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Ⅰ  概  要 

 

昨年の世界経済を振り返りますと、全体としては緩やかに回復傾向にあり、今

後も同様の回復傾向が継続するものと期待されています。但し、通商問題の動向

や中国経済の先行きなどリスクに留意する必要があることも同様に継続していま

す。 

アメリカにおいては、景気は回復しているものの、内向き志向を一段と強める

トランプ政権の政策や通商問題の動向などが、世界の政治・経済に悪影響を及ぼ

すことが懸念されております。  

欧州においても、景気は緩やかに回復しているものの、ＥＵ離脱問題の長期化

を抱えるイギリスなど不透明感が増してきている状況です。 

中国では、各種政策効果の発現に期待するところですが、アメリカとの通商問

題の影響や過剰債務問題など実経済への懸念が強まっています。  

一方、昨年のわが国の景気は、雇用情勢の回復を背景に個人消費が持ち直し、

設備投資も増加するなど底堅く推移しましたが、相次ぐ自然災害は国民の暮らし

や経済に大きな影響を及ぼしました。 

今後、２０２０年のオリンピック・パラリンピックや２０２５年の大阪万博な

ど明るい材料もありますが、人口減少、少子高齢化、社会保障費の増大、地方の

衰退等、多くの構造問題の解決はまだ道半ばです。更には、南海トラフ地震や首

都直下型地震等激甚化する災害への備えのため、国土強靭化を急ぎ進めていく必

要があります。 

このような状況を踏まえ、当会は、引き続き「地方の活性化」、「国民の安全・

安心」、「国際競争力の向上」を３本柱に据え、産業界、政界、官界、学界をつな

ぐプラットフォームとして、国益の向上と、次世代のための重要なインフラを遺

すという強い信念を持ちながら、夢と希望の持てる社会の実現に向け、その実現

に資するインフラ整備について具体的な検討と提言活動を実施して参ります。  
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Ⅱ．総務関連の事業 

 

本年度に実施予定の主な事業は以下のとおりです。 

 

１．総会の開催 

 

  定時総会を５月に１回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催します。 

 

２．理事会の開催 

 

通常理事会を、５月及び３月の年２回開催するほか、必要がある場合に臨時理

事会を開催します。 

 

３．総合委員会の開催 

 

当委員会は、会長又は理事会からの諮問に応じ、運営及び事業の方針について

答申することを目的とし、以下の活動を実施します。 

 

（１）会長又は理事会から諮問された事項への答申 

 

①  理事会上程事項（事業計画書、収支予算書、事業報告、決算報告等）の事

前審議と理事会への答申 

②  運営及び事業の懸案事項（各委員会・研究会の新設・改廃、総合的広報方

策、新規会員獲得・収入増大方策等）の審議と理事会への答申 

③  上記以外に会長又は理事会から諮問された事項への答申 

 

（２）その他（外部有識者等との懇談、意見交換等）  

 

４．総合幹事会の開催 

 

当幹事会は、総合委員長からの諮問に応じ、運営及び事業の方針について答申

することを目的とし、以下の活動を実施します。 
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（１）総合委員会への上程事項等の事前抽出（以下、例） 

①  各委員会・研究会に関わる事項 

②  総合的広報方策（パンフレット、ホームページ、刊行物等） 

③  新規会員獲得・収入増大方策 

④  会員サービス強化方策（フューチャー２１、会員懇談会等の行事の企画に 

関する検討等） 

 

（２）その他 

 

５．賀詞交換会の開催 

  

 １月に開催します。 

 

６．その他 

 

（１）会員交流活動 

  以下の会議・講演会を随時開催します。 

 

①  フューチャー２１（全会員の特に若手対象の講演会） 

②  会員懇談会（役員会社以外の会員対象の会議） 

 

（２）シンポジウム等の共催・後援等 

  他団体等が開催するシンポジウム等について、当会活動の趣旨に沿う内容であ

る場合には、他団体からの依頼に応じ共催・後援等を行います。 
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Ⅲ．広報関連の事業 

 

当会の政策提言や委員会活動を各種媒体で周知し、以下の目的を達成します。  

 

・  ホームページ、メールマガジンを通じて委員会活動や関連情報の多くをタイム

リーに発信し、情報共有化を通じて会員サービス向上を図る。  

 

１．ＪＡＰＩＣホームページの作成・管理 

 

ホームページ「お知らせ」をタイムリーに更新し、最新の活動状況を発信しま

す。特に、注目すべき事案については、「トピックス」に掲載することによって、

アピール度を高めます。 

 

２．メールマガジンの配信 

 

会員への情報提供、共有化、委員会への加入促進を目的として、会員限定でメ

ールマガジンを配信します。委員会の開催予定告知、活動報告、関連官庁・大学

等で開催されるシンポジウム等を紹介します。内容充実を図り、月１回程度配信

します。 

 

３．記者懇談会の開催 

 

業界専門紙の記者との懇談会を年３回程度開催します。 

 

４．記者会見・記者説明会の開催 

 

一般紙、業界専門紙等を対象とした記者会見・説明会を都度開催します。  

 

５．報道関係者（主に一般紙、テレビ）とのリレーションの更なる強化 

  

活動を広くＰＲするため、業界専門紙を始め、一般紙の論説委員や記者、テレ

ビ関係者とのコンタクトを強化します。 
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Ⅳ．各委員会の事業 
 

 

1.国土・未来プロジェクト研究会 

 

「国土・未来プロジェクト研究会～ＢＥＹＯＮＤ２０２０飛躍のための新規プ

ロジェクト～」の提言は、「地方活性化のためには、先ずは地方が主体的に創意工

夫を結集して取り組むことが必要」であることを訴えてきました。 

本年度も引き続き、全国各地の関係団体（地方自治体、経済連合会、商工会議

所、企業、大学等）と連携し、各地域での講演やシンポジウムにおいて提言プロ

ジェクトの説明を行い、気運醸成を図るとともに、具体的なプロジェクトごとに、

技術検討や民間活力の導入の方策を深堀、検討します。 

また、新たなプロジェクトの創出も積極的に検討するため、国内・外の先進イ

ンフラ事例の視察・調査や、ＡＩ、ＩｏＴ、Ｍａａｓ等の最新・ソリューション

や資金調達方法の勉強会の開催を行っていきます。これらを盛り込み、２０１７

年に発刊した「提言！次世代活性化プロジェクトＢＥＹＯＮＤ２０２０」の増補

改訂版の発刊を目指します。 

 

 

2.国土委員会 

 

2-1．首都圏グローバルハブ空港研究会 

 

従来、当会は、首都圏空港に関して、成田・羽田間のリニア利用による２空港

の一体運営と周辺開発により、東アジアの競合空港との競争に打ち勝つグローバ

ルハブ空港化を目指してきましたが、昨今のインバウンドの急増羽田空港の更な

る国際化等の状況変化を踏まえた、首都圏空港の在り方について、新たな検討を

開始します。 

具体的には、成田第３滑走路増設後の、首都圏空港容量拡大に向けた、国の中・

長期的な整備方針を踏まえた上で、空港整備手法、資金調達方法、空港アクセス

手段などを長期的な視野に立った提言を行います。 

研究会は、山﨑朗中央大学教授を委員長とし、アジアのハブ空港の最新整備状

況も踏まえながら、２０５０年の首都圏空港の需要予測を基に、首都圏空港の在
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り方に関する提言とその実施に向けて議論を行います。 

 

2-2.都市インフラのリノベーション委員会 

 

当委員会は、中村英夫副会長の発案を基に、藤本貴也委員長として、日本の都

市に必要な品格ある景観、快適なオープンスペース、災害に対する安全性向上を

実現させるべく活動を推進しています。 

 これまで法政大学、東京理科大学、中央大学、東京都市大学と地元の自治会や

商店会等が参加する「外濠再生懇談会」において、ワークショップを開催するな

ど、水質と景観改善に向けた地元の気運醸成を図るべく活動を支援しました。 

本年度は、「外濠再生懇談会」の活動支援に加えて、あらためて行政（国・都）

への働きかけを企図します。また、国土・未来プロジェクト研究会と連携し、国

内の水辺空間の整備事例を視察し、具体的な検討の参考とする計画です。 

 

2-3.国土創生プロジェクト委員会 

 

当委員会は、インフラとモビリティネットワークの整備を念頭においた具体的

プロジェクトを用いて、将来の国土や街づくりのあり方を引き続き検討します。 

具体的には、大循環（世界と直結する、玄関口としての国土の基幹ネットワー

ク）、中循環（地域、地域ブロックのネットワーク）、小循環（都市内やコミュニ

ティ内のネットワーク）を横軸に、防災・環境・エネルギーや地域活性化（産業、

コミュニティ）を縦軸に、相互に関連するテーマを立て、具体的なプロジェクト

化、ストック効果の計測と評価、これらを支えるデータ戦略やファイナンスによ

って、検討の深堀を行います。併せて、産業界や自治体、大学等の有識者へのヒ

アリングを通じて、内容の肉付けを行います。 

本年度は、インフラとモビリティネットワーク整備は次世代・未来のための投

資との観点から、未来投資会議、国土強靭化推進本部、経済財政諮問会議、総合

科学技術・イノベーション会議等へ前広に提言していきたいと考えます。 
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3.地域創生委員会 

 

3-1.複合観光事業研究会 

 

当研究会では、国の成長戦略、地域振興・観光振興戦略として注目され期待さ

れるカジノを含む統合型リゾート施設（ＩＲ：Integrated Resort）の実現に向け

た気運醸成と、事業性の検討、更に産業界の要望事項のとりまとめの活動を行っ

ています。 

本年度は、国会における審議状況と、国のＩＲ整備推進本部の活動を見ながら、

産業界としての要望事項をとりまとめ、発信していきます。  

 

3-2.地域経営委員会 

 

当委員会では、財政問題や人口問題（少子高齢化、人口減少、人口の都市部へ

の流出等）など深刻な問題を抱える地方自治体を対象に、次の１００年のための

戦略を検討しています。 

本年度は、引き続き北海道稚内市にターゲットを絞り、同市と連携して、民間

企業が参入する地方創生に向けた具体的なモデルの提示と、その実装に向けた検

討を、従来の２部会（①公共資産マネジメント、②新たな地域産業構造構築）を

合体させ、官民連携共同事業体の具体化に向けて進めていきます。２０２０年度

のスタートアップ事業の開始を目指し、自治体からのヒアリングを踏まえた検討

を行い、本年度上期には、制度改革等の二次提言を行うとともに、シンポジウム

を開催する予定です。  

 

 

4.環境委員会 

 

4-1.ブルーカーボン研究会 

 

 パリ協定に基づくＣＯ２削減の流れを踏まえ、参加国は２０３０年の温室効果

ガス排出削減目標達成のための新たな国際枠組み合意のもと、森林を含む吸収源 

を保全し、自ら目標を立て、削減を促進する責務を果たす方向です。 

我が国においても、同様に搬出削減策の構築と実施が喫緊の課題となっていま
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す。近年、海草藻場などの浅海が大気中のＣＯ２削減に大きく貢献していること

が報告され、２００９年の国連環境計画（ＵＮＥＰ）の報告書において「ブルー

カーボン」と命名されました。本研究会では、ブルーカーボンに関心を寄せる会

員企業が集い、研究所や自治体等と連携し、引き続き浚渫土砂や鉄鋼スラグ、藻

場造成技術等を活用することにより、海の自然生態系再生を図るための研究を継

続していきます。併せて、環境共生型構造物のプロジェクトに関しても、テーマ

に盛り込み研究会の方々の意見聴収を行う予定です。 

今後も、国土交通省港湾空港技術研究所や環境省のご意見を伺いながら、会員

企業が取り組むべき環境テーマについて議論を行います。 

 

 

5.防災委員会 

 

防災研究の第一人者である河田惠昭委員長の最新の研究成果や知見を紹介して

いただくとともに、提言を目指す WG の活動を含めて意見交換を図るため、定期的

に委員会（年４回程度）を開催します。 

首都直下地震への備えとして、「巨大災害からの産業の早期復旧・復興に関する

検討」をテーマとし、中小工場等のサプライチェーン維持の方策、中小工場等を

絡めた再開発等の「高度集積型都市産業再生」にスポットを当てて、前年度から

議論検討を行ってきました。本年度は、提言発表を目指して、内容の具体化、整

理や構成の検討を進めていきます。  

 また、「首都直下地震の災害廃棄物処理・運搬の高度化」をテーマとして、自動

運転技術などを活用した効率的な災害廃棄物処理の実現について、前年度から議

論検討とシミュレーションを行ってきました。本年度は、提言発表を目指して、

内容の具体化、整理、シミュレーションの継続とまとめ、構成の検討を進めてい

きます。 

 

 

6.水循環委員会 

 

昨年発生した大規模停電（ブラックアウト）からの早期回復、豪雨による大規

模断水の発生等の新たに顕在化した水循環の課題及び地球温暖化の影響、人口減

少、エネルギー対策等、水循環を取り巻く社会・自然環境の変化を踏まえ、当委
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員会では、新たな水循環の構築に向けた制度・施策・技術開発、小水力発電を含

む水力発電の促進及び相模川をモデルケースとした水系の最適化について検討し、

提言を行う予定です。 

 

 

7.海洋資源事業化委員会 

 

 当委員会では、海底熱水鉱床の研究を継続していく考えであり、法的な面、環

境面に加え、産業振興の面も注視していきます。 

今回の第３期海洋基本計画にも、海洋の産業利用が謳われており、これをきち

んと実践することが我が国の海洋の権益確保になり、ひいては安全保障にもつな

がります。海洋基本計画を踏まえ、産業界がビジネスを展開することにつながる

ように積極的に取り組んでいきます。本年度は、上記海底熱水鉱床に加え、コバ

ルトリッチクラスト等他の海洋資源についても検討対象を広げる予定です。 

 

 

8.森林再生事業化委員会 

 

日本林業は、国産材の資源が成熟し、その活用も徐々に増加していますが、森

林所有者、中間加工業者、製材消費者の連携が必ずしも進んでいないことから、

長年川上に利益が還元されない構造になっています。当委員会では、川上・川中・

川下のサプライチェーンを構築し、関係者が win-win となる次世代林業システム

の検討を行います。  

国も森林環境贈与税や、新たな森林管理システムの導入など新たな政策を導入

しつつあり、その活用と合わせて、検討を進めていきます。 

具体的には、①熊本県五木地区を中心とした次世代林業モデルの推進（集約化、

路網整備等基盤整備、木材流通等）、②ＩＣＴを活用したサプライチェーンマネジ

メントの構築、③林業人材の育成・確保、④国産材利用の拡大、⑤木質バイオマ

ス利用の観点から検討を進めます。  

 

9.日本・ミャンマー産業交流検討委員会 

 

当委員会は、東南アジア屈指の成長市場・投資先として、特に注目を集めて
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いるミャンマーに焦点を当て、民間ベースでの国際交流・協力による互恵関係

構築に資するため、民間企業・団体・関係省庁等が糾合し情報共有を行うとと

もに、新たな互恵戦略スキームについての政策提言と具体的なプロジェクトの

創出を目指すものです。 

２０１９年１月に第２回目のミャンマー訪問を行い、現地の民間団体ミャンマ

ー米穀協会（ＭＲＦ）との間で、昨年当委員会が齋藤健農林水産大臣（当時）に

手交した提言について具体的な意見交換を行いました。  

今後は、本提言の実現に向けて、農林水産省や、外務省、ＪＩＣＡ、ＭＲＦ等

とも協力・連携しながら、プロジェクトのフォローアップを進めていきます。 

 

 

10.天然ガスインフラ整備・活用委員会 

 

当委員会が推進している日露パイプラインの可能性検討については、日露エネ

ルギー協力の推進状況、及びトランプ政権移行後の対露政策を注視しつつ経済産

業省、外務省との連携の下、慎重に検討を継続していきます。このため、北東ア

ジア天然ガス・パイプラインフォーラムへの参画等、国内外の関係各機関・企業

とも十分な連携を図っていきます。 

 これを通じて、国内エネルギーインフラの要であるパイプライン網の整備・強

靭化を目指し、更には国際パイプラインとの連携による北東アジアパイプライン

ネットワークを形成すべく、積極的な活動を推進していきます。 

 

 

11.関西委員会 

 

当委員会の直近の提言「新大阪駅周辺エリアの都市機能強化」に関し、新大阪

の交通結節機能の向上、強化などについて、前年度に引き続き、国土交通省、大

阪府・市等と連携していきます。  

また、２０２５年大阪万博開催が決定したことなどに伴い、新たなプロジェク

トテーマについて、大阪万博、夢洲開発を起点とした大阪ベイエリアのインフラ

整備、開発、活性化や西日本連携等を方向性の一つとしつつ、中長期的な関西の

活性化、強化を目指して幅広い視点で、有識者を招いた勉強会を行いながら議論・

検討を積み重ね、テーマの選定に向けて活動していきます。  
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12.中部委員会 

 

当委員会で公表している提言書「中川運河価値最大化プロジェクト構想」の具

体的進展に向けて、国土・未来プロジェクト研究会提言書の各地域への展開活動

と連携し、関係各部署への働きかけを継続していきます。 

加えて、「中部診断」をベースに、リニア新幹線整備後の「スーパーメガリー

ジョン」の中心を担う中部地域の活性化に向けて幅広い議論を積み重ね、具体的

プロジェクト提案に向け新テーマ選定に向けた活動を継続します。 

 

 

13.日本創生委員会 

 

当委員会は、将来に向けた国家像をテーマとして、政・官・財・学界の有識者

を幅広くゲストに迎え、討議とまとめを行います。とりわけ、次世代を担う、中

堅・若手の政治家等や学者との連携を図っていきます。  

 

13-1.林業復活・地域創生推進委員会 

 

林業復活・地域創生を推進する国民会議は、前ＪＡＰＩＣ会長の三村明夫日本

商工会議所会頭を会長として発足しました。国産材の需要拡大を通して地方経済

の活性化を目指すべく、企業や団体を始め広く国民に必要性を発信し、気運醸成

を図っていくことを使命として活動しています。当委員会は、同国民会議のエン

ジン機関として設立され、林業成長産業化のための具体的な課題解決策の検討を

「林業復活・地域創生ＷＧ」において行っています。  

本年度は、５月の国民会議に向け、ＷＧ活動を継続し、「医・食・住」分野での

木材活用事例の収集・調査を中心に活動を行います。  

 また、本年度以降の適切な時期での「林業サミット」の開催を模索致します。  

 

13-2.Women’s テーブル 

 

本年度も、これまでの議論・検討の結果を踏まえ、女性活躍推進をテーマに委

員会を開催、有識者を招き、今後の活動テーマを議論します。 
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14.筑波大学連続リレー講義 

 

14-1.リレー講義 

 

当会と筑波大学との連携協力に基づき２０１１年度より開設したリレー講義は、

大学側からの強い要請もあり、更に２０１９年度から２０２０年度までの２年間、

協定を延長しました。 

本年度は、開講９年目を迎えますが、「社会基礎学～グローバル（世界）とロー

カル（地方）で活躍できる人材の育成」を年間テーマとして、春と秋の２学期で

開講します。 

 

14-2.アドバンスト・ディスカッションコース（ゼミ） 

 

少人数の大学院生によるディスカッションによって、自分の頭で「考える」力

を身につけさせることが目的として開講します。 

 

 

15.神戸大学連続リレー講座 

 

当会と神戸大学との連携協力に関する協定に基づき２０１４年度より開設した

リレー講座は、本年度は前年度と同様、第２クオーター集中型（６月～７月）の

実施となります。テーマは引き続き「社会基礎学（グローバル人材に不可欠な教

養）」とし、産業界、官界、政界の有識者によるリレー講座を実施します。 

 

 

 


