%8C%87%E3%81%97%E3%81%A6_2020%E5%B9%B412%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2020%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E4%B8%80%E6%A5%B5%E9%9B%86%E4%B8%AD%E3%81%AE%E6%98%AF%E6%AD%A3%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%9F%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%AE%E6%A9%9F%E8%83%BD%E5%BC%B7%E5%8C%96%E3%81%A8%E9%AD%85%E5%8A%9B%E5%90%91%E4%B8%8A%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%8F%90%E8%A8%80_2021%E5%B9%B41%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2020%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E6%95%99%E8%A8%93%E3%81%A8%E7%B5%8C%E6%B8%88%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E3%81%AE%E5%A4%89%E9%9D%A9_2021%E5%B9%B42%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2020%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E4%BB%8A%E5%BE%8C%E3%81%AE%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E6%94%BF%E7%AD%96%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%8F%90%E8%A8%80_2021%E5%B9%B43%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2020%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%89%E5%B0%8E%E5%85%A5%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF_2021%E5%B9%B43%E6%9C%88.pdf
https://www.chukeiren.or.jp/assets/pdf/70year_s/2020%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E8%A8%88%E7%94%BB%E3%81%AE%E8%A6%8B%E7%9B%B4%E3%81%97%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%9F%E6%84%8F%E8%A6%8B_2021%E5%B9%B43%E6%9C%88.pdf
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２．中経連の要望活動(2001年度～2020年度) 

2001年度 

実施月 要望活動の内容 

４月 ・飛島ふ頭南地区における新たな大水深（－16ｍ）高規格コンテナターミナル整備の要望 

５月 
・2005 年日本国際博覧会及び中部国際空港に関連する広域道路網の整備と道路特定財源の確保に

ついての要望 

６月 ・東海北陸自動車道早期全面開通に関する要望 

７月 

・中部の主要港湾の国際競争力強化と循環型社会構築に向けた基盤整備に関する要望 

・名古屋港の整備拡充に関する要望 

・産業技術総合研究所中部センターの整備に関する要望 

・東部丘陵線に関する要望 

・中部の社会・経済基盤の強化に関する要望 

８月 ・伊勢湾口道路・東海南海連絡道の早期実現に向けて 

９月 

・名古屋工業大学「工科大学構想」に関する要望 

・名古屋圏における環状道路等の早期整備に関する要望 

・産業技術総合研究所中部センターの拡充整備に関する要望 

・自由民主党に対する要望 

11 月 
・平成 14 年度の経済見通しと経済政策に対する要望 

・東海北陸自動車道早期全面開通に関する要望 

12 月 

・名古屋港の整備拡充に関する要望 

・伊勢湾海上交通センターの早期設置に関する要望 

・中部の主要港湾の国際競争力強化と循環型社会構築に向けた基盤整備に関する要望 

１月 ・広域幹線道路の早期整備に関する要望 

３月 
・「名古屋港国際コンテナターミナル効率化方策検討調査」に関する要望 

・「地球温暖化防止問題」に関する要望 
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2002年度 

実施月 要望活動の内容 

６月 ・東海北陸自動車道早期全面開通に関する要望

７月 

・名古屋港の整備拡充に関する要望

・ＩＴＳスマートタウンのモデル事業に関する要望

・中部の幹線道路ネットワーク整備促進および道路特定財源確保に関する要望

８月 ・名古屋工業大学共同研究センター整備に関する要望

９月 

・中部の社会・経済基盤の強化に関する要望

・自由民主党に対する要望

・中部地域の都市型洪水対策に関する要望

11 月 

・平成 15 年度の経済見通しと経済政策に対する要望

・高速道路の整備促進と道路特定財源の確保に関する要望

・ＩＴＳを活用した地域づくりに関する提案・要望

・東部丘陵線の整備促進に関する要望

12 月 ・中部の港湾の国際競争力の強化に関する要望

１月 ・知的クラスター創成事業の地域採択に関する要望

2003年度 

実施月 要望活動の内容 

７月 

・特許審査に係る先行技術調査の機能拡充に関する要望

・名古屋港の整備拡充に関する要望～スーパー中枢港湾を目指す国際港湾の整備～

・中部国際空港の生命線であるアクセス道路の整備促進についての要望

・名古屋環状２号線の早期整備に関する要望

・ＩＴＳを活用した地域づくりに関する要望

・中部の社会・経済基盤の強化に関する要望

10 月 ・国際線の就航等についての要望

11 月 

・平成 16 年度の経済見通しと経済政策に対する要望

・「ＩＴＳ」を活用した地域づくりに関する要望について

～ＩＴＳ世界会議、中部国際空港、国際博覧会を契機とした、新たな地域づくりに向けて～

12 月 

・東海北陸自動車道の早期全面開通にむけての要望

・スーパー中枢港湾を目指す名古屋港

・中部国際空港及び関連する基盤施設の整備促進についての要望

・中部国際空港への貨物専用便（国際線）就航について要望

１月 ・スーパー中枢港湾の指定を目指す伊勢湾

３月 

・高速道路ネットワークの整備に関する要望

・西知多道路の早期事業化に関する要望

・スーパー中枢港湾の指定要望
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2004年度 

実施月 要望活動の内容 

７月 
・名古屋港の整備拡充に関する要望

・中部の社会・経済基盤の強化に関する要望書

８月 ・名古屋環状２号線東部・東南部区間の早期整備に関する要望

９月 

・名古屋港飛島ふ頭の早期整備に関する要望

・中部の治水・利水対策推進に関する要望

・広域廃棄物処分場の整備に関する要望

11 月 
・国際競争力強化プロジェクトを支える広域幹線道路の整備促進要望

・東海北陸自動車道早期全面開通に関する要望書

12 月 ・「愛・地球博」開催期間中の域内高速道路における利用料金の割引についての要望 

2005年度 

実施月 要望活動の内容 

７月 
・名古屋港の整備拡充に関する要望

・飛行研究施設の設置に関する要望書

８月 
・中部の幹線道路ネットワーク整備促進および道路整備財源確保に関する要望

・名古屋高速道路における回数券廃止に伴うＥＴＣによる利用料金の割引についての要望

11 月 

・中部の社会・経済基盤の強化に関する要望書

・東海北陸自動車道早期全面開通に関する要望書

・北米路線開設のお願い

12 月 
・国際競争力強化プロジェクトを支える広域幹線道路の整備促進要望書

・第二名神高速道路の全線早期整備について

３月 ・国際競争力強化プロジェクトを支える高速道路整備の協定締結に向けての緊急要望

2006年度 

実施月 要望活動の内容 

６月 ・東海北陸自動車道早期全面開通に関する要望書

７月 
・飛行研究施設の設置に関する要望

・名古屋港の整備拡充に関する要望

８月 ・中部の社会・経済基盤の強化に関する要望書

10 月 ・独立行政法人情報通信研究機構の誘致に関する要望

11 月 
・第 10 回生物多様性条約締結国会議誘致に関する要望書

・国際競争力強化プロジェクトを支える広域幹線道路の整備促進要望書

12 月 ・東海北陸自動車道早期全面開通に関する要望書

２月 ・中部国際空港の機能強化に関する要望書
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2007年度 

実施月 要望活動の内容 

６月 ・東海北陸自動車道早期全面開通に関する要望書 

７月 

・名古屋港の整備拡充に関する要望 

・ジェット飛行実証機の導入及び飛行研究施設の設置に関する要望 

・航空機産業の研究開発推進に関する要望 

・中部の社会・経済基盤の強化に関する要望書 

11 月 

・中部国際空港の二本目滑走路に関する要望書 

・2010 年ＡＰＥＣ主要会合誘致に関する要望 

・「再生資源の活用審査制度」に関する要望書 

・東海北陸自動車道早期全面開通に関する要望書 

１月 
・衣浦港３号地廃棄物最終処分場の整備に関する要望書 

・国際競争力強化プロジェクトを支える広域幹線道路の整備促進要望書 

２月 
・道路特定財源の堅持、名古屋環状２号線の整備促進、高速道路料金の引き下げ要望書 

・中部の幹線道路ネットワーク整備促進に関する要望書 

 

2008年度 

実施月 要望活動の内容 

７月 ・名古屋港の整備拡充に関する要望 

11 月 
・鍋田ふ頭コンテナターミナル第３バース新規着手に関する要望 

・国際競争力強化プロジェクトを支える広域幹線道路の整備促進要望書 

12 月 ・東海北陸自動車道早期全面開通に関する要望書 

２月 
・名古屋環状２号線西南部・南部区間（専用部）整備計画の早期決定に関する要望 

・西知多道路の整備促進に関する要望 

 

2009年度 

実施月 要望活動の内容 

４月 ・名古屋環状２号線西南部・南部区間（専用線）整備計画の早期決定に関する要望書 

６月 ・東海北陸自動車道の早期全面開通に関する要望書 

７月 

・西知多道路の整備促進に関する要望書 

・中部国際空港二本目滑走路の早期整備に関する要望 

・名古屋港の整備拡充に関する要望 

・国際競争力強化プロジェクトを支える広域幹線道路の整備促進要望書 

10 月 ・名古屋環状２号線の整備促進に関する緊急要望書 

12 月 

・東海北陸自動車道の早期全面開通に関する要望書 

・国際競争力強化のための広域幹線道路網の整備促進要望書 

・名古屋への重点投資に関する緊急要望 
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2010年度 

実施月 要望活動の内容 

４月 ・国際コンテナ戦略港湾の選定に対する要望書 

７月 

・「海洋立国日本の復権」に向けた名古屋港からの要請書 

・国際コンテナ戦略港湾選定に向けた伊勢湾からの要請書 

・太平洋新国土軸構想の実現に向けて 

11 月 
・中部国際空港二本目滑走路の早期整備に関する要望 

・東海北陸自動車道の早期全面開通に関する要望書 

12 月 ・国際競争力強化のための広域幹線道路網の整備促進要望書 

３月 ・国際バルク戦略港湾の選定に対する要望書 

 

2011年度 

実施月 要望活動の内容 

７月 
・東海北陸自動車道の早期全面開通に関する要望書 

・太平洋新国土軸構想の実現に向けて 

９月 ・名古屋大都市圏の国際競争力強化の推進について 

10 月 ・新名神高速道路全面早期整備に関する緊急要望 

11 月 
・中部国際空港二本目滑走路の早期整備に関する要望書 

・東海北陸自動車道の早期全面開通に関する要望書 

12 月 
・国際競争力強化のための広域幹線道路網の整備促進 

・名古屋環状２号線に関する要望活動 

 

2012年度 

実施月 要望活動の内容 

７月 
・名古屋港の整備拡充に関する要望 

・東海北陸自動車道完全４車線化要望 

８月 
・広域幹線道路網の整備要望 

・中部国際空港二本目滑走路の早期整備を要望 

１月 ・広域幹線道路網および名古屋港の整備を要望 
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2013年度 

実施月 要望活動の内容 

４月 
・日本航空に対するジャカルタ線早期開設要望 

 

５月 ・日本経済の再生に関する要望 ～わが国の再生、新たな成長に向けて～ 

７月 ・愛知県および周辺の道路、名古屋港に関する要望 

８月 

・中部国際空港－ジャカルタ間の直行便早期開設に向けた要望 

・中部国際空港の機能強化（完全 24 時間化）に関する国への要望 

・西知多道路の整備促進要望 

・東海北陸自動車道および東海環状自動車道の建設促進要望 

10 月 

・中部国際空港における運休国際路線および運休国内路線、ジャカルタ直行便の早期開設に係る要望 

・意見書「エネルギー・環境政策について ～ものづくりの基盤を守る政策の実現を～」に係る要望 

・西日本経済協議会第55回総会決議に係る要望 

11 月 
・広域幹線道路網の整備および名古屋港の整備拡充に関する要望 

・中部国際空港の機能強化（完全 24 時間化）に係る要望 

２月 ・中部圏の防災力向上に係る要望 

 

2014年度 

実施月 要望活動の内容 

４月 

・中部国際空港－ジャカルタ線の路線開設に係る要望 

・中部国際空港の機能強化（完全 24 時間化）の実現に係る要望 

・西知多道路の整備促進に係る要望 

７月 

・道路（西知多道路、新東名高速道路、名古屋環状２号線、名豊道路、浜松三ヶ日・豊橋道路）お

よび港湾（名古屋港、金城ふ頭、飛島ふ頭）に係る要望 

・東海北陸自動車道および東海環状道路の建設促進に係る要望 

・中部国際空港の機能強化（完全 24 時間化）に係る要望 

９月 ・ガルーダ・インドネシア航空の早期就航に向けた要望 

10 月 ・西日本経済協議会第 56 回総合決議に係る要望 
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2015年度 

実施月 要望活動の内容 

４月 ・意見書「エネルギーミックス・温室効果ガス削減目標の策定に向けた意見」に係る要望 

７月 

・国際競争力強化のための広域幹線道路網および港湾の整備拡充に係る要望 

・国際戦略総合特区「アジア№１航空宇宙産業クラスター形成特区」の推進に係る要望 

・中部国際空港の二本目滑走路を始めとする機能強化の実現に向けた要望 

８月 

・西知多道路の整備促進の要望 

・東海北陸自動車道・東海環状自動車道の建設促進の要望 

・中部国際空港二本目滑走路をはじめとする機能強化の要望 

10 月 ・西日本経済協議会第 57 回総会決議に係る要望 

11 月 

・西知多道路の整備促進および名古屋港の港湾機能強化に係る要望 

・東海環状自動車道の早期整備の要望 

・国際戦略総合特区の税制措置延長等の要望 

・中部国際空港の二本目滑走路を始めとする機能強化の要望 

・南海トラフ地震等に対する緊急防災対策の要望 

12 月 ・ＭＲＪ型式証明審査体制に係る要望 

１月 ・西知多道路の整備に係る要望 

 

2016年度 

実施月 要望活動の内容 

６月 ・南海トラフ地震等に対する緊急防災対策促進に係る要望 

７月 ・愛知県内の道路および港湾、防災対策の早期整備の要望 

８月 

・中部国際空港の二本目滑走路を始めとする機能強化の早期実現に関する要望 

・東海北陸自動車道および東海環状道路の建設促進の要望 

・西知多道路の早期整備の要望 

・北陸との高速鉄道ネットワークの確保・充実の要望 

10 月 
・西日本経済協議会第 58 回総会決議に係る要望 

・名古屋環状２号線の早期整備の要望 

11 月 

・東海環状自動車道の早期整備の要望 

・南海トラフ地震等に対する緊急防災対策促進の要望 

・国際競争力強化のための広域幹線道路網などの整備促進の要望 

・東海北陸自動車道および東海環状自動車道の建設促進の要望 

・西知多道路の早期整備の要望 

・名豊道路の早期全線整備の要望 

１月 

・名岐道路の早期整備の要望 

・浜松三ヶ日・豊橋道路の早期整備の要望 

・名古屋環状２号線の早期整備の要望 
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2017年度 

実施月 要望活動の内容 

７月 

・中部国際空港の二本目滑走路をはじめとする機能強化の実現に向けた要望 

・名岐道路の早期整備の要望 

・一宮西港道路の早期整備の要望 

・国際競争力強化のための広域幹線網などの整備推進の要望 

・国際戦略総合特区「アジア№１航空宇宙産業クラスター形成特区」の推進の要望 

・西知多道路の早期整備の要望 

８月 
・東海北陸自動車道および東海環状自動車道の建設促進の要望 

・南海トラフ地震等に対する緊急防災対策の要望 

11 月 

・東海環状自動車道西回り区間の早期整備の要望 

・東海北陸自動車道・東海環状自動車道などの建設促進の要望 

・国際競争力強化のための広域幹線網などの整備推進の要望 

・国際戦略特区「アジア№１航空宇宙産業クラスター形成特区」の推進の要望 

・西日本経済協議会第 59 回総会決議に係る要望 

・名豊道路の早期全線整備の要望 

・南海トラフ地震に対する緊急防災対策促進に係る要望 

12 月 
・意見書「エネルギー基本計画の見直しに対する意見書～エネルギーの安定・安価な供給体制の確

保と利用分野でのイノベーション推進を～」に係る要望 

１月 

・一宮西港道路の早期整備の要望 

・西知多道路の早期整備の要望 

・名豊道路の早期全線整備の要望 

・名古屋環状２号線の早期全線整備の要望 

３月 ・提言書「中部圏の未来を支える人材の育成」に係る要望 

 

2018年度 

実施月 要望活動の内容 

５月 ・名岐道路の早期整備の要望 

７月 
・中部国際空港の二本目滑走路をはじめとする機能強化の早期実現に向けた要望 

・名古屋環状２号線の早期全線整備の要望 

８月 
・東海北陸自動車道・東海環状自動車道の建設促進の要望 

・国土強靭化税制に係る要望 

11 月 

・西日本経済協議会第 60 回総会決議の要望 

・東海北陸自動車道・東海環状自動車道の整備促進の要望 

・愛知県における国際競争力強化のための広域幹線網などの整備促進の要望 

・南海トラフ地震等に対する緊急防災対策促進の要望 

１月 
・一宮西港道路の早期整備の要望 

・名豊道路の整備促進の要望 

２月 
・名古屋環状２号線の整備促進の要望 

・西知多道路の早期整備の要望 
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2019年度 

実施月 要望活動の内容 

５月 ・中部国際空港の二本目滑走路をはじめとする機能強化の早期実現の要望 

７月 ・国際戦略総合特区「アジア№１航空宇宙産業クラスター形成特区」の推進の要望 

10 月 

・リニア中央新幹線の整備促進の要望 

・名岐道路の早期整備の要望 

・東海北陸自動車道・東海環状自動車道の整備促進の要望 

11 月 

・愛知県における国際競争力強化のための広域幹線網等の整備推進の要望 

・「国土強靭化税制」の整備・創設の要望 

・西日本経済協議会第 61 回総会決議の要望 

・南海トラフ地震等に対する緊急防災対策の要望 

・中部縦貫自動車道の整備促進の要望 

・名古屋環状２号線の整備促進の要望 

・中部国際空港の二本目滑走路をはじめとする機能強化の早期実現の要望 

・東海環状自動車道の整備促進の要望 

１月 

・一宮西港道路の早期整備の要望 

・西知多道路の早期整備の要望 

・名豊道路の整備促進の要望 

 

2020年度 

実施月 要望活動の内容 

７月 
・新型コロナウイルス感染症に関わる対策要望および協力提案の要望 

・中部国際空港をはじめとした中部地域での検疫体制の拡充（ＰＣＲセンターの設置ほか）の要望 

８月 
・西知多道路の整備促進の要望 

・コロナ禍を機とした経済対策の要望 

10 月 

・中部国際空港国際線の早期復便に向けた緊急要望 

・Ｃ－ＡＳＴＥＣと連携したコロナによって深刻な影響を受けた航空宇宙産業に必要な緊急対策要望 

・名岐道路の早期整備の要望 

・河川・海岸堤防などにおける地震・津波対策の整備の要望 

・流域治水の推進の要望 

・東海環状自動車道の整備促進の要望 

11 月 ・「国土強靭化税制」の整備・創設の要望 

１月 ・東京一極集中是正に関する要望 
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３．歴代役員在任期間(2001年度～2020年度) 

〔就任順〕 

【名誉会長】 

氏 名 在任期間 

安部 浩平 2001年５月 17日～2005年５月 17日 

豊田 芳年 2007年５月 22日～2017年２月 10日 

川口 文夫 2011年５月 19日～2020年６月２日 

三田 敏雄 2016年６月９日～2020年６月２日 

（注）名誉会長職は 2020年 6月に廃止 

【会長】 

氏 名 在任期間 

安部 浩平 1995年５月 19日～2001年５月 17日 

太田 宏次 2001年５月 17日～2004年７月 30日 

豊田 芳年 2004年 10月 1日～2007年５月 22日 

川口 文夫 2007年５月 22日～2011年５月 19日 

三田 敏雄 2011年５月 19日～2016年６月９日 

豊田 鐵郎 2016年６月９日～2020年６月２日 

水野 明久 2020年６月２日～ 

【副会長】 

氏 名 在任期間 

神野 信郎 1979年５月 22日～2010年５月 20日 

谷本 悦造 1989年５月 22日～2001年５月 17日 

豊田 芳年 1989年５月 22日～2001年５月 17日 

須田 1989年５月 22日～2004年７月５日 

清水 義之 1991年５月 22日～2005年５月 17日 

岩崎 正視 1991年５月 22日～2001年５月 17日 

小原 敏人 1993年５月 18日～2003年５月 15日 

 川喜田 貞久 1995年５月 19日～2005年５月 17日 

太田 宏次 1995年９月４日～2001年５月 17日 

小菅 正弘 1997年５月 20日～2003年５月 15日 

遠藤 優 1997年５月 20日～2005年５月 17日 

鈴木 修 1997年５月 20日～2005年５月 17日 

小笠原 日出男 1999年５月 20日～2002年４月 22日 

安川 英昭 1999年５月 20日～2009年５月 19日 

木村 操 2000年３月 27日～2007年 10月１日 
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氏 名 在任期間 

横井 明 2001年５月 17日～2008年２月 29日 

川口 文夫 2001年５月 17日～2007年５月 22日 

渡辺 捷昭 2001年５月 17日～2005年５月 17日 

杉原 武 2002年４月 22日～2002年９月２日 

鍋田 雅久 2003年５月 15日～2007年５月 22日 

松下 雋 2003年５月 15日～2013年６月 12日 

葛西 敬之 2004年７月５日～2010年５月 20日 

岩田 義文 2005年５月 17日～2014年６月５日 

伊藤 修二 2005年５月 17日～2009年５月 19日 

神尾 隆 2005年５月 17日～2010年５月 20日 

小島 伸夫 2005年５月 17日～2009年７月 27日 

飯田 俊司 2005年５月 17日～2009年７月 27日 

佐々 和夫 2006年５月 18日～2009年５月 19日 

中西 勝則 2006年５月 18日～ 

小林 長久 2007年５月 22日～2014年６月５日 

三田 敏雄 2007年５月 22日～2011年５月 19日 

 木下 栄一郎 2007年 10月１日～2011年５月 19日 

豊田 鐵郎 2008年４月 25日～2016年６月９日 

梶川  隆 2009年５月 19日～2010年５月 20日 

山浦 愛幸 2009年５月 19日～ 

古角  保 2009年５月 19日～2012年６月 11日 

堀江 博海 2009年７月 27日～2013年 12月 31日 

上田  豪 2009年７月 27日～2020年６月２日 

中村 捷二 2010年５月 20日～2019年６月４日 

松本 正之 2010年５月 20日～2011年１月 24日 

木下 光男 2010年５月 20日～2012年６月 11日 

梅村  充 2010年５月 20日～2013年６月 12日 

河野 英雄 2011年５月 19日～2015年６月８日 

山田 佳臣 2011年５月 19日～2014年６月５日 

水野 明久 2011年７月 25日～2020年６月２日 

宮坂 明博 2012年４月 1日～2013年６月 12日 

 佐々木 眞一 2012年６月 11日～ 

小笠原  剛 2012年６月 11日～2016年６月９日 

加藤 太郎 2013年６月 12日～2015年６月８日 

酒本 義嗣 2013年６月 12日～2014年 10月 31日 

花岡 清二 2014年６月５日～2017年６月６日 
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氏 名 在任期間 

小川  謙 2014年６月５日～2020年６月２日 

竹中 裕紀 2014年６月５日～ 

柘植 康英 2014年６月５日～ 

村瀬 幸雄 2014年６月５日～ 

安藤 隆司 2015年６月８日～ 

藤野 伸司 2015年６月８日～2016年３月 31日 

大島  卓 2015年６月８日～ 

山名 毅彦 2016年６月９日～2018年６月５日 

中田  卓 2016年６月９日～ 

碓井  稔 2017年６月６日～ 

安形 哲夫 2018年６月５日～2020年６月２日 

中村 昭彦 2018年６月５日～ 

神野 吾郎 2019年６月４日～ 

伊藤 歳恭 2020年６月２日～ 

勝野  哲 2020年６月２日～ 

大西  朗 2020年６月２日～ 

安藤  仁 2020年６月２日～ 

【理事】 

氏 名 在任期間 

今井 正 2016年６月９日～2019年６月４日 

相馬 秀次 2019年６月４日～ 

松尾 清一 2020年６月２日～ 

濱田 州博 2020年６月２日～2021年９月 30日 

【評議員会議長】 

氏 名 在任期間 

豊田 芳年 2001年５月 17日～2004年 10月１日 

小原 敏人 2004年 10月１日～2007年５月 22日 

須田 2007年５月 22日～2017年６月６日 
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【副会長待遇常任理事】 

氏 名 在任期間 

大橋 徹郎 1997年５月 20日～2001年５月 17日 

永広 和夫 2001年５月 17日～2003年５月 13日 

二村 文友 2003年５月 15日～2007年５月 22日 

勝山 憲夫 2007年５月 22日～2011年５月 19日 

宮坂 明博 2011年５月 19日～2012年３月 31日 

【最高顧問】 

氏 名 在任期間 

豊田  英二 1991年５月 22日～2013年９月 7日 

豊田 章一郎 2014年７月 25日～2017年６月６日 

【特別顧問】 

氏 名 在任期間 

小原 敏人 2003年 10月１日～2007年５月 22日 

須田 2004年７月５日～2007年５月２日 

三田 敏雄 2020年６月２日～ 

豊田 鐵郎 2020年６月２日～ 

【監事】 

氏 名 在任期間 

牛嶋 教雄 1991年５月 22日～2013年６月 12日 

田中 浩太郎 1991年５月 22日～2002年４月 22日 

鳥海 正義 1999年５月 20日～2003年５月 15日 

高橋 信敏 2001年９月３日～2003年５月 15日 

藤森 源久 2002年４月 22日～2016年６月９日 

長谷川 伸八 2003年５月 15日～2007年９月３日 

伊藤  薫 2003年５月 15日～2005年５月 17日 

瀬川  章 2005年５月 17日～2008年４月 25日 

冨田 章嗣 2007年９月３日～2010年７月 26日 

今泉 泰彦 2008年４月 25日～2010年４月 15日 

神宮 知茂 2010年５月 20日～2012年６月 11日 

渡辺 修 2010年７月 26日～2013年６月 12日 

瀧口 新市 2012年６月 11日～2015年６月８日 

伊藤 卓志 2013年６月 12日～2019年６月４日 
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氏 名 在任期間 

大津 正己 2013年６月 12日～ 

平間 久顕 2015年６月８日～2017年６月６日 

森本  審 2016年６月９日～2020年６月２日 

冨田 克典 2017年６月６日～2020年６月２日 

山下 孝治 2020年６月２日～ 

紀村 英俊 2020年６月２日～ 

加藤 勝彦 2020年６月２日～ 

【事務局役員】 

（専務理事） 

氏 名 在任期間 

木下 喜揚 1995年５月 17日～2007年５月 22日（副会長待遇専務理事） 

山内 拓男 2007年５月 22日～2012年５月 19日 

伊藤 範久 2012年５月 19日～2016年６月９日 

小川 正樹 2016年６月９日～ 

（常務理事事務局長） 

氏 名 在任期間 

岡本 光世 2000年４月１日～2003年５月 15日 

土屋 良文 2003年４月１日～2007年７月２日 

石原 正 2007年７月２日～2012年７月 25日 

小川 正樹 2012年７月 25日～2016年６月９日 

藤原 啓税 2016年６月９日～2020年６月２日 

平松 岳人 2020年６月２日～ 

（常務理事） 

氏 名 在任期間 

安木 正一 
1995年５月 17日～2006年５月 18日 

（常務理事待遇常任参与）～2008年５月 20日 

松岡 和良 2000年４月１日～2005年５月 17日 

大野 睦彦 2005年５月 17日～2010年５月 20日 

菅原 章文 2010年５月 20日～2014年６月５日 

三浦 司之 2014年６月５日～2017年６月６日 

栗原 大介 2017年６月６日～ 
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（理事） 

氏 名 在任期間 

岩谷 博文 2006年５月 18日～2011年５月 19日 

林  雅人 2006年５月 18日～2013年６月 12日 
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４．常設委員会の変遷(2001年度～2020年度) 

（１）2001 年度～2011 年度

委員会名 設置期間 委員長 在任期間 

総合会議議長 － 
神野 信郎 

松下 雋 

～2010.6 

2010.06～2012.03 

企画委員会 － 
神野 信郎 

中村 捷二 

～2010.06 

2010.06～2012.03 

経済法規委員会 ～2004.03 
清水 義之 ～2005.07 

経済法規委員会(呼称変更) 2004.04～2012.03 小島 信夫 

堀江 博海 

2005.07～2009.07 

2009.07～2012.03 

地域開発委員会 ～2004.03 谷本 悦造 

横井  明 

～2001.06 

2001.06～2008.04 
産業振興委員会(呼称変更) 2004.04～2012.03 

豊田 鐵郞 2008.04～2012.03 

国際委員会 － 

小原 敏人 

横井  明 

豊田 鐵郞 

～2003.06 

2003.06～2008.03 

2008.04～2012.03 

経済情勢委員会 ～2004.03 
渡辺 捷昭 ～2005.06 

経済政策委員会(呼称変更) 2004.04～2012.03 神尾 

木下 光男 

2005.07～2010.06 

2010.07～2012.03 

税制・財政委員会 ～2004.03 
川喜田 貞久 ～2012.03 

税制委員会(呼称変更) 2004.04～2012.03 

産業政策委員会 ～2004.03 
小原 敏人 ～2003.05 

松下  雋 2003.06～2012.03 
社会経済制度委員会(呼称変更)  2004.04～2012.03 

情報通信委員会 － 
遠藤  優 

岩田 義文 

～2005.06 

2005.07～2012.03 

技術委員会 － 

永広 和夫 

二村 文友 

勝山 憲夫 

宮坂 明博 

～2003.05 

2006.06～2007.05 

2007.06～2011.05 

2011.06～2012.03 

資源委員会 ～2004.03 
川口 文夫 ～2007.05 

資源・環境委員会(呼称変更) 2004.04～2012.03 三田 敏雄 

水野 明久 

2007.06～2011.05 

2011.06～2012.03 

交通委員会 － 

須田 

葛西 敬之 

松本 正之 

山田 佳臣 

～2004.06 

2004.07～2010.05 

2010.06～2011.05 

2011.06～2012.03 

物流委員会 － 

小菅 弘正 

鍋田 雅久 

小林 長久 

～2003.05 

2003.06～2007.05 

2007.06～2012.03 

広域行政委員会 － 

小笠原 日出男 

杉原  武 

木下 喜揚※ 

～2002.03 

2002.04～2004.06 

2004.07～2006.05 
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委員会名 設置期間 委員長 在任期間 

佐々 和夫 2006.06～2009.05 
道州制推進委員会(呼称変更) 2008.04～2012.03 

古門  保 2009.06～2012.03 

文化・観光委員会 － 

木村  操 

木下 栄一郎 

河野 英雄 

～2002.03 

2007.10～2011.05 

2011.06～2012.03 

中部国際空港特別委員会 － 

太田 宏次 

神野 信郎 

豊田 芳年 

川口 文夫 

三田 敏雄 

～2004.07 

2004.08～2004.09 

2004.10～2007.05 

2007.06～2011.05 

2011.06～2012.03 

2005 日本国際博覧会特別委員会 ～2006.03 

太田 宏次 

神野 信郎 

豊田 芳年 

～2004.07 

2004.08～2004.09 

2004.10～2006.03 

21 世紀新首都問題特別委員会 － 

須田 

太田 宏次 

神野 信郎 

豊田 芳年 

川口 文夫 

三田 敏雄 

～2004.06 

2004.07～2004.07 

2004.08～2004.09 

2004.10～2007.05 

2007.06～2011.05 

2011.06～2012.03 

 ※:委員長代行 

（２）2012 年度～2016 年度 (委員会再編：(公益法人改革に伴う一般社団法人化))

委員会名 設置期間 委員長 在任期間 

企画委員会 － 中村 捷二 2012.04～2017.03 

人材育成部会 2014.06～2017.03 2014.06～2017.03 

人材育成委員会 2015.06～2017.03 2015.06～2017.03 

経済委員会 － 豊田 鐵郞 2012.04～2017.03 

税制委員会 － 上田  豪 2012.04～2017.03 

産業委員会 － 佐々木 眞一 2012.04～2017.03 

次世代自動車部会 － 2012.04～2017.03 

長寿ヘルスケア部会 

ヘルスケア部会(呼称変更)

～2014.05 

2014.06～2017.03 

岩田 義文 

竹中 裕紀 

2012.04～2014.05 

2014.06～2017.03 

社会基盤委員会 ～2017.03 
山田 佳臣 

柘植 康英 

2012.04～2014.05 

2014.06～2017.03 

まちづくり部会 2014.06～2017.03 
河野 英雄 

安藤 隆司 

2014.06～2015.05 

2015.06～2017.03 

街づくり・観光委員会 ～2014.05 河野 英雄 

安藤 隆司 

2012.04～2015.05 

2015.06～2017.03 観光委員会(呼称変更) 2014.06～2017.03 

資源・環境委員会 － 水野 明久 2012.04～2017.03 

地方分権特別委員会 － 小笠原  剛 2012.04～2017.03 

中部国際空港特別委員会 － 三田 敏雄 2012.04～2017.03 

航空宇宙特別委員会 － 
松下 雋 

加藤 太郎 

2012.04～2013.05 

2013.06～2017.03 
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委員会名 設置期間 委員長 在任期間 

農商工連携特別委員会 － 
堀江 博海 

村瀬 幸雄 

2012.04～2014.05 

2014.06～2017.03 

防災特別委員会 － 
小林 長久 

小川 謙 

2012.04～2014.05 

2014.06～2017.03 

国際交流懇談会 － 

宮坂 明博 

酒本 義嗣 

藤野 伸司 

今井 正 

2012.04～2016.03 

2013.06～2015.05 

2015.06～2016.05 

2016.06～2017.03 

産学連携懇談会 － 
岩田 義文 

竹中 裕紀 

2012.04～2014.05 

2014.06～2017.03 

（３）2017 年度～ （委員会再編）

委員会名 設置期間 委員長 在任期間 

経済委員会 － 
水野 明久 

勝野 哲 

2017.04～2020.05 

2020.06～ 

税制委員会 － 
上田  豪 

伊藤 歳恭 

2017.04～2020.05 

2020.06～ 

産業・技術委員会 － 佐々木 眞一 2017.04～ 

エネルギー・環境委員会 － 
水野 明久 

勝野 哲 

2017.04～2020.05 

2020.06～ 

イノベーション委員会 － 
竹中 裕紀 2017.04～ 

安形 哲夫※ 2018.06～2020.05 

国際委員会 － 大島  卓 2017.04～ 

地域産業活性化委員会 － 

村瀬 幸雄 2017.04～ 

中西 勝則※ 2017.04～ 

山浦 愛幸※ 2017.04～ 

上田  豪※ 

伊藤 歳恭※ 

2017.04～2020.05 

2020.06～ 

観光委員会 － 安藤 隆司 2017.04～ 

広域連携・地域づくり委員会 － 
山名 毅彦 

中村 昭彦 

2017.04～2018.05 

2018.06～ 

社会基盤委員会 － 柘植 康英 2017.04～ 

企業防災委員会 － 

小川 謙 

大西 朗 

2017.04～2020.05 

2020.06～ 

今井  正※ 

相馬 秀次※ 

2017.04～2020.05 

2019.06～ 

人材育成委員会 － 
中村 捷二 

神野 吾郎 

2017.04～2019.05 

2019.06～ 

物流懇談会 2020.06～ 安藤 仁◇ 2020.06～ 

※:共同委員長、◇:座長 
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一般社団法人中部経済連合会 
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